
あなたが受験を闘う意味 

こんにちは、池田です。 

現在僕は、都内でE-SG学習塾という私塾をやっています。  
それ以前は講師として大手の予備校に勤務していました。 

僕はこれまで、予備校など７社で合計６,０００回以上、個人の家庭教師として＆自身の経
営するE－SG学習塾では合計４,０００回以上、合わせて１０,０００回以上の授業をし、
多くの生徒が志望校に合格するのをサポートしてきました。 

あるとき、それまでの指導経験や、自分が受験生だった頃を振り返ってみて、大きく成長
して合格する人々にはいくつかの共通点があることに気付きます。 

その共通点の１つに、『受験に自分なりの意味をもたせている』という点があるんです
ね。 

今日はこれから、『受験に自分なりの意味をもたせている』ということについて、僕自身
の経験談を交えながら、自己紹介も兼ねて詳しくお話したいと思います。  

ただ一生懸命がむしゃらに勉強するだけでは点数は上がらない！？ 

僕が受験生やった頃のお話をしましょうか。 

和歌山県のど田舎の偏差値４０就職専門高校で不良に怯えながらキョロ充してた高校生の
頃です。 

「このままやったらアカンわ、自分変えやんと！」と思って、いきなり何も考えやんと国
公立大医学部を志望して１日１７時間の猛勉強に突入したんですね。 

当時アホすぎて、本気で「問題集の答え（しかもその番号）を丸暗記すればどこでも合格
できる」と思ってました。 



なので、１日１７時間くらいずーっと問題集の答えを、具体的には、英語の４択文法問題
集の答えの番号（①～④とか）だけを覚えていたわけです。 

そのまま解答番号を、番号だけを！ 
「上から②、③、①、①、その次は④やな！」みたいな感じで。 

今から考えると、自分でも信じられないくらい常軌を逸した奇行なわけですが、当時は本
気でそれが医学部合格に繋がるんやと信じ込んでいました。 

まあ偏差値４０の高校で落ちこぼれのやつなんて、所詮そんなもんなんですわ。 

いくら勉強（と言えるものでは無かったが）しても成績が上がるはずもなく、当然の如く
そのまま浪人生活へと突入しました。 

浪人して数ヶ月経った頃。 
ようやく多少マシな『勉強』の仕方がわかってきます。 
でも効率が悪いせいか、模試の成績などは一向に上がる気配を見せず、結局そのままセン
ター試験を受け、結果も散々（５教科７科目で半分無いくらい）でした。 

そんな感じであっという間に突入した浪人２年目。 

そこで初めて『勉強法』という概念に出くわします。 

復習の仕方、時間管理の仕方、使うべき参考書、過去問の解き方、問題演習の仕方などな
ど、受験を闘い抜く上で必要なテクニックを沢山知ったことで、マーク模試の点数が５教
科７科目で約８割まで上がりました。 

「これで全部上手くいくわイエーイ♪」とか思ってたら、ここで問題発生。 
一向に記述模試（医学部模試や駿台全国模試）の成績が上がってこないんです。 

結局。 

予備校の先生に相談しても、 
通ってた予備校の夏期講習取りまくっても、 
勉強法に関する書籍を１５冊以上読んでも、 
同じ問題を１０回くらい復習しても、 
勉強時間１日２０時間に伸ばしても、 



