Hidenori Nakanishi

中西 秀徳

Ａ：大学合格、おめでとうございます。

Ａ：高２でももう一度阪大へ行って、やっぱりこ
こに行きたいなと？

Ｎ：ありがとうございます。
Ｎ：そうですね。
Ａ：今の気持ちを聞かせてください。
Ｎ：前期（大阪大学理学部）はあかんかったんです
けど、そこから切り替えて頑張って、後期で受
かることができたので、今は受かった場所で
精いっぱい頑張ろうと思っています。
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Ａ：そうだね。では、そもそも、第一志望を阪大に
したタイミングや、きっかけを教えて。
Ｎ：阪大に行きたいって初めて思ったのは高１の
5月ぐらいで。学校の進路調査があったとき
に、近畿がいいなと思って。でも京大は難しい
やろなと思って、阪大って書くだけ書いたん
ですけど。実際に高１の夏休みにオープン
キャンパスに行ったら、すごくいいなと思っ
て。そこからずっと第一志望でした。
Ａ：阪大のオープンキャンパスには２回行ったん
だよね。
Ｎ：行きました。高１の頃は数学科を考えていた
ので、阪大の理学部数学科と神戸大学に。高２
で阪大の基礎工学部と理学部化学科と、市大
に行きました。

Ａ：割と早い段階で目標が決まったと思うんだけ
ど、そこから今まで３年間どんな流れで勉強
してきたかということを教えてほしいと思い
ます。まずは高１から。
Ｎ：１年生のときは、定期テストのことで精いっ
ぱいでした。数学も、僕は問題を解くのが遅い
ので、範囲が発表されてからテストまで１周
通るのが精いっぱいなぐらいで。とにかく定
期テストのことばっかりで、受験勉強なんて
全く意識していませんでした。
Ａ：そうだよね〜。では教科ごとに聞いていこう
かな。数学はどんなことしてたの？
Ｎ：数学は、４STEP（教科書傍用問題集/数研出版）
をやるんですけど、１周目は普通に通って。２
周目を通る時間があるときは、それでもギリ
ギリなので、問題を見て解法が浮かんだら、実
際には解かずにもう次へ行く、ということを
やってました。あとは１周目で間違えた問題
を解いてました。
Ａ：１周目を解き始めるタイミングは？

Ｎ：これが遅かったんですよね(笑)テスト期間に Ｎ：そうですね
入る直前にチャレ勉があるじゃないですか。
あそこぐらいから。
Ａ：１年生のときは、普段の勉強と言えば英語と
数学がメインかな？
Ａ：うそやろ！？（もっとコツコツやってると）信
じてたのに！
Ｎ：はい。

Ｎ：どうでしょうね…若干たるんでた…かも(笑)
若干です。数学は少し追いつかなくなってき
て、成績も下がって。あの頃はテスト前に４
STEPの範囲を解き切れなかったりしてまし
た。範囲が広くて、自分のペースでは間に合わ
なくて。

Ｎ：実はそうなんです…(笑)やっぱりクラブも
あったし、塾の通常授業もあるし、日々の予
習・復習とか学校のWeeklyテストや宿題とか
でなかなか追いつかなくて。普段からコツコ
ツやれてたわけではなかったんです…(笑)

