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「学ぶ力・学ぶ意欲」
を育む
グノーブル代表

中山 伸幸（大学受験グノーブル 英語担当）
グノーブルの発足以来、
「知の力を活かせる人に」という
フレーズを塾名の脇に添えてきています。知の力を鍛える
ことで、生徒たちが目指す受験を乗り越え、さらにその力
を伸ばしながら社会の中で活躍し続けてほしいとの願いを
込めてのことでした。
グノレット10号では、私たちの考える「知の力」がどのよ
うなものかを紹介させていただきました。今回は、
「知の力」
を育むために、私たち教える側が心掛けていること、教材
や授業の独自の工夫、学ぶためのヒントなどをお伝えします。

若者が向かう未来
グノレット11号の表紙を飾ってくれた卒業生たちの写
真は、私たちが目にできる最も美しいもののひとつでは
ないでしょうか。グノーブルの卒業生たちだからとか、
大切な教え子たちだからという次元のことではなく、こ
の輝きには見る者を勇気づける力があふれていると思い
ます。
彼らの笑顔が美しいのは、若いからこその瑞々しさに
加え、努力をすることで自分たちを磨き、自らの力で未
来への扉を開いた姿がここにあるからでしょう。その姿
には、私たちは心からの拍手を送らずにはいられません。

彼らが、さらに学び、経験を積みながら、逞しい姿へと
変貌を遂げていくことを、指導に関わったものとしても
心から望んでいます。そして、次に続く生徒の皆さんが
同じように輝けるよう、力を尽くしてお手伝いをさせて
いただくつもりです。
ただ、今の若い人たちが向かう将来は、必ずしも希望
にあふれているとは言えないかもしれません。むしろ、
難題をいくつも抱える大変な時代を生きていくことにな
りそうです。
希望が持てるニュースもあります。たとえば、東京オ
リンピックの開催が決まりました。2020年が近づくにつ
れてワクワク感は高まっていき、社会全体がある意味で
は高揚感に包まれていくでしょう。しかし、オリンピック
は社会が抱えるいくつもの難題を解決できる性質のもの
ではありません。私たちは未来に対して冷静に想像力を
働かせ、さまざまな課題に向かっていく必要があります。
たとえば、国連が今年6月に発表した「世界人口展望」
によれば、現在71億人の世界人口が、2025年には81億人、
2050年には96億人になると予想されています。水や食糧
の確保は急務ですし、エネルギー需要は高まり、地球環
境への負荷は増加の一途をたどることが危惧されます。
当然、資源の争奪が激化していくことも懸念されます。
また、9月末には、IPCC
（国連の気候変動に関する政
府間パネル）が6年ぶりに報告書を発表しましたが、
「今
世紀末、気温は最大で4.8度、海面は最大で82センチ上
昇する」と、地球規模で環境が激変する可能性が指摘さ
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れています。
数々の崩壊した社会、崩壊をくいとめてきた社会の検
証を踏まえて、その著書の中で現状に警鐘を鳴らす著名
な学者*１もいます。人口増、地球温暖化、自然破壊、化
石燃料の枯渇など、人類が対策に失敗すれば、現代文明
全体が数十年の内に崩壊へと進む要因を世界が抱えてい
ることは、著者の指摘を待たずとも私たちはうすうす感
じています。しかし、
「今の若い世代の人たちが生きて
いるあいだに重篤な状態に陥るだろう」という著者の言
葉には、生徒たちや我が子の未来を考え、はっとせざる
をえません。
国内に目を向けた場合には、人口の減少傾向と急激な
高齢化は深刻です。英
『エコノミスト』
誌*２は、日本がこ
れから直面する高齢社会を、世界史上未踏のものとして
います。2010年時点での世界全体の中位数年齢（人口を
年齢順に並べたとき、まん中に位置する人の年齢）は29
歳で、2050年には38歳に上昇するとされていますが、そ
の時点での日本の予想中位数年齢は52.3歳です。この
ままでは、増加する高齢人口を、若い労働人口が支えて
いくというモデルでは国の運営は難しいかもしれません。
少子高齢化は、経済成長率や国際競争力にも大きく影
響します。日本経済団体連合会のシミュレーション*３に
よれば、現在世界3位のGDP
（国内総生産）は、2050年に
は9位にまで落ち込む可能性があり、世界のトップグルー
プからは転落し、存在感が大きく低下することもありえ
るとしています。激変していく国際政治、国際経済の勢
力図の中で、日本はどのような国を志向して実現してい
くことになるのでしょうか。
*1 ジャレド・ダイアモンド
「文明崩壊
（上・下）
」
草思社 原書2005年刊
*2 「2050年の世界 英
『エコノミスト』
誌は予測する」
2012年8月刊
*3 21世紀政策研究所2012年4月

ライフラインとしての教育
未来に対するマイナス要因としては、他にも、化学物
質汚染の蔓延、新しい戦争とも言われるテロリズム、
1000兆円を超える国が抱える借金のことなど、案じられ
ることがいくつも浮かびます。しかし、人はこれまでも、
さまざまな危機（貧困、病、経済恐慌、熱い戦争、冷た
い戦争など）に対処してきているのですから、今の先行
きが特に暗いとは言えないのかもしれません。大切なこ
とは、大人である私たちが、持続可能な世界に向けて、
すべきことを実践していくと同時に、次代を担う若者に
伝えるべきことを、しっかり伝えていく努力をすること
だと思います。
私たちグノーブルにとって大切な仕事は受験指導です。
しかし、手段を選ばず結果だけを求めることがあっては
ならないと自戒しています。右肩上がりの成長が保証さ

