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本気になりたいけど、本気になれないあなたへ 
大学受験塾Mr.Stepup 通塾コースのご案内 

 

 

こんにちは。 

大学受験塾ミスターステップアップの講師・柏村真至です。 

 

 
（真ん中が私です。卒業生たちと。） 

 

この手紙では、当塾の受験生が、 

常識外れなほど勉強に集中できる秘密を語ります。 

 

「どうして、ここの生徒さんは、こんなに勉強できるの？」 

「みんな限界までやってるのに、元気そう（に見える）」 

「こんな塾、今まで見たことない！」 

 

これまで、塾を訪れた受験生、その親御様から、何度も驚かれました。 
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けれど当塾は、 

もともと勉強ができる受験生だけを選んでいるわけではありません。 

 

ちなみに予備校業界では、宣伝のために入塾時から成績の良いハイレベルな 

進学校の生徒を集めて特進コースを設け、合格率を高めて発表する‥ 

という手法がよく使われます。 

 

最初からデキる生徒だけを選んでいる 

のですから、合格率が高くなるのは当然。 

 

ですから、宣伝文句にうたわれる『合格率○％』という言葉を鵜呑う の みにして、 

「そんなに合格してるなら、自分もそこへ行けばなんとかなるかも！」 

と思って予備校に入っても、同じ結果が得られるとは限りません。 

 

前提条件が違うのですから。（数字のトリックに、ダマされてはいけません。） 

 

さらには、短期講習や体験授業に参加しただけの受験生まで 

合格者数に換算して人数を稼いだり 
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たとえば、８０人の生徒がいて 

その中の優秀な受験生２０名が関関同立（４校）にすべて合格したとしたら 

２０名✕４校＝８０校で、合格率１００％として計上されたり 

 

とにかくインチキがまかり通る世界ですから、予備校業界の 

合格率、合格者数は、何の参考にもならない宣伝文句に過ぎないのです。 

 

「合格率○％」とか「○○大学に○名が合格！」みたいな数字よりも 

〝本質〟を見なければなりません。 

 

〝本質〟とは、受験生のひとりひとりが、どれくらいのレベル・状況から 

受験勉強をスタートして、どのように勉強し、どうやって苦手を克服し、 

いかに成績を伸ばしていったか、という物語ストーリーであり、その過程プ ロ セ スです。 

 

もともと、みんなスタートの条件が違うのですから。 

 

それを無視して、結果ばかりを見比べても、本質を見失うということです。 

 

あなたにも、あなただけの条件があるはずなのです。 

 

 

普通に勉強して合格
う か

るなら、塾なんていらない 
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私たちミスターステップアップは、ひとりひとりの物語
ストーリー

を大事にします。 

 

当塾を訪れる受験生は、決してはじめから 

勉強が得意な生徒ばかりではありません。 

 

いや、むしろ普通に学校や塾、 

予備校に通うだけでは、合格できる気がしないから、 

 

「なんとかしたい！(して欲しい！)」 

 

という問題を抱えた生徒、もしくは親御様の方が多いくらいです。 

 

「学校の勉強についていけない」 

「予備校の競争が息苦しくて、勝ち残れる気がしない」 

「一浪したのに、まったく成績が伸びなかった」 

「参考書を見ただけで、気分が悪くなる」 

「勉強しても伸びないし、何からやっていいかわからない」 

 

ほとんどの生徒が、最初はそんな段階からスタートします。 

そんな彼(女)らが、入塾して一ヶ月、二ヶ月とミスターステップアップで 

過ごすにつれて、誰もが驚くような変化をとげていくのです。 

 

・机に１時間も座っていられなかった生徒が 

 一日１２時間勉強するのが当たり前になったり 
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・夢もなく、やる気もなく、ただ学校で言われるがまま勉強していた生徒が 

 「東大を目指す！」と必死に勉強するようになったり 

 

・たった１週間で英語構文の基礎をすべてマスターしてしまったり 

 

・学年最下位だった生徒が、いきなり定期テストでクラス一位になったり 

 

当塾には、入塾テストはありません。 

 

入塾の条件は、「合格したい」、「変わりたい」というあなたの意志のみです。 

 

あなたの意志で、ミスターステップアップに来れば、 

必ず別人のように変われます。 

 

「そう言われても、信じたいような、信じられないような‥」 

といった感じでしょうか？ 

 

もちろん、それだけの変化が起こるのには、理由があります。 

 

正直なところ、当塾と同じような指導と学習環境は、 

日本中探しても、どこにもないでしょう。（断言します！） 

 

「日本中だなんて、大げさな‥」とお思いかもしれませんが、 

この手紙を読み終える頃には、北海道から沖縄まで、全国の受験生が 

当塾に集まる理由を、きっとご納得頂けるはずです。 
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そもそも、何のために塾へ行きますか？ 
 

 

さて、今この手紙を読んでいるあなたは 

 

「どこかにいい塾はないかな？」 

「みんな行ってるし、自分も予備校、行かなきゃな‥」 

 

という気持ちで、たどり着いた方も多いと思いますが、 

そもそもあなたは塾（予備校）に何を求めますか？ 

 

授業のわかりやすさ？ 

進路指導の親切さ？ 

自習室の便利さ？ 

通いやすさ？ 
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条件はさまざまですが、塾（予備校）を選ぶうえで 

「勉強をわかりやすく教えてくれる」というのは、 

当たり前のことであり、最低条件だと私は思っています。 

 

勉強をわかりやすく教えてくれるだけの塾は、正直、いくらでもあります。 

 

しかし、勉強を教えるだけでは 

受験生のリアルな悩みを解決することはできませんし、 

ましてや、大逆転合格させることなど、できないのです。 

 

実際のところ、あなたが困っていることは、 

「勉強がわからないだけじゃない
．．．．．．

」というのが本音ではないでしょうか？ 

 

最終的に大学受験は、どれだけ粘り強く、 

地道な勉強を続けられるかで勝負がきまります。 

 

どんなにわかりやすい授業を受けても、授業のペースでは、 

限られた時間内に、合格するために必要な勉強量をこなすことはできません。 

 

授業はあくまで理解をうながす補助的な役割であって、実力を高めるには、 

根気強く復習するほかにないのです。それは個別指導でも同じです。 

 

暗記も、一人の努力にかかっています。反復が命です。 

よほど特殊な能力でもなければ、暗記量は反復回数に正比例するからです。 
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英語も、授業で丁寧に解説してもらったところで、 

速く読めるようにはなりません。 

結局は、英語に触れる時間を多くして、身体で覚えるくらい（重要！） 

何度も何度も音読する地道な努力が最も効果的なのです。 

 

ですから、正しい勉強法さえ知っていれば、授業はわずかで充分なのです。 

 

では、正しい勉強法とは何か？ 
 

それは、あなたに最も適した勉強方法のことです。 

 

自分に最適な勉強法を知り、第一志望に合格するためには、 

まずスタートとゴールを知ることです。 

 

スタートとは、あなたの現状。 

つまり、今の成績、得意・不得意、これまでやってきたこと。 

 

ゴールとは、あなたが目指す大学のこと。 

 

そのスタートとゴールを結ぶには、受験当日までに、 

 

「何を、どれだけ、いつまでに やるべきか」 
 

という戦略を明確にするのが、あなたに最適な勉強法を知る第一歩です。 
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これがわかっていなければ、あなたが合格できるかどうかは、 

かなり怪しいと言わざるをえません。 

 

しかし、多くの受験生が、戦略なしに、なんとなく学校や塾の先生に 

言われるがまま
．．．．．．．

勉強を進めていることもまた事実です。 

 

全教科のバランスも考慮して、ちゃんとした受験戦略を教えてくれる塾や予

備校は、案外少ないのです。 

（大学生の家庭教師レベルでは、ほとんどそこまで期待できません。） 

 

学校や大部分の予備校では、科目ごとに別の先生が担当することになるので 

あなたの勉強の〝全教科のバランス〟を把握したうえで、 

的確なアドバイスをしてくれる環境には、なかなか出会えないものです。 

 

英語の先生から決められたノルマと 

数学の先生から出された宿題と 

国語の先生から言われた勉強量と、 

全部こなそうと思ったら、一日２４時間じゃ足りない・・ 

 

そんな状況に陷
おちい

りながら、ズルズルと勉強を進めてしまう受験生もいます。 

（バランスを崩してしまう結果は、目に見えています） 

 

では、どのように勉強を進めていけばいいのか？ 

その勉強法については、当塾の書籍にすべて書きました。 
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ここで紹介している勉強法は、 

かつて有名予備校の模試で幾度となく全国 1位を獲得した 

当塾の創始者・南極老人が、その後、5000 人以上の受験生を指導する中で 

確立した、誰でも確実に成績を伸ばすことができる勉強法です。 

 

私の書籍を読んで、最も多い質問のひとつが 

「南極老人って、ほんとにいるんですか？」 

という質問なのですが、もちろん、本当におられます。 

 

私はおよそ１０年前に、南極老人から直接指導を受けて 

この塾で勉強し、当時の憧れだった京都大学に逆転合格したのですから。 

 

今は、南極老人は第一線を退かれて、私たち後任のスタッフが 

塾長から授かった勉強法と教育精神をもとに、 

日々、全国から集った受験生に指導しているのです。 

 

南極老人は、受験生当時の私から見て、雲の上の存在でした。 

 

全国１位の成績表や、偏差値９０以上の答案などを実際に見せてもらい 

もう、あの時の衝撃は言葉にできないくらいです。 

 

しかし、南極老人がそんな雲の上のとしか思えないような成績をとれたのも 

「もともと〝天才〟だったから」ではなくて、 
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「〝凡人〟でも〝秀才〟に勝つことができる勉強法を編み出したからだ」 

 

と教わったのです。 

 

そして、私は自分自身の逆転合格を通して 

その南極老人の言葉は真実だと、確信したのです。 

 

そんな体験を、これから受験に挑むみんな（あなた）にも 

して欲しいと思って、この塾で指導をするようになったのです。 

 

おそらく受験参考書において、ここまで親切に勉強法を伝えている書籍は、 

他にありません。それは書店に並ぶその他の書籍と読み比べていただいても、 

一目瞭然
いちもくりょうぜん

だと思いますので、自信をもっておすすめします。 

 

何せ、各教科の戦略の立て方にはじまり、暗記のコツ、参考書の選び方、 

ノートの作り方、過去問の復習法、メンタルの鍛え方、潜在意識を活用した 

能力の高め方など、すべて書いています。 

 

     
 

『大逆転勉強法』は、文系・理系問わず、万人が使える勉強法。 

早慶上智、関関同立等の有名私大や旧帝大クラスの国立などの難関大学でも、 
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十分に対応できます。 

私もこの勉強法で、絶望的な状況から京都大学に大逆転合格しました。 

 

『限界突破勉強法』は、 

医学部、東大、京大などの最難関を目指すための勉強法。かなり厳しい 

条件で勉強を進めることになりますが、ハッキリ言って効果は絶大です。 

目指す大学のレベルに関わらず、 

「志望校の入試まであと３ヶ月で偏差値を１０上げたい」とか 

「次の定期テストに合格しなかったら進級できない！」とか、 

そういうムチャな要望にも対応します。 

 

『一発合格勉強法』は、私立文系に最短ルートで合格するための勉強法。 

 

さらに『ゴールから発想する合格手帳』を活用すれば、 

勉強の進度を毎日、こまかくチェックすることができます。 

 

これは受験生にとっては魔法のアイテムです。 

合格手帳の最大の利点は時間管理がしやすくなることです。 

 

 

計画通り勉強しようとしても、うまくいかない理由 
 

 

人間はもともと気まぐれな生き物です。 

計画通りに物事を進めていくことが大の苦手なのです。 
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ですから、どんなにマジメな受験生でも、はじめに立てた計画の通りに 

勉強を進めることなんて、できません。 

いや、それどころか大人でも、それは難しいのです。 

 

あなたも周りの大人から 

「人間は計画性が大事だ！計画通りに勉強しなさい」と 

一度は言われたことがあるでしょう。 

 

しかし、あなたを説教したその方々も、実際のところは、 

「どうやって計画を立てて、進めたらいいのかわかっていない」 

というのが本音だったりするのです。 

 

なぜなら、その多くの方々の人生も、決して計画通りには進んでいない 

はずですから。人間は、計画性にこだわりすぎると失敗します。 

 

人間ですから誰だって毎日、気持ちは浮き沈みするはずです。 

好不調の波があったり、すごくがんばれる日があったり、 

急に疑問が浮かんできたり、毎日、変化しながら、成長していくものです。 

 

だから、計画を守れなかった自分はダメなんじゃないか‥なんて思って 

自分を責める必要もありません。ズレる度に、修正すればいいのです。 

 

はじめに立てる計画は、おおざっぱでかまいません。 

あとは、日々の自分の行動（何ができて、何ができなかったか、どれだけ勉
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強して、どれだけムダな時間があったか‥）を客観視して、一日一日の〝質〟
クオリティ

を高めていくことの方が遥かに大事！ そのための『合格手帳』なのです。 

 

例えば、1日の勉強を時間単位で書き込むことで、受験生にありがちな 

「得意な教科ばかりに時間を使って、苦手な教科ができてなかった‥」 

なんて失敗も起こりません。 

 

