Shotaro Saka

坂 祥太郎

S i：では、坂君、合格おめでとうございます。

S i：今の気持ちは？

Sa：そうですね。だいぶさぼってしまって…AC
も、たまに授業があるのに休んだりしたとき
もありました(笑)あの頃ももっとまじめに
やってたら、高３でだいぶ楽だっただろうな
〜と思います。

Sa：嬉しい…というよりも、驚きの方が大きいか
な。

S i：時間がたりないってずっと言ってたもんね。
夏頃からかな。

S i：驚き、というと。

Sa：そうなんです。２年生のうちに、地歴とか、定
期テストの間とかでもっとまじめに勉強して
いたら、受験でも役立っていただろうなと思
います。

Sa：ありがとうございます。
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Sa：センター試験の結果が悪かったので、家族も
僕も受かっているとは思っていなかったの
で。もちろん嬉しいですけど、驚きの方が大き
い感じです。
S i：それでは、こんな勉強をしておいて良かった
とか、逆にもっとこうしておいたら良かった
とか、そんなことはありますか？
Sa：１年生の頃は、学校の問題集とかもまじめに
やってたんですけど。クラブが終わったらす
ぐACの自習室に来て勉強していて。でも２年
生になって、先輩が抜けてクラブが忙しく
なってからは、なまけてしまって。
S i：高校生活に慣れてきたっていうのもあるのか
な。

S i：そんな時代に区切りをつけて、受験勉強を始
めたのはいつぐらいからだったのかな？
Sa：ん〜…高２の８月に原付に乗っていて事故し
て入院して。そのあと10月に中間テストが
あって。そのとき、さすがにちょっと勉強せな
まずいなって思ってたんです。で、次の期末テ
ストまでの間に、小倉先生（AC英語科講師）に
も呼ばれて。そのときに「このままで良いの
か」って、ちょっとキツめに言ってもらって。
「いい機会だから言っておくけど。」って。そこ
で火がついたというか…今頑張っておかない
と、あとで後悔するかなって思って、そこで志
望校も決めました。なので、高２の10月末ぐ
らいから本格的に勉強を始めた感じですね。

その頃から周りもだいぶピリピリしだしたの
で、そういうのもあって。本当にあのときの小
倉先生の言葉は大きかったです。勉強を始め
るきっかけを作っていただきました。
S i：そうだったんだね。では、ACライブで印象に
残っている講座を教えてください。
Sa：高３では、長沼先生の国語の授業がすごく印
象に残っています。本当に熱心な先生で、毎週
補習をしてくださって。国語はほんとにすご
く苦手だったんですけど、何時まででも残っ
て質問も聞いてくださいました。本当に長沼
先生にお世話になりました。英語は、文法が中
心の授業だったので、知識がすごく固まりま
した。センター試験でも役に立ったと思いま
す。長文もやったんですけど、もともと長文は
苦手意識が強かったので、授業のおかげで慣
れたかなと思います。良かったです。
S i：サテラインで印象に残っている講座は？
Sa：一番良かったのはセンター日本史ですね。土
屋先生の。めちゃくちゃ話すのが速くてつい
ていくのが大変なんですけど、必要最小限の
内容でセンター範囲をまとめてくれて。学校
の授業とは教え方が全然違いました。すごく
分かりやすかったです。最初、模試では全然点
数とれなかったんですけど、授業を受けるに
つれて点数も上がっていって。センター試験
本番でも満足する得点がとれたのはあの講座
のおかげだったと思います。
S i：高３でのイベントもいろいろ参加してくれて
たけど、印象に残っているものはあります
か？

かったです。集中できる環境だったし、同じ部
屋で勉強している友達とも切磋琢磨できる
し。
S i：そうか。では勉強するのがつらかった科目は
あるかな。数学は得意だったよね。

S i：

Sa：そうですね…ほかの教科よりは。

Sa：

S i：二次試験でも数学が活きたんじゃない？

S i：

Sa：そうですね。でも、全部で４問あるんですけ
ど、第３問が確率で。確率はもともと苦手だっ
たし、問題見ても無理そうだったので、その問
題は白紙で出しました。ほかの３つに時間を
割こうと思って。書けるところは全部書こう
と思って。

