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『文系数学の良問プラチカ』（河合出版）
『書き込み教科書 詳説世界史B』（山川出
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最近読んでません……。 『菊と刀』（講談社）
『サヴォイ・オペラへの招待 サムライ・ゲ
イシャを生んだもの』（新潟日報事業社）

『黒い家』（貴志祐介・角川書店）　
『戦争における「人殺し」の心理学』（デー
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自分の決めた道を突き進む What doesn't kill you makes you 
stronger.

未来は神様のレシピで決まる（伊坂幸太
郎）

なんだかんだでSEGの数学が大好きな
SEG生

SEGのおかげで学問の楽しさを知った
SEG生

SEGに入って数学に対する見方が変化し
たSEG生

特定の人物ではないのですが、自分の夢
に向かって努力している人。

ある友人
意見をしっかり持ちつつ周りに合わせる
バランスの取り方が上手いから。

サークルの先輩　　　　　　　　　　　
すごいスキルを持っているのに常に謙虚
であるところ。

自分の好きな授業や趣味をできる時間が
増える。

大人と子供の狭間にいる状態で、自由に
時間が使えるところ。

時間割の組み方によっては朝早起きしな
くて済むこと。

大学で見つけていきたいです。 国家公務員？ まだ詳しくは決めていませ
ん。

入学前は経済学方面に進みたかったが、大
学の講義で心理学にも興味を抱いている。

後輩に薦める
参考書は？

将来の夢は？

大学生活の
魅力は？

目標とする人・
尊敬する人は？

自分はどんな
SEG生だった？

最近読んで
面白かった本は？

座右の銘、
好きな言葉は？

文 系 2016 大学合格者座談会

ＳＥＧに入ったきっかけ
自己紹介

青木純　最初に自己紹介をお願いします。どのように
してＳＥＧを知り、なぜ入塾したのかもお願いします。
藤本　芝高校出身で、４月から東京大学文科Ⅱ類に進
学しました藤本大揮といいます。数学が苦手で、全く
できなかったので、ＳＥＧに通っている友だちに紹介
してもらい、高１の春期講習から通い始めました。最
初は苦手だったこともあって、Ｅクラスから始めまし
たが、だんだん力がつき、高２のときに無事、東大文
系クラスに入ることができました。また、高３からは
多読も受講しましたが、スタートが遅くて大変でした。
蓮見　この春から東京大学文科Ⅰ類に通っている蓮見
厚輝です。筑波大学附属駒場高校の出身です。ＳＥＧ
を知ったきっかけは、広告などでよく目にしていたこ
とと、中学の同級生の中に通っている人がいたことな
どです。中１から高２の初めまで英語多読に通い、中
３からは数学も受けました。文系なのですが、高２の
夏までは理系クラスにいました。文転したわけではな
く、数Ⅲまで勉強したかったからです。

田中　駒場東邦高校出身で、東京大学文科Ⅱ類に通っ
ている田中嵩大です。ＳＥＧに通い始めたのは高１か
らです。中学のときは数学ができていたつもりでした
が、高校に入って成績が伸び悩み、何とかしないとだ
めだなと思っていたため、親の勧めで入りました。
佐藤　東京大学文科Ⅰ類に通っている佐藤理帆です。
出身は女子学院高校です。中３のときから英語と数学
を受講していましたが、きっかけは母親にＳＥＧか他
塾のどちらかに行けと言われたことです（笑）。英語
の体験授業のようなものに参加したところ、楽しかっ
たので入ることにしました。とはいえ、半ば強制的に
入塾させられたこともあって、最初はぜんぜんやる気
がありませんでした。
安政　出身は筑波大学附属駒場高校で、東京大学文科
Ⅰ類に通っている安政亮哉です。ＳＥＧは数学だけで、
中３の冬期講習から通っていました。僕も中１のとき、
ＳＥＧか他塾かで迷い、苦渋の決断の結果、他塾に
行ったのですが、とても辛くてあまり勉強もしなかっ
たため、どうにもならなくなりました。そのとき、「そ
ういえばＳＥＧもあった」と思い出したのです（笑）。
冬期講習を受けたところ、けっこう気に入ったため、
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自分に合った勉強法を貫こう

【司会】青木 純二（SEG高校数学講師）
※�本文中に出てくる「青本」はSEG高２冬期〜高３春期の数学のテキスト、「クリーム本」はSEG高３・４―�６月期の数学のテキストです。

●稲辺  倭（いなべ やまと） .. . . . . . . . . . . . . . . . . 一橋大学商学部
●佐藤 理帆（さとう りほ） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 東京大学文科Ⅰ類
●田中 嵩大（たなか たかひろ） .. . . . . . . . . . . . . 東京大学文科Ⅱ類
●蓮見 厚輝（はすみ こうき） .. . . . . . . . . . . . . . . 東京大学文科Ⅰ類
●藤本 大揮（ふじもと ひろき） .. . . . . . . . . . . . . 東京大学文科Ⅱ類
●安政 亮哉（やすまさ りょうや） .. . . . . . . . . . 東京大学文科Ⅰ類 （敬称略）
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蓮見  厚輝
東京大学文科Ⅰ類（筑駒高校）

藤本  大揮
東京大学文科Ⅱ類（私）芝高校）

安政  亮哉
東京大学文科Ⅰ類（筑駒高校）

『新数学スタンダード演習』（東京出版）
『入門編 英作文のトレーニング』（Z会出版）
『リンガメタリカ』（Z会出版）
『頻出英文法・語法問題1000』（桐原書店）
『荒巻の新世界史の見取り図』（東進ブックス）
『世界史リブレット』シリーズ（山川出版社）

SEGのテキスト（特に青本）
『東大入試プレ問題集 英語』（代々木ライブ
ラリー）

『東大地理問題演習』（東進ブックス）　

『神余のパノラマ世界史』（学研プラス）
『一億人の英文法』（東進ブックス）

『風の歌を聴け』（村上春樹・講談社）
『入門！論理学』（野矢茂樹・中公新書）
『国家（上）（下）』（プラトン・岩波文庫）
『ソクラテスの弁明・クリトン』（プラトン・
岩波文庫）