Ａ：そんなこともあったね〜。それを思ったら、英
語は嫌いなのにずっとキープしてたよね？

Ａ：クラブもやりながら塾も行って、って忙し
かったと思うけど、平日の何もない日はどの
くらい勉強時間がとれてた？

Ｎ：英語は…とにかく理解よりも覚えることを優
Ｎ：何もない日…週３回は塾だったので、ない日
先していて、覚えたらそれなりの点数がとれ
は、クラブから帰ってきてご飯食べたりして、
たので、数学に比べて成績は安定していたか
Ａ：今やから言えるけどな！(笑)テスト対策とし
寝る前に次の日の予習や小テストの勉強で１
もしれません。
て、まとめて演習するのは２週間前のチャレ
〜２時間できたらいい方だったかなと思いま
勉からだったと。そこちょっとカットするわ
す。
Ａ：２年生になって、夏から化学のサテラインの
な(笑)
授業を受け始めてくれたよね。理科は時間が
Ａ：英数以外のテスト勉強はいつからスタートし
かかるので早めに始めようということで受け
Ｎ：全然参考にならないですね！(笑)
ていたの？
始めてくれたけど、受験勉強をせなあかんな
と自覚しだしたのはいつぐらい？
Ａ：数学はもともと得意やし、好きだっていうの Ｎ：理科はテスト期間に入ってから、４STEPと同
があったもんね。テストでも点数とれてたし。
じタイミングで問題演習をスタートするよう Ｎ：やっぱりサテラインを受け始めた頃だと思い
何回か苦しかったこともあったけど。
にしていました。社会は…高１は世界史と現
ます。サテライン自体が受験に直結した講座
社だったので、受験には使わないことが分
だったので。
Ｎ：そうですね。好きだったので。
かっていたので、直前にしかやってなかった
です…これもまた参考にならないですね(笑)
Ａ：ACライブは高１から引き続き英語・数学・国
Ａ：では、大好きな(笑)英語は？
語を受講していて、そこにサテラインの化学
Ａ：(笑)では、高１の夏休みは？
が加わったことで、勉強のスタイルは変わっ
Ｎ：英語ですか…。１年の頃は、学校の小テストで
た？
単語とか文法とか覚えるのと、授業はちゃん Ｎ：宿題に追われてました。範囲が広くて、夏休み
と受けるということはやってました。家では
の初めから真面目にやっていても間に合うか Ｎ：やっぱり亀田先生の化学の授業の復習が大変
小テストの勉強ぐらいだったと思います。
どうかっていうレベルだったので…特に数学
で、勉強時間はかなり増えました。ACライブ
が。ものすごく苦労した記憶があります。なの
が平日だったので、土曜日が丸々あいてて。サ
Ａ：コミュ英の予習とか？
で高１の夏休みは宿題で手一杯で、ほかのこ
テラインを始めた頃から、土曜日も塾に来る
とを何かする余裕とかは無かったですね。AC
ようになりました。午前中クラブへ行って、昼
Ｎ：やってました。あんまりコツコツとはできな
の夏期講習もありましたし。
からサテラインを受けて、そのまま自習室で
かったので、まとめて訳して。
復習して、という流れでした。
Ａ：じゃぁ、高１の間は、志望校とか受験がどうと
Ａ：英表は？
いうよりは、今、目の前のことをきちんとや Ａ：化学の復習にはかなり時間をかけてたよね。
る、ということに重きを置いていたんだね。
Ｎ：英表の予習は、教科書についてる問題集を解
Ｎ：亀田先生は「復習ノートを作りなさい」と言う
Ｎ：そうですね。それで精いっぱいで、受験勉強の
いてました。
ので、一生懸命ノートを作ってました。１学期
こととかを考える余裕は無かったですね。
の初めの方は３〜４時間かけて復習していた
Ａ：ACではハイレベル英語を受講してくれてい
んですけど、最後の方は６時間とかかかって
ました。進度は学校より少し速いぐらいだっ
やってました。そのおかげで本当に化学が得
たのかな？
意科目になったし、進路まで化学系を選ぶこ
とになって(笑)よかったです。
Ｎ：そうですね。１年の頃は学校より速かったと
思います。
Ａ：学校の化学の進度とサテラインの進度は全然
違うよね？そこはどんな風に両立してたの？
Ａ：塾で一回やることで、学校の予習をするのに
Ａ：
は役に立った？
Ｎ：とりあえずサテラインの化学基礎の全範囲を
終わらせて、その後が普通に受けていくと無
Ｎ：使えるところもあります。でも僕は吸収する Ｎ：
機なんですけど、そのときはまだ学校で習っ
のが遅いので、塾でやったことがすぐにはで
ていないので、基礎の範囲だけをやって、有機
きないこともありました。塾でやって、学校で
にうつって…みたいな感じで、講数通りに進
やって、それをテスト期間に演習することで
むんじゃなくて、学校で習った範囲になるべ
やっと身につく、みたいな感じでした。
く合うように受けていました。
Ａ：そっか。そうやって段階を踏めたのが良かっ
たんだね。