一向に成績は伸びませんでしたね。 

そんな感じで勉強時間を極限まで伸ばしてた頃。 
ついにストレスと過労で病院に運び込まれます。 

病名は突発性気胸。 
肺に穴が開くという意味不明なストレス性の病気です。 

結果的に、何度も手術した影響でセンター試験をまともに受けることができず、そのまま
３浪目に突入となりました。 

予備校に２年も通って最終的に手元に残ったのは、８割くらいのセンター試験の点数と、
病気でボロボロになった身体だけだった、というわけです。 

『勉強法を駆使して精一杯頑張るだけでは合格できない』ということを、文字通り身を持っ
て知りました。 

勉強法（受験テクニック）よりも大切な『何か』 

５回の手術・１１回の入退院の末に迎えた浪人３年目。 

宅浪生活をエンジョイ？していたあるとき、同じ３浪仲間からのメールで紹介された個人
塾の先生（４０才くらいのおっちゃん）と出会ったことで、人生が変わります。 

その先生を一言で表すと『変』でした・・・いやマジで。 

変なんですけど、言ってることは全部正しくて（かつ過激で）、みんな「あーなるほどな、
確かに」ってなる感じ。 

具体的には、以下に示す先生語録（池田編集）をご覧ください。 



「頑張って合格できるんやったらみんな合格できるわ！」 

「勉強法らそんなん上辺だけのテクニックや、能力低い子はそんなもんじゃ合格で
きへん！」 

「偏差値とか点数意識すればするほど合格から当ざかるで。そんなしょーもない妄
想やめて、はよ目の前のやるべきことやりなぁ！」 

「人生で１番大切なんは成功やないで、成長や。成長が１番の宝モンやってことを
ちゃーんと分からなアカン。そしたら知らんうちに成功もついてくるわ！」 

みたいな感じ。 

僕は、その先生の激烈かつ適切な指導のお陰で、勉強法（受験テクニック）よりも大切な
『何か』をなんとなく掴み始めます。 

それから数ヶ月後には、医学部模試や駿台全国模試でA判定を出せるようになっていまし
た。 

医学部模試で初めてA判定を出せたときは、 
「よっしゃ、僕もこれで医学部合格できるんや！」 
てな感じで興奮したのを今でもよく覚えています。 

恐ろしい病魔はすぐそこまで迫っていました。 

余命５年、不治の難病 

術後の定期検診にて、５回も僕の手術をしてくれた主治医に 
「先生！ついに医学部模試でもA判定出たで！」 
と報告した頃だったと思います。 

特発性間質性肺炎というストレス性の難病に罹患していることが発覚。 



恐る恐るネットでポチポチ調べてみると、平均余命はおよそ５年。 
主治医の先生からは「病気の進行具合から考えて、３０歳までに在宅酸素療法が必要にな
るかもしれません」と言われます。 

「え、余命５年て・・・、医学部入っても卒業できんかもしれやんてことか・・・」 

「自分で人生終わらせた方がマシや」と思うくらい絶望しました。 

結局その後、主治医に「医学部とは違う道を探す方が幸せかもしれやんで」と言われて、
「あーほんならもう大学とかいかんでええわ、医学部とちゃうんやったら大学いく意味な
い・・・」というショボイ結論に至ります。 

世の中の全ての不幸が自分に襲い掛かってきている。 
そんな錯覚に囚われて、もう何も手につかなくなってしまいました。 

受験勉強を辞めた数ヶ月後には、呆然としながら受けた地元企業への就職が決まります。 

「とにかく残りの人生を前に進めよう。」 
「このままのんびりと余生を過ごそう。」 
定年後のおじいちゃんのような思考で、ゆっくりと人生の幕引きが行われる。 

そんな感じで、若干２１歳の若さで徐々に枯れて腐っていこうと決心していた、浪人３年
目の年末大晦日の寒い朝。 
例の個人塾の先生から電話が入ります。 

確かにそこにあるとても大切な『何か』 

「おー元気ー？大学いっとかへん？」 
それが３ヶ月ぶりに聞いた先生の第一声でした。 

いやいやいやもう就職決まってるし、僕の身体のことも知ってるでしょ先生！とか思いつ
つも、なんやかんやイロイロ理由を付けられて大学受験をゴリ押しされます。 

決定打となったのは、先生の次の一言でした。 



「池田くん、自分が何で３浪もして大学受験頑張ったんやと思う？池田くんにとって、受
験勉強ってどういう意味を持つんやろうね？」 

はっとしました。 

僕にとっての大学受験とは、最初の頃（現役～２浪目）は、ただ合格するためだけにやっ
ている、それ自体には意味すら感じない、我慢だけの期間だったのです。 

将来医者になったとき、絶対に役に立たないであろう無駄な勉強をただひたすら行う。 
勉強法という、得点するための受験テクニックを知って、ただひたすらそれを駆使して苦
行する。 

そんな得点レースが受験なのだと思っていました。 

浪人３年目に入って、先生の話（という名の無茶振り）を聞きつつ努力してからは、僕の
中で受験の概念は全く異なるものとなっていきました。 

これだ！と思える自分、腹の底から生きがいを感じている自分、毎日成長を実感できるよ
うな充実した生活を無我夢中で楽しんでいる自分。 

そんな将来のなりたい自分の理想像に向かって頑張ることと、今現在この瞬間ここにある
自分が受験を全力で闘うこととが、完全に一致していたのです。 

僕にとっての受験は、一世一代の、今その瞬間の特殊な強制力のある環境下でしか味わえ
ないような純然たる成長期となっていました。 

気付けば毎日無我夢中で、自身の人間としての成長を存分に楽しみながら受験勉強をして
いる自分がいました。 

このとき僕は、勉強そのものや、勉強法（受験テクニック）とは異なる、とても大切な
『何か』を獲得していたのです。 

このときはまだ、その『何か』が具体的に何なのかを言葉にできませんでしたが、その『何
か』は確かにすぐそこにあり、自分の胸の中心のあたりで、優しくあたたく、それでいて
力強く火を灯していました。 