各教科で色分けして書きこむというのもオススメです。 

そうするとパッと見ただけで教科のバランスがわかります。 

「今日、数学をやりすぎて、英語をぜんぜんやってないな」と思ったら、 

次の日の欄には英語の勉強時間を多めにした予定を書くのです。 

 

合格手帳を見れば、その受験生の勉強の質が一目でわかります。 

ですので、私も指導の時は必ず、生徒の合格手帳を見ます。 

 

裏を返せば・・ 

ちゃんと手帳を活用できるようになれば、間違いなく成績は上がります。 

 

実際に過去の塾生の例でも、常識ではありえないほど成績が伸びた受験生は、 

みんな合格手帳をビッシリと書いて、使いこなしていました。 

 

 

「やらなきゃ」と思っても勉強できないのはナゼ？ 
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当塾の生徒は、基本的にすべてこれら当塾の書籍に基づいて進めています。 

実際、この勉強法を実践することで奇跡を起こした受験生はたくさんいます。 

（その合格体験記は、当塾HPの「合格伝説」をぜひお読みください。） 

 

ですので、まだこれらの書籍を読んだことがないという方は、 

まずこれらの書籍を手にとってみてください。 

 

さて、ここからは、それお読みいただいているという前提で、 

話を進めていきますね。 

 

勉強法を理解したら、ぶっちゃけて言いますと、あとは〝やるだけ〟です。 

 

でも、わかっているけど、なかなか進まない。 

 

実際に、あなたもそうではないでしょうか？ 

 

おぼろげに、 

「こうやったら成績伸びそうだな」とか 

「まずはこの参考書をやらなきゃ」とか、 

わかっているにもかかわらず、なぜか勉強できない。 

 

では、なぜ勉強できないのでしょうか？ 
 

その理由を、ちゃんと考えるべきなのです。 
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結論を言えば、「不安だから」です。 

 

では、なぜ不安か？ 

 

未来が信じられないからです。 

 

つまり、 

 

「このまま勉強すれば、最高の未来が待っている（合格できる）」 

という絶対的な〝確信〟 

 

が、あなたの中にないからです。 

 

では、なぜ信じ切れないか？  

その理由があるのです。 

 

多くの人はその理由を見つめることを避けて進もうとします。 

だから、中途半端にしか勉強できないか、もしくは、 

本音を押し殺して、イヤイヤ、無理やり勉強する（させられる）か。 

 

そのどちらかの道を進むのです。 

 

後者（イヤイヤ）の場合は、運良く（いや、運悪く？）目標の大学に 

合格できることもあります。スパルタの詰め込み式で勉強すれば、 

ある程度、成績は伸びますからね。 
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しかし、大学にいってから、社会に出てから、苦労するのです。 

大学受験のときに、自分と本音と向き合うことを避けた分だけ、 

あとでしっぺ返し（反動）がくるのです。 

 

例えば、伸びきったゴムのように力を失って、 

何もやる気がしない状態（燃え尽き症候群）になったり。 

 

それどころか、本来、もっと伸びるはずだった可能性も断たれて 

生きる活力のようなものまで失ってしまい、自分の人生を生きられない。 

 

つまり、 

 

・やりたいことがわからない、 

・将来に希望が持てない、 

・理想も目標もない、 

・仕事にやりがいを感じない、 

・自分の意志がなくて人の言いなり‥、 
 

そんな人生になりかねません。 

 

一言でいえば、本当の大人になれないのです。 

 

実際に、立派な学歴はただのお飾りで、 
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退屈な人生を送っている人が、世の中にはたくさんいます。 

 

大学受験とは、ただ単に
．．．．

あなたの進学先を決める競争ではありません。 

 

あなた自身が、これからどんな人間として生きていくかの方向性を決める、 

大切な通過儀礼なのです。 

 

ここからの話は、一見、勉強には関係ない話のように感じるかもしれません。 

しかし、あなたの人生に関わる大切な話ですから、ぜひ読んでください。 

 

今後のあなたの受験の結果に、大きく関わるのは言うまでもありません。 

 

先ほども書いた通り、 

 

受験とは、あなたのこの先の生き方を決めるものなのですから。 

 

 

 

なぜ、自立できない人が増えているのか？ 
 

 

私の著書『限界突破勉強法』にも少し書きましたが、 

人間は、成長する過程で２つの欲求をもちます。 
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それが、 

「愛情欲求」と「独立欲求」です。 

 

愛情欲求とは、欠乏意識から生じるもので 

「愛されたい、もっと自分のことを見て欲しい」という欲求のこと。 

 

独立欲求とは、成長意識から生じるもので 

「自立したい、自分を一人前の人間として認めて欲しい」という欲求のこと。 

 

この２つの欲求は全人類共通で、誰もが生まれながらに持っています。 

これらを満たすことが、人として成長する、 

つまり大人になるということなのです。 

 

初めて聞く内容かもしれませんが、「そういうものなんだ‥」という感覚で 

構いませんから、そのまま読み進めてください。 

 

この２つの欲求を持っていることに、だれも例外はありません。 

 

これが満たされていなかったら、４０歳になっても、５０歳になっても、 

本当の大人になったとはいえないのです。 

 

２０歳を超えたら、社会的には大人扱いです。 

独立欲求

愛情欲求
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けれども、本当に精神的に大人になっているかは別問題。 

 

実際に、世の中には年齢的には大人でも 

大人になりきれない人が、少なからずいるのは事実です。 

（一般的に「アダルトチルドレン」などと呼ばれたりしています。） 

 

本当の大人になりきれていない人には、教育・子育ては荷が重すぎます。 

当然です。自分がまだ内面は子どもなのですから。 

子育てしても、子ども同士の付き合いのようになってしまいます。 

 

子どもに威厳を示せない。尊敬されない。しつけができない。 

 

でも、知識や力は子どもよりもずっと進歩しているから、力
．
づく
．．
で 

子どもに言うことを聞かせよう（コントロールしよう）としてしまう。 

 

ちゃんと子どもを愛してあげられない。 

 

これは、決してめずらしい話ではありません。 

ほら、もしかしたらあなたも、見たことはありませんか？ 

 

公共の場所で、子どもがマナー違反をしたり、暴れたりして周りに迷惑を 

かけているのに、それをちゃんと注意することもできず、ただ傍観している 

だけの父親、母親とか。 

 

そのような例は典型でしょう。 
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愛情をあたえられないから、子どもの愛情欲求は満たされない。 

突き放して見守ることもできないから、独立欲求も満たされない。 

 

そして、また大人になりきれない大人が、社会にひとり増える。 

このサイクルが、また次世代に引き継がれていきます。 

 

今なぜ、こんな話をしているのかと言えば 

大学受験という、あなたの将来を懸
か

けた大勝負において 

 

単に学力だけでなく、精神的自立を果たしているかどうかが、 

その結果に多大な影響を与えるからです。 

 

実際に、模擬試験ではＡ判定だったり、過去問では点がとれていたのに 

受験本番で失敗したり、実力を発揮できなかったりして涙をのむ受験生は 

毎年、何万人もいるでしょう。 

 

たった数点の差で、合格・不合格が決まる世界です。 

 

ですから、プレッシャーの中でも地道に勉強を続けて 

本番の緊張状態の中でも、いつも以上の実力を発揮するだけの 

〝自立した心〟を鍛えておく必要があるのです。 

 

そして、その〝自立した心〟こそ、大逆転合格の秘密でもあるのです。 

 



22 
 

 

勉強以前に大事なこと 
 

 

では、先ほどの話の続きです。 

仮にちゃんと愛情を注いでもらえない家庭に生まれたら 

このサイクルを抜ける方法はないのでしょうか？ 

 

いえ、そんなことはありません。 

そのサイクルを断つカギになるのは、周りにいる大人の存在です。 

 

その周りにいる大人が、愛情欲求と独立欲求を満たしてくれる関係にあれば 

思春期を過ぎた子どもは自立を果たして本当の大人になれます。 

 

日本では２０歳を過ぎても、自立できない人が増えていると言われています。 

それは私自身が、受験指導を通じて実感していることでもあります。 

 

しかし、その原因は１００％「家庭環境が悪い」ということではありません
．．．．．．．

。 

 

なぜなら、ご両親の役割があまりに重い世の中だからです。 
昔は、子育ては親だけの仕事ではありませんでした。 

 

近所のおばちゃんが世話を焼いて面倒みてくれたり 

近所のこわいおじさんが、悪いことをしたら怒ってくれたり 



23 
 

みんなが暖かく見守ってくれていました。 

 

両親だけで育てているわけではなかったのです。 

 

親戚も今より多かった。 

おばあさん、おじいさんが助けてくれたり。 

兄弟がたくさんいて、お兄さん、お姉さんが妹、弟の面倒をみてくれたり。 

 

そういった周りの助けがあるから、お母さんは子育てに専念できました。 

ずっとおんぶにだっこで子どもと肌を密着されて育てることができたのです。 

そして、愛情のこもった手料理をつくって、毎日、食べさせることができた。 

 

しかし、今の日本はどうでしょうか？ 

 

そんな育てられ方をしてきたという人は、むしろ少ないと思うのです。 

ほとんどが核家族（お父さんとお母さんと子供だけの家族）です。 

 

都会になるほど、隣近所の方々との付き合いはほとんどありません。会って 

挨拶する程度。子どもの世話を焼いてくれる人なんて、まずいないでしょう。 

 

一人っ子も多くて、遊ぶ相手がいないから、 

ゲームばかりに没頭する子どもも多い。 

 

両親だけで子育てをして、教育費や生活費も稼がなくてはならない。 

共働きで、仕事を終えると毎日もうくたくた。 
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あまりの過労でお母さん、お父さん自身が身体を壊してしまったり。 

仕事や子育てが忙しすぎて、心の余裕がなくなったり。 

食事は毎日、スーパーやコンビニで買ったインスタントや冷凍食品だったり。 

 

子育てから逃げるように仕事に没頭する父親に 

不満を抱えている母親も多かったり。 

 

そして、夫婦の間に愛情がなくなってしまうと、 

ますます子どもの愛情欲求は満たされなくなるのです。 

 

学校の先生からも、面倒をみてもらえるけれど 

一人の先生がたくさんの子どもをみるのですから、限界があります。 

 

中には、一生「恩師」と呼べるような、 

先生に出会える幸運な人もいるかもしれません。 

進路のことも、友人のことも、恋愛のことも、思春期の悩みも、 

ぜんぶ相談できるような良い先生です。 

 

けれど、そんなスゴイ先生に出会える人は、やっぱり稀
まれ

でしょう。 

 

愛情の枯渇
こかつ

した社会が悪い のです。 
 

だから、もしあなたが自分のご両親に対して 

なんらかの不満をかかえていたとしても、ご両親を責めてはいけません。 
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むしろ多くのご両親は、社会の被害者である 

とすら、言えるかも知れないのですから。 

 

そして 

「自分はこれまで愛されてこなかった（認められてこなかった）」 

と思っても、「だから自分はダメなんだ」と、過去を呪ったり、 

後悔する必要もありません。 

 

「愛されなかった」、「認められなかった」という過去がなかったら 

愛情のあたたかさも、ありがたさも、わかりませんし 

ずっと過保護にされっぱなしでも、自立心が芽生えません。 

 

いま、あなたがやるべきことはひとつ。 

 

自分自身が大人になることです。 
 

私は、そのための試練が〝大学受験〟だと思っています。 

 

 

勉強に集中できなくなる理由 
 

 

本当の大人への道は、 
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まず自分自身の愛情欲求を自覚するところから始まります。 

 

「別にオレ（私）、愛されたいとか、認められたいなんて、思ってないし‥」 

と強がるのは、人前では結構なのですが・・、この手紙を読んでいる“今”

は、自分自信に正直になってみてください。 

（そもそも、愛情欲求なんて認めない、という姿勢そのものが、やや子どもじみた 

 態度でもあります。人間なら誰しもが、持っている欲求なのですから。） 

 

愛情欲求の満たされない人は、どういう行動にでると思いますか？ 

 

愛情をもらおうとします。 

 

けれど、多くの人は 正しい愛情のもらい方 がわかりません。 
（これは恋愛でもよくあります。） 

 

だから、赤ん坊が泣きわめくように、自分でも無意識のうちに、 

他人（見て欲しい相手）の注目を集めようとする のです。 

 

もっと僕を見て、もっと私のことを認めて、と。 

 

それが曲がった形で表現されると、グレます。 

親への反抗であり、社会への反発です。その根底にある動機は、 

もっと自分を見て欲しい（愛して欲しい）という愛情欲求です。 

 

ただ、そんなわかりやすい形で表現できる人は、まだ良いのかもしれません。 
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人の心は、もっと複雑で、わかりにくいものですから。 

 

多くの人は、愛情欲求が満たされていないと 

なにか〝心にぽっかりと穴が空いたような気持ち〟になって 

その穴を、どうやって埋め合わせていいのか、わからなくなります。 

 

それを埋める方法を、誰も教えてくれない。 

その穴の正体すら、よくわからない。 

 

その結果、多くの若者が悩まされている 

 

・なにもやる気がしない‥（無気力） 

・やりたいことがない‥ 

・前向きになれない‥ 

・自分に自信が持てない‥ 

 

という状態になるのです。 

 

それは、自分の中に満たされていない“何か”があるからです。 

 