れている安定した社会であれば、社会の勢いが私たちを
より良い方向に連れていってくれますから、その社会の
中で立派だとされる学歴や資格をいったん手にすれば、
それは、生活の安泰を永続的に獲得することを意味しま
す。その場合、生徒たちを一流大学に合格させれば大人
の責任を果たせたとも言えるでしょう。一流大学合格と
いう結果だけ伴えば、詰め込み式であれ、テクニック偏
重であれ、指導法において責任が問われることはないか
もしれません。
しかし、今は、景気の良い社会が、所属する者をより
幸せへと自動的に運んでくれる時代ではありません。一
人ひとりが成長していく力を蓄えていることが必要な時
代です。有名大学に合格はしたもののそれが人生のピー
クだった、という生徒を送り出したのでは無責任のそし
りを免れません。
グローバル化の波の中で起こる激変に対処し、常に課
題と向き合っていくことになる生徒たちにとって、何よ
り大事なことは、
「学ぶ力・学ぶ意欲」を具えていること
だと思います。私たち人間は、学ぶことで新たな力を獲
得し成長できます。新しいものの見方や技量を学べれば、
柔軟な対応力を身につけ、難題を乗り越える智恵を生み
出す可能性が生まれます。
中学受験や大学受験に向けての勉強も、生徒たちを、
より良き学び手へと導くものでなくてはいけないと思い
ます。
「学ぶ力・学ぶ意欲」を軸に据えた教育は、現代社
会においてはライフラインのひとつと言えるのではない
でしょうか。

考える力とつながる力
食事が身体をつくるように、学ぶことが人をつくりま
す。生徒たちの、学ぶことができる能力と、学びたいと
思える気持ちを育むことは、大人である私たちがすべき
重 大 事 だ と 思 い ま す。 英 語 に、
“ If you aren ’
t
growing, you’
re dying.”
「もし成長していないのなら、
死に向かっている」という表現があります。学べなけれ
ば成長はできないのですから、良き学び手へと子供たち
を導かないのであれば、それは彼らの未来を奪い取って
いるようなものです。
社会を導く者に求められる能力も、社会の一員として
貢献する者に求められる能力も、学べばこそ得られるも
のです。そして、その学ぶ力の根底にあるのは、広い意
味での言語力だという言い方もできると思います。
言語には、
「理解・思考・コミュニケーションの道具」
としての働きがあります。目の前にいる人の話を理解す
ることはもちろん、古今東西あらゆる人たちの考えを理
解するためにも言語力が必要です。また、自分の考えを
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論理的に組み立てていく作業にも言語は欠かせません。

いろんな印象が蓄積されていきます。メガネがコンタク

さらに、人とつながるためには言葉が必要です。要する

トに変わっても、運動会の後で長髪が坊主頭に変わって

の場合、先輩*７が残してくれたこんな言葉がヒントにな
りそうです。

に、
「考える力」と
「つながる力」の基盤が言語と言えます

も、もう平気です。
職員室や自宅で教材を用意するとき、解説の準備をす

的な部分を積み上げているところは全然楽しいと思わな

が、母語としての日本語に加え、世界の人とつながる英
語、さらには、数学も広い意味での言語です。
母語の力が大切なのは論を待ちません。それに加えて、
広く世界から知識を得て、世界の人々とコミュニケーショ
ンをとっていくためには、英語は必須です。数学もまた、
「理解・思考・コミュニケーションの道具」
です。自然現
象の理解に限らず、社会現象を把握するためにも数学力
の大切さは増していますし、数学的論理思考や、数学的
発想が役立つ局面は多々あります。

pass
（＝歩く）
です。私たちは、担当する皆さん一人ひと
りをしっかり見つめながら、共に歩いていくつもりです。

生徒たちの主体的な気持ち

名前を覚えることは基本

教育は
「教え育む」
と書き、指導は
「指し導く」
と書きま
す。どちらの言葉も、教える側中心の表現になっている
ようですが、もし、教える側が一方的に指図して、引っ
張っていくだけであれば、効果はあまり期待できないで
しょう。授業に参加する生徒の皆さんが、主体的で前向
きな気持ちになれるときにこそ、相互作用が生まれ、授
業は活気あるものになり、教室は大きな成果を育む環境
になっていきます。

卒業生たちの『合格者の声』には、
「名前をすぐに覚え
てもらえて嬉しかった」
といったコメントがたくさんあり、
そう書いていただくと私たちこそ嬉しくなります。ある
卒業生*４は「グノは先生と生徒の距離がすごい近い！初

グノーブル発足時から、私たち教える側は
「２つの磁石」
になることを最優先の努力目標にしました。
一つは知的な引力を持つマグネットです。
「この先生
についていきたい！」
、
「授業が楽しい！」
、
「信頼できる！」
と皆さんが思えるときこそ、勉強は面白くなりますし、
充足感が味わえるはずです。課題にも意欲的に取り組も
うという気持ちになれます。
同じ教室という物理空間であっても、そこにどんな先
生が登場するか、どんな教材が用意されて、どんな授業
が展開されていくかによって、そこの空気は大きく変化
します。何回も時計を見ては
「まだ○分しか経っていない」
と、ためいきをつくことにもなるでしょうし、夢中になっ
ているうちにあっという間に授業が終わることにもなる
でしょう。このような体感時間のことを、ユング心理学
ではカイロス時間と言って、物理的に計測できるクロノ
ス時間とは区別するそうです。クロノス時間を忘れてし
まう磁場が働く授業が実現できれば、皆さんの頭は活性
化されて理解も深まり、授業後には元気な気持ちにすら
なれるはずです。
もう一つの磁石は正しい方向を示すコンパスです。目
指す大学に合格し、その大学で活躍できるように、ナビ
ゲーター役を私たちは果たします。皆さんは、安心して、
そして思う存分、
「頭」と「心」を使ってください。また、
コンパス
（compass）
という英語の語源は、com
（＝共に）
、
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るときにも、いつも皆さんのことを思い浮かべています。
皆さんが夢中になれそうな題材、理解が深まる解説、楽
しんでいただけそうな話、きっと頭を悩ませることにな
る難問など、学習効果を考えて準備をしているときの私
たちの頭の中には、いつも皆さんがいます。