Ａ：高２になってから何か変わったことはある？

Ａ：あ〜なるほど。学校の復習にするような感じ
だったんだね。

Ｎ：はい。追い越さないように調節しながら。学校
で一回習ったことの理解度を高める、みたい
な感じで。
Ａ：高２の夏で化学を始めたけど、物理はそのと
きどんな勉強をしていたの？

Ａ：なるほど〜。積み重ねだね。
Ｎ：そうですそうです。本当に積み重ねです。今で
はそれほど英語が嫌いではなくなっていて。
分かってきたら楽しいな、と。１年の頃は面白
くもなかったですけど。

Ｎ：受験勉強としては何もやってなかったです。 Ａ：覚えるものだと思ってたからかな？
テスト期間に「セミナー物理基礎＋物理（問題
集/第一学習社）」をやって…地獄を見てまし Ｎ：そうです。だから面白くなかった。というか嫌
いでした。でも今は、そこまで苦手意識も持た
たね…物理は本当に苦労してました。数学の
なくなって。３年間で、物理と英語は本当に価
点数で伸び悩んだのは、物理にすごく時間が
値観が変わりました。
かかったからというのもあります。セミナー
は本当に時間がかかったので。
Ａ：では、いよいよセンター試験まであと1年と
なったとき、ACでは「センターチャレンジ」と
Ａ：それは、当時はもう余裕がなくてどうしよう
いうイベントがあって。あのときはどれくら
もなかった感じ？
いとれてたっけ？
Ｎ：いや、もっと早く始めるべきでした。自分で演
習するのに、時間がめちゃくちゃかかるんで Ｎ：英語が…150ぐらいで。数学が６〜７割ぐら
いだったかな？
すよ。それが分かってるのに。
Ａ：高２の数学は、学校で数Ⅲに入るタイミング
よりも、塾の方が早かったよね？それは大変
だった？
Ｎ：数Ⅲの最初の単元が極限なんですけど、そこ
は得意だったので大丈夫でした。でも微分・積
分に入ってからは、やっぱり難しいしちょっ
とキツかったかな。特に積分。１回聞いて分か
るほど頭が良くないたので(笑)理解度も良く
ないし。やっぱり塾で説明してもらって、それ
を学校でもやって…みたいな感じで理解を深
めていった感じです。
Ａ：高２のハイレベルの英語はどうだった？

Ａ：同じタイミングで、高３の授業をどうするか
相談させてもらったと思うんだけど、どちら
かというと中西君は、高３での講座数が多い
方だったよね。自分で計画を立てて勉強する
のが難しいから、サテラインをベースに勉強
したい、という希望で。サテラインはどういう
風に使ってた？
Ｎ：サテラインは受験勉強そのものでした。逆に
言うと、問題集をたくさん解くということは
できなかったけど、サテラインの予習・復習は
しっかり、これだけはちゃんとやろうと決め
ていました。だから受験勉強の中心がサテラ
インでしたね。

Ｎ：この授業が最高でした。英語を１から変えて Ａ：予習・復習ってどういう風にしてたの？例え
ば西谷先生のハイレベル英語だったら。
くれた。あの授業が無かったら今の英語の学
力は無かったと思うぐらいです。でも、まずは
高１の深山先生（AC英語科講師）の授業で文 Ｎ：予習はテキストの問題を解くだけなんですけ
ど、復習は西谷先生に言われる通り、音読で
法を詰め込んでもらった、あの土台があって、
す。音読は毎日やっていました。２学期になる
高２の授業が活きたというのがあったと思い
と長文になってだんだん長くなるので、時間
ます。１年で夢中で覚えてたことを、２年で
はかかりましたけど。でも欠かすことなく毎
「あ〜そういう意味だったのか」って理解でき
日やってました。
た、みたいな感じでした。だから１年の間、英
語は苦手でしたけど、さぼらなくて良かった
Ａ：どんなメリットがあった？
と思います。
Ａ：ほんまやね〜。高２のハイレベル英語では、二
次試験の問題も扱ってたよね？