中には、愛情欲求そのものが、 

勉強をがんばったり、お稽古をがんばる原動力になる場合もあります。 

 

いい成績をとれば、褒
ほ

められるからです。 

 



28 
 

しかし、いい成績をとったらほめて、悪い成績だったら認めないというのは、 

本当の愛情、つまり１００％無条件の愛ではありません。 

 

人間は、何ができるとか、できないとか抜きにして、存在そのものを 

認めてもらい、愛してもらったときに、はじめて愛を感じます。 

そして愛情欲求が満たされるのです。 

 

なにかができた分だけ、褒めて（認めて）あげるなんて、 

まるでビジネス（取引）です。 
 

小学校や中学校くらいまでは、そのごまかしが通用しても 

思春期を過ぎた頃から、通用しなくなります。 

 

ある一定の年齢までは、ただ親や先生から言われるがまま勉強して 

トップクラスの成績を維持していたのに、高校生になり、大学受験が近づく

につれてまったく成績が伸びなくなる生徒も多いのは、それが理由です。 

 

だんだんと、自我が芽生えてくるからです。 
 

人は１９歳、２０歳くらいになると、 

自分の アイデンティティ（自己同一性）を求めるようになります。 
 

「自分はどんな人生を歩みたいか？」 

「どんな人間でありたいか？」 
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それを、真剣に考えるようになるということです。 

 

これがふたつ目の欲求「独立欲求」につながってきます。 

 

 

タテマエの夢にだまされないことが大事 
 

 

独立欲求にも段階がありますが、簡単に言えば 

「自分のことは、自分でやりたい、自分で決めたい」という欲求です。 

 

幼い頃は、自分の服、使うもの、を自分で選びたい 

というところから始まりますが、最終的には、 

 

「自分はどんな人生を歩みたいか？」 

「どんな人間でありたいか？」 
 

という根本的な部分につながってきます。 

 

大学受験は、あなたの最終学歴を決めるものですから 

あなたの先の人生を左右する大きな選択です。 

 

だからこそ、 
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「親や先生から言われるがままに勉強すること」が苦しくなってくる。 

本当に、そのままでいいのか？と、意識の深い部分で感じてしまうからです。 

 

言い換えると、そのまま他人の言いなり
．．．．

の人生では、 

あなたの独立欲求が満たされないからです。 

 

独立欲求とは、「一人の大人として認められたい」という欲求です。 

いつまでも子供扱いされていたら、これが満たされません。 

 

だから当塾では、塾生本人の声（意見）を大事にしています。 

 

どのコースに入りたいとか 

どの大学（学部・学科）を目指したいとか 

いつから通いたいとか 

 

本人の意志を無視して、ムリやり決めつけても、 

思ったように結果に結びつかないからです。 

 

当たり前ですよね。結果を決めるのは、本人なのですから。 

 

もちろん未成年ですから、何を決めるにしても、親御さんの了解は必要です。 

それは常識であり社会のルールでもあります。 

しかし最終的には、本人の意志が大事なのです。 

 

大人として認めるということは、意志を尊重するということです。 
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あなたは、どうしたいのか？ 

あなたは、どんな大人になりたいのか？ 

あなたは、どんな風に生きていきたいのか？ 

それが大事だということです。 

 

しかし、自我が芽生えはじめる２０歳前後では 

それがハッキリと見えている受験生もまた少ないのです。 

「なんとなく、こうなりたい」しかない。それが普通です。 

 

世間では 

「自分は将来、医者になりたい！」とか 

「政治家になって世の中を変える」とか、 

「会社の社長になる」とか 

 

模範解答のような夢を語る受験生がいたら、 

「●くんは夢があっていいね」「目標があってえらいね」 

と言われたりしますが、果たして本当にそうでしょうか？ 

 

もちろん、それが悪いことではありません。 

大事なのは〝それが本音なのかどうか〟の部分です。 
 

これは、受験の合否にも大きく関わります。 

この話は、とても重要です。 
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何浪しても合格できない受験生の共通点 
 

 

受験生の中には、いくら努力しても、何年浪人しても、 

第一志望に合格できない人がいます。 

 

「あの人、あんなにがんばってるのに、どうして‥」 

と、まわりからは不思議がられますが、 

そんな受験生には、必ず〝ある共通点〟があるのです。 

 

受験生が１００人いたら１００人とも、 

もれなくこの条件にあてはまると言ってもいいくらいです。 

 

受からない受験生の共通点、 

それは、「本気でその大学に行きたい」と思っていない
．．．．．．

こと。 

 

当たり前のことを言うようですが、この言葉には深い意味があります。 

大げさではなく、このことを本当に理解すれば、 

あなたの大学合格は一気に実現に向かいます。 

 

ですから心して、続きを読んで欲しいのです。 

 

例えば、医学部志望の受験生の中には、 
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口では「医学部に受かりたい！」と言っていても 

心の中では、そこまで本気じゃない受験生がたくさんいます。 

 

それどころか、中には 

「本当は、医学部に行きたくない」と思っている受験生すらいるのです。 

 

なぜ、そうなるのか？ 

 

もっとも多いパターンは、家族、学校の先生、塾の先生、先輩などから 

医学部に行くことを強要されているパターンです。 

 

・うちの家系は代々医者だから、医学部に行ってあたりまえ 

・お父さんが医者だから、あなたも見習いなさい 

・医者になったら、将来の収入は約束される 

・医学部にはいったら、いい人生が歩める 

 

さまざまな角度から、 

「あなたは医学部に行くべきだ」 

という教育（刷り込み）をされたからです。 

 

もちろん周りの人達は、多くの場合、進路を強要している認識はありません。 

むしろ、その子の将来のために、言っていることの方がきっと多いでしょう。 

 

しかし、どんなつもり
．．．

で伝えているかは、大した問題ではなく、受験生本人

が、心の底から「医学部に行きたい！」と願っているかどうか、が重要です。 
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まわりの大人から、いくら「この子は絶対に医学部に！」と望まれても 

口出しされるほど、逆にイヤになってしまう受験生も多いはずです。 

 

幼少期は、大人から言われるがままに夢を描き、勉強できるのですが 

自我が芽生える年齢になると、自分に嘘がつけなくなってくるのです。 

 

今は「医学部」を例にあげましたが、 

これは難関大学合格を目指す多くの受験生にあてはまる事実です。 

 

もしかすると、この文章を読みながら 

「自分って、（受験に対して）そこまで本気じゃないかも‥」 

と、うすうす感じてしまった受験生もいるかもしれませんね。 

 

けれど、そう思えた受験生は幸いだと思います。 

なぜなら、自分の本音と向き合う第一歩を踏み出したのですから。 

 

 

あなたが限界を越えるための道 
 

 

実際に当塾には、 

「なんのために大学にいくのかわからない‥」 

「自分が本当に行きたい大学って、どこなんだろう‥」 

という状態からスタートして 
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・Ｅ判定から難関国公立に大逆転合格した！ 

・夢のまた夢だと思っていた医学部に合格した！ 

 

なんて受験生が、毎年毎年、何人もいます。 

 

前置きが長くなりましたが、その秘密をお伝えするのが、 

この手紙の目的でしたね。 

 

ここで、その秘密を知ってもらうために、 

ある卒業生のエピソードを紹介します。 

 

・防衛医科大学校 

・宮崎大学（医学部） 
に合格した永井悠太くんの合格体験記です。 

 

私は、入塾説明の時に 

「この塾では、どうやって勉強を進めるんですか？」 

と聞かれたときに、よく私は永井くんの受験生時代のノートを見せます。 

 

彼が卒業時に「今後の受験生の参考になれば」と託してくれた置き土産です。 
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これがその教材です（これ全部、彼一人のものです） 

 

それを見た受験生は、みんな言葉を失います。 

すべての教材が、使い込まれてボロボロ。 

ひとりの人間が一年間でこなしたとは、とうてい思えない、圧倒的な冊数。 

中身を見ると、全ページに、びっしりと書きこみがあり、さらに驚きます。 

 

日本中を探しても、これほど熱烈に勉強した受験生はいるだろうか？ 

真剣にそう思うほど、彼の勉強量は常識破りでした。 

 

そして、目指していた難関医学部に、ことごとく合格したのです。 

 

どうして、そんなに勉強できたのか？ 

 

もともと、彼が特殊な受験生だったわけではありません。 

それどころか、入塾したての頃は、むしろ目立たない生徒でした。 
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受験のプレッシャーを感じつつも、 

本気になれず煮え切らない表情をした、どこにでもいるような浪人生。 

そこからのスタートだったのです。 

 

彼のノートを見た受験生の中には、 

「こんな量‥、才能ないとムリですよ」とか、 

「やっぱり、もともとの性格の違いでしょ‥」と言う生徒もいます。 

 

けれど、これだけは言わせてほしいのです。 

彼の、血のにじむような努力と、涙を流しながら乗り越えた一年間を、 

才能とか、性格とか、そんな安っぽい言葉で片付けないでほしい、と。 

 

そして、彼の輝かしい部分だけではなく、 

 

臆病な自分、情けない自分、恥ずかしい自分から、 

彼がどのようにして変わっていったのか？ 

 

その歴史をぜひ感じとってみてください。 

 

その道をいけば、あなたも必ず、限界を超えられるのですから。 

 

格好いい部分だけでなく、泥くさい戦いの日々も、 

包み隠さず本音で書いてくれた、貴重な体験談です。 
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永井君の合格体験 
 

 

かつての僕は、医学部に幻想を持っていました。 

 

「きっと合格する人は、 

 すごい人ばっかりなんだろうな‥」と。 

 

けれど、いざ自分がその立場に立ったとき、 

できていないことは山ほどありました。 

 

朝はよく寝坊するし、入試には遅れそうになるし、 

試験会場に着くまでに必ず一度は道に迷うし‥ 

ほんとうにあげればキリがないくらいです。 

 

それでも、合格できました。 

 

大切なことは、本番で実力を出しきること。 

自分に不完全なところがあっても、 

そのこと自体を受け止めて、学んでいけることだと思います。 

 

僕は今まで生きてきて、「永井くんなら、～できるでしょ。大丈夫だよ」と、 

〝できる人〟みたいな枠にあてはめられてきました。 
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一見したら肯定されているようだけれど、僕はそれが苦しかったんです。 

 

「本当は、そんなんじゃないのに‥」 

 

そんな気持ちをわかってくれる人はいなくて、 

次第に、自分の殻にこもっていくようになりました。 

 

ひとりぼっちになるとき以外は、〝いい子ちゃん〟を演じていました。 

自分の欠点を見られるのがイヤだから、発言を避けて、遊びも断る。 

好きな子にも告白できない。本心で付き合える人は、いませんでした。 

当然ながら、モチベーションはあがるわけもなく。 

現役の時は、センター試験 72％で医学部は断念。 

 

『限界突破勉強法』を読み、 

ミスターステップアップのことを知ったのは、ちょうど、そんなときです。 

 

この塾には、Ｅ判定にも関わらず、志望校に合格したという、 

ものすごい話がたくさんあることを知りました。 

 

「すごいなぁ～。でも、ホンマにそんなこと、起こるんかなぁ‥？」 

心の中で疑いつつも、どこか、この勉強法に憧れている自分がいました。 

 

さんざん迷いましたが、今年も中途半端なところでやめたら、一生後悔する。 

そう思い、入塾説明に足を運んでみました。 
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入塾説明を行う、塾のリビングルームです。 

 

そこで聞いた話で、僕は変わりました。 
 

それまでの自分の勉強の甘さ、効率の悪さを痛感。 

同時に、「ここなら、できるかもしれない！」と思えたのです。 

そして、入塾を決意しました。 

 

入塾してからも、すべて順風満帆にうまくいったわけではありません。 

 

「もう逃げよう」 

「来ない方がよかったかも‥」 

「なんで医学部なんか、目指したんやろう‥」 

とか、もう何度、思ったことか。 

 

僕には、勉強方法うんぬん以前に、乗り越えるべき問題がありました。 
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いや、これは僕だけではなく、だれでもいつか迎える壁なのかもしれません。 

 

〝心に穴があいたような感じで、何をしても満たされない‥〟 

 

現役生の時は、それを紛らわせるように暴飲暴食することも多々ありました。 

たとえば、チョコレートやスナック菓子の大袋を買ってきて、 

一人で一日のうちにぜんぶ、食べてしまう。正直、自分でもあきれるぐらい、 

変な食べ方をしていました。それで、あとで気持ち悪くなる。 

 

「あぁ‥、オレもうアカンわ‥、終わりや‥。 

わかってくれる人なんて、いるわけないし、一人で苦しんだらいいんや‥」 

 

中毒みたいになって、そんな自分がどんどん嫌いになりました。 

なにを隠そう、入塾したときも、まだそれは残っていました。 

 

でも、塾の食堂「ゆにわ」で食事をいただくようになり、その習慣が 

少しずつなくなると、夜食の量に反比例して成績は右肩あがりになりました。 

 

  
食事はすべて無添加。手作りの日替わりメニュー。こちらは人気の「ピビンパ」です。 

 

心が軽くなっていくのを感じました。 
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本当に自分と向き合えるようになったのだと思います。 

 

頭の中がモヤモヤして勉強に集中できないときは、 

「悩みや妄想を紙に書き出す」という方法を教わりました。 

 