授業当日からそのクラス担当の先生が、自分の名前を
知っていてびっくりしました
（笑）
。先生が生徒一人ひと
りの学習の進捗状況を熟知していて、学習相談にスムー
ズに乗っていただけました」
と書いてくれました。
私たちグノーブルで教える側からすると、名前を知らな
い生徒が教室の中に座っている状態では、授業がやりに
くいという気持ちになります。ですから、担当する皆さ
ん全員の名前をできるだけ早く覚えようとしています。
私たちは、解説をしながら皆さんのことを見させてい
ただいています。目の前の皆さんにしっかり伝わってい
るかどうか、難しすぎないか、興味が持てるように話せ
ているかなどを感じ取るようにしています。そのために
も皆さんのことをよく知る必要があります。そして、そ
の第一歩が皆さんの名前を覚えることなのです。
私の場合、最初の授業では、こっそり座席表をつけ、
かなり無理に名前を覚え込もうとします。一番前にいる
メガネをかけている人は○○さんで、その後ろに座って
いるこの髪型は○○君などという具合です。
その授業の初めのうちに全員を覚えてしまいますが、
次の授業になると、私の場合、どうしても名前と顔が一
致しない方が出てきてしまいます。グノーブルでは座席
が決まっているわけではありませんから、前回つけた座
席表は使えません。でも、奥の手があります。たいてい
の授業では、最初に皆さんに添削用プリントを演習して
もらいますから、教室を回って、プリントに書かれてい
る名前を確認させていただいています。
しかし、3回目、4回目といっしょに授業をやっている
と、名前と顔が一致するのはもちろん、添削プリントの
答案の内容や文字の特徴、授業を受けているときの仕草、
授業中のやり取り、授業外での質問受けや雑談を通して、

要するに、私たちは、有名大学に何人合格したという
匿名性の高い情報よりも、皆さん一人ひとりといっしょ
に勉強を進めていくことの方に、はるかに高い関心を持っ
ているということです。
今年の『合格者の声』に、
「基礎を作ってくれたのも、
実力を伸ばしてくれたのもGnobleの先生方です。どの
先生も生徒一人ひとりのことを理解してくれているので、
質問もしやすく、分かるまで何度でも教えてくれ、本当
に助かりました。僕が受かったのはGnobleの先生方の
丁寧な指導のおかげです!!」とコメントを残してくれた
卒業生*５もいました。
これからも、
「人と人とが出会うときには、まず相手
の名前を覚えることが基本」という姿勢を、ごく普通の
こととして守っていきたいと思っています。
*4 I.K.くん 一橋大経済学部1年 都立日比谷出身
（7期生合格者の声 74ページ）
*5 Y.K.くん 東大理科一類1年 麻布出身
（7期生合格者の声 37ページ）

コーチの出番
今まで見えていなかったものが見えるようになり、で
きなかったことができるようになる。こうしたことが勉
強の効果のひとつです。学ぶことで成長でき、やれるこ
とが増すのですから、勉強には喜びが伴います。また、
「脳
は筋肉に似ていて、うまく使っていると気分がいい。理
解すれば絶頂感が得られる」と書いた天文学者*６もいま
した。
しかし、勉強が楽しいというよりも、勉強は苦痛とい
う表現の方がしっくりくる人が多いかもしれません。そ

「僕は勉強に関しては、始めの試行錯誤というか基礎
いんですけど、その段階を抜けて、どんどん自分がレベ
ルアップしているのが分かるような、いろいろ取り込め
るような力がついた後は全部楽しく感じるように……」
つまり、基礎を学んでいる間は面白みが分からず、そ
こを抜けるまでがんばれば、その先からは楽しくなると
いうことです。
下の図をご覧ください。左下からスタートを切り、右
上に向かって勉強を進めながら実力をつけていくとお考
えください。最初の斜面が基礎の積み上げです。その科
目
（分野）
が、たまたま自分の好みに合っていると、この
斜面を登るのは楽です。また、これまでの経験で土台が
ある程度できている場合には、あっという間に斜面を駆
け上がることもできます。
ところが、科目
（分野）
によっては、基礎段階をクリア
するのにかなりの時間と努力を要します。斜面を登る気
にもなれなかったり、途中で諦めて投げ出したくなった
りすることもあるでしょう。そういうときこそ、コーチ
役である私たち教える側の出番です。導入部分の解説に
工夫をしたり、練習問題選びに気を遣ったりもします。
さまざまなやり方、たとえば、皆さんが問題を解いてい
るところを見て回る、ノートを集めてチェックする、答
案を回収して添削する、授業内でのやりとりで確認する、
といった方法を通して、基礎段階の斜面を登り切るのを
手伝っていきます。
基礎の土台を積んでしまえば、ある高みに上れるので
すから、皆さんの側でも、私たちを大いに利用しながら
がんばって斜面を上ってください。どんなにつまらない
と思える質問もどんどん投げかけてください。遠慮は無
用です。質問受けに少しの手間がかかるのは事実です。
しかし、皆さんが基礎段階をクリアしていく姿を見るこ
との喜びに比べれば、そんなことは本当に取るに足らな
いことなのです。それに、質問を受けることは、私たち
自身にとってのプラスになります。皆さんの躓きやすい
点がよく分かり、授業での解説を改善するヒントもいた
だけることになりますから。
*６ Carl Sagan“Broca’
s Brain”Random House 1979年4月
原文はIn this respect the brain is like a muscle. When we think well,
we feel good. Understanding is a kind of ecstasy.
*７ 松田洋樹くん 東大理科二類2年 筑駒出身
（GnoTube www.gnoble.com/gt/→ ◆卒業生が語るグノーブル → 037の2’
05”
以降）