『恐慌論』（岩波文庫） 『原発ホワイトアウト』（講談社文庫）

知は力なり 笑う門には福来たる 「待っているだけの人達にも何かが起こる
かもしれないが、それは努力した人達の
残り物だけである」

「恋は求めること  愛は与えること」

論理の意義に目覚めたSEG生 飲み込みが悪いため、おそらくクラスで
一番先生に質問していたSEG生

苦手だった数学の本質を教えてもらって、
数学の面白さに気づいたSEG生。

本田圭祐
常に自己鍛錬しているから。

大学のクラスメイト　※1 アレクサンドロス大王　※2

さまざまなバックグラウンドを持つ人々
と知り合える。講義が豊富に用意されて
いて、好きなものを選択できる。

自分の受ける授業のほとんどを自由に選
べること。週休2日。

各人が自分のやりたいことをやりたいよ
うにできるところ。

法曹になるつもりです。 海外を舞台にして働くこと。 政治に関われる弁護士

後輩に薦める
参考書は？

大学生活の
魅力は？

目標とする人・
尊敬する人は？

自分はどんな
SEG生だった？

最近読んで
面白かった本は？

座右の銘、
好きな言葉は？

将来の夢は？

※2…�戦況を正確に読んだうえ、多少の犠牲を恐れる
ことなく最も有効な策を打ち出す能力、それを
実現するための圧倒的なカリスマ性に憧れます。

※1…�周りの友達が遊んでいる中、流されることなく、
受験生の頃と変わらずに毎日欠かさず、コツコツ
勉強しているから。

科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★★ ９月までは青本とクリーム本を自分がマスターしたと思えるまでひたすらやりました。ひと通りやり終えた10月からは、
東大以外の国立大学の過去問を解いて演習し、並行してテストゼミで解けなかった分野を中心に再度青本とクリーム本
をやりました。12月からセンター対策としての予備校の予想問題と東大の過去問を解き始めましたが、過去問は二度と
出題されないと思い、計５年分しか解きませんでした。

英 語 ★★ ９月から二次を意識して、時間のある日曜日に、模試の過去問で時間配分を考えながら演習を始めました。また並行し
て得点源となりそうな要約、英作文、英文和訳の演習を集中的に行いました。センター対策は模試以外ほとんど行いま
せんでした。

世界史 ★★★ ひと通り通史の学習を終えた11月から、過去問を用いたセンター及び二次の対策を始めました。特に、難しい大問１の
演習に力を入れました。

地 理 ★★★ センター前までは主に過去問と予備校の予想問題を使ってセンター対策を行いました。センター後から本格的な二次対
策を始め、参考書や模試の模範解答を模写して記述力をつけました。

国 語 ★ 苦手だったこともあり、現代文の過去問演習は見切りをつけて最低限に抑え、古文・漢文は過去問を計10年分解きました。
点数が期待できる他の科目の勉強を優先し、センター対策も含めて全体的にあまり勉強しませんでした。

物理
基礎

★★★★ １学期までに高校の授業で内容を理解し、２学期以降は高校の授業で予備校の予想問題を解いて演習しました。

化学
基礎

★★★★ 物理基礎と同じです。

受験までの私の学習 藤本  大揮
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取りあえず１―２月期も通いました。そこで、２次関
数の理解が深まったため、以後ずっとＳＥＧです。
稲辺　東京都市大学付属高校出身で、今、一橋大学の
商学部に通っている稲辺倭です。ＳＥＧに通い始めた
のは中１の冬からですが、中３の夏で一度辞めて、10
月からもう一度入り直しました。ＳＥＧに入った理由
は、家から近くて身近な塾だったからです。高２まで
は理系で、数Ⅲまでやってから高２の１―２月期に文
転し、東大文系のクラスに入りました。

得意・不得意ではなく、好き・嫌いで選べ
文系を選択した理由

青木純　なぜ文転したのですか。他の方も、文系を選
択した理由を教えてください。
稲辺　周りの友だちはみな理系でしたし、僕もＳＥＧ
に通っていて数学が好きだったので、学校でも理系ク
ラスにいました。しかし、よく考えてみると、将来、

理系でやりたいことが思い当たらず、マネジメントに
興味があることが分かったため、文系に切り換えたの
です。せっかくなら勉強してきた数学を活かしたいと、
志望校を一橋大学に設定しました。
藤本　高校の文理分けが高２からだったので、高１の
終わりに文系を選択しました。科目的には理系が好き
で、成績も理系の方が良かったのですが、将来を考え
たとき、大学で研究したいとあまり思わなかったから
です。ですから、文系でも理系科目が使えそうな文科
Ⅱ類の経済をめざすことにしました。
蓮見　僕は高１のとき、将来、法曹の仕事をしたいと
思ったので、文系にしました。世界史の勉強が好きだっ
たということもあります。
田中　最初から理系という選択肢はありませんでし
た。化学が苦手ということもありましたが、何より家
族がみな文系だったこともあり、その影響を受けて、
いつのまにか文系になっていました（笑）。
佐藤　中学受験のときから国語と社会が好きで、算数

と理科があまり得意ではありませんでした。ＳＥＧに
入って数学が得意になったものの、理科はやはり嫌い
なままで、社会系の勉強が好きでしたから、あまり文
理で迷ったことはありません。
安政　社会は好きでしたが、得意科目というわけでも
なく、理系科目も文系科目もあまり成績は変わりませ
んでした。ただ、何となく文系かなと感じていました。
はっきり決めたのは高１で有川先生のクラスを受けて
いたときです。「得意・不得意は他人との相対比較だ
から、10 年先にどうなっているか分からない。だか
ら文理は好きか嫌いかで決めた方がいい」とアドバイ
スされ、自分は文系科目が好きだったため、文系にし
ました。

数学の楽しさを味わえる授業
ＳＥＧの印象

青木純　ＳＥＧで印象に残っている授業はありますか。
安政　テキストの問題を解く前に自作プリントの解説
があり、その単元のテーマの理解をしてから自分で問
題を解く、高１数学の有川先生の授業スタイルがとて
も好きでした。数学とは全然関係ないたとえ話から
入っていって、数式とこうつながっているという話に
なったりして、わくわくしながら聞いていました。
蓮見　そうそう、数学の話だけでなく、それにまつわ
る教養というか、ベクトルのときに葡萄の木の接ぎ木
の話をするとか……。また、その場で他の人の別解も
紹介してくれたりして、僕も印象に残っています。

佐藤　中３で最初にＳＥＧに入ったとき、井上先生の
速修を受けました。それまでの数学は解法の暗記だっ
たので、ＳＥＧに入る前までは学校の授業もぜんぜん
理解していませんでした。ところが井上先生は、なぜ
このグラフではだめなのか、このグラフだとどんな
ケースが落ちているのかといったようなことを一つひ
とつ丁寧に教えてくれました。たぶん２次関数の話
だったと思いますが、それで初めて数学はこういうふ
うに解くのかということが分かり、数学の面白さを実
感しました。面白いと思うと勉強もちゃんとやるし、
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次は青本、クリーム本に加え、「論理克服講座」を活
用しました。これはＳＥＧの高２の冬の講座で、論理
的思考力を鍛えるのにとても役立ちました。東大では
どの科目も論述が求められるため、論を自分で組み立
てる力が必要なのです。また、普段の演習問題を解く
ときも、ゼロから答案を作ることを心がけました。復
習するときも、過去のノートで板書の解法を確認する
のではなく、自分でゼロから答案を作る作業を何周も
繰り返して答案作成能力を鍛えていました。
田中　センター対策としては、時間ももちろんありま
すが、途中の式を書かなくていいので、６分の１公式
など裏技的な方法で答を出す方法をまとめた本も活用
しました。案外役立ったと思います。二次対策はやは
りクリーム本が中心で、他に模試の過去問を活用し、
自力で解答を作成することはもちろん、２回目以降は
できるだけ別解を考えて解くようにしました。