頭の中だけで考えていると、まとまりがつかない。 

でも、紙に書き出すと、まとまる。 

 

無限にあるように思えた悩みは、いざ書き出してみると、 

有限であることに気づき、「なんだ、大したことないじゃん」と思えました。 

 

先生に相談してスッキリするのも、アウトプットの結果です。 

でも、四六時中、先生の世話になるわけにはいきません。 

だから、〝紙〟を相談役にして、自分で解決しました。 

いざというときは、思い切って先生に相談しました。 

 

ダメな自分だから、諦めるんじゃなくて 

ダメな自分のまま、死ぬ気でぶつかってみました。 

 

「こんなしょうもないこと、相談していいんかな‥」 

なんて、思うこともありました。 

 

でも、話し終わった後は、いつも気分爽快。 

思い切って打ち明けて、本当によかったと思えました。 
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正直、相談ひとつするのも、はじめは勇気がいりました。 

でも最終的には、どんな恥ずかしいことでも、悩みを打ち明けました。 

ちゃんと先生は、受け止めてくれました。 

時には夜中まで、相談にのっていただいたことも。 

 

話は戻って、書き出して整理する能力は、受験生に必須だと思います。 

勉強にも、非常に有効です。 

 

例えば、数学。 

 

答えを見れば、なんとなくわかった気持ちになってしまいます。 

でも、いざテストをしてみると、どうでしょう？ まったく書けない。 

毎日反復して、わかった気になって、ＯＫしていたということです。 

「恥ずかしいな」と思いました。 

 

そういう問題は、悔しいけれど、まず答えを書き写しました。 

不思議なことに手で書くと、その問題に対しての心理的抵抗はなくなります。 

すんなり理解できるようになりました。 

 

やはり、紙に書き出すと、頭の中が整理されるのでしょう。 

これは、自分が受ける大学の過去問においても、効果絶大でした。 

 

僕は前期で、宮崎大学医学部を受けましたが、 

はじめ、過去問演習ではヒドい結果でした。 
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５問中、かろうじて１問回答。 

途中で眠くなって、放棄‥（ゴメンナサイ）。 

 

そんなことが２～３回ありました。 

 

ただ、「それが不合格の証明にはならない」と思っていたから、 

できることをやりました。 

 

できない問題は、かたっぱしから書き写しました。 

 

 
いつでも集中モードになれる、塾生全員に専用の自習机があります 

 

特に、前年度の過去問は、 

何度も書き写して、手が止まらずに書けるようにしました。 

 

そして、実際の宮崎大医学部の入試前日、その７年度の問題を解きました。 
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目をつぶっても解けるぐらい、手が覚えた問題です。 

当然ながら、スラスラ解けました。 

 

これが、メチャクチャ気持ちよかった！ 

もう、「いける！」としか思えなかった。 

 

迎えた本番、どうだったか？ 

 

５問中、３問は完答。ほかの問題も、６～８割は解けました。 

試験中は、いっさい雑念がわいてこず、本当に〝無心〟そのものでした。 

 

大事なのは、「できた」という感覚を味わい尽くすことだと思います。 

 

たとえ今、できなくても、できるかのようにＦＡＫＥする。 

ＦＡＫＥとは、「見せかける、でっちあげる」という意味です。 

 

僕の場合、ずっと物理に苦手意識がありました。 

でも、入試に出るから、なんとかしなくてはならない。 

 

まず解答を書き写すところからのスタートでした。 

 

その時、「写しただけだから、実力じゃない」なんて、ゆめゆめ思うなかれ。 

「できた！」と思い込むことが重要です。 

 

そこで、嘘だろうが、なんだろうが、ありとあらゆる問題に対して、 
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さっぱりわからなくても、「できた！」、「解けた！」と書きまくりました。 

 

「やべぇ！自分、入試で満点とってしもうた！」と、 

口に出して、一人で言ってみることもありました。 

 

そうすることで、自分の潜在意識に言い聞かせたのです。 

自分の中で嘘をつく分には、誰にも迷惑はかけない。 

でも、嘘で終わらせるつもりは、ありませんでした。 

 

そのように書いておきながら、先生には質問をし続けました。 

納得がいくまで、しつこく、しつこく。 

すると間もなく解けるようになり、僕の言葉は現実になりました。 

 

他にも、面白半分で、「これはセンターに出る！」とか、 

「防衛大学医学部で狙われる！」と、自分の直感で書いた問題が、 

本当に本番で出題されたりして、合格の後押しになりました。 

 

まるで魔法のようですよね。 

けれど、自分の中では、「やっぱりね」ぐらいの感覚でした。 

気づけばしぜんと、潜在意識の使い手になっていたのです。 

 

この潜在意識の活用と、限界突破勉強法の「超・超・超高速学習」が組み合

わさったら、ほんとうに向かうところ敵なしでした。 
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あの高速学習法は無敵だった 
 

 

高速学習といえば、まず音読。 

 

勉強の進度に合わせて、オリジナルの音読文（マントラ）をつくりました。 

それを、とにかく読みました。 

 

酸欠に近い状態になるまで。 

理性がふっとぶくらいまで。 

ただひたすらに読みました。 

 

その言葉が、自分の中に溶け込んでくるまで、毎日、少しでもいいからやる。 

ノルマを決めてやる。昨日よりも、かならず一歩進む。 

 

英語を読むのが下手だから、人に聞かれたら恥ずかしい‥ 

という受験生もいますが、そんなの関係ありません。 

次第に読むスピードは増して、だんだん何を読んでいるのかすら、 

わからないほど高速になっていきます。まるで念仏です。 

 

気合いをいれるために受験中は坊主頭にしていたこともあり、 

僕についたあだ名は「修行僧」でした。 
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塾のベランダから見た夕暮れ。この景色を見ながら、ひたすら音読。 

 

 

そして、どの教科も、とにかく反復しました。 

 

「可能性は反復に正比例する」 
 

塾で教わった、この言葉に嘘はありませんでした。 

 

最速のときは、『実力アップ問題集』３冊（数学全範囲）を 30 分で終えまし

た。 

ポイントを絞りすぎたセルフレクチャーだったかもしれません。 

ただ、そのおかげで頭の回転スピードは恐ろしく速くなりました。 

ページをめくるスピードと、頭のスピードが合わないときもあるほど。 
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今思うと、粗削りではありましたが、幅広く対応する能力は鍛えられました。 

 

 
永井くんの使用していた「白チャート」。全ページに使い込んだ跡が。 

 

７回とかケチらずに、１００回、２００回、１０００回、２０００回と 

反復するとよいと思います。本当に、すばらしい方法ですから。 

 

 

反復の回転数を飛躍的に高めるポイントは、〝情報の圧縮〟です。 

 

 

先生から、これを教わったときは、「けっこうむつかしいな」と思いました。 

けれどコツをつかむと、勉強がますますスムーズに進むようになりました。 

 

知らない情報に出会ったら、その都度、参考書に書き加えていきます。 
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それと同時に、できるようになった問題は反復回数を減らしていく。 

それを日夜くり返し、反復の能率を高め続けました。 

 

特に、集めるべき情報は、自分の弱点。つまり、ミスした問題です。 

ミスしたとき、止まったときは、何かが足りていない。 

なぜ解けなかったのか、徹底的に追求しました。 

 

よく「ミスした」と、反省するだけで終わってしまうことがありましたが、 

そのときは、案の定、また同じミスをしました。 

 

しかし、ちゃんと原因を分析するようになってからは、ミスが急激に減りま

した。大げさなようですが、これは自分の中での〝革命〟でした。 

 

そうやって、参考書からエキスを抽出して、濃縮したようなオリジナルの 

〝一元化ノート〟を、何枚もつくりました。 

 

ぜんぶ、見開き一ページにおさめました。 

 

倫理の著名な本と作者の一覧。 

化学Ⅰの頻出事項の一覧。 

センター数学の過去問５年分。 

物理の力学のポイント一覧。 

などなど。 
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ちいさな文字で、ページいっぱい、びっしりと書きました。 

 

「センター数学５年分なんて、見開き一ページに収まらないんじゃない？」 

と、思うかもしれませんが、大問ひとつに対して、 

書いているのはせいぜい１～２行だけです。 

 

けれど、何度も何度も反復した問題ですから、その１行を見るだけで、 

 

どんな問題だったか？ 

解法のポイントは？ 

どの公式が必要だったか？ 



52 
 

計算のプロセスは？ 

 

それらが瞬間的に〝解凍〟されて、 

頭の中でセルフレクチャー（自分で自分に解説）することができました。 

 

これがいかにすごいことか。 

 

そのページを開けて、ざっと５分、見るだけで 

「はい！センター５年分の復習完了！」 
 

という、おそるべき芸当が、だれにでもできるようになるのですから。 

これで成績が上がらないはずがありません。 

 

１ページの中から、無限に思考が広がりました。 

１冊のノートだけで、大学受験の全範囲を空中散歩できたのです。 

もう、負ける気がしませんでした。 

 

このようにして、ただぼんやりと反復するのではなく、 

昨日より今日、今日より明日と、妥協なく反復の密度を濃くしていけば、 

やがて、人間の限界にまで迫ることができるのです。 
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そして最後にひとつだけ、どんなテストでも 

ベストを尽くすことができる〝魔法〟をお伝えしたいと思います。 

 

もともとプレッシャーに弱かった僕が、 

合格を手にできた、一番の秘訣かもしれません。 

 

それは、「他人の幸せを願う」ということ。 

 

僕はどんなテストでも、 

「この試験会場にいる人が、ベストを尽くせますように」 

と、願っていました。 

 

宮崎大学医学部を受験した日も、 

宮崎観光ホテルで、このセリフを書いたメモが、今も残っています。 

 

試験前は、なにかおもしろいことを思い出して、ニコニコしていました。 
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周りから変人と思われても、平気でやっていました。 

 

そのとき、「合格したい」という思いから、自由になれたからです。 

 

えっ？「合格したい」っていう思いの、何がいけないの？ 
 

普通なら、そのように思いますよね。 

 

実は、皮肉にも、僕がそれまで「合格したい」と思って受けた試験には、 

見事にすべて落ちてきました。 

 

きっと、自己の願いだけにフォーカスしていると、 

無意識の応援が受けられないのでしょう。 

 

周りの人の幸せに、思いを馳せることで、心を調整していたのです。 

すると、自分自身も自然体で試験に臨むことができました。 

 

僕は、たくさんの応援を受けたおかげで、 

医学部医学科に合格することができました。 

 

夢が叶いました。 

ほんとうに、幸せものです。 

心から、感謝しています。 

 

だから今度は、世の中に恩返しができるよう、今日も限界突破してみせます。 
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僕の心にぽっかりと空いた〝穴〟は、 

いくら「埋めよう、埋めよう‥」としても、埋まりませんでした。 

まるで、底なし沼のように思えました。 

 

でも、そんな〝穴〟のことなんて忘れてしまうくらい、 

逃げられない状況に自分を追いこんで、毎日毎日、死ぬほど勉強して、 

自分の本性と向き合いました。 

 

絶対に立派な医者になると志して、 

自分のためではなく、みんなのために勉強しました。 

 

将来、自分が医者になったとき、助けを求める〝未来のだれか〟のために。 

 

その思いが極まって、忘我
ぼうが

の境地
きょうち

に至ったら、もう〝穴〟は消えていました。 

 

それが僕の、一年間でした。 

 

この一年で、僕は変わりました。 

僕はきっと、世の中を明るい場所に変えていくことができる。 

みんなのためなら、なんでもできそうな気がする。 

 

そう思えるようになりました。本当に、ありがとうございました。 

 

～ 体験記 おわり ～ 
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－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

 

受験において大事なことが圧縮されたような、体験記だと思います。 

 

彼が“心にあいた穴”と表現したのは、まさに愛情欲求のこと。 

心に満たされない部分があることは、恥ずかしいことではありません。 

 

愛情欲求は、人間なら誰でももっているものですし、 

むしろ、大人になってもどこかにそれを抱えている人の方が多いのですから。 

 

人は人生のどこかで自立して、子どもから大人になります。 

 

自立といっても、２つの自立があります。 

“社会的自立”と“精神的自立”です。 

 

自分で生活費を稼げるようになる、とか 

社会から認められる一角
ひとかど

の人物になる、とか 

そういう“社会的自立”よりも、もっと大切なのは“精神的自立”なのです。 

 

その両方を果たしてこそ、本当の自立です。 

私は、大学受験はその最大のチャンスだと思っています。 

 

自立するとは、この手紙のはじめに伝えた、 
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愛情欲求と独立欲求を満たすことです。 

 

しかし、愛情欲求といっても 

高校にもなって、「親に抱かれたい」なんて思う人はいませんよね。 

 

いや、たとえそのようにしても、その気持ちの奥に 

１００％無条件の愛の心がなければ、心は満たされないものです。 

 

１００％無条件の愛とは？ 
 

それは当塾の書籍大逆転勉強法の「おわりに」に書いた 

当塾の塾長・南極老人の言葉のとおりです。 

 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■ 南極老人からのメッセージ 

 

最後に、あなたにお願いがあります。 

いいえ、ただのお願いではありません。 

 

実は、これさえ守って下されば、大学受験は成功です。 

 

 