基礎学力の大切さ
基礎学力に関しては、大学受験グノーブルを発足して
すぐに気づいたことがありました。グノーブルへの入室
相談の際や、季節講習で初めて出会った生徒さんの中に、

9

基礎学力が大きく抜け落ちている方が少なくないという

線部分は、上り坂ではありませんから、上がっている
（実

ことです。場合によっては、基本的な勉強の習慣をなく

力が伸びている）とは実感できません。そんなときには

卒業生は口をそろえて「グノーブルは先生と生徒の距
離が近い」と言ってくれます。それは、生徒たちの主体

してしまってもいました。ほとんどの方が、狭き門をく

さまざまな思いが湧くものです。たとえば、このやり方

的な参加と、私たち教える側の情熱とが一体となって授

ぐり抜けて有名中学や高校に通っている生徒たちです。

でいいのかと勉強法に疑問が湧く、自分にはこの科目
（分

もともと勉強嫌いなわけでも理解力が低いわけでもあり
ません。その生徒たちが、どうしてこれほどに基礎学力
が抜け落ちているのかと、悲しい気持ちにさえなります。
これまでの勉強において、自主性に任されすぎてきたの
かもしれません。
また、問題演習の量を重視する環境で勉強してきたの
でしょうか。勉強が作業になっていて、深く考えること
を楽しめない生徒たちもいます。結果として、根本の理
解
（基礎）
が欠けているために応用が利きません。
基礎的な知識・考え方・技能を若い人に伝えていくの
は、大人たちの責務だと思います。脆弱な地盤には高い
建物を建てることはできないからです。また、知識を詰
め込んでいても、丸暗記で得たものは土台になり難いの
で、伝え方にも配慮する必要があります。
ニュートンがある手紙の中で書いた、
「もし私が他の
人より遠くを見ているとしたら、それは巨人の肩の上に
立っているからだ」という言葉をここで引くのは少し大
げさかもしれません。しかし、土台があるからこそ、そ
の上への積み上げができるという点は、あらゆる勉強に
通じる真理なのではないでしょうか。

野）は向いていないと疑念を抱く、勉強を続ける意味が
ないとか、才能がないのにがんばっても仕方がないと思
える、などです。

業を作っているからかもしれません。
今年も、ある卒業生*11が「グノーブルの生徒は意識が
高く熱心だったため、刺激を受けることが多かったです。
また、先生方が授業中にたくさん名前で当ててくださる
ので、答えられるようにがんばろう!! という気持ちにな
りました」
と書いてくれました。
別の卒業生*12 は、
「グノは、常に程よい緊張感を保ち

グノーブルでは、数年前からEGGS *８という基礎講座
を開講しています。時期により開講学年は異なりますが、
英語の基礎が抜けてしまった中３〜高２生の方を対象に
しています。
「グノーブルの先生の手にかかれば英文法
の解説はこんなにワクワクできて楽しい！それを実感し
ながら、英語の基礎を固めてください」と謳い、入室テ
ストの基準点に達することができなかった方たちを中心
に受講していただき、効果を上げてきています。
*8 English Grammar Green Session for newcomers
egg：
「卵」
→
「成長の始まり」
「無限の可能性」
green：
「草
（grass）
の成長
（grow）
」
が原義→
「青々と実る」

停滞は躍進の準備
９ページの図をあらためてご覧ください。左下から斜
面を登り切ると平坦な点線部分に出ます。登った直後に
は少しホッとできます。それなりの爽快感も味わえます。
実際に力がついていますから、ある程度の問題なら解け
るようになったという実感もあります。
もし、その科目
（分野）
との相性が良く、この段階で好
きな科目
（分野）
だと思えていれば、この先の道のりは結
構順調でしょう。好きなことをやっているのであれば、
それ自体が楽しいのですから、難しい局面に立ち向かう
ことも、量をこなすことも苦痛ではありません。
しかし、普通は、この先にも試練が待ち受けます。点
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そういうときに役立つ一つが、大きな夢を持つことで
す。その夢の実現のためなら今の辛さを我慢して乗り越
えようと踏ん張りがききます。
そして、もう一つの役立つ存在が、やはり、信頼でき
るコーチです。コーチが自分のことをしっかり見てくれ
て、的確なアドバイスをしてくれると思えれば、安心で
きますし力が湧きます。
引用が少し長くなりますが、長い停滞期を乗り越えた
先輩*９の声を紹介します。
「私は模試の成績（英語）は悪く、グノでも全くできる
方ではありませんでした。周りの友人も、グノで一緒に
授業を受けていた人たちもみなレベルが高く、挫けそう
になることが何度もありました。後輩のみなさんの中に
も、私のような人がいるかもしれません。成績がなかな
か伸びないのは確かに精神的に辛いものですが、そんな
ことに負けてはいけません。やると決めたからには、後
戻りしてはいけないと思います。最後の最後まで、信頼
できる先生のおっしゃる勉強法に従い、自分でも工夫し
ながら少しでも現状を改善しようと思うことが大切です。
私は英語がなかなか伸びず、本当に辛かったのですが、
先生のおっしゃるように音読だけは1年間欠かさず行っ
ていました。するとセンター試験後、過去問がすらすら
読めるようになっていたのです。グノに通っている多く
の人が早くから音読の効果を感じるのに反して、私がこ
れを感じたのは直前期でした。それでも、直前に英語に
自信が持てるようになったのは受験の上でとても重要な
ことだったと思います。最後まで諦めなければきっと大
丈夫！グノと自分自身を信じてがんばってください」
ものごとが上達していくときに、直線的に右肩上がり
で進むのであれば、毎日楽しくて仕方がないでしょう。
昨日より今日、今日より明日と実力の向上を実感できる
のですから、その気持ち自体に励まされます。ところが、
実際には停滞の時期が必ず来ます。
しかし、この時期は次の段階にジャンプするための力
を蓄えている時期でもあるのです。停滞期に踏ん張って
がんばれば、そして、やり方さえ正しければ、いつか躍
進のときを迎えます。それまで苦労してもできなかった
ことが、まるで嘘のように楽々とできるようにもなります。
しかし、それがしばらく続くと、また、停滞している
自分に気づきます。ものごとの進歩はどうやら、この停