楽しみながら英語力が伸びる多読
英語の勉強法

青木純　英語の勉強法はいかがですか。多読を受講し
ていたのは蓮見君と佐藤さん、藤本君ですね。

藤本　芝高校でもＳＥＧの多読の話をよく聞いていた
ので、前々から興味はあったのですが、途中から入っ
てついていけるのだろうかとずっと悩んでいました。
結局、受験対策のつもりで高３から入ることにしまし
たが、予想通りしんどかったですね。ただし、最初は
簡単なものから読ませてもらい、だんだん難しいレベ
ルへとステップアップしていくうちに、読む楽しさは
分かるようになりました。受験英語の勉強だと英語の
面白さは分かりませんが、洋書を読むとストーリーを
楽しめるので、英語の面白さが実感できて良かったと
思っています。
蓮見　中１から高２の最初の頃まで受講していました
が、それは単純に読書が好きだったからです。大量の
洋書を読むことができるのは当然ですが、受験英語で
はない、普通に使われている英語に触れられるメリッ
トも感じました。多読のおかげで長い文章を読むこと
も苦ではなくなっていたので、結果的に高３のときに
は英語が一番の得意科目になっていて、他の科目に勉
強時間を回すこともできました。ですから、東大の過
去問は、英語に関しては２年分しか解いていません。
佐藤　多読は、英語の勉強としてではなく、英語を
楽しむ時間と捉えていました。ＳＥＧは文法重視の

テストの点数も上がっていき、すごく楽しかったこと
を覚えています。
安政　僕も、そのクラスにいました。速修の２次関数
でしょう？　その授業で初めて２次関数のグラフと数
式の意味が合致したのです。それまでは、なぜみんな
グラフ描いているんだろうと不思議でした（笑）。全
く意味が分かっていなかったのです。
田中　高２の最初から青木純二先生のクラスですが、
授業中にけっこう厳しい言葉をおっしゃるでしょう

（笑）。それがグサッときて……。けれども、そういう
人生観のようなものもいいなと感じてはいました。

クリーム本だけで大丈夫！
数学の勉強法

青木純　みなさんの勉強法を聞かせてください。まず
は数学からお願いします。
佐藤　やはりクリーム本に尽きます。クリーム本を完
璧にすれば、センターは安定して、ひどい点数をとら
なくなります。私の場合、センター直前は、過去問と
センター模試をひたすら解いて慣れていました。二次
対策は、クリーム本と過去問を使い、クリーム本を４
周し、過去問は 15 年分を３周しました。本番はちょっ
とミスしましたが、それだけやったことで自信につな
がり、致命傷にはなりませんでした。
安政　センターは、時間制限とセンター独特の雰囲気
に慣れれば、国立文系をめざしている人なら大丈夫か
なと思ったので、僕は過去問を何回も解いて出題形式
に慣れるようにしました。二次は青本、クリーム本を
何周もして、できない問題がないようにしました。そ

して、テストゼミの問題と過去問 15 年分を１周して、
できない問題をまた解き直すということもしました。
テストゼミと過去問については、１問ごとに時間を計
りながら解いていました。
稲辺　センター試験に関しては時間との勝負なので、
僕は９月くらいに一度、ＩＡ、ⅡＢを両方解いてみま
した。時間はかかりましたが、すべて解き切れたので、
その後は放っておきました。その後、センター直前の
冬休みからまた始め、時間をどんどん短縮していく問
題演習を重ねました。ですから、秋に時間がかかって
も解き切ることができれば、直前期は問題演習だけで
十分だと思います。二次試験はやはりクリーム本と青
本です。過去の合格体験記ではクリーム本だけでいい
と書かれていますが、正直無理だと思っていました。
学校の教材の活用も考えましたが、大澤先生が 「ク
リーム本だけで問題ない」とおっしゃるので、ＳＥＧ
中心の勉強にしました。２学期はテストゼミの復習を
行い、直前期はクリーム本を１周して、こんな問題も
あったなと振り返っていました。すると、一橋の今年
の問題に、夏のテスト演習の問題とほぼ同じ問題が１
問出題され、完答はできなかったものの、部分点をか
なりもらえました。このように、ＳＥＧの勉強をちゃ
んとやっていれば、何かしら点数につながるので、数
学はＳＥＧの勉強でいいと思います。
藤本　センター対策に慣れが必要だというのはその通
りで、僕の学校では２～３カ月に１回、センター模試
みたいなものがあり、数学の授業でも週１くらいでセ
ンター形式の問題を解いていました。ですから、自分
の力でセンター対策を始めたのは 12 月の末くらいか
らで、主に予備校の予想問題などを解いていました。
二次対策は、みなさんと同じで、 ＳＥＧの青本とク
リーム本を９月頃までかかって仕上げました。10 月
からはテストゼミでできなかった問題をクリーム本で
復習し、時間があれば、東大の過去問に挑戦しようと
思っていました。ところが、青木純二先生に「過去問
は出ないからやる必要はないでしょう」と言われたこ
とで妙に納得していまい、以後は、東大以外の一橋と
か京大の過去問を解くようにしました。東大の過去問
は、時間配分の練習として５年分くらいしかやってい
ません。
蓮見　センターは、数学的な思考にかかる時間よりは、
解答枠との照合や単純計算、マーク塗りなどに時間が
かかり、数学が得意な人でも時間的に間に合わず、高
得点が取れないこともあるので、対策しておく必要は
あると思います。僕もセンター形式の数学は苦手で、
直前期に予備校のマーク式問題集を何回かやりました
が、それでもＩＡは満点が取れませんでした。ただ、
ⅡＢは満点だったので、何とかなるとは思います。二

村上 莉奈

科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★ まずは、青本とクリーム本を徹底的に復習した。初見で解けなかった
問題にはチェックを付けて、３周した。苦手分野（整数、三角関数）は、
市販の問題集（『プラチカ』『新数学スタンダード演習』）にも取り組んで、
改善を図った。自信をつけることが大切だと思う。

英 語 ★★★★★ 高３では他塾の授業内演習が中心で、あとは軽く文法の問題集をやっ
たのみ。新しく知った単語や語法は必ずノートに書き留めて、暇な時
間に読み返した。中１〜高２前半まで多読に通っていたので、長文読
解が苦でなく、結果的に高３では英語以外の科目に時間を回せた。

世界史 ★★★★★ 他塾の授業が中心だった。一番好きな科目で、東京書籍と帝国書院の
教科書、浜島書店の図説を読みこんだ。興味深い事項（フランス革命、
産業革命、二度の世界大戦など）については、山川出版社の『世界史
リブレット』シリーズを読んで理解を深めた。東大の過去問は約40年
分を消費し、徹底的に論述を鍛えた。

地 理 ★★★★ 夏休みから本格的に始めた。センター向けの黄色い本（『点数が面白い
ほどとれる本』シリーズ）で知識を定着させ、秋からは他塾の講座を
取りながら論述対策に取り組んだ。直前期には手が痛くなるほどひた
すら過去問を解いた。