Ｎ：長文を読むのが速くなったと思います。読む
ときにある程度頭の中で再生すると思うんで
すけど、そのスピードが上がりました。高２の
ときもACライブで音読をするように言われ
てたんですけど、そのときはできてなくて。サ
テラインを受け始めてから真面目にやるよう
になりました。そうしたら、あ、やっぱり違う
なって。もっと早くからやっておけば良かっ
たんですけど(笑)

Ｎ：そうですね…やっぱり難しいところは難しく
て、授業の中でももしかしたら理解しきれて
なかったかも。でも高３になって西谷先生の
サテラインの授業を受けていくと、あ、これ…
みたいな感じで理解していくようになった感
じでした。高２の段階では、知識とか使い方を
理解していた、というレベルで。でもそれが、
高３になってからちゃんと使えるようになっ Ａ：藤田先生のハイレベル数学は？
ていきました。

Ａ：
Ｎ：藤田先生の数学は、扱う問題が難しいので、予
習の段階ではほとんど解けなくて。授業を受
けて、理解して。復習はノートを見直して。で、
ちょうどサテラインの復習が学校の予習にな
るような感じだったので、それで演習する感
じでした。
Ａ：なるほど。物理はどうでしたか？
Ｎ：物理は、為近先生が「予習は必要ない」という
方針だったので、予習は全くしなかったです。
復習はなるべく１週間以内に問題を解きなお
すようにしていました。物理はサテラインの
テキストと、学校の補習を中心にやってまし
た。
Ａ：船口先生の現代文は。
Ｎ：現代文は予習の段階で問題を解いて、授業を
受けて。復習しながらまた問題を解いていま
した。完璧ではないですけど、船口先生の読解
法に照らし合わせて読んでいるうちに、自分
でも読めるようになっていきました。現代文
は成績が安定してきて。古文はサテラインも
とっていなかったので、最後まで苦しんだん
ですけど…。
Ａ：一番印象に残ってるサテラインの先生は？
Ｎ：為近先生の物理です。あの授業がほんまに救
世主でした。受けていなかったら物理は全然
伸びてなかったと思います。
受験で必要なところを的確に教えてくださる
先生で。話も面白いし、分かりやすいし、受け
るだけで成績が伸びる、みたいな授業だった
と思います。
特に電磁気。全然わからんくて、できやんく
て、嫌いな単元だったんですけど、為近先生の
授業を受けてから解けるようになったんで
す。あの授業ほんとにすごいです。為近先生の
授業も、時間をかけて受けていました。ちゃん
と理解したいと思って。だから、亀田先生の化
学もすごかったですけど、授業がストレート
に役に立ったと思うのは、為近先生の授業で
す。あと、授業回数が24回のものと48回のも

のとありましたけど、僕の最初の学力だった
ら48回のものを選んで良かったなと思いま
す。24回だったらここまで伸びなかったと思
うので。とにかく為近先生は最高です！あの
授業は本当に良かったです！

ど、化学の問題も解くようにして。あと…これ
は笑えないんですけど、センターの１か月前
から重問（化学重要問題集／数研出版）を解い
て…(笑)

Ｎ： ３年生になってからは単語帳はあんまり使っ
てなくて、長文の中で出てきた単語をピック
アップして覚えるっていうことをしてまし
た。音読をやっていたので、出てきた単語は理
解していないと読めないので。