――あなたが、大学受験生のお父さん、お母さんなら。 
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お子さんを、１００％無条件で、信じてあげてください。 

 

私のお願いはたったこれだけです。そして、これが大学受験の極意です。 

 

〝１００％無条件で〟がわかりにくければ、例えば、想像してみてください。 

 

お子さんが誘拐されたとします。犯人から電話がかかってきて、 

 

｢子どもの命を助けてほしければ、一千万円持ってこい｣ 

 

と脅された時って、どんなお気持ちでしょうか。 

 

｢生きてさえいてくれれば‥」と思うでしょう。 

それが、１００％無条件の愛です。 

 

｢生きてさえいてくれれば、それ以上は、何も望まない」 

というのが、本物の愛です。 

 

お父さん、お母さんが、 

いつも、そういうお気持ちなら、お子さんはいっつも幸せです。 

 

幸せな子どもは、強制されなくても、しぜんと勉強します。 

｢勉強しなさい」と言うのは、実は、逆効果です。 

言えば言うほど、合格できません。（保証します。） 
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勉強しないから怒るとか、 

テストでいい点数をとらないと認めてあげないとか。 

そういうのは取り引きであって、本物の愛じゃありません。 

 

相手の全存在を、無条件で認めるのが愛なのです。 

 

どうか、お子さんが自発的に勉強するのを、ひたすら待ってあげてください。 

本気に火がつくまで、毎日、美味しいご飯を作って、 

あたたかく見守ってあげてください。 

 

その上で、お父さんとお母さんの仲が良かったら、 

もう言うことはありません。必ずや、成功するでしょう。 

実は、これは潜在意識を超える、純粋意識を使った、大学受験の極意です。 

 

 

――あなたが、大学受験生なら。 

 

毎日、次のセリフを、心の中で言い続けてください。 

 

｢お父さん、お母さん、ありがとうございます」 
 

そして、毎日３０分、あなたの身のまわりを掃除してください。 

たったこれだけです。 

たったこれだけで、だんだん、努力が報われるようになります。 

本当ですよ。信じてください。 
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ぶっちゃけ、本気で、‥ありがとう‥なんて思ってなくてもいいですから。 

毎日、百回以上、言い続けて下さい。 

特に、お父さん、お母さんのことが嫌いな人には、効果絶大です。 

 

「掃除してください」がピンとこない人は、要は、誰かが喜ぶことをすれば

いいのです。キレイに掃除をして喜ばない人はいませんからね。 

 

理屈じゃありません。実践です。 

やるか、やらないかです。 

 

実はこれも、潜在意識を超える、純粋意識を使った大学受験の極意です。 

極意とは、何事も、理屈ぬきに実践する人だけが会得できるのです。 

 

 

 南極老人拝 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

 

最初のテーマに戻りましょう。 

 

勉強しなければならいとわかっている・・ 

こうやったら、成績伸びそうだとわかっている・・ 
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でも、どうして本気になれないのか？ 
 

本気になれたら、あなたは必ず合格できます。 

 

でも、全力投球できないとしたら、 

それは、心の奥でブレーキがかかっているからです。 

 

そのブレーキをかけているのは 

「本気で勉強した先に、本当に自分が望む未来があるのだろうか？」 

という、漠然とした不安であり疑いだとお伝えしました。 

 

無理やりスパルタで勉強させたり、競争させて追い立てて、 

そのブレーキを強制解除させるのは、当塾のやり方ではありません。 

 

本来、そのブレーキは悪いものではなく、必要なものなのです。 

あなたの人生が間違った方向（自分の望まない方向、不幸になる方向）に 

進むのを事前に防いでくれるのですから。 

 

けれど、ずっと本音を抑えこむような強制的な勉強を続けていたら、 

そのブレーキが壊れてしまうかもしれません。 

だから当塾では、しぜんとそのブレーキが解除されるように指導しています。 

 

つまり、 

 

・自分の心に空いた穴を満たして（愛情欲求を克服する） 
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・自立した大人になる（独立欲求を果たす） 

 

そのための最短ルートが 

「今、目の前の受験勉強に全力で臨むことだ！」と 

心の底から納得してもらう、ということです。 
 

そうすれば、強制されなくても、みんな勉強する（できる）ようになります。 

それどころか、勉強が楽しくなります。 

 

人間がもっている根源的な欲求が満たされるからです。 

 

それが、大学受験塾ミスターステップアップの塾生たちが 

一日に１０時間以上の勉強を毎日こなしながら 

目はイキイキしていて、笑顔がたえない秘密なのです。 

 

 

意外な合格の秘訣 
 

 

全ては、ここでは語り尽くせませんが、愛情欲求と、独立欲求が 

しぜんと満たされるような、理想的な受験生活を送るために、 

当塾がおこなっている指導について大事なポイントをお伝えします。 
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まず、愛情欲求を満たすために、もっともシンプルかつ、効果的な方法が 

「愛情のこもったごはんを、毎日食べること」です。 

 

当塾の生徒が「勉強しなさい」と言われなくても、勝手に勉強机に向かう 

一番の秘密は、意外に思われるかもしれないが、実はごはんにあります。 

 

当塾の生徒のほとんどは遠方から塾の近くにアパートを借りて 

一人暮らしをしながら塾に通っています。 

 

一人暮らしといっても、ほとんど寝泊まりするだけで 

起きている時間はずっと塾で過ごしています。 

 

ですから、塾生たちは、私たちスタッフと一緒に毎日ごはんを食べます。 

 

わたしたちは、そのごはんのことを「まかない」と呼んでいます。 

 

「まかない」とは本来、飲食店の料理人が、自分たちのために作る食事のこ

と。 

 

その「まかない」を作るのは、飲食店「ゆにわ」のスタッフです。 

 

御食事ゆにわ、べじらーめんゆにわ、社員食堂ゆにわ、茶肆ゆにわという 

４つの店舗がミスターステップアップのすぐ近くにあるのですが、 

その中の社員食堂ゆにわが、塾生たちの食堂になっています。 
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実は、この「ゆにわ」というお店は、 

当塾ミスターステップアップの卒業生が立ち上げたお店です。 

 

私（柏村）自身も、その立ち上げメンバーの一人です。 

（当時はまだ現役の京大生でした。） 

 

塾の卒業生で、飲食店をはじめるなんて、なんとも風変わりな話です。 

けれど、そこには深いワケがありました。 

 

私は受験生時代に、当塾の創始者・南極老人にこのような話を聞きました。 

 

 

「人は、なぜ食べるのか・・・・。 

それは食物を通して〝光〟を吸収するため。 

 

人の心も、身体も、健康も、合格も、 

成功も、幸福も、運命の糸も、みな〝光〟でできているんだよ。 

 

ところが、現状、多くの食べ物には、〝光〟がわずかにしか含まれていない。 

 

だから、おなかはふくれても、こころは満たされない。 

 

「イヤイヤ（勉強する）」 

「しかたなく（勉強する）」 

「どうせ（勉強しても・・・）」 
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という思いが心のどこかに残っているうちは、 

どんなに勉強しても成績は上がらないもの。 

 

なぜなら、「イヤイヤ」「しかたなく」「どうせ・・」という思い、 

さらに言うと、落ち着きのなさや、どっと疲れたような感覚は、 

〝光〟が消耗していますよ、というサインだから。 

 

〝光〟とは〝愛〟と言いかえてもいい。 

 

「愛」という字は、 

「こころが満たされて、おなかがいっぱいで気持ちがいい」 

という感情を表す。これを精神まんぷく、と表現しよう。 

 

子どもたちは、精神まんぷくになると、 

やる気・根気・積極性・集中力を、しぜんに発揮するので、 

勉強しなさい、と言う必要がなくなる。 

 

もとより、勉強しなさい、は逆効果。 

 

コンビニやスーパー、ファーストフード店に並ぶジャンクフードは、 

愛とはほど遠く、お腹は満たされても、心は満たされない。 

 

心が空腹になると人は、ろくなことをしない。 

それは子どもだけではなく、大人にも言えるんだよ」と。 
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塾長は、指導のかたわら、 

おいしい手料理を塾生にふるまってくれていました。 

 

手料理といっても、その料理の腕は三ツ星レストランのシェフが弟子入りを

志願するほどで、毎回、食べたことのないような美味しい料理ばかり。 

 

そして何より、心が満たされるごはんでした。 

 

 

不良生徒がタバコをペンに持ちかえた 
 

 

私が塾生だった頃、ミスターステップアップに通っていたのは決して 

マジメな生徒ばかりではありませんでした。 

 

実を言えば、 

学校の休み時間になったら裏に隠れてタバコを吸っていたり 

駅前で夜中にスケボーをしているような不良生徒もいました。 

 

はじめっから勉強する気のないような生徒です。普通なら、 

こんな生徒が一人いるだけで、塾の先生はたいそう苦労するのでしょうが‥ 

 

そんな不良生徒たちも、塾長の料理があまりに美味しくて 

それを食べたいがためだけに、塾に通っていました。 
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そして、１週間、１ヶ月と時間が経つにつれて 

彼らは例外なく、素直になり、前向きになり、元気になり 

気づけば、自習机で勉強するのが当たり前になっていました。 

 

しまいには、 

金髪にピアスの不良生徒が「先生！オレ、東大に行きたいっす！」 

なんて言い出すのですから、食のチカラ、恐るべしです。 

 

学校でイヤなことがあったり、家族とケンカして落ち込んでいる生徒も、 

塾であたたかいごはんを食べると、悩みが吹き飛んだように蘇っていました。 

 

みんな、そうして心が満たされていったのです。 

 

私たちは受験時代に、食の大切さを教わり 

食べ物がいかに受験の結果だけでなく、人生を左右するかを実感しました。 

健康な体はもちろん、健全な心も食によって作られるのだと。 

 

そして、食について知れば知るほど、日常の食事の危険性も知りました。 

 

今からお伝えすることは、受験生なら知っておいて損はありません。 

 

本気で頭を良くしようと思ったら、 

まず、ちゃんとした食事をとることが大事です。 
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スポーツでも、どんな分野においても、能力を伸ばし、勝負に勝つには、 

〝普段、何を食べるか〟がカギを握るからです。 

 

しかし、その事実とは裏腹に、 

食事のことを真剣に考えている受験生は、ほとんどいません。 

 

 

頭を悪くする食べ物 
 

 

ちょっとショッキングな事実かもしれませんが、 

いつも、当たり前のように食べているものの中にも、あなたの脳（思考）や 

メンタル（精神状態）に、大ダメージを与えるキケンな食べ物があります。 

 

その代表格が「白砂糖」と「質の悪い油」です。 
 

どちらも現代には溢れかえっているものですが、 

これらがいかに恐ろしいか、知っておくべきでしょう。 

 

本気で頭を良くしたいなら、たとえ受験までの期間だけでも、 

これらを断ってみるべきです。 

 

ほんとうに、一度やめてみればわかりますから。 
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これらを食べることで、自分（特に脳）がいかに悪影響を受けていたのか。 

 

 

あなたは甘いものは好きですか？ 

 

チョコ、ケーキ、ドーナツ、アイスクリーム、清涼飲料水など、 

世の中の「甘いもの」には、恐ろしい量の白砂糖が使われています。 

 

 
 

「甘いものを食べ過ぎると、身体によくない」くらいの認識は、 

ほとんどの人がもっていると思いますが、「砂糖」にも色々な種類があります。 

 

その中でも、もっとも多く使われているのが「白砂糖」です。 

 

白砂糖のことを「白い麻薬」と 呼ぶ人もいます。 
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これが、身体にどんな影響を及ぼすか？ 

 

頭がボーッとする。 

学習意欲の低下。 

精神が不安定になる。 

うつっぽくなる。 

身体が冷える。 

だるくなる。 

太りやすくなる。 

虫歯になりやすい‥。 

 

マイナス面をあげればキリがありません。 

 

そして最も恐ろしいのが、その「依存性」です。 
 

「甘いものがやめられない」というのは、単なる好みの問題ではなく、 

「白砂糖」がもつ麻薬なみの「依存性」が原因なのです。 
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「この世から白砂糖をなくしたら精神病はすべてなくなる」 

という学者すらいるほどです。 

 

しかし、それがあながちウソではないと思えるほど、白砂糖を食べるのを 

やめた塾生たちは、頭脳が明晰になり、メンタルの浮き沈みがなくなります。 

 

しかし中には、 

 

「甘いものを食べたら、心が落ち着く 

（だから、脳に悪いなんて信じられない）」 

 

「糖分は脳の栄養だから、とった方がいい」 

 

という受験生もいます。 

 

けれど、甘いもの（白砂糖）を食べた後、気持ちが落ち着いたり、調子が上

がったように感じるのは、血液中の糖が上昇したことによる一時的なもので

す。 

 

白砂糖はとてつもなく吸収が早く、急激に血中の糖が上昇しすぎるので、 

人の身体はそれを〝異常事態〟と認識して、血中の糖を下げようとします。 

 

すると今度は、血中の糖が不足してしまうため、 

それを上昇させようとして興奮ホルモン（アドレナリン）が放出されます。 
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これが出すぎると、 

思考力が減退し、集中力がなくなり、短気でキレやすくなります。 

 

すべて元は、白砂糖が原因なのです。 

 