国 語 ★★ 他塾での演習に任せていた。古文と漢文は、センターの過去問をたく
さん解いて、苦手意識を減らそうとした。しかし結局のところ古文は
間に合わず、予備校が簡単だと評した２次試験で散ってしまった。

物理
基礎

★★★★ 11月末から他塾のビデオ授業だけで勉強した。間に合うのか不安だっ
たけど、案外何とかなった。正直、理科基礎の中でもかなり簡単だと
思うので、おすすめ。

地学
基礎

★★★★ 学校の授業でセンター過去問演習があったので、基本的にはそれに任
せた。秋からは知識を定着させるため、おなじみの黄色い本（先述の
シリーズ）を通学時に読んでいた。直前期には予備校のマーク式問題
集を解いた。

受験までの私の学習

◆ 繰り返し使っていたテキスト・問題集
とその活用方法は？

　 数学については青本、クリーム本、「論
理克服講座」のテキストを徹底的に復
習していました。解けない問題がなく
なるまで、根気よく取り組むのが大切
だと思います。最初解けなかった問題
でも、３周もすれば自分のものにでき
ます。全ての科目について言えること
ですが、苦手な分野には、逆に得意に
してやるという意気込みで取り組みま
した。

◆ 過去問はいつ頃から何年分くらい解い
た？

　 英語以外の各科目は10年分解きまし
た。

◆ センター対策としてしたことは？
　 直前期に過去問、予備校のマーク式問

題集に取り組んで間に合わせました。
◆ SEGの授業の予習・復習の仕方は？
　 授業前に全ての問題に取り組みました

が、解く手がかりを見つけられない問
題についてはあまり時間をかけずに諦
めました。復習は、解けなかった問題
の解法を確認し、改めて自分で解ける
ようにしていきました。ノートで板書
の解法を確認するだけでなく、実際
に自分でゼロから解き直すのが肝心
です。

蓮見  厚輝
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教え方ではないので、文法は自力でやっていました。
ＳＥＧのテストで知らない文法事項が出てくると、点
数を取りたくて学校の勉強も頑張るようになるなど、
ＳＥＧと学校の授業が好循環を作っていました。おか
げで文法力と読解力が高まっただけでなく、英語圏文
化への理解も深まり、東大入試で役立ったのはもちろ
ん、私大対策としても、過去問を解かずに合格点をと
れる状況になりました。
青木純　他のみなさんはどうでしたか。
稲辺　英語は読んだ分だけ力になります。語学なので
慣れも必要ですし、直前に対策できるものでもありま

せんから、継続が何より大切です。また、読むスピー
ドを上げるため、読む分量を増やす努力をしていまし
た。単語に関しては、１冊やれば十分だと思います。
難しい単語は類推できるからです。
安政　高３の１年間は、他塾で毎週東大の過去問を解
くといった、東大対策をガチガチにやっていました。
結局、全部で 30 年分以上解いていると思います。お
かげで直前期にやることがなくなってしまい（笑）、
結局、直前期はリスニングだけやっていました。
藤本　基本的には学校の英語の先生に付きっきりでみ
てもらっていました。要約や和訳、英作文などの添削
をお願いし、それを繰り返して合格点まで引き上げる
ことができました。
田中　英語は膨大な宿題が課される塾に通っており、
毎日いやでも英語に触れていたため、力はついたと思
います。ずいぶん難しい本も読まされました。英語は
自分より下のレベルの文章を読んで理解できてもあま
り力にはならず、上のレベルの文章を頑張って読むこ
とで自然と伸びていくような気がしています。

直前期だけで十分
センター理科の対策

青木純　センター試験の理科は、どのように勉強した
のでしょうか。
安政　１月に入ってから取り組み始めました。本当に
２週間だけです。そのため、できるだけ薄い参考書を
使うことをお勧めします。そして、それを最速で終わ
らせるようにするといいと思います。

蓮見　センターの物理基礎は、12 月後半からで間に
合いました。理科基礎は本当に簡単なので、そんなに
焦ることはないと思います。東大の受験でいえば、理
科基礎の 100 点は圧縮されて、合否への影響はかなり
限定されるので、焦らなくていいと思います。
佐藤　私も 12 月頃からです。数学ほど何周もやる時
間はなく、市販の問題集を見る限りでは間に合いそう
もないかなとは思ったのですが、本番は簡単でした。
これからも理科基礎はそれくらい簡単だと思いますの
で、たぶん 12 月からで間に合うと思います。
田中　僕もそれほど時間をかけませんでした。ただ僕
の場合は、暗記系である生物と地学を選択したため、
もう少し前から対策を始めましたが……。
稲辺　１学期は学校の授業で物理と地学をとっていま
したが、地学は覚える量が多いので諦めて、物理と化
学で受験することにしました。しかし化学は習ってい
なかったため、『セミナー化学基礎』を借りて夏の間
にひと通り終えました。そして、本番２週間前に物理・
化学の復習をして終わりです。
藤本　僕も物理・化学でしたが、学校の授業で理解し
ていましたし、定期的にセンター模試を受けていまし
たから、ある程度は点を取れると思って、直前もあま
り勉強しませんでした。

ストレスをためない工夫が必要
夏休みの過ごし方

青木純　長期休暇はどのように過ごしましたか。体験
をふまえたアドバイスがあれば、それもお願いします。

稲辺　自分が勉強できる場所を見つけておくといいと
思います。夏休みは学校でも勉強していましたが、朝
から勉強していても、昼休みに友だちと話し始めると
そのままノンストップで話し続けて、そのまま帰ると
いう日が何日もありました（笑）。さすがにそれだと
勉強が午前中だけになってしまいますから、ＳＥＧな
どの自習室を利用して、集中して勉強することにしま
した。僕は１時間単位で計画を立てて勉強するタイプ
でしたが、どうしてもズレていき、結局は課題が山積
することになります。その反省から、夏休み中にどこ
まで終わらせるという大雑把な計画を立て、夏休みが

科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★ ・基本的にはSEGの教材（特に青本・クリーム本）を用いて勉強した。
・過去問演習の際にも解答を作ることを意識するようにした。