Ａ：えぇっ!?
Ａ： 古文と漢文は？
Ａ：
Ｎ：

Ａ：そうだね。
「為近先生は神！」ってよく言って
たもんね！
亀田先生はどうだった？

Ｎ：そうなんです！(笑)なかなかそれまで重問を
さわれなくて。サテラインの復習が大変で。よ
くそれで受かったなと思うんですけど、でも
やっぱり亀田先生の授業を受けて完成する
ノートの効果はすごいです。ずっとそれやっ
てたので。あとノートづくりは徹夜で、とかは
絶対やらないようには心掛けてて。その時間
にやっても絶対忘れるので。
そういうのは気遣ってて…まぁそのおかげか
どうかは分からないですけど。
とにかく問題演習は本当に時間を割けなかっ
たですね。
Ａ：その都度ちゃんと知識が入ってたっていうこ
とだね。

Ｎ： サテラインを受けていなかったので、学校の
授業と補習です。学校の予習もやってました
けど、それぐらいです。古文単語とかも、出て
きたら覚える、みたいな感じで、特に単語帳は
やってませんでした。でも、センター試験で
40点(50点満点)だったんですけど、１問目と
２問目だけ間違えて。どっちの単語の意味で
(笑)ほかは全部合ってたのに。
Ａ： 文法は押さえられてるから、内容はしっかり
掴めてたってことかな？
Ｎ： そうですね。あと、国語に関しては、本を読む
のが好きだったので、初めのマーク模試から
時間が足りないということは一度もなかった
です。まわりは、国語の時間が足らんって言っ
てたけど。

Ｎ：サテラインの授業を受けるときも、亀田先生
の授業ってすごい速いじゃないですか。でも
Ｎ：亀田先生は、高１のときに衝撃を受けました。
ちゃんと、一時停止したりしながらノートを
テスト対策用に無料で受けられる講座があっ
とって、聞き逃したところも巻き戻して絶対 Ａ： 高３でのACのイベントにもほぼフルで参加
て、molのことをやってくれたんですけど、あ
聞いてって、真面目に受けていたんですよね。
してくれたよね。EQはどうだった？
のときmolが全っ然分からなくて。molが分か
90分の授業だけど、倍ぐらい時間かけて受け
らなかったらその後の化学分からないじゃな
ることもあって。授業を完璧に理解した上で、 Ｎ： EQは、僕が覚えるのが遅いっていうのがあっ
いですか。
復習のノートを作るっていうことをしたのが
て、毎回最後の方まで残ってて…(笑)桐蔭生
学校の授業受けても分からないし、問題解い
良かったのかもしれないです。
も星林生もみんな出ていった後も、赤井先生
ても分からないし、やばい…ってなってて挫
と二人で残ってました(笑)でも書いて覚え
折してたんですけど、でも亀田先生の授業を Ａ：そこまで徹底してできていたんだね。小松原
てってやったおかげで、長文を読んでいても、
受けて、これはすごい！って。サテラインのす
教室の高２の子が「秀ちゃんまた化学のノー
全然分からなかった表現が分かるようになっ
ごさをあそこで知って。あれ以来化学が好き
ト作ってる」
「秀ちゃんいつ見ても化学のノー
て「おっ！」ていうのは何回もありました。
になったんですよ。最初は物理より化学はダ
ト作ってるで？」って言ってたぐらいやもん
メだったかもしれないんですけど。でもその
ね！(笑)
Ａ： わたし、中西君のレベルだったらEQは受けて
亀田先生の講座のおかげで、初期に解決でき
も受けなくてもどっちでも良いなと思ってた
Ｎ：土曜日はいつ見てもそんな感じだったと思い
たのが良かったんだと思います。
んだけど…
ます(笑)
Ｎ： 受けてよかったです。自分でやりたいこと
Ａ：基本的には、予習・復習のやり方も含めて、サ
じゃないので、こういう風に強制的にやって
テラインの先生の方針に沿って勉強していた
くれて良かったですね。自分だったら逃げて
感じだね。では、サテラインを受けていなかっ
てあそこまではできなかったと思います。
た地理はどうでしたか？
Ａ： そうか〜。入試の要諦はどうだった？
Ｎ：地理は学校の授業を受けて、その授業中に
ちゃんと理解することと、あとはテスト期間 Ｎ： サテラインで阪大理系数学と、ACライブで市
になったら問題集を解いてました。地理は高
大英語を受講しました。数学は、予習の段階で
Ａ：
２の初めで頑張っていて、自然地理の範囲な
やっぱりすごく難しくて。全く解けないって
んですけど。そこが後々まで活きてきたと思
ほどでもないんですけど、初めの方を少し解
います。自然地理が分かったら、地理を理解し
いたら手が止まってしまう、みたいな問題
やすくなるって学校の先生もおっしゃってい
ばっかりで。あのときに阪大のレベルを思い
て。そこを頑張っていたので、後々本当に楽
知りました。
で、覚えることも少なくて。そんなに地理は勉
Ａ：化学は、サテラインの予習復習以外は何かし
Ａ： 英語はどうだった？
強した感じではなかったですね。
てた？
Ａ：ほかに自分で決めてやっていたことはある？ Ｎ： レベル的に阪大は無理だったので、ACライブ
Ｎ：２年から３年の初めの方は、テスト期間にな
英単語とかは？
の市大英語にして。はじめは簡単だったんで
るとやっぱり数学と物理が大変なんですけ
すけど、後半の長文になるとそれなりにレベ