ちなみに、インシュリンは一生で分泌できる量に限りがあるので、甘いもの

のとりすぎで、インシュリンが底を尽きてしまうのが、いわゆる「糖尿病」

です。 

 

こうなると、甘いものを食べられなくなるだけでなく、 

さまざまな病気を併発する可能性があるのです。 

 

（現在、日本の成人の約１割が糖尿病だといいますから、 

 白砂糖依存性になるのは、長い目で見ても恐ろしいことです） 

 

 

知らない間にプラスチックを食べている？ 
 

 

もうひとつ、気をつけるべきは「質の悪い油」です。 

 

脳は、油によってつくられます。 
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だから、悪い油をとり続けたら 

ニキビができるだけでなく、頭脳にも影響するのです。 

 

「油」と聞いてもピンとこないかもしれません。 

 

けれど、実はいつも食べているお菓子やパンなどの加工食品には、 

恐ろしいほど健康を害する油が使われていることが多いのです。 

 

真実を知れば、恐ろしくなるほど。 

 

脳は 60％が油（脂質）でできています。 

 

あなたが食べた油脂がその原料になりますから、 

限界に挑戦する受験生としては、シビアになるべきです。 

 

最も危険視されている油脂が、「トランス脂肪酸」です。 
 

  
 

植物性の油脂を加工する過程で発生するこのトランス脂肪酸は、 

細胞膜（特に脳の神経細胞）の形成を阻害するといわれています。 
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それによる身体へのダメージは、計り知れません。 

 

偏頭痛、アトピー、アレルギー、うつなど、私たちの身近にある疾患から、 

がん、動脈硬化、心疾患など生死に関わるものまで、 

あらゆる病気のリスクが激増することがわかっています。 

 

トランス脂肪酸を多量に含む代表例は、 

大量生産されるサラダ油、マーガリン、ショートニング、マヨネーズなど。 

 

ショートニングは聞き慣れないかもしれませんが、コンビニやスーパーにな

らんでいるお菓子の裏側（成分表示）を見れば、たいてい含まれています。 

 

パリッ、サクッとした食感は、ショートニングが生み出しています。 

しかし、これが、諸悪の根源なのです。 

 

その危険性は、もはや世界中で明らかにされており、アメリカやＥＵ諸国な

ど、トランス脂肪酸を含む油の使用を禁止している国や地域も多々あります。 

 

しかし残念ながら、日本ではまだその認知度が低いのが現状です。 

 

トランス脂肪酸を多く含むものは、植物性油脂の加工品です。 

「植物性」というと、身体に良くてヘルシーなイメージがありませんか？ 

 

しかし、それにダマされてはいけません。 
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その構造はプラスチックと非常に似ており、 

「食べるプラスチック」などと呼ばれたりもしています。 

 

これらはもはや〝食べもの〟ではなく〝化学物質〟だと言っていいでしょう。 

 

その証拠に、これらは何年間も放置しても腐りません。 

それどころか、虫も寄りつかないのです。 

 

 
バターは自然の食べ物だから虫も寄りつく（安全） 

マーガリンは化学物質だから虫も寄りつかない 

 

大手ファーストフード店のフライドポテトなどは、外に置きっぱなしにして

いても、一ヶ月経っても、二ヶ月経っても、ずっと腐りません。 

 

そのような、動物も寄りつかないようなもの（化学物質）を、 

人が当たり前のように食べていると思うと、ちょっと怖くなりませんか？ 
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そして、それによってあなたの身体が作られていくのです。 

これでは、精神や肉体にも、何らかの影響がでるのは当然ですし 

ましてや、脳が最高のコンディションを発揮することはないでしょう。 

 

だから、どの観点から見ても、食が大事なのです。 

 

 

食べ方を変えたら、願いが叶う 
 

 

しかし、この忙しい現代に、無添加で、愛情のこもった料理を、 

ご家庭で毎日作り続けるというのは、簡単なことではありません。 

 

そして何より、遠方から一人暮らしをして通う受験生たちは、 

食べるごはんがありません。 

 

受験生ですから、毎日作っているヒマはありませんし 

（そもそも作れる人は少ないですし）そのへんで毎日買って食べていたら、 

心は満たされないばかりか、いつか身体も壊してしまいます。 

 

ですから、このミスターステップアップに通う塾生たちに 

 

「おいしくて、心が満たされるごはんを、毎日食べさせてあげたい」 
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そんな思いでスタートしたのが、「ゆにわ」というお店です。 

 

つまり、はじめは自分たちスタッフと、 

塾生たちに向けた「まかない」からスタートしたお店なのです。 

 

「ゆにわ」の食事は、添加物や化学調味料、保存料などは一切使用せず 

自然の恵みをうけた食材たちと、人の手の愛情の込められた日替りメニュー。 

 

脳にも、心にも良い食事です。 

 

「ゆにわ」のごはんを食べ続けるだけで、 

塾生たちはみんな例外なく、おどろくような変化を体感します。 

 

カラダの調子が良くなったり、 

集中力が続くようになったり、忍耐力がついたり。 

 

頭が冴えて、ボーッとする時間が減り、 

何倍も濃い勉強ができるようになったり。 

 

考え方が明るく、発展的になって、 

不安を感じなくなったり。 

 

 

そして、見事、自分たちが目指した大学に合格していくのです。 
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だから、私たちは 

「毎日のごはんが、みんな真の願いを叶えるごはんであるように」 

という思いを込めてし「 真
ま

叶
かな

い 」と呼んでいます。 

 

そんな「ゆにわ」も、オープンから１０年の月日が流れ、 

全国からお客様の訪れる有名店になりました。 

 

 
 

きっかけは、「ゆにわ」の店長ちこが出版した書籍

が 

ベストセラーになったことです。 
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『いのちのごはん』（青春出版） 

『きずなのごはん』（青春出版） 

『神様ごはん』（サンクチュアリ出版） 

『開運ごはん』（神宮館） 

 

    
 

もし、ご興味があれば、ぜひ手にとっていただきたい本です。 

ここには、私たちが食にこめた思いが綴られています。 

 

塾生から「ちこ店長」と慕われている彼女も、 

私に同時期に受験勉強をしていた当塾の卒業生でした。 

はじめは数名だった塾生も年々増えて 

今や毎日１００食くらいのまかないを作っています。 

 

けれど、食材に妥協しないのはもちろんのこと、 

１食１食に懸ける愛情は変わりません。 

 

入塾説明に来ていただけたら、実際に塾生が毎日食べているごはんを、 

味わってもらうこともできますので、ぜひ一度、味わってみてください。 
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（こんなごはんを毎日食べられるなら、絶対がんばれる！と、入塾を決めた 

 生徒が過去に何人もいるくらいです。受験は場外戦。「がんばろう！」と 

 思える環境を用意できるかどうかが勝負を決めます。） 

 

 

本音で語れる先生がいると強い 
 

 

さて、食の話が長くなりましたが、愛情欲求を満たすというお話でした。 

 

食事以外にも、当塾の秘密はたくさんあります。 

 

その中でも、もうひとつ挙げるとするならば、 

それは生徒と私たち講師（スタッフ）が本音の付き合いをするということ。 

 

「丁寧な個別指導」とか「親身に相談にのる」とか 

そんな言葉は世間にも、あふれていますよね？ 

 

しかし、当塾の指導は、おそらくそれらの比較にならない
．．．．．．．

くらい、 

生徒のあらゆる悩みに、とことんまで付き合います。 
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私たちは、受験のプロとして、 

数えきれないほどの受験生の相談に乗ってきました。 

 

受験生の相談でいちばん多い内容は、何だと思いますか？ 
 

実は、勉強のことではありません。 

 

仮に最初は「勉強ができなくて‥」と相談にきたとしても 

深く掘り下げていくと、別の理由があることがほとんどです。 

 

親とケンカした‥ 

好きな子がいて気になる‥ 

付き合っていた彼氏(彼女)にフラれた‥ 

友達にバカにされた‥ 

○○さんに嫌われてるかも‥ 

 



83 
 

そう。 

勉強できない多くの原因は、実は勉強意外の要因からきているのです。 

（実際のところ、あなたもそうではないですか？） 

 

その根本原因が解決しなければ、またいずれ、勉強できなくなります。 

ですから、それが解決するまで、とことん付き合います。 

 

時には、近くの公園を歩きながら話を聞いたり、 

夜中まで悩み相談にのったり。 

 

一人の生徒と何時間も話をすることだって、珍しくありません。 

 

そして、朝昼夜と三食とも生徒と一緒に食卓をかこんで 

夜、生徒がみんな帰るまでずっと見守ります。 

 

  
 

受験生に３６５日、休みはありませんから 

受験の指導者も、同じ姿勢でいるのは当然のことだと思います。 
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〝当然のこと〟とは言いながら、そこまでやるのは、 

〝人生を懸けていなければできないこと〟でもあります。 

 

けれど、塾の先生に限ったことではなく 

誰かの人生を変えるほどの仕事をする人は 

どんな職業であっても、人生を懸けてその仕事に臨んでいるでしょう。 

 

そういう姿勢で臨んでいる人のことが、 

「あの人は、あの仕事が天職だ」と言われるだけのことだと思います。 

 

これは学校の先生でも、部活の顧問でも、同じだと思います。 

指導中の時間だけは〝教育者〟の顔をして、プライベートでは知らん顔‥ 

そんな先生のことを、信じられるはずがありません。 

 

生徒と一緒にいる時も、いない時も、 

仕事中も、プライベートな時間も、ずっと生徒のことを思い、 

生徒の幸せを祈れるような人こそ、真の教育者と呼べるのでしょう。 

 

そして、そういう姿勢でなければ、 

生徒から１００％の信頼を勝ち得ることはできないと思います。 

 

受験という厳しい競争を乗りこえるうえで心から信頼できる先生を 

見つけることができれば、それほど心強いことはありません。 

 

人が、愛情欲求から独立欲求へと成長していくタイミングで 
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必要となるのが、真の教育者との出会いなのです。 

 

あなたも、ぜひそういう先生を見つけてください。 

 

その支えがあるだけで、受験は圧倒的に有利になりますから。 

さらに、その先生が大学受験に精通した方であれば、言うことはありません。 

 

そして、もしミスターステップアップのことが気になっているなら 

どうか、あなた自信の〝目〟で確かめに来てください。 

 

私たちはいつでも、ここ（ミスターステップアップ）にいますから。 

※入塾説明はちゃんと一対一の時間を設けますから、予約はしてくださいね。 

 

 

誰でも、心はどこか満たされてない（かまって欲しい）という気持ちと 

でも、一人で生きていきたい（かまって欲しくない）という気持ちとが 

心の中に同居しているもあります。 

 

だから、一定の年齢になると親からの愛情は素直に受けとれないという、 

なんとも複雑な心境を泳いでいます。 

 

だから、その複雑な思いをうまく消化できるように導いて、自立できるよう

に 

受験生の背中を押すのが、真の教育者の役割であり、私たちの仕事なのです。 
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そう、大学受験指導においては 

正しい勉強法と、受験のプロとしての指導のクオリティのみならず 

真の教育者としての生きる姿勢が求められると、私は考えています。 

 

 

親に頼らない 
 

 

さて、あなたが目指す大学に合格するのみならず、 

一人前の大人になり、才能を発揮できるかどうかは 

自立を果たすべき年齢の〝今〟を、どんな環境で過ごすかが極めて大切です。 

 

そこで重要なカギを握るのは、ご両親との距離感です。 

 

この距離のとり方を間違えた受験生は 

かならず失敗しますから、よく覚えておいてください。 

 

「受験の合否は、親子関係で決まる」と言っても過言ではありません。 

 

ですから、受験生として知っておくべきことがあるのです。 

 

当塾の基本方針は、「親に頼るな。自立しなさい」です。 
 

そして、親御さんに対しては、 
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心配されるお気持ちがあっても、 

とにかく受験生（子ども）のことを信じて見守ってほしい 

 

ということを、いつもお伝えしています。 

 

それが、一人の人間として自立するためにも、大学受験に成功するためにも、 

一番良い方法だからです。 

 

当塾の「限界突破コース」では、 

ご両親とむやみに連絡を取り合うことを、禁じています。 

 

もちろん、そのことには、ご両親にも納得していただいた上で。 

 

なぜか？ 

 

受験生にとって、子どものころから慣れ親しんだ家庭というのは、 

甘えの原因になったり、自立の足かせになったりするからです。 

 

親離れできない（自立できない）子どもと、 

子離れできない（手放せない）親は、切っても切れない関係にあります。 

 

「ニワトリが先か、卵が先か」という議論のように、 

どちらが原因ともいえないけれど、両者が揃うと、どうしても 
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「甘える、甘やかす」 

「自立できない、手放せない」 

 

という関係が築かれてしまうことが多いのです。 

 

ですから、自立すべきタイミング（大学受験）においては、 

距離をおくに越したことはありません。 

 

受験は、最終的には一人の戦いです。 
 

まわりの大人がいくら心配しても、 

受験会場にまでついていくことはできません。 

四六時中、見守っているわけにもいきません。 

 

だから、自分の足で立てるように、 

親はいつか、厳しい愛をもって、突き放さなければならない時がくるのです。 

 

受験というのは、子どもにとっても、親にとっても、 

〝親離れ・子離れ〟を試される通過儀礼のようなものなのです。 

 