英 語 ★★★★ ・少なくとも１日ひとつ長文を読むように心がけた。
・自宅や学校から駅までの徒歩の間にリスニング練習を行った。

世界史 ★★ ・ひたすら教科書を読み、重要な単語は紙に書いて覚えた。
・論述に使えそうなフレーズはそのまま暗記した。

日本史 ★ ・世界史で暗記はキャパオーバーだったため、暗記は最小限にした。
・頻出分野だけを『25カ年』で勉強した。

国 語 ★★★ ・現代文はほとんど勉強しなかった。
・古文・漢文は文法や単語をある程度覚えた後、過去問を少し演習した。

生物
基礎

★ ・市販のセンター問題集を何周かした。

地学
基礎

★ ・同上

受験までの私の学習 田中  嵩大

◆ 繰り返し使っていたテキスト・問題
集とその活用方法は？

　 青本、クリーム本は問題を暗記して
しまうくらい何周も復習した。この
時期が一番数学の力が伸びた時期だ
と思う。

◆ 過去問はいつ頃から何年分くらい解
いた？

　 自分は過去問はあまりやらない派
だったので、センター後から始めた

（ただし英語はやっていない）。
◆ センター対策としてしたことは？
　 社会と国語を中心に勉強した。セン

ターの過去問だけでなく、予備校の
予想問題集も利用した。

科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★ 夏休みは青本・クリーム本を繰り返し解いて、解けない問
題がないようにしました。受験直前はテストゼミ・過去問
で解けない問題がないようにしました。またテストゼミな
どで苦手分野が見つかれば、基礎まで戻って確認しました。

英 語 ★★★ 高３の１年間は基本的に過去問の演習をして、身について
いない表現等をピックアップしました。特に苦手だった英
作文に関しては別に練習しました。また受験期には、毎日
東大型のリスニングで耳慣らしをしました。

世界史 ★★★★ 授業では横の視点で習うことが多いので、縦の視点で苦手
分野をまとめ直していました（例えば、他国との戦争の中
で語られることの多いイタリア統一をイタリアのみの視点
で領土の変遷についてまとめるなど）。また、論述に関して
は解答の骨子を簡潔にまとめ、何度も復習して覚えました。

国 語 ★★★ 古文・漢文に関しては過去問の演習もしましたが、基礎の
徹底を重視しました。現代文に関しては過去問を使って、
文章の構造理解を重視して取り組みました。

受験までの私の学習 安政  亮哉

◆ 過去問はいつ頃から何年分くらい解いた？
　 数学はセンター明けから15年分を２周、国語は

15年分を１周しました。英語と地歴は１年かけ
て30年分解きました。

◆ 学力が伸びたと手応えのあった時期とその勉強
方法は？

　 ５月までは部活があり、夏休み明けは11月の文
化祭に向けた準備に追われたので、夏休みと12
月からの３カ月に集中的に勉強しました。特に
センター明けの期間は知識が固まり、学力が伸
びたと思います。

◆ SEGの授業の予習・復習の仕方は？
　 基本的な勉強法は授業や演習の要点をまとめた

ノートを科目別に作って授業の復習をし、まと
まった時間が取れるときに一から見直して要点
をアウトプットできるかをチェックする、とい
うものです。この勉強法のために、授業中は要
点がどこなのか、を強く意識しながら受けてい
ましたが、とても有効だったと思います。
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科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★ クリーム本を９月までに４周した。載っているすべての問題を、見た瞬間解法と答が浮かぶようになるまでやりこんだ。
クリーム本が終わってから過去問を始めた。本番までに10年分を３周。高３になって成績が低迷、いろいろ考えた末、
量をこなすしかないと思い、9月から1日２時間は数学に費やすようにした。

英 語 ★★★★ 長文が得意なので成績は良かったが、頻出の文法事項が抜けていたり、英作文で発想がおかしかったりしたので、穴を
埋めていくイメージで問題集を解いたりした。得点源だと考えていたが、本番はそこまで取れず、苦手だった国語や日
本史で点が取れていたため、得意教科に頼りすぎないことも東大受験には大事だと思う。

世界史 ★★★★ 他塾のプリントを完璧にし、センター後に過去問の復習を始めた。本番までに30年分を３周し、過去問を見たら答が浮
かぶようにした。

日本史 ★★★★ 遅れ気味で、12月頃まで知識を詰め込み、センター後に大量の問題を解いた。地歴は本番直前に論述練習するのが一番
効率が良さそう。

国 語 ★★★★ 夏休みから、東大模試の過去問と、実際の過去問15年分をじっくり解いた。個人指導塾に行っていたため、疑問点をひ
たすら質問しまくった。また解答がずれた場合、どうして、どこがずれたのか？ というのを分析して記録していた。古文・
漢文は知識を覚えつつひたすら量をこなしたら得意になった。

化学
基礎

★★★ 高１の時SEGで理系用の授業を取っていたため、理論は理解できていた。問題演習は12月に入ってから始めた。駿台の
問題集を使っていたが、解けない問題もあって「大丈夫か……？」と思った。しかし本番は簡単だったので、問題集を
信じすぎず過去問を見た方が良い。

物理
基礎

★★ 12月に始めた。駿台の問題集を使っていたが、解けない問題もあって「大丈夫か……？」と思った。しかし本番は簡単
だったので、問題集を信じすぎず過去問を見た方が良い。

受験までの私の学習 佐藤  理帆
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終わってから自分がどれだけやったのかを把握できる
ようにすることをお勧めします。それは自信やモチ
ベーションにつながりますから。
安政　夏休みに勉強したからといって合格するわけで
はありませんが、勉強しないと本当にヤバい状況にな
ると思いますので、やはり勉強した方がいいです。規
則正しい生活リズムも大切です。同じような日々を過
ごすことが前提なら、計画も立てやすくなるからです。
僕は、その日何をやったのかメモするようにしていま
した。１日にどれくらい勉強できるかの目安になりま
すし、後で見返して、自分はこれだけやったのだとい
う自信にもなりました。
佐藤　塾のチューターさんから、夏休みは１日 10 時
間勉強したというお話を伺い、だったら私は 11 時間
やろうと（笑）。11 時間に日数をかけた総勉強時間数
を目標に、もしクリアできたら最後の日は１日中遊ぶ
という計画を立てました。常にこれを意識して勉強を
続けた結果、目標時間を越すことができました。達成
感もありますし、最後の１日も本当に楽しく過ごすこ
とができました。目標を掲げ、達成したら自分にご褒
美をあげることも大切だと思います。
田中　夏休みは約 50 日あるので、最初から飛ばしす
ぎないことが重要なポイントで、コンスタントに勉強
すべきです。とくに夏休みは天王山だと言われてお
り、あまりはかどらなかったとき、友人たちなどから
聞いた勉強量にショックを受けることもあるかと思い
ます。しかし、僕の経験からいえば、それほど落ち込
むことはないと思っています。確かに天王山的なもの
ではありますが、まだ十分に挽回は可能です。
蓮見　夏休みは毎日８時間くらい勉強していたのです

が、夏のＳＥＧの数学のテキストが非常に難しく感じ
たことも覚えています。これはヤバいかなと思ったこ
とが起爆剤になったようで、青本やクリーム本を３周
くらいして、全部理解できるように心がけました。苦
手な問題から逃げるのではなくて、精神を鍛練するつ
もりで（笑）、苦手なものを得意にしてやるというつ
もりで勉強するといいと思います。もちろん気晴らし
も必要で、気が向いたときの散歩や、毎年家族と出か
ける５日間の旅行が、心身をリフレッシュするいい機
会になりました。
藤本　僕は成績が良くなかったので最初から飛ばした
のですが、案の定、８月の下旬になってエネルギーが
切れ、勉強する気をなくしてしまいました。思い切っ
て映画館に行くと、少し元気が出てきて、何とかモチ
ベーションを維持することができました。最初、自分
にそういうご褒美を全くあげなかったことで失敗した
のだと思います。ですから息抜きは本当に大切です。
勉強計画も１週間単位くらいで立て、少しずつ修正し
ていけばいいと思います。