Sa：

S i：そうだったんだ。日本史は？

S i：秋に公募制推薦試験で大阪経済大学を受け
て。

Sa：日本史は、はじめ辛かったんですけど、江戸時
代が好きだったこともあって、勉強している
うちにだんだん楽しくなってきて。だから日
本史はそれほど苦ではなかったですね。勉強
するのがつらかったのは現代文です。あと公
民。公民が模試でも全然成果でないし、まぁや
り足りなかったんだと思うんですけど…。現
代文と公民にはだいぶ苦しみました。

Sa：そうですね。EQは受講するほうがいいと思い
ます。
S i：ありがとう(笑)自習室も毎日のように来てく
れてたよね？
Sa：自習室はほとんど毎日来てました。かなりよ

ました。

Sa：はい。合格しました。そこでちょっと気持ちに
余裕ができましたね。
S i：でも、センター試験の結果でちょっと気持ち
的には…
Sa：だいぶ下がりましたね(笑)

S i：そうか。理科もそんなに問題なかったもんね。 S i：その後、関大とか、私立大学も受けてたけど、
最後に詰め込んだ感じがあったけど(笑)
和大までの期間は？
Sa：そうですね。現代文はもう中学から苦手で。定
期テストでも全然とれないし…高校に入って
からのテストも、２回目と３回目で７点と９
点で。ほんとに１〜２問しか合ってなかった
んです。だから現代文に関しては本当に…
ずっと苦労してました。

Sa：僕はEQが一番良かったです。テストがあるか
ら、その範囲を絶対全部覚える！みたいな感
じで、イディオムの知識がどんどん覚えられ S i：定期テストでも苦しんでたんだね。
て良かったです。EQで覚えたことが模試を受
けるとかなり出てくるので。文法とか長文と Sa：そうですね。だから大学に入ったら、公務員を
目指していることもあるので、語彙力を増や
か。そこはもうどんどん読めるようになって、
したいなと思います。本を読んだりして。
EQやってて良かったなと実感することが多
かったです。
S i：ほかの科目は？
S i：EQのテストで不合格になったことは無かっ
Sa：漢文も、だいぶ詰め込みましたね。本番はミス
たんじゃない？
しましたけど…。古文は１〜２年で全部終
Sa：イディオム編では無かったですね。文法問題
わったので、だいぶ知識は入ってて。まぁでも
全体的に国語は苦手でしたね。
の方ではありましたけど(笑)
S i：そうか。EQが良かったんだね。

ました。

S i：時間が足りないって言ってたのは、どうやっ
て乗り越えたの？夏の終わりぐらいかな…文
化祭とか体育祭とかも入ってきて、モチベー
ションも下がっていくタイミングだったのか
なと思うけど。
Sa：まぁ…時間がないって嘆いてても仕方がない
ので、先生に、夏休みにこれをやろうって言わ
れたことは絶対全部やると決めて、やってい

Sa：和大の過去問を解いてました。でも、赤本も
持ってたけど、２年分しかないし。ネットで見
ても、解説が無かったりして。だから傾向だけ
つかんで、こんな感じの問題が出るんだな、っ
て頭に入れて。
S i：センター試験ほどには過去問をやりこんだっ
ていうことではないんだね。
Sa：センターと比べたら全然。ほんまに…セン
ターでズタズタだったので…気持ちがやられ
てましたね。関大もあかんかったし。
S i：関大の発表から和大本番まで２週間ぐらい
あったけど。気持ちはどう切り替えていった
の？
Sa：う〜ん…センター試験が全然できなかったの
で、出願自体もどうするか悩んだんですけど、
出願はするって決めて、学校の先生にもACの
先生にもそう言って。受けるからにはやるだ
けやろうと思って。
でもどこかでダメだろうと思ってたので、本
番の朝も全然緊張しなくて。ちょっと出かけ
てくる、ぐらいの感じでした(笑)親にも、期待
しないでくれ、もう落ちるからって言って。大
学に着いても全然緊張しないし。すごく気軽
に受けれて、それが逆に実力を出せたのかも
しれないなと思っています。