ルが高くて難しかったです。
Ａ：高３の夏休みはどうだった？
Ｎ：学校の補習があって、その後塾へ来て勉強し
ていたので、それほど学校がある間と変わっ
た感じはしなかったです。塾の自習室では、塾
の授業の予習・復習と、学校の補習の予習・復
習を。それで手一杯っていう感じでした。

くはなかったんですけど。でもやっぱり独特
の出題形式なので、集中してひたすらセン
ター試験の問題に取り組めたのがすごく良
かったです。合宿以降のマーク模試でかなり
解きやすくなりました。数学も、それまで触っ
てない単元ができたので良かったです。

Ａ：では、センターが終わって、自己採点して。自
分の思い通りの点数がとれたよね。阪大出願
のボーダーラインもクリアして。阪大への出
願は迷わなかった？
Ｎ：ボーダーラインはギリギリ上、ぐらいだった
ん

Ａ：そうか〜。夏休みはどれぐらい勉強してた？
補習やサテラインの授業時間も含めて。
Ｎ：え〜と補習が普段の学校と同じぐらいから始
まって、そのあと塾へ移動して夜の10時ぐら
いまでやってたので…
Ａ：大体 10時間ぐらいかな？
Ａ：
Ｎ：そうですね。家に帰ってからはやってなかっ
たので。家でやろうとしても、ちょっとやった
らすぐだらけてしまうので、これだったらも
う、やらんほうがましやなって開き直って。切
り替えるようにしていました。