高校生活は十分に楽しもう
部活動、学校行事との両立

青木純　学校行事や部活と、受験勉強との両立はうま
くいきましたか。
安政　筑駒の場合は文化祭が非常に盛大で、最初は勉
強を優先しようと思っているのですが、いざ文化祭の
準備が始まってしまうと、こっちの方が得られるもの
が多いと感じ、また、かけがえのない思い出にもなる
ことから、結局は文化祭に打ち込むことになります。
僕は完全に気持ちが切り替わってしまい、９月、10
月は全く勉強しませんでした。文化祭が終わった 11
月の模試はＣ判定とＤ判定でしたが、結果的には間に
合ったことになります。ただし、秋から始めて間に合っ
たわけではありません。文化祭前にしっかりやってお
いたことを、９月、10 月で全て忘れ、そこから３カ
月で思い出したといった感じです。
蓮見　僕も同じ学校ですが、やはり 10 月は毎日学校
に残って作業をしていたので、ほとんど勉強をしてい
ません。安政君の言うように、夏にしっかりやってい
れば、成績的には大丈夫だと思います。もし、夏にしっ
かりやらなくて秋になってしまったら、後は自分で選
択するしかないと思います。高校生活を優先するのか、
受験勉強を優先するのかを冷静に考え、どちらが自分
のためになるかを判断することになります。
安政　文化祭が終わったときには、これで入試に落ち
てもいいと思えるくらいやり切ったので、充実してい
ました。僕は、生まれ変わっても筑駒に入りたいと思っ

ています（笑）。
藤本　４月に運動会があって、その委員をやっていた
ので、最初にクリーム本に入った頃にはやや遅れ気味
だったのですが、筑駒の話を聞くと、全然大したこと
ないなと思います（笑）。なお、部活は高２の秋に引
退したので、両立は問題ありませんでした。
田中　僕もほぼ同じで、剣道部は高２の秋に引退し、
高３の５月頃に体育祭がありました。熱中する人は熱
中しますから、体育祭が終わって燃え尽き、学校にこ
なくなった人もいます（笑）。でも、気持ちを切り換
えることができれば大丈夫だと思います。
佐藤　帰宅部だったので、時間は有り余っていました

（笑）。高３の体育祭も楽しく終え、両立で苦労したこ
とはありません。
稲辺　部活は高２の春休みに終わるので、高３の４月
からは受験態勢に入っていました。高２の文化祭が終
わると、周りの受験に対する意識が変わり、部活を引
退していく人も増えてくるので、僕も引退までは、部
活終了後に１時間でも勉強しようとしていました。一
気に切り換えるのではなく、４月からちゃんと勉強が
できるように、少しずつ準備をしていきました。

冷静な原因分析が必要
スランプ脱出法

青木純　苦しい時期やスランプに陥ったときは、どの
ように乗り越えましたか。

稲辺　僕はずっと成績が伸びず、結局、自分で伸びた
なと感じたのは二次試験の直前になってからでした。
センター後に過去問を解いているとき、解けるように
なっていると実感が湧いたのです。それまでは伸びて
いる実感がなかったので、すごく辛かったことを覚え
ています。ただ、やらないと伸びないので、１年後に
自分が大学で何をしているのかを想像し、それをモチ
ベーションにして勉強していました。
安政　夏休みにそれなりに勉強し、模試でＡ判定を
取ったのですが、11 月の東大模試では 1000 人に抜か
れ、順位も 200 位くらい落ちました。これはヤバいと
思い、そこから３カ月くらい本気で勉強し、成績を上
げていきました。人は追い込まれると強いですね（笑）。
普段は勉強中に携帯をいじったり、居眠りしたり、漫
画を読んだりすることもありますが、最後の３カ月は、
そういった勉強から逃げたい欲求と、合格したい欲求
が真っ向勝負して、受かりたい欲求が勝ったので、勉
強が全然苦にはなりませんでした。人によっては、そ
こまで自分を追い込んで、受験生としての覚悟を決め
た方がいい場合もあると思います。
佐藤　高３の４月に入ってから歴史に時間をとられて
数学に手を付けられずにいると、夏前に数学の力が確
実に落ちていることに気づきました。そのとき、なぜ
自分ができないのかを突き詰めて考えました。そして、
解答に必要な思考を思いつかなかったのは、その種の
問題演習を最近やっていないせいだと気づきました。
ところが勉強してもなかなか成果に現れません。９月
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に入ってもテストゼミではひどい点ばかりです。そこ
で、クリーム本は家で解けても、テストになって緊張
すると忘れてしまうということに気がつきました。そ
のレベルではクリーム本ができたとは言えないので、
そこからまた１カ月でクリーム本を１周することにし
ました。すると、安定するようになったのですが、１
週間あまりやらずにいると、また力が落ちてきました。
私の場合、数学は継続的に毎日少しずつ触れることが
大切なのだと気づき、持続するようにしました。です
から、できない科目があったときは、なぜできないか
を突き詰めて考え、それを克服するための方法をアバ
ウトではなく、具体的で細かな作戦として実行してい
けばいいのではないかと思います。
田中　夏休みがやはり辛かったですね。夏休み前は１
時間刻みで計画を立てていましたが、だんだんずれて
いくので、それがストレスになっていきました。それ
で、８月に入った頃は、勉強を放り投げて遊んでいま
したが、その後の夏期講習が難しくて、焦りを感じま
した。そこで、今度は計画を立てずに、その日の朝の
気分で数学をやりたいと思ったら数学ばかりやるとい
うような勉強法に変えました。それが自分には合って
いたようで、気分的に楽になりました。
蓮見　もともと勉強が好きだったので成績で苦労した
ことはありません。受験勉強は人生を浪費していると
いう話もありますが、僕的にはそんなことは全然ない
と思っています。受験生のみなさんは、そんな戯言に

惑わされることなく（笑）、勉強に励んでいただけた
らいいと思います。
藤本　蓮見君とは正反対で、僕は成績が良くなくて、
高２でギリギリ、たぶん基準点プラス２点くらいで
ＳＥＧの東大クラスに滑り込んでいます。東大模試も、
よくてＣ判定、ひどいときはＥ判定で、模試の成績が
ぜんぜん伸びなかったことが一番辛かったですね。た
だ、青木先生に「模試は気にするな、受験は英数で決
まるから」とおっしゃっていただいたので、それを信
じて夏休みくらいまでは英数しかやらず、秋から世界
史と地理に取り組むようにしました。結局、模試は最
後まで良くはありませんでしたが、テストゼミでは数
学で点が取れるようになったので、変な自信が生まれ
るようになりました。「模試は問題が悪く、本番はい
い問題が出る」とひたすら信じることで（笑）、合格
したのではないかと思っています。