S i：メンタル的な部分が大きかったんだね。セン
ター試験の前日はガチガチだったもんね。
Sa：そうなんです。すごいあがり症なので…。中学
の頃、部活の大会でも緊張せずにいつも通り
の力が出せたら近畿大会にも行けるって言わ
れてたんですけど、やっぱり緊張しちゃって
全然だめで。だから和大の本番は全然緊張せ
ずにいけたのが良かったんだと思います。
S i：そうか。センターがもう少しとれてて…って
なったら、逆に緊張して、二次試験で力が出せ
なかったかもしれないんだね。

気持ち的には大きかった？
Sa：そうですね…まぁでも私立は親に申し訳ない
かなっていう思いはあったので、安心という
ことではなかったけど、どこであれ、大学に合
格できたっていうことの余裕はあったと思い
ます。

Sa：母からは、株の研究をしてくれって言われて
ます(笑)まぁ経済学部なので、とにかく経済
のことをしっかり学ぶことと、あとは国家公
務員になりたいので、そのための勉強も、後悔
しないようにしっかりやっていきたいです。

Sa：

S i：では、来年受験する高３生とか、後輩に向けて
アドバイスがあれば。

S i：

Sa：う〜ん…もうとにかく勉強は、はやいうちか
ら始めた方がいいということですね。あとは、
受験生になる人には、死に物狂いで、絶対遊ぶ
の禁止で！絶対遊ぶのは禁止で(笑)やれば、
自分の目標は突破できると思うので。あとは
あきらめないでほしいですね。あきらめない
で頑張り続けたら、報われると思います。

S i：関大の受験がクッションになった？

S i：慣れるっていう意味では、大切かもしれない
ね。あとは公募で合格をとったっていうのも

S i：野菜ね！(笑)大学でこんな勉強をしたいって
いうのはある？

S i：

Sa：だから関大を受けたのも、結果は関係なく受
験したこと自体が良かったかなと思って。セ
ンター試験を受けて、そのまま和大の前期
だったらもっと緊張してたかなって。

Sa：そうですね。受験はやっぱり本番を経験する
につれて気持ちは楽になっていくと思うんで
す。関大は３回受けたんですけど、最初はかな
り緊張したけど、２回目・３回目はそれほどで
もなかったし。やっぱり、親が許してくれる限
りは、回数受けさせてもらうっていうのも大
事かなと思います。

んと自炊して、野菜も食べて(笑)きちんと生
活していきたいですね。

S i：今日はありがとうございました。
S i：そうか。和大に合格できて本当に良かったね。
では入学した後の展望をお聞かせください。 Sa：約３年間。ずっとお世話になりました。本当に
感謝してます。ありがとうございました。
Sa：そうですね…とりあえず、友達をたくさん
作って。あとは一人暮らしをするので、きちん
と生活したいです。ずっと実家で、親にも祖父
母にも世話になってて。でもこれからはちゃ

インタビューを終えて 〜カウンセリングスタッフより〜
高２の時の事故をきっかけに、周りよりも早く受験勉

ましたが、
「国公立大学に行く」という強い思いを最後

強を始めました。毎日、下校後すぐに自習室に来て、最

まで手放すことなく、友人の頑張る姿にも励まされ、

後まで残るようになりました。授業を受ける姿勢にも

切り替えていく姿は頼もしいものでした。センター試

目に見える変化がありました。高３進級後も強い意志

験では苦しい思いをさせてしまいましたが、私立受験

は継続され、文化祭や体育祭のときも周りに流される

を通して入試に慣れると、本命の和歌山大学の二次試

ようなことは決してありませんでした。
「１つ１つとこ

験では自分の力を最大限に発揮することが出来まし

とん理解して自分の知識にする」ということを大切に

た。彼が丁寧に丁寧に重ねてきた努力が実ったのだ

して、サテラインは納得いくまで再受講していました

と、誇らしい思いです。目指してきた経済学部に合格

し、解らない問題は頻繁に質問対応を活用していまし

できた今、公務員になりたいという次の目標のため、

た。その分時間がかかり、計画通りに行かなかったりな

持ち前の強い意志に従って頑張って欲しいと思いま

かなか結果が出なかったりして弱音を吐く時期もあり

す。応援しています！
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