滞と躍進の繰り返しの過程を経るもののようです。
でも、経験を積むといいことがあります。停滞期にな
り問題が解けなくて頭がジリジリするときにも、辛い気
持ちは変わらないのですが、このジリジリする感覚が楽
しいとも感じられるようになります。この先に躍進のと
きを迎えられるはずだと、経験上分かるからでしょう。
*９ Y.T.さん 東大文科一類1年 桜蔭出身
（7期生合格者の声 61ページ）

「やるのは自分」との覚悟
基礎段階の斜面を登り、停滞と躍進を繰り返していく
という各段階は、生徒の皆さんが自分の力でクリアして
いくことになります。ですから、
「自分の足で歩く」と覚
悟を決めないと、上のステージに上がっていくことは難
しいでしょう。
「授業に参加していれば教えてもらえる」
という受け身の姿勢のままでは上達は期待できません。
「学ぶのは自分」
という主体的な意識が持てるかどうか
には、環境が大きく影響しますが、その環境を作ってい
くためのひとつとして、私たちは、生徒の皆さんと頻繁
にやりとりをしています。皆さんをどんどん指名して答
えていただいている、ということです。
授業中に当てられることが嬉しいという生徒は多くな
いと思いますが、ある卒業生*10が面白い発言をしてくれ
ました。
「当てられるのはいいことなんですけど、やっ
ぱり初めて当てられたときは、体が飛び上がるくらいビ
クッとしました
（笑）
。でも、こっちもだんだん成長して、
徐々に当てられるのが楽しみになってくるんです。最後
の方は記号問題しか当てられないと残念に思えて
（笑）
」
授業中に指名して答えてもらうことの効果は、当事者
だけには留まりません。教室にいる全員が、当てられた
生徒の答えやその答え方、それに対しての私たちの言葉
や言い方から、いろいろなことを感じ取っていると思い
ます。ときに、当てられた生徒が見事な答え方をすると、
「すごい！」と感動を呼び起こします。
（私たち教える側
も感動します。
）
このような、やりとりの積み重ねが、皆さん自身の主
体的な気持ちを育んでいくものです。いつのまにか前向
きに勉強をする習慣にもつながると思います。

続けられ、先生と生徒の距離がとても近い、素晴らしい
塾です。
（中略）疲れてても、テスト中でも、グノは行か
なきゃと思っていました。勧めてくれた親に感謝です」
というコメントを残してくれました。
これからも皆さんの熱意に負けないよう、学ぶ側と教
える側の程よい緊張感を保っていくべくつとめていきます。
*10 坂上遼くん 東大理科一類1年 駒東出身
（グノレットvol.11 16ページ）
*11 Y.H.さん 慶應大法学部法律学科1年 お茶の水女子大附属出身
（7期生合格者の声
107ページ）
*12 G.H.さん 上智大外国語学部英語学科1年 東洋英和出身（7期生合格者の声 116
ページ）