教養の授業が充実
大学生活

青木純　次は話題を変えて、大学生活の話を聞かせて
ください。
藤本　大学で一番驚いたのは、週休２日だということ
でした（笑）。私立なので高校まで週６日だったため、
とても楽になりました。勉強も強制ではなく、さぼり
たかったらさぼれるため、「昔の俺はどこにいったん

だ」（笑）と思えるくらい勉強しなくなってしまいま
した。けれどもキャンパスライフは楽しんでいて、ゴ
ルフ部に入って、友だちと遊んだりしています。勉強
面でいえば、「社会環境論」という科目が気に入って
います。経済地理学という学問分野で、高校の地理と
もかぶっているので、地理が好きだった僕には楽しい
授業です。
蓮見　僕は藤本君とは逆の驚きです。筑駒は３年間で
70 数単位とればいいという大学みたいな履修システ
ムですから、高３のときは週に 16 ～ 17 コマでした。
だから大学では授業日数が増え、しかも１コマが 105
分と長いので、すごくびっくりしました。それに語学
の授業も多く、課題はかなりのものです。大学生はもっ
と暇かと思ったら意外とそうではありませんでした。
ただ、塾に通っていた時間がなくなるため、結果的に
自由な時間は増えました。読書好きですが、高３のと
きはぜんぜん本を読めなかったので、今はいろいろ読
んでいます。高校で文化祭実行委員をやっていたので、
その流れで、サークルは駒場祭委員会に入っています。
田中　大学では、いろいろな人と友だちになれると
思っていたのですが、クラス単位の授業が多く、大人
数の授業でもクラスで固まってしまい、友だちが増え
ないことが少し残念です。ただ、剣道のサークルに入っ
たので、そこから友だちの輪を広げていこうと考えて
います。興味深いのは心理学系の授業です。３コマく
らい取っていますが、普段の人の行動を心理学的に説
明できることが分かり、それをふまえて人をみると、
けっこう面白いなと実感しています。
佐藤　私は、もともと歌をずっとやっていて、音大に
いくことも考えていたので、音楽系の授業が豊富なの
はありがたいですね。たとえば「音楽論」といって、
ひたすらオペラを見る授業もありますし、私は履修し
ていませんが、声楽のレッスンを受ける授業もありま
す。東大が教養重視を謳っているのは本当なのだと妙
に感心しています。ただ、文Ⅰですが政治には興味が
なく、政治の授業はばんばん切っています。語学も好
きですし、「ジェンダー論」などの有名な授業も興味
深い内容なので、履修している授業については、どれ
もみな気に入っています。また、サークルは、早大の
ミュージカル系のインカレサークルに入りました。東
大にはいろいろな人がいますが、やはり傾向が似てい
ることに、早稲田に行って初めて気づきました。異な
る価値観の人たちと付き合うとストレスが溜まること
もありますが、社会勉強だと思って頑張っています。
安政　大学は圧倒的に自由だなと感じています。自分
の使いたいように時間を使えて、授業も出たり出な
かったりできますし、授業に出ない場合はその時間を
どう使うかも自分に任されています。当面は進級する

という結果が求められているわけで、その過程は自分
で自由に選んでいいという感覚かなと思って生活して
います。実は、大学に入るときに友だちにこんな話を
聞きました。大学には、勉強、遊び、サークル、バイ
ト、恋愛の５要素があり、そのうち２つしか真剣に取
り組めない（笑）。入学してみて、けっこう合ってい
るかもしれないと感じています。
青木純　で、何を選んだのですか。
安政　今は、勉強とサークルです。完全に１対１では
ありませんが、バイトは全くできません。授業に関し
ては、必修の英語のレベルが思ったより低くてがっか
りしています。ただ、自分で科目を選択できるところ
はやはり魅力で、僕は現在「美術論」を履修していま
す。美術にはもともと興味があったのですが、高校で
本格的に勉強するのはハードルが高いため、大学の授
業がいいきっかけになっています。興味のあるものに
飛び込むには、東大の教養課程はかなりいい環境では
ないかと思っています。
稲辺　大学は思っていたより忙しいと感じています。
もっと授業をばんばん切って遊べるイメージがあり、
高校時代よりずっと楽になるのではないかと思ってい
たのですが、商学部にはあまり切れる授業がなく、大
学に入っても勉強に縛られるのかなと……。商学部で
は教養科目がほとんどとれませんが、ゼミと「ペース」
という英語の授業は気に入っています。ゼミでは現在、
みんなで会社経営に関する本を読んで要約してディス
カッションするような授業を進めており、大学でやっ
てみたいと思っていたようなことができています。ま
た、「ペース」は全員ネイティブの先生が担当しており、
ＳＥＧの多読の授業のような感じで、英語の４技能を

村上 莉奈

科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★★ 数学はSEGのことを勉強していた。【１学期・夏休み】SEGのクリーム本の
復習をしていました。ほかの参考書に手を付けてしまうよりもクリーム本を
何度も復習した方がいいと思います。【２学期】クリーム本で習ったことを
用いて、テストゼミの復習。【直前期】一橋の過去問・私大の過去問。

英 語 ★★★★★ 通っていた塾の勉強をしていました。英語は読んだ分だけ上達すると思うの
で、２学期以降はほぼ毎日英語に触れていました。英作文は先生に添削して
もらってました。

日本史 ★★ 日本史は得意な方ではなかったです。私大の受験では、ほとんど数学受験を
していました。通史は夏休みまでに終えました。一橋は同じような問題が出
るため、15年分目を通しました。

倫理、
政治経済

★★ 倫理・政治経済は夏休みに１周しました。冬休みに入ってから、駿台の『実
戦問題集』で問題演習してました。

国 語 ★ 国語も苦手でした。漢文は学校で配られた資料を音読して、句形を覚えまし
た。古文は一橋は出ないので、あまりやりませんでした。現代文は学校の授
業で扱った文章を要約して、添削してもらってました。

化学
基礎

★★★ 『セミナー化学基礎』を夏に１周やりました。冬休みに駿台の『実戦問題集』
を解いてました。

物理
基礎

★★★ 学校で配布された教材を使ってました。化学基礎と同じく、冬休みに駿台の
『実戦問題集』で問題演習しました。

受験までの私の学習 稲辺  倭

◆ 繰り返し使っていたテキスト・問
題集とその活用方法は？

　 SEGのクリーム本。１学期と夏
休みに3周しました。夏休み後は
テストゼミの復習をして、クリー
ム本で習ったことを利用しまし
た。数学の過去問はテストゼミが
終わった冬休み以降にやりまし
た。