「いつまで健常者として生活できるかわからへんけど、もう１回、もう１回だけ頑張って
みるか！」という気持ちで、約４ヶ月ぶりに僕の大学受験が再開します。 

確かにそこにある大切な『何か』を求めて。 

大切な『何か』を探す旅 

結局。 

センター試験までの残り２週間、これまでに無いくらいの猛勉強（１日２０時間くらい集
中、アホです、真似しちゃダメですよ体壊します）により、センター本番ではなんとか約
８割５分を確保。 

Google様に聞きながら、『肺の難病治療に定評がある病院が近くに存在する４年制の国
公立大学』という、おもろいくらい限定的な条件の大学を探したところ、なんと１件だけ
該当する大学がありました。 

その名も『千葉大学』。 
「千葉？どこやんねん！？」ってのが最初の感想です。 

長い長い３浪漂流の果てに千葉大学に合格し、言葉は・・・かろうじて普通に？関西弁は
通じるけど、全く見知らぬ千葉の土地へと流れ着いたというわけです。 

見知らぬ千葉の土地で最初にやったことは、サークルへの参加でも、千葉大内での友達作
りでも、病院への通院でもなく、塾講師のアルバイト探しでした。 

この頃の僕は必死やったわけです。 
自分が数ヶ月前、受験生の頃に獲得してきた、勉強・勉強法とは異なる大切な『何か』が
一体何なのか？を知ることに対して。 

情けないことに、あれだけ、その大切な『何か』に生きる意味を教えてもらったにも関わ
らず、それが具体的に何なのかが全くわからなかったんです。 
そこで、「今度は自分がモノを教える立場になってみたら見つかるんとちゃうか？」とい
う考えに至り、塾講師を始めてみることにしました。 



それからの日々は、忙しすぎてあっという間に過ぎていきましたね。 
誰かが世界中の時間の経過スピードを変えたかのように。 

講師としての出勤当初、いきなり大きな挫折の瞬間が訪れます。 

「いやいや、僕メッチャ勉強してきたんやから教えるのなんか余裕やろ！」 
とか思いつつ初めは調子に乗っていたわけですが、数回の授業では生徒にまったく成長し
てもらえなかったのです。 

内容を理解してもらうことはできたし、定期テストの点数を伸ばしてもらうこともできた
のですが、そこに大切な『何か』を獲得してもらうこと（成長すること）を噛ませること
ができない。 

つまり、限られた時間内で、生徒に勉強を楽しんでもらうことができなかったのです、全
く。 

『やりたくもない勉強をイヤイヤ・無理矢理我慢しながらこなして、なんとか定期テスト
の点数をとる』という限定的な状況しか生むことができませんでした。 
確かに内容は理解してもらえて、定期テストの点数も上がりましたが、そこにはほとんど
成長が無いのです。 

「これはダメや、このままやったらみんな、受験合格なんか絶対にできへん！」 

このとき、自分が合格できることと他人が合格できることとの次元の違いを痛感します。 
他人を合格できるようにサポートすることは、自分が合格できるようになるのとは根本か
ら理屈が異なるという事実を思い知りました。 

それからはただひたすら修行僧のように、「他人に大切な『何か』を獲得して合格しても
らうためにはどうすれば良いのか？」を考える日々でした。 

朝、大学へ行って、必死に数・物理・化・生物・言語学・教育心理学・行動学の専門科目
を勉強し、 
夕方、塾に行って、なんとか目の前の生徒に成長してもらえるような指導をしようともが
き苦しみ、 
深夜、アパートに戻って、大切な『何か』とは一体何なのか？また、それはどうすれば他
人に獲得してもらえるのか？をノートに書き殴りながら朝まで考える。 



気付けば、そんな感じの毎日になっていました。 

そんなある時、アルバイト先の塾の社長の紹介で、そこそこ大きな予備校への転職が決ま
ります。 
「池田くんにはもっと大きな教室で多くの受験生を見て欲しい」というありがたいご厚意
をいただいたのです。 