脳が活性化する環境作り
教材は料理に似ていると私たちは考えています。です
から、美味しさと栄養を十分に考慮して準備するようにつ
とめています。教材の開発は授業担当者が直接関与して
行っています。そうでなければ、俯瞰的な視点と一人ひ
とりを見る視点の、両方を具えることができないからです。
俯瞰的な目とは、先々のことまで考慮したり、他の項
目との関連を考えたりする目のことです。栄養効果の高
い教材作りにはこの視点は欠かせません。しかし、目の
前にいる生徒のことが分かっていなければ、その生徒が
美味しいと感じる料理を準備することは難しくなります。
サプライズ効果の演出も困難です。皆さんが、
「あ、そ
うか！」
「お、なるほど！」
「わ、できた！」
などと、小さく
てもアハ体験*13を実感できる教材を準備するには皆さん
のことがよく見えている必要があるのです。
また、教材には新鮮さが重要です。たとえば、リアル
タイムで起こっている事柄を扱った英文は、それだけで
も生徒たちの興味を強く惹きます。しかし、新しいもの
ばかりを重視しているわけではありません。何年前のも
のでも色褪せないものはあります。古くても大切なもの
は料理の仕方で新鮮な状態で提供できます。
それから、グノーブルのテキストの多くが薄い小冊子
になっていて、毎週もしくはターム毎に配布されるのも、
新鮮さを重んじてのことです。新しいテキストがもらえ
れば、今回はどんな内容なのかと期待が持てます。短い
期間で終えられれば、取っつきやすく、達成感が味わえ
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るという効果もあります。
各クラスの事情に合わせたプリント教材も毎週用意さ
れます。プリント形式であれば小回りが利きますから、
痒いところに手が届きやすく、個別の対応も可能になる
からです。
教室の中を、先生があちこち動き回るのも、グノーブル
ではよく見られる風景です。皆さんの考え方の道筋、答
案の書き方や仕上がり具合を、素早く見ながら声をかけ
ていきます。生徒の皆さんが自分では気づきにくいポイ
ントを個別に伝えられる分、学習効果の向上が期待でき
ます。それと同時に皆さんのモチベーションも上がると
思います。寝ていようが他事を考えていようが、放って
おかれる環境と、教える側が皆さんの考え方や解き方に
大いに関心を持っている環境と、どちらが意欲につなが
りやすいかは言うまでもないと思います。
新しい単元の導入時などには、黒板での展開を重視し
ています。皆さんの視線は黒板に注がれます。私たち教
える側は、皆さんの目を見て、理解度や関心の度合を考
慮しながら説明していきます。慣れない先生が生半可な
理解で説明すると結果が悲惨になるのは言うまでもあり
ませんが、黒板での展開をうまく使うと、魔法のような
効果が生まれ、生徒たちの理解の速さにも、深さにも明
らかな違いが出ます。これには、ミラーニューロンが関
与していると思われます。
ミラーニューロンは、1996年にイタリアの神経生理学
者ジャコーモ・リッツォラッティらによって発見された神経
細胞です。他人の動作を見ているときに、その動作を自
分で行っているかのように反応するところから、
“鏡の
神経細胞”
と名づけられたそうです。
アメリカの神経科学者のV. S. ラマチャンドランは、
「道
具や火の使用」
、
「言語の習得」
、
「相手の気持ちを推し量
る力」などはミラーニューロンに依っており、人類が高
度な文明を急速に築けたのは、人のミラーニューロンが
発達しているからだと主張しています。TED *14の
「文明
を形成したニューロン」をご覧いただけば、彼の主張が
よく分かります。
先生が黒板で解説していく姿を見るときだけでなく、
皆さんが周りにいる優秀な生徒の様子を感じているとき
にもミラーニューロンが働くはずです。この
「共感」
によっ
て、集中して深く考える習慣が強化され、他の人の考え
方に刺激を受け、今までとは異なる物の見方を身につけ
られます。良い環境に身を置けば、お互いに刺激し合い
ながら、学びの質を高められるのです。
*13「あっ!」
という不思議なひらめきを感じながら理解に至る体験のこと。
英語ではthe Eureka effect、the aha! effectとも言われます。
*14 アメリカで始まったプレゼンテーションのイベント。さまざまな分野における
最前線のプレゼンテーション動画を世界に無料配信しています。
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グノーブル独自の授業形式

勇気が宝になる

授業形式自体にも、グノーブルには大きな特徴があり

集中力と持続力に加え、良き学び手には勇気も必要で

ます。

す。失敗するのは怖いものですから、これは無理だと自

授業開始直後の教室は、多くの場合、静まり返ってい
ます。生徒の皆さんが真剣に演習に取り組んでいるから
です。
皆さんの答案は、授業を担当する私たち自身がその場
で添削してすぐに返却します。直後には解説を始めます。
皆さんの疑問に思ったことにすぐにお応えするためでも
あり、添削をして私たちが気づいたことを、熱いうちに
お伝えしたいからです。
よく、グノーブルの授業がスピーディだと言われます
が、それが実現できる理由は、一つには、私たちが解説
するときに無駄をなくせるからです。授業でのやりとり
や、頻繁な添削を通して皆さんのことを見させていただ
いていますから、痒いところに手が届く、無駄を省いた
解説が実現できるということです。そして、もう一つに
は、解いたばかりの問題に皆さんの意識が集中している
からだと思います。
グノーブル独自の授業形式に関しては、卒業生たちも
多くのコメントを寄せてくれています。高３生になると
きにグノーブルに通い始めた卒業生*15 は、
「グノは普通
の塾とは授業スタイルが違います。普通だと、家で予習
して塾ではその解説だと思うんですけど、グノでは最初
にプリントを渡されて演習して、提出した答案はすぐに
添削してもらえて、新鮮なうちに解説も受けられるとい
うのが、本当に驚きでした」
と発言してくれました。
もし、先生の説明を受身の姿勢で聞きながらノートを

添削
授業内添削以外にも頻繁に添削を行うのがグノーブルの
特長です。添削が、皆さん一人ひとりとつながり、皆さ
んの成長を個別に支援する効果的な手段だからです。
ときには添削のやりとりが、生徒と私たちの交換ノート
的な役を果たすこともあります。課題とは直接関わりの
ない質問や相談がそこに書かれていることがあり、その
場合には、コメントを残したり、授業後に声を掛けたり
して対応させていただいています。
出来の良かったプリントや、私たちが良いコメントを書
かせていただいた場合には、そのプリントが受験の
「お
守り」
代わりになることもあるようです。
教える側にとっても、添削は、次の授業や教材開発への
ヒントがたくさん得られる貴重な存在です。
また、同じ生徒の答案を、数ヶ月、場合によっては、それ
以上の期間にわたって見させていただくと、ときには急
な成長を感じたり、確かな成長が見えたりすることもあ
ります。こうしたことは、私たちにとっては何よりの喜
びです。