受験生は、心の奥（潜在意識）に親への依存心が残っていると 

無自覚に、わざと親や周囲の人を心配させるような行動をとってしまいます。 

 

わかりやすい例では、試験本番でとんでもない失敗をしたりするのです。 
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それまでいくら良い成績をとっていても、関係ありません。 

 

 

優秀なＴ君が本番で大失敗した理由 
 

 

実際に、私の教え子にも、模擬試験ではすごい成績をとるのに、いざ本番 

となると、信じられないような大失点をする生徒が過去に何人もいました。 

 

彼(女)らには共通点がありました。 

試験直前期に、不安に負けて、親に頼ったこと です。 
 

たとえば数年前。 

 

医学部を志望していたＴくんは、秋に受けた模試で、 

数学偏差値 70以上、第一志望にＡ判定という、見事な成績でした。 

 

しかし、センター試験本番が近づくにつれ、好調にかげりが見えはじめます。 

受験には関係のない、どうでもいいおしゃべりが増えていったのです。 

その発言は、自分の心のざわつき（不安）をまぎらわすためのもの。 

誰の目から見ても、それは明らかでした。 

 

そして、一番多い話題は、自分の家族の自慢話でした。 
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そんな彼は、センター試験本番で、とんでもない結果を残します。 

英語の点数が、２００点満点中、なんと１１０点。 

 

ふだん、過去問ではコンスタントに 9割（１8０点）以上を得点していた彼が 

急に本番でそんな点数をとるなんて、常識的には考えられないことでした。 

 

さらに、ほかの教科も、さんざんな結果だったのです。 

 

これはどう見ても、彼の潜在意識が（つまり心の奥で） 

〝独り立ち〟することを拒んでいる‥、というサインでした。  

 

柏村「この点数の原因は？ 心当たりはないの？」 

 

私が聞くと、彼は苦虫
にがむし

を噛
か

み潰
つぶ

したような表情で答えました。 

 

Ｔ君「実は、センター前日に、親が下宿先に泊まりに来てて‥、 

   いや‥、べつにジャマする訳じゃなくて、応援のためなんですけど

‥」 

 

柏村「入塾の時の誓いは？  

   たしか、あなたも、ご両親も、受験が終わるまでは、 

   塾での面談以外、会わないと約束しなかったかい？」 

 

彼に、返す言葉はありませんでした。 
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これは一例ですが、彼に限らず、 

・ご両親の過干渉 

・受験生の甘え 

によって、調子を崩してしまうケースは、本当に多いのです。 

 

 

大人になるために 
 

 

親御様が過干渉になってしまう原因は、ひとつではありませんが、 

究極的には、どこかで〝我が子を信じられないから〟です。 

 

心底、信じていたら、「あなたなら大丈夫」と、任せられます。 

でも、それができないから、不安になります。 

 

不安な気持ちは、インフルエンザのように感染します。 

 

親御様が心配・不安なモードになってしまうと、 

受験生も同じような気持ちになってしまうのです。 

 

もちろん、大学受験にはあなたの将来が懸っているのですから、 

親として、気になって仕方がないのは当然です。 
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「ちゃんと勉強は進んでるの？」 

「模試の結果はどうだったの？」 

「隣の○○さんは、予備校に行き始めたらしいけど、あなたはどうするの？」 

 

しかし、いろいろと質問されたり、詮索されたりして、 

ストレスを感じてしまう受験生も多いのです。 

 

けれど、互いの意見がスレ違って 

「もう、ほっといてくれよ！」と気持ちが爆発しそうになったり。 

（あなたも、経験はありませんか？） 

 

だれでも思春期を過ぎると、 

愛情欲求（愛されたい、かまってほしい）という段階から、 

独立欲求（独り立ちしたい、かまわれたくない）という段階に 

シフトチェンジしていきます。 

 

本来は、高校生以上になってくると、 

あまってあげる愛（Soft love）よりも 

突き放す厳しい愛（Tough love）が、必要になるのです。 

 

当塾に通う生徒のほとんどは、塾の近くに一人暮らしをしています。 

 

だから、しぜんと親元を離れることになります。 

これが受験勉強においては最適なのです。 
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もちろん、入塾したての頃は、親元を離れて寂しいという生徒もいます。 

 

また、子どものことが心配だったり、 

いなくなって寂しいという親御様もおられます。 

 

しかし、そういう気持ちがあればあるほど
．．．．．．．

、こと受験に関しては、 

いったん親元を離れた環境に身をおくのが得策です。 

 

それが、受験生が一人の大人として自立し、 

大逆転合格するための最大の秘訣なのですから。 

 

ただ、ここに書いてきたようなことを 

受験生（あなた）からご両親に説明したり、 

説得したりするのは、きっと難しいことだと思います。 

 

ですから、ミスターステップアップで勉強したいと思ったら 

まずはご両親と一緒に、入塾説明に来てもらうだけでも良いと思います。 

 

そこで、受験を成功させるために大事なことを 

受験生と、その親御様にとって、私たちからお話します。 

必ず、「来てみて本当に良かった」と思ってもらえるはずです。 

（入塾するかどうかは、それから考え始めても、遅くありません。） 

 

 



94 
 

良い親子関係をつくる、最も簡単な方法 
 

 

親子関係というのは、人間にとって永遠のテーマのひとつです。 

 

子どもと親という当事者同士では、お互いの言い分がありますから 

ちょうどいい距離感を保つことは、本当に結構難しいのです。 

 

ですから当塾では、受験勉強の期間中、私たち講師が 

お互いの間をとりもつ〝調整役〟をさせてもらっています。 

 

良い親子関係をつくる最も簡単な方法は 

その間にもう一人、間を取り持つ人（調整役）をはさむということです。 

（男女関係にも同じことが言えます。） 

 

受験においては、塾の先生（私たち）がその調整役になります。 

 

例えば、不安になった時に、どうしても親に頼ってしまう受験生がいたら 

携帯電話（スマホ）を預かることもあります。 

 

そして、何かご両親に連絡すべきことがあれば 

私たちの方から代わりに連絡をさせて頂くのです。 

 

受験生本人から連絡すると、 

 



95 
 

・つい、電話が長くなって時間をムダにしてしまったり 

・甘えの気持ちが出てきてホームシックになったり 

・気が緩んで急に勉強のペースが落ちたり 

 

そんなことが私の知る限りでも、何度もあったからです。 

 

それは、親御様にとっても、望むべきことではないでしょう。 

 

しかし、親御様が心配されるお気持ちも当然ですので、 

希望があれば、三者面談に来て頂いたり 

私たちの方から受験生本人の様子を電話でお伝えしたりすることもあります。 

（時には、親御様自身の相談に乗らせていただくこともあります。） 

 

実は、先ほど、合格体験記を紹介した永井くんも、 

本人からのたっての希望で、携帯電話を預かっていました。 

 

環境を変えることで、自分を変えようとしたのです。 

これは、彼が合格を支えた大きな要因のひとつでした。 

 

ここまでお伝えしたように、当塾ではありとあらゆる面で 

受験勉強に専念するために〝最高の環境〟を用意しています。 

 

あとは、あなたの気持ち次第です。 
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最後に、あなたに伝えたいこと 
 

 

私は、常に受験生に〝望んでいること〟があります。 

この長い手紙の、最後に伝えたいことでもあります。 

 

それは、 

 

「つまらないなら、勉強なんてやらなくていい。 

 心から楽しめる勉強に目覚めよう！」 

 

ということです。 

 

これまで、「いやいや‥」「ムリヤリ‥」の勉強をされられたせいで 

受験勉強に対してネガティブなイメージをもっている受験生がほとんどです。 

 

合格するために、〝やらなければならない（have to）〟みたいな。 

 

勉強にしろ何にしろ、生きていく中で 

〝～ねばならない（have to）〟に縛られるほど、幸せから遠ざかります。 

 

一日の大半が〝～ねばならない（have to）〟に縛られた時間であるなら、 

いくらお金があっても、えらくなっても、まるで奴隷のような人生です。 
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逆に、すべての行為が〝～したい（want to）〟になっている人は、 

生活に困らないだけのお金があれば、それだけで十分に幸せです。 

 

ついでに言えば・・ 

 

〝～ねばならない（have to）〟に縛られた人を見て 

「あの人、素敵ね」、「かっこいいよね」なんて、誰も思うはずがありません。 

 

〝～したい（want to）〟で生きている人は、 

しぜんと輝いて見えて、魅力的な男性・女性になれます。 

 

 

あなたは、どちらの人生を選びたいですか？ 
 

 

その選択は、 

「目の前の受験勉強にどのような姿勢で向き合うか」 

という形で、すでに始まっているのです。 

 

大学受験は、人生の縮図です。 
 

今、あなたが勉強に向き合う姿勢が、あなたの１０年後を決めます。 

 

本来、勉強とは他人から強要されるものではありません。 

もっとエキサイティングで、楽しいことなのです。 
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勉強がWant to になれば、 

一日１０時間以上、勉強することがあたり前になります。 

 

もっと遊びたい、テレビみたい、マンガ読みたい、ゲームしたい‥ 

いろんな雑念に負けなくなります。 

 

では、どうすれば、勉強が「したいこと（want to）」になるか？ 

 

その答えは、この手紙に書いてきたとおりです。 

 

まず、自分自身の心（愛情欲求）を満たしてあげること。 

そのカギを握るのが、「食」と「人間関係」です。 

 

・愛情のこもった、あたたかいごはんを食べること。 

・信頼できる先生、仲間に囲まれること。 

 

そして、あなたの自立心（独立欲求）を目覚めさせることです。 

 

そのためには、 

 

・あなたを甘えさせてくれる人（両親、恋人‥）とキョリをおくこと 

・本気になれる目標を見つけること 

 

これができれば、勝手にエンジンがかかり、やる気が湧いてきます。 
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「合格」を目標にしちゃいけない 
 

 

結果（受験の合否）に縛られている受験生は、 

勉強が「～ねばならない（have to）」になりがちです。 

 

あえてこういう言い方をしますが、あなたがこれから大学受験をするなら 

「大学合格」なんて〝ちっさなこと〟を目標にするんじゃなくて 

もっと先にある、大きな目標に向けて勉強すべきです。 

 

それこそ、あなたの秘められた才能（潜在意識、無意識のチカラ）を 

発揮するための、一番の方法でもあるのです。 

 

目標設定を間違えると、受験も人生も、うまくいきません。 

 

例えば、「絶対に東大に合格する！」という目標を立てて 

勉強していた受験生（Hくん）がいました。 

 

しかし、Hくんはセンター試験で致命的なマークミスをしてしまいます。 

その結果、センターは大失敗。 

 

東大を受験するには、センターの得点が足りない‥ 

彼の目標は、その時点で崩れたのです。 
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そこで彼は、一気にやる気を喪失してしまい、 

一週間くらい、ろくに勉強できない日が続きました。 

 

入試真っ只中の、いちばん大事なときに。 

 

それが敗因となり、私大の入試でも、思うような結果にはなりませんでした。 

 

はたから見ると、「バカだなぁ」と映るかもしれませんが 

彼にとっては切実な悩みだったのです。 

 

そして、彼と似たような失敗をする受験生は毎年ゴマンといるのです。 

 

・入試一ヶ月前の模試でＥ判定だった‥ 

・志望大学の過去問を解いたら合格最低点がとれなかった‥ 

・○○大学の競争率が高いと新聞に出ていた‥ 

 

まだ結果が出たわけでもないのに、そんなちっぽけなことで悩んで 

勉強ができなくなる受験生、あなたのまわりにもいませんか？ 

 

そんな受験生に、伝えたいのです。 

 

そもそも、 

 

「大学合格」を目標にしている（夢見ている）時点で 
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目標の描き方を間違えています。 

 

たとえ、その目標が日本で最高峰の「東大」だったとしても。 

 

なぜなら、心の中で「東大に行きたい」と思っているということは 

潜在意識にとっては 

 

「東大に行きたい」→「まだ今の自分は、東大レベルに達してない」 

 

という風に解釈されるので、 

 

「お前は東大以下だ。（東大には、まだまだ及
およ

ばないよ）」と 

 

自分で自分に洗脳をかけているようなもので、むしろマイナス影響なのです。 

 

 
 

合格する受験生は、心の中でどう思っているか？ 
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「自分なら東大に合格してあたり前かな」 

 

「仮に東大に受からなかったとしても、まぁ縁がなかったってことだろ」 

 

「別に受かっても、受からなくても、自分はベスト尽くすのみ」 

 

という感覚に近いのです。 

（そう思えるくらい、やるべきことをやり尽くしている、とも言えます。） 

 

 

幻想を打ち壊せ！ 
 

 

もちろん、自分が目指す大学に対して 

「絶対に○○大学に合格するぞ！」みたいな熱烈さは必要です。 

 

しかし、有名大学に対する誇大な幻想（あの大学は遥か高いところに 

あるという心理的距離）を持つべきではありません。 

 

仮に、その大学のブランドが手にはいっても、はいらなくても、 

あなたという人間の価値そのものは、１ミクロンも左右されないのですから。 

 

実際に、ちょっと想像してみて欲しいのです。 
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東大卒のエリートでも、 

プライドが高くて、偉そうで、思いやりのない人がいたら、 

その人のことを、誰が尊敬するでしょうか？ 

 