◆ 過去問はいつ頃から何年分くらい
解いた？

　 ①英語…夏休みに一橋の過去問を
１年分解いた。あとは冬休みから
解いて一橋の過去問は12年分解
いた。

　 ②数学…冬休みから解いて一橋の
過去問を10年分解いた。冬休み
前はSEGの復習をしていました。

　 ③国語…冬休みから解いて８年分
ほど。

　 ④日本史…直前期に15年分目を
通した。
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受験は総合力勝負なので、
極端に苦手な科目がないよ
うにすれば大丈夫です。自
分を信じて努力を重ねれ
ば、きっと上手くいきます。

蓮見 厚輝

受験に絶対はありません。自分
の納得のいく受験をしてくださ
い。第一志望に合格することを
願っています。頑張ってください！

稲辺 倭

何よりも、楽しんで勉
学に励んでください。

藤本 大揮 

受験勉強中は辛いと感じ
ると思いますが、受験が
終わった今ではいい思い出
になっています。自分を信
じて頑張ってください。

田中 嵩大

受験は本当に辛いで

すが、その経験が役

に立つことは（かなり）

あります。時々息抜き

をしつつ、自分を信じ

て頑張ってください！
佐藤 理帆

受験勉強は長く暗く辛いもので
すが、同時に人生で一番集中し
て勉強でき、自分と向き合える
期間でもあると思います。人とし
ても確実に成長できるので焦ら
ずに最後の１秒まで貪欲に成長
してください‼

安政 亮哉

卒業生からのメッセージ
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すべて身につけられそうな気がしています。
蓮見　東大の授業の魅力は、当たり前ですが、東大の
教授が講義をするということです。現在、選択科目で

「社会思想史」と「記号論理学」、「国際関係史」を受
講していますが、どれも最先端の研究成果が反映され
ていて、とても興味深く聞いています。とくに「社会
思想史」の先生は自分の研究を話すので、とても楽し
そうに授業をしています。大学に入ったら法律をばん
ばんやろうと思っていましたが、今はギリシャ哲学の
本を読み漁っています。また、「記号論理学」の担当
は入学前から知っている著名な教授だったので、履修
できてうれしいです。
安政　大学に対してやや否定的に感じるのは、きっと
受験を乗り切るために、期待をかけすぎたのだと思い
ます（一同頷く）。大学に入学して改めて気づいたのは、
高校の授業はちゃんと聞いておいた方がいいというこ
とです。大学に入ってから意外と役立つのです。受験
に関係ない科目でも、授業に出る以上はしっかり聞い
ておいた方がいいと思います。

それぞれの道をめざして
将来の夢

青木純　将来について、たとえば 10 年後とか 20 年後
の自分はどうなっていると思いますか。
藤本　まだ職業は決めていませんが、とりあえず世界
には出たいと思っています。狭い日本に閉じこもって
いないで、いろいろな国や環境に身を置き、様々なコ
ミュニティに関わってみたいと考えています。
蓮見　僕は弁護士か裁判官として働きたいと思ってい
ます。高１のときにニューヨークに旅行し、ブロード

ウェイミュージカルを観てすごく感動した覚えがあ
り、ニューヨークが大好きになりました。できれば、
ニューヨークの弁護士事務所に勤めていたいですね。
田中　今の２人みたいな高尚な志はあまりなくて、10
年後は分かりませんが、20 年後には幸せな家庭が築
けていればいいな（笑）と……。将来については、ま
だそのくらいしか考えていません。
佐藤　私は国際協力につながる仕事に興味がありま
す。文Ⅰからはけっこう官僚になる人が多いので、国
際協力といってもＮＰＯに勤めるといった直接的なこ
とではなく、外交官になって中東問題の解決に携わる
というのでもいいと思います。どの道を選ぶにしても、
国際協力に関わりたいという思いが自分の中にしっか
りあれば、そんなに後悔する道を選ぶことはないと思
います。具体的には学部に進学してから考えるつもり
ですし、大学院にも進学したいと思っています。
安政　高校時代は官僚になりたいと思っていました。
性格的にも向いていると思って文Ⅰに入ったのです
が、様々な講演会に出席するうちに、違うような気が
してきました。この２カ月くらい進路に迷っているの
ですが、今は弁護士になりたい気持ちの方が強くなっ
ています。弁護士の方が仕事の自由度が高くて、自分
のやりたいことができますし、それに政治に関わろう
と思えばできるので、当面は弁護士をめざしたいと
思っています。
稲辺　漠然とした希望ですが、できれば起業したいと
考えています。会社の知名度をどのようにしたら高め
ることができるのか、商品の売り上げを伸ばすにはど
んな方法があるのか、といったことを学びたくて商学
部を志望したのですが、大学で学んだ知識を活かして、
起業できればと思っています。

日々の努力が不可欠
後輩へのメッセージ

青木純　最後に後輩へメッセージをお願いします。
藤本　繰り返しますが、僕は成績が悪い方でした（笑）。
そんな僕でも受かったのですから、ＳＥＧにいれば可
能性は確実に高まります。ただ、勉強方法は人それぞ
れで、他人が勧める方法が上手くいくとは限りません。
自分に合った勉強法を早めに見つけて、一生懸命それ
を続けていくことが合格につながると思います。
稲辺　受験は運だと言う人がいますし、僕も運は加味
されると思ってはいます。実際、今回の受験では、確
実に合格できるはずだった１発目の上智が不合格だっ
たため、これも運だと諦めました。しかし、重要なの
は、運だと諦められるレベルまでは達していなくては
いけないということです。そのためには日々の努力が

不可欠で、その努力を尽くしたならば、そこから先は
やはり運に任せるしかないと思います。
田中　受験は、期間限定だと割り切ることが大切です。
受験勉強中は本当にきついですが、せいぜい１年くら
いですから、人生で１度くらいはそんな経験をしても
いいのではないか、楽しんでやろうという気で臨めば、
負担感も軽減されるのではないかと思います。今振り
返ってみると、受験勉強も少しは楽しかったな、充実
していたなという気持ちもあります（笑）。
佐藤　私は受験勉強の最中も、今までの人生がちょっ
と簡単すぎたのだと思うようにしていました（笑）。
今ここで辛い体験をして乗り越えるための努力をす
ることが、将来いい方向に働くこともあると信じて頑
張っていました。ですから「辛い、やめたい」ではな
くて、「辛い、頑張ろう」というふうに考えられるよ
うにするといいと思います。そうすれば、今後辛いこ

とがあっても、受験時代に比べれば大したことないと
思えるようになるかもしれません。
安政　人によるでしょうが、受験そのものは暗くて長
い道です。しかし、集中して取り組めたことは、僕に
とって貴重な経験でした。受験勉強で学問的に成長も
するし、自分と向き合い、自己分析することで性格ま
で直せたので、人間的にも成長できると思います。こ
の時期は正直しんどいでしょうが、絶対に成長できる
期間だとポジティブに捉えて頑張ってください。
蓮見　受験勉強は決して無駄になりませんし、自己鍛
練の良い機会・経験になりますから、自分が次に何を
すべきかを冷静に見極めながら、日々努力を重ねてほ
しいと思います。
青木純　本日はいろいろと参考になるお話を伺うこと
ができました。ありがとうございました。
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