生徒たちの答案をその場で添削

とることが授業の中心であれば、長く集中し続けること
は難しいでしょう。しかし、すぐに添削対象となる演習
課題にクラス全員が取り組むとしたら、そこには自分の
力試し＋競争の要素が加わりますから、前向きな気持ち
が働きます。しかも、解説時には、私たちが皆さんを当
てますから、皆さんの側では問題演習時によく考えてお
く必要も生じます。真剣に問題演習をしていれば、疑問
点もいろいろ出てきます。その疑問が直後の解説で解消
されるので、解説を聞くときにも前向きになれます。
「授業中に演習した問題をすぐに解説する、という形
式は、集中力を高めるので長時間の授業も全く苦ではな
く、あっという間でした。先生に当てられる緊張感もあっ
て、負けず嫌いの僕にはうってつけでした」と、別の卒
業生*16はコメントを残してくれましたが、授業時間の長
さもグノーブルの特徴です。中学や高校の50分よりも、
大学の90分よりも長く、120分連続です。集中力と持続
力をグノーブルの授業でぜひ養ってください。
この集中力と持続力を養えば、その力が、将来の人生
の中でも間違いなく大きな役割を果たすことになるはず
です。新しいものを生み出すにも、大きなことを成し遂
げるのにも、これらの力が鍵になるからです。
*15 西村智之一くん 東大理科一類1年 駒東出身
（グノレットvol.11 16ページ）
*16 I.R.くん 東大文科一類1年 駒東出身
（7期生合格者の声 39ページ）

「集中の度合」
×
「時間」
＝
「努力量」
集中力と持続力は、努力量に直結すると考えることもで
きます。そして、努力を積み重ねることは夢の実現に近
づくことです。
努力ができるという習慣は一生の財産になります。もち
ろん、努力をすればどんなことでも可能になるとまでは
言えませんが、努力できなければ成果を上げることはで
きません。
何かに没頭
（＝集中）すると、時が経つのも忘れ、非常に
効率の上がる経験ができます。それを起こすには、
「自分
の決めたことだからやる」
、
「30分は絶対に集中」などと
決めて意識的に鍛えていくことも有効です。
集中力と持続力において尊敬できる人を周りに見つけて、
その人をお手本にするのも役立ちます。

分からリミッターをかけてしまうこともあります。先々
の苦労を考えて、やる前から気が滅入ることもあります。
最初の一歩を踏み出すには、それなりの勇気を振り絞る
必要があるのです。
生徒たちが、挑戦する勇気を振り絞るには、周りの大
人の姿勢も大切だと思います。自分の親が勇気を持って
挑戦している背中を見ていれば、本人も勇敢になれるか
もしれません。いざとなれば自分を守ってくれる家があ
ると思えれば、思い切って挑戦してみようと思いやすく
なるかもしれません。
グノーブルとしては、皆さんにまなざしを向け、成長
を信頼して待つことが大切だと心掛けています。その意
味では、卒業生*17の次の発言には、私たちの方こそ、しっ
かり感じ取っていただいていたことに感謝したいと思い
ます。
「私は３人の先生に教えていただいていましたが、
共通して思っていた印象は、
『いいお父さんみたいだな』
ということです。私たちの成長を温かく見守ってくださ
るので、こちらも信頼して授業を受けられました。でき
なかったからといって見放すわけでもなく、全員平等に
優しく見守ってくださったことに感謝していました。も
ちろん厳しいときもありましたが、その裏には愛情を感
じることができました」
とにかく、新しい領域に足を踏み入れ、慣れないこと
に挑戦するのは怖いものです。しかし、その怖さを乗り
越えてやってみるときに、より大きな自分に変われるチャ
ンスが訪れます。
「経験が人を鍛える」というのは真理だ
と思います。
このことに関して、英語には面白い言葉のつながりが
あります。experiment
「試みる、実験する」の語根は
peri
「試み」です。perilという語は「危険」という意味で
すが、試みには危険が伴うからです。勇気を持って試み
る と、 成 功 し た り、 と き に は 失 敗 し た り と い う
experience
「経験、体験」が得られます。経験豊かな人
がexpert
「達人、専門家」で、その達人が具えているの
がexpertise
「専門的知識、専門的技術」
です。
受験を突破して得られる一番のexpertise
「専門的知
識、専門的技術」は、ひょっとすると、自分のことが今
まで以上に分かる、ということかもしれません。自分に
とっての効率のいい覚え方、効果的なノートの取り方、
エンジンの掛け方、気分の切り換え方、プレッシャーへ
の対処法、どこまで無理がきくのか、どんな誘惑に弱い
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か強いか、などなど。そして、何より自信を手にできま

インタビュー

す。こうしたものは、懸命にがんばった人にだけ得られ
る宝です。進学後にさらに成長していくための貴重な宝

日米の垣根を越えた議論から、
国を超えた人のつながりが生まれる

です。お金で買える宝石とは違う、泥棒には盗むことが
できない確かな宝物です。
*17 木下茜さん 千葉大医学部1年 学芸大附属出身
（グノレットvol.11 35ページ）