Ｎ：
Ａ：センター試験の過去問を本格的にやり始めた
のはいつ？

んですけど、迷いはなかったですね。やっぱり
１年の頃からずっと阪大を目指してやってき
たので。突っ込もうと思って。

Ｎ：センターの過去問は11月に学校でやった以
外は、自主的にやったのは国語だけです。阪大 Ａ：後期も割と突っ込んだね(笑)
は、地理と国語の配点が高くなるんですけど、
Ｎ：DXは高２の頃から来てたので勝手は分かっ
地理は苦手じゃなかったし、国語だけはやっ Ｎ：なんか…後期のことは全然考えてなかったの
ていたんですけど、高３で参加してみると全
ておこうと思って。英語と理系科目はとにか
で 、受 か っ て か ら 先 生 方 に「 よ ー や っ た
然眠くならなくて。やっぱり気持ちが違うの
くサテラインで二次対策のことをやってい
な！」って言われて、あ、そんな感じの大学な
か分からないですけど。もちろん疲れたんで
て、サテラインの２学期が１２月に終わって
んですか？前期落ちたんですけどね？みたい
すけど、あんまり集中力が切れるってことは
からも冬期講習で二次対策の講座を受けてい
な感じで(笑)
なかったです。塾のイベントごとは集中でき
たので。センターが終わってすぐのタイミン
名工ってそんなに難しい大学だったんだなっ
るタイプなので(笑)よかったです。
グでサテラインの冬期講習も受け終ったんで
て、受かってから知った感じで。後期試験の前
すけど、サテラインが終わってからすぐに問
日に下見に行ったときが初めてだったので。
Ａ：もっとこんなことやりたかったなと思うこと
題演習に移行できなくて。ずっと授業を中心
受かって良かったです。
はある？
にやってきたので。
Ａ：センター試験が終わってからは、過去問を？
Ｎ：やっぱりさっき言ったみたいに、演習量が全
然足りなかったので、演習ですね。現役生は演 Ａ：では、センター前日の気持ちを教えて。
Ｎ：はい。過去問を解きこなすしかないかなと
習が足りないって言いますけど、その中でも
Ｎ：あんまり…深く考えていなかったというか。
思って、土日とかまとまった時間のある日は
特に足りないほうだったと思います。
やっぱり阪大でセンターの配点が低いという
時間を計って過去問をやるようにしてまし
理系科目の数学・物理・化学はもっとやりた
のがあるので、それほど緊張しなかったです。
た。それ以外は、阪大の２０カ年（難関校過去
かった。化学に関してはまだ重問を触れたの
早く帰って早く寝よう、ぐらいですかね。AC
問シリーズ／教学社）の大問１つずつとかを
でましですけど、数学と物理については、学校
のセンターリハーサルを受けて休憩時間とか
さわったりして。化学以外は過去問が中心で
とサテラインのことしかできなかったので、
も体感しているから、その安心感もあったと
した。化学は１周目の重問をやっていました
演習不足だったと思います。４STEPは定期テ
思います。センターリハーサルでは休憩時間
(笑)でも重問をやってたことで、知識が定着
ストに合わせてやってましたけど。
の途中で寝たんですけど、寝方が悪かったの
したし、名工大や府大の対策になりました。阪
それでもなんとか形になったのは、やっぱり
かその後すごい頭が痛くなって。やっぱり前
大のことばかり解いていたら、基本的なレベ
高１からの積み重ねで、定期テストのたびに
日の睡眠は大切だなと。それは意識してまし
ルが定着しないまま進んでしまっていたと思
きちんと理解してきたおかげで何とかなった
た。寝れなくても、横になっていれば体は休ま
います。
のかなと思います。
るだろう、ぐらいに思って。でも普通に寝れま
した。やっぱりそれほど緊張してなかったん Ａ：学校の授業とサテラインの授業が無くなって
Ａ：なるほど。秋の情熱合宿はどうだった？
だと思います。
からが…
Ｎ：集中できました。ライブの数学数Ⅲとセン
Ｎ：しんどかったですね。それまでの勉強のスタ
ターの数Bのベクトルと、二次試験の英語と、 Ａ：当日、会場に行っても？
イルから大きく変わったので、慣れなくて。と
センター英語の演習を受講しました。英語は、
りあえず学校の補習には行かないと、生活の
センターの勉強ってそれほどやってなくて、 Ｎ：はい。１科目目の地理がそこまで難しくな
かったっていうのも良かったかもしれないで
リズムが乱れるなと思って、朝から行くよう
二次レベルのことをずっとやってたので、セ
す。勢いがついたというか。
にはしていました。
ンターの演習は、レベル的にはそれほど難し
Ａ：そうだね。夏休みDXはどうだった？

Ａ：阪大の前日はどうだった？

Ａ：ACはどんな存在でしたか？

Ｎ：あんまり寝れなかったですね。眠っても、途中
で何回も目が覚めて。眠りが浅かったです。そ
れほど緊張してる！みたいな自覚はなかった
んですけど、やっぱり無意識のうちに。