まあいわゆる『コネで転職』ってやつですわ。 

「これは大切な『何か』を究明するチャンスや！」と感じて、思い切って予備校への転職
を決意します。 

大切な『何か』が欠けた世界の教育 

予備校に移ってから数年が経過した頃。 
ある程度の指導経験が積み重なり、さらには家庭教師の依頼も沢山頂くことができていた
ので、僕は自分なりの、自分にしかできない指導方法を確立しつつありました。 

この頃ついに、それまでずーっと探し続けてきた、勉強・勉強法とは異なるもっと大切な
『何か』について、なんとなくそのヒントのようなものが掴めてきたのです。 

そのヒントは、次のような、合格する人に共通する特徴です。 

『受験勉強に自分なりの意味をもたせている』 

これが、大切な『何か』の実態を掴むための重要なヒントになりました。 

自分が受験生だった頃や、それまでの指導の経験を振り返ってみて思ったのが、合格でき
る人は、ちゃんと自分の人生を自分で定義した上で、受験を苦しみながらも楽しんでいる
傾向にあったということです。 

『自分の人生を自分で定義』なんて言うと、すごく大げさに聞こえるかもしれませんが、
例えば 



「私は人のお世話をして、その人からお礼を言ってもらえたときに嬉しさ・楽しさを感じ
るから、人のお世話をするような仕事がしたくて看護学部を目指しているんです！毎日１
日中受験勉強するのは大変だけど、この勉強が将来に繋がっていると思うと、凄くやりが
いを感じます！」（元生徒が実際に言っていた言葉です） 

というのは、簡単やけど立派な『自己定義』ですよね？ 
受験勉強を頑張ることと、自分の将来の理想像へ向かうこととがピッタリと一致している
から、どんどんやる気が湧いてきます。 

この自己定義を、深く、自分の心に正直に、純粋な気持ち・崇高な考えに基づいてきっち
りと行えば行うほど、受験に対するボルテージが高まり、その結果合格に近づけるのです。

ずっと探し続けてきた、勉強・勉強法とは異なる大切な『何か』が少しだけわかりました。

しかし、それと同時に。 
自分が予備校講師として、受験生の大切な『何か』を高めるような授業をできていないこ
とに気付きます。 

家庭教師としては、生徒との対話を繰り返すことによって、相手の本当に心の底からやり
たいこと、またはやるべきお役目を悟ってもらい、大切な『何か』を獲得してもらうこと
ができていたのですが、予備校講師としてはそれをほとんどできていないことに気付いた
のです。 

融通の効かない限られた授業回数、制約の多い指導カリキュラムの規則、講師→受験生へ
の対話の無い一方通行の指導。 

このような指導スタイルでは、とてもじゃないけど大切な『何か』を掴んでもらうことが
できません。 

結果、家庭教師先の生徒はみんな「勉強は辛いけどやりがいがあって楽しい！」と言いな
がら受験に取り組んで、ドンドン合格していくのに対し、予備校の生徒はみんな暗い顔を
しながら受験に取り組んで、最初から能力の高い子『だけ』が合格していきました。 



その事実に、あがいてもあがいてもどうすることもできないまま、何だか墨を飲んだよう
な気持ち悪いモヤモヤとした違和感を抱えながら、気付けば大学４年、就活の時期に差し
掛かります。 

元々、肺が半分無く「３０歳頃には…」と言われていた身なので、一般企業への就職は考
えていませんでした。 

かと言って、その頃はまだ個人の家庭教師としてご飯を食べていけるほどの知名度も無
かったので、プロの予備校講師（１年ごとの業務委託契約）という道を志します。 

・・・志したまでは良かったんですが、これが中々採用をもらえない！ 

そもそも大手予備校の講師職を希望する人で千葉大学出身なんていう低学歴なのは自分だ
けじゃないのか？という錯覚を起こすくらい、周りの就活生の学歴が金ピカで焦りました。

（採用された後に）聞いてみたところによると、筆記試験・模擬授業の突破者のほとんど
が東大・慶応大などの有名一流大学卒、しかも予備校講師としてそこそこのベテランだっ
たとのこと。 

他社の面接で２回ほど落ちたあと、残った１つの大手予備校の採用試験にかろうじて合格
できたのでした。 

そして大学を卒業し、ついに講師として出講。 
ここで僕は、受験産業（受験ビジネス）における悲しい現実を目の当たりにします。 

もともと、ある程度気付いていたことではありましたが、予備校が売っているのは、最初
から能力が高くて（≠成績が高い）やる気のある人『だけ』が受かるようなシステムなの
です。 

予備校側は、はなから「やる気を出すのは受験生自身の問題」という態度で、受験科目の
内容やある程度の方法論だけは教えるという感じ。 

もちろん、生