大学のブランドは、社会で認められるための切符にはなりますが、あくまで、

それは〝装飾品〟であって、人間の価値を決めるものではありません。 

 

むしろ、学歴以上の〝何か〟を感じるからこそ、 

「この人はすごい」と憧れたり、好きになったりするのではないでしょうか？ 

 

ですから、あなたも（受験生なら誰でも） 

 

「○○大学に合格しないと、勉強した意味がない」とか 

「○○大学に落ちたから、自分はダメなんだ‥」とか 

 

そんなことを考えて悩むのは、ナンセンスなのです。 

 

（それに、学歴しか頼るものがなくて、人間的魅力で人を惹
ひ

きつけられない  

 大人になることほど、悲しいことはありませんよ。） 

 

有名大学に対する誇大な幻想を打ち砕かなければ、合格は遠のきます。 

 

ですから、あなたの憧れの大学（その幻想）を 

手の届く範囲
．．．．．．

まで引きずり下ろすのです。 
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そのための一番の方法は、〝志〟
こころざし

を立てること です。 

 

 

夢は〝与えられる〟もの 

志は〝自分で立てる〟もの 
 

 

志は、夢とは別物です。 

 

世の中は「夢を大事にしよう」なんて言いますが 

夢をもつことは、志が立つに至る準備体操みたいなものです。 

 

それよりも、受験生なら志を持つことの方が遥かに大事です。 

 

夢とは、自分のやりたいこと。 

 

「ああなったらいいな」 

「こんな風になりたいな」 

 

悪い言い方をすれば、欲求（エゴ）の延長線上です。 

 

夢が叶ったときに得られるのは、満足感。 

しかし、満足感は一時的な幸せに過ぎず、長続きしません。 
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例えば、ちょーカワイイ彼女（カッコイイ彼氏）ができても 

数ヶ月すればケンカばかりになったり、他の人に興味が移ったりするし 

 

スポーツで、みんなに自慢できる成績をおさめても 

次で負けたら、もう幸せは戻ってこないし 

 

就きたい職業についても 

実際の現場は想像していた仕事と違うことばかりだし 

 

お金持ちになって、欲しい物が何でも買えるようになっても 

人の心（友情、愛、信頼関係‥）はお金では買えないし 

 

ずっと行きたかった有名大学に合格しても 

受かったとたんに目標がなくなって、生き方がわからなくなる。 

 

もちろん、一流大学を目指そうと思ったきっかけが、 

お金儲けがしたい、地位がある、かっこいい、等の理由でも構いません。 

 

ただ、受験勉強をする過程で、〝夢〟から〝志〟に進化させてほしいのです。 

 

本気で合格を手にしようと思えば、なおさらです。 

 

〝志〟
こころざし

とは何か？ 

 

それは、 
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「世のため人のために、 

 自分は人生を捧げてでも、これ成し遂げる」 
 

と〝決意〟することです。 

 

 

あなたはなぜ、その大学に行きたいのか？ 
 

 

〝決意する〟とはどういうことか？ 

すこし説明しましょう。 

 

人は何か行動するときに、動機がありますよね？ 

 

その動機をわかりやすく分類すると、４段階 に分かれます。 
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「意志、思考、感情、気分」の４段階です。 
 

上に行くほど、エネルギーが大きくなるので 

その動機から生まれた行動は、揺るぎないものになります。 

 

最もエネルギーが低いのは「気分」です。 
 

人の気分なんて、すぐに変わりますよね？ 

だから、なんとな～く、気分で「東大に行きたい」なんて言っている人は 

ちょっと辛いことがあったら、すぐに「やっぱや～めた」となるでしょう。 

 

「気分で行動が変わる ＝ 欲求に流されるまま」ということです。 

大 

小 

意志
思考
感情
気分

志

夢 

エ 

ネ 

ル 

ギ 

｜ 
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寝たいと思ったら寝て、食べたいと思ったら食べて、 

しんどいと思ったら休み、遊びたいと思ったら遊び・・ 

それで、まともに勉強できるはずがありません。 

 

そして、気分でコロコロと意見が変わる人は、誰からも信用されません。 

ですから、誰しも、自分の将来を決めるような事を 

その時の気分で決めようとする人は、あまりいないと思います。 

 

 

ひとつエネルギーが高くなると、「感情」になります。 
 

実は、多くの受験生は「感情」を動機にして進路を決めています。 

感情とは、恐怖、劣等感、好き嫌い、怒り、などです。 

 

例えば、 

 

・このレベル以上の大学に合格しないと、親に怒られる‥（恐怖） 

・昔から自分はバカだから、いい大学に入って逆転したい（劣等感） 

・好きな彼(女)があの大学に行ってるから、自分もそこへ行く（好き嫌い） 

・いい大学に入って、僕をバカにしたアイツを見返したい！（怒り） 

 

といったような動機は、すべて感情から生まれたものです。 

 

感情から生まれた動機がダメだとは言いませんが、長い受験生活を、 
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この「感情」のチカラだけで乗り切るのは、結構、難しいことです。 

 

なぜなら、釈迦やイエス・キリストのような聖者ならまだしも 

２０歳前後で、自分の感情を正しく操 縦
コントロール

できる人は滅多にいないからです。 

 

大人でも、 

「ムカついて、つい言いすぎてしまった」とか 

「失敗するのが怖くて、つい不正をしてしまった」とか 

「雰囲気に流されて、つい浮気してしまった」とか 

感情にまかせた行動をしてしまい、後で痛い目をみる人も多いと思います。 

 

感情は、まるで暴れ馬です。 

人は感情で行動すると、ロクなことがないのです。 

 

ですから、感情を動機にして受験勉強していると、 

がんばれる時はやれるけど、かんばれない時は全然ダメ‥ 

という、調子の浮き沈みがやたらと激しくなりがちなのです。 

 

 

もう一つ、上にあるのが「思考」からの動機です。 
 

この動機で行動できる人は、大人でもなかなかいません。 

「この行動をしたら、自分にどんなメリットがあるか？」を 

論理的に、理性的に判断して行動できる人です。 
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こういう人は、気分や感情に左右されにくい分だけ、コツコツ勉強できます。 

自分の考えがあるので、周りの受験生や、親や先生などからの意見にも 

いちいち振り回されることが少なくなります。 

有名進学校の秀才などは、このタイプが多いでしょう。 

だから、順当にレベルの高い大学に合格して行くのです。 

 

 

しかし、その上をいくのが「意志」からの動機です。 
 

私たちが塾生にいつも伝えているのは、 

「気分」とか「感情」とか「思考」を動機にして、将来を決めるのではなく 

「意志」を持って受験勉強に挑みなさい、ということです。 

 

そして、先ほども書いた通り 

「意志」を持つとは、即
すなわ

ち、〝志〟
こころざし

を立てること です。 

 

 

未来は自分自身で決めよう 
 

 

たとえば、当塾では医学部受験生に対して 

「医学部合格を目標にするな」と教えます。 

 

「医学部合格」は単なる、夢に過ぎないからです。 
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医学部合格を目標にしていたら、いざ合格して 

それを達成してしまったとたん、人生の目標がわからなくなります。 

 

だから、もっと先にある志を見てほしいのです。 

 

医者になった先に、一人でも多くの命を救いたい。 

苦しんでいる人に、生きる希望を与えたい。 

 

そんな志を。 

 

志とは、人から与えられるものではありません。 

子どもから大人になる時に、自分自身で〝立てる〟ものです。 

 

〝立てる〟とは、つまり、決意すること。 
 

ここで、 

「もしかしたら、（その志に対して）自分って本気じゃないかも‥」 

という自問自答は、必要ありません。 

 

この問いに、答えはないからです。 

 

自分自身が〝本気かどうか〟なんて、いくら考えても答えは出ません。 

考えるだけ、時間のムダです。 
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（しかし、多くの受験生がこんなことばかり考えて、時間と頭を 

 浪費してしまうのも事実です。） 

 

答えは、あなた自身が決めるしかないのです。 

どんな大人になりたいのか。 

どんな生き方がしたいのか。 

 

じゃあ、いつ決めるのか？ 

〝今〟しかないでしょう。 

 

例えば、今あなたが 

「自分は将来、必ず立派な医者になって 

 世のため人のため、みんなのために人生を捧げます」と、決意する。 

 

そして、今から本気になる。 

決意すれば、あなたの中に 意志 が生まれる。 
 

その意志にふさわしい自分になり
．．
きって
．．．

（ＦＡＫＥして） 

今日から生きてみるのです。 

 

だから、勉強法を変えるとは、生き方を変えることです。 

 

もし、受験当日まで、あなたがそれを貫けたら、 

その〝志〟が本物だったという証です。 
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こんな素敵な挑戦があるでしょうか？ 

 

世の中には、志を否定する大人がたくさんいます。 

 

「もっと現実を見なさい」 

「安定した人生が一番なのよ」 

「今のあなたの成績なら、○○大学くらいにしておきなさい」 

「Ｅ判定だから、志望校を変えたほうがいいよ‥」 

 

挑戦する前から、そんな声に耳を貸してはいけません。 

 

もしも、まわりからそんな声をかけられたら 

 

「燕
えん

雀
じゃく

いずくんぞ、鴻鵠
こうこく

の志を知らんや」（史記） 
意：スズメのような小鳥には、大きな鳥の志すことは理解できない 

 

と、心の中で叫べばいいのです！ 

 

「ちっぽけな人間には、大物になる人の志など、到底理解できない」 

という意味です。 

 

あなたには、どんな未来が待っているかわかりません。 

その無限の可能性が、大学受験という試練の中に、集約されているのです。 

 

先ほども書いたとおり。 
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「大学受験は人生の縮図」なのです。 

 

 

魅力的な人間になる 
 

 

私たちは、「どの大学に合格できたか」という結果もさることながら 

それ以上に、「どんな姿勢で勉強できたか」というプロセスを大切にします。 

 

なぜなら、その姿勢そのものが、あなたの将来をつくるからです。 

 

ずっと勉強し続けることは苦しいことです。 

 

どうしても解けない問題にぶつかったり、飽くなき反復練習をしたり。 

 

その中で、遊びたい、テレビみたい、マンガ読みたい、ゲームしたい‥ 

いろんな雑念がわいてくることでしょう。 

 

若くて多感な時期なら、なおさらです。 

 

限界に挑もうとおもったら、 

人間の根本的な欲求（寝たい、食べたい、恋したい‥）にも 

打ち勝たなくてはなりません。 

 

意志が強くなければ、限界は越えられないのです。 
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ですから、勉強に誠心誠意、向き合うということは、 

まさに、人間力（内面から溢れ出る魅力）を高める修行です。 

 

これはあなたが将来、どんな仕事に就こうとも求められることです。 

そして、男として、女としての魅力そのものです。 

 

だから、受験勉強を通じて、自分の内面を磨けば、 

必ずあなたの未来にも繋がります。 

 

外見がかっこいい（かわいい）とか、オシャレだとか、スポーツ万能だとか 

そういう外面的な魅力をもつ人を、うらやましく思うこともあるでしょう。 

 

けれど、人間は〝中身〟ですよ。 

 

ありきたりな言葉ですが、本当です。 

 

外見ばかり派手で、〝中身〟のない人間は、一時的にはモテたり、 

憧れられたりしても長続きしません。すぐに飽きられますから。 

 

結婚しても、幸せな家庭をきずけなかったり、 

仕事で一儲けしても、親友と呼べる人は誰一人いなかったり。 

 

うわっつらばかりで〝中身〟のない人生になります。 
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５年後、あなたがどんな人間に成長しているか？ 

 

１０年後、あなたがどんな人生を歩んでいるか？ 

 

２０年後、あなたがどんな仲間に囲まれているか？ 

 

その未来は、この大学受験を通じて、 

あなたがいかに内面を磨くかに、かかっています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

この手紙を読んで 

 

「受験のイメージが変わった」 

「なんか、自分も変われそう」 
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そう思った人もいるかもしれません。 

 

もしそのように思ったなら、 

その希望がウソじゃないと証明するのは、あなた自身です。 

 

この長い手紙でも、当塾の合格の秘訣のほんの一部を書いたに過ぎません。 

 

ミスターステップアップで、運命を変えるような受験生活を 

送りたいと思ったのなら、ぜひ、あなた自身の目で確かめに来てください。 

 

「でも、親に反対されそうだしなぁ‥」とか 

「大手予備校に行くように言われているし‥」とか 

「これ以上（学費で）親に迷惑かけられないし‥」とか 

 

いろいろな事情もあると思います。 

 

けれど、そうやって頭の中で結論を出して、何も行動しなければ 

運命はいつまでたっても変わらないものです。 

 

まず行動してみることです。 

 

聞きたいことがあれば、入塾説明（無料です）に来てください。 

 

ご両親と一緒に来る受験生もいれば 

居ても立ってもいられず、一人で来る人もいます。 
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電話やメールで、相談してもらっても構いません。 

 

あなたの挑戦を、待っています。 

 

 

一緒に大逆転合格を目指そう。 

自らの手で、人生を変えてみよう。 

 

 

大学受験塾ミスターステップアップ 

柏村真至 

 

 

入塾のご相談はこちらから 
 

電 話 072-864-6315 
   受付時間 10:00～22:00 

メール bible@mrstepup.jp 