Ｎ：ACが無かったら完全に失敗していたと思い
ます。１年からずっとお世話になって、学校か
らも近いし、居心地も良いし…学校でも家で
もあんまり勉強できるタイプではなかったの
で、とにかく塾で勉強していました。１年のと
きから、ACに来ると勉強するモードに切り替
わるくせがついてたんだと思います。学校も
家も誘惑があるので(笑)友達も勉強している
し、みんなが集中していて静かで、一番いい環
境でした。

Ａ：当日の手応えは？
Ｎ：はじめが数学で、その段階でやばいかな〜と
思ってたんですけど。次の英語や理科でもズ
ルズル引っ張ってしまって。手応えは無かっ
たです。

Ａ：そっか。ありがとうございます。３年間を振り
返って、後輩に伝えたいことってあるかな。

Ａ：どうやって切り替えたの？

いことってある？
Ｎ：う〜ん…何事においても中途半端にならない
Ｎ：う〜ん…やっぱり落ち込んで、１日、２日は抜
ことかな。僕自身、前期では失敗しましたけ
けてしまいました。でも、家にいてもダメだ、
Ｎ：それが…本当に無くて(笑)いままでは大学に
ど、サテラインを中心に勉強すると決めて、本
塾へ行こうと思って。
受かることばっかり考えてやってきたので。
当にその通りやれたことは良かったと思って
あとは、前期が終わってから初めて府大と名
入ってからのことは入ってから決めようと。
いるし、後悔も…ありますけど、大きくはない
工の過去問をやったんですけど、問題が自分
今は全く…とにかく自分が好きな化学を勉強
ので。あっち行ったりこっち行ったりしてい
としては割と解きやすかったので。特に名工
できることになって良かったなっていうぐら
ると、結局最後まで結果にならないんじゃな
はいけるかな〜という感覚はあって。阪大と
いで、そこから先は全然考えていないです。大
いかなと思うので、自分で決めたことをやり
か府大の問題を演習したのがうまく活きた感
学で勉強しながら決めていきたいと思いま
切るってことが大切だと思います。
じでした。
す。
Ａ：では、今後に話を変えて。大学に入ってやりた

インタビューを終えて 〜カウンセリングスタッフより〜
中西君は理解に時間がかかるタイプであることを自覚して

大学への進学を決めたと報告に来てくれた中西君の表情か

いて、高１の頃から復習中心の学習スタイルを確立していま

らは、努力しきった後の清々しさを感じました。

した。また、３年間常にACをフル活用して、勉強と向き合わざ

私の使命は、最難関と評される大学は、努力家の中西君があ

るを得ない状況に追い込むストイックさがありました。サテ

れほど真面目に、誠実に積み重ねても届かないことがあるの

ラインに至っては、講座数を絞るよう諫めたこともあったほ

だと、その怖さを、後輩たちに伝えていくことだと思います。

どですが、それも彼にとっては「復習こそ得意パターン」とい

だからこそ受験とは「いつか先に起こる」出来事ではなく、高

う阪大を勝ち取るための戦略の一つだったのです。それほど

１からの「今」を妥協無く精いっぱい積み重ねることこそが

までに強く強く憧れを抱き、３年間がむしゃらに努力を重ね

唯一の近道であることを、説いていくことだと思います。そ

た中西君。センター試験で自己ベストをたたき出し、少しレ

のことを伝えたくて、くやしい思いをさせてしまった中西君

ベルを下げれば余裕を持って合格できる難関大はたくさん

にインタビューを依頼しました。

ありましたが、そんな誘惑には脇目もふらず一心に阪大に挑

中西君、３年間ACに通ってくれて本当にありがとう。充実し

みました。悲しい思いをさせてしまいましたが、名古屋工業

た学生生活の中で、新しい目標を見つけて頑張ってね！

小松原サテライト教室
青石千映