「楽しい」とはどういうことか
今年の『合格者の声』の最後のページ、最後の行は、
「Gnobleは、勉強がとにかく楽しくなる塾です！」とい
うコメント*18です。それ以外のページを繰ってみると、
「楽
しい」という言葉は、ほぼ全てのページに登場している
ことにも気づきました。
多くの卒業生たちが感じてくれた楽しさは、お客さま
として座っている楽しさとはかなり違うと思います。む
しろ、お客さまとして座っていないから、能動的に参加
できる仕組みがあって、頭をフルに使える環境があった
から、楽しかったのではないでしょうか。
また、実力と課題との関係も大切です。やさしすぎた
のでは退屈で、難しすぎたのでは楽しめません。
緊張と緩和の要素も必要です。始めから解説を受ける
のではなく、頭を悩ませた後に、本当に腑に落ちる思い
が持てると理解は深まります。
期待が持てる、展開に意外性があるなど、他にも楽し
さを演出する要素はいくつもあるかもしれませんが、意
欲の喚起は特に大切な要素でしょう。授業の場以外の努
力ができることが成長につながります。その際に、たと
えば、GSL *19のような明快な方法論が提示されていると、
やってみようという気持ちにつながりやすくなります。
「グノの（英文）プリントは本当に読んでいて楽しいん
です。勉強に飽きたら
『音読しよう』
という感じで、私の
場合、音読自体はもう勉強という感じではありませんで
した。
『あ、これ好きな内容だ』と思えるプリントがたく
*20
さんあって、読んでいるときはノリノリなんです」
*18 Y.S.さん 早大政治経済学部1年 浦和明の星女子出身
（7期生合格者の声 146ペー
ジ）
*19 Gnoble Sound Laboratory：６学年すべてに用意された英語の音声教材。
音読やシャドーイングなどの合理的練習法
（ワークアウト）
も確立されています。
*20 大久保彩さん 東大文科二類1年 桜蔭出身
（グノレットvol.11 5ページ）

「信頼」と「敬意」と「ユーモア」
私たちは、生徒と先生、それから職員同士が、お互い
に
「信頼」
と
「敬意」
と
「ユーモア」
でつながっている塾、組
織を理想と考えています。
相手を信頼しようとする心掛けは、年下の人たちを指
導する私たちにはとても大切です。経験不足だからでき
ないだけなのに、私たち教える側が短気になってしまっ
たのでは、皆さんの成長の芽を摘み取ってしまいます。
皆さんの成長を信頼して待つこと、そして同時に、皆さ
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んから信頼されるに値するように、私たち自身が努力し
ていくことを大事にしたいと考えています。
互いに敬意を持って接する雰囲気も大切です。人を蹴
落とす競争よりも、相手を見習い、自分を高める意欲の
方が、長期的には前向きな努力が持続し、成果が得られ
たときに心も晴れ晴れします。
ユーモアは、人と人との潤滑油ですし、心の余裕につ
ながります。でも、ここでちょっと気をつけたいことが
あります。
「笑いの中には、人を蔑む笑いがある」という
ことです。たとえば、多くの人にできることを、ある人
ができないとき、その人のことを笑いの対象にしてしま
うことがあるかもしれません。人とは違っているという、
ただそれだけで笑うこともあるかもしれません。確かに、
世の中にはこんな笑いが少なくない気がしますし、知ら
ず知らずのうちに自分もそうしてしまいそうになること
があります。
私が理想にしている笑いのお手本は、たとえば次のよ
うな、人を勇気づける笑いです。
第二次大戦の頃、頻繁に空爆にあっていたロンドンで、
ある日、有名なデパートの入り口が大破してしまったそ
うです。これ以上営業を続けるのは危険な状況下でも、
そのデパートは翌日も店を開け、入り口にはこんな看板
を出したというのです。
「平常通り営業。本日より入り口拡張！」
この負けず嫌いのユーモアは、きっと多くのロンドン
の人を勇気づけ、励ましたと思います。
今の世の中は、いかに人を出し抜き、いかに人をだま
せるかで頭の良さを競いあってしまう風潮もあるように
思います。しかし、私たちは、
「信頼」と「敬意」と「ユー
モア」の精神で、生徒の皆さんの夢を叶える進学塾であ
り続けたいと思っています。

僕らが参加した
『日米学生会議』
とは

たとえば沖縄の米軍基地問題。この問題をどう捉えていくかは日米外交の大きな問題です。そんなデリケートな
テーマについても、日米それぞれの大学生が積極的に議論を交わし、未来を創っていくために相互理解を志向し
ていく。それが日米学生会議の目的です。今年8月に開催された第65回の本会議に参加した川口真さん、そし
て第61回・62回参加の高田修太さんのお二人に、日米学生会議に参加することの意義をお聞きしました。
（取材・文

それぞれの思いを胸に、日米学生会議へ
川口：日米学生会議に参加した１ヶ月間は、楽しいこと
もあったし、大変なこともありましたが、とても有意義
な経験ができたと思っています。
そもそもこうした会議があることを知ったのは、以前
グノの保護者会の資料で高田さんが日米学生会議に参加
するという記事を読んだのがきっかけでした。大学に入っ
てそれを思い出し、高田さんにフェイスブックで連絡を
とったところ返信をくださり、そこから具体的な興味を
持って応募してみようと決めたんです。
た か だ しゅうた

高田 修太さん
（第 61 回・62 回 参加）
東京大学大学院
工学系研究科
社会基盤学専攻
修士課程１年
開成出身
（グノーブル 2 期生）

吉村高廣）

僕は高校の時から、将来は国際的な視野を持って活動
できるところで働きたいと考えていました。そのために
は世界の人と英語で議論できるようになることが必要だ
と思いディベートを学び始めたんです。その延長線上で
大学でもディベートをやっていましたが、さらに自分を
鍛えるために次のステップを真剣に考えていたところ、
高田さんが参加された日米学生会議を思い出したんです。
日米学生会議はディベートではなくディスカッション
です。ディベートはあるテーマについて議論をしますが、
ディスカッションはインタラクティブで柔軟なものです。
そこがなかなかチャレンジングで面白そうでしたし、自

かわぐち まこと

川口 真さん
（第 65 回 参加）
東京大学 文科一類２年
栄光学園出身
（グノーブル 6 期生）

現在、大学受験グノー
ブルで、英語の講師
としても活躍中。

次回は、グノーブルで指導している英語の特徴につい
てご紹介します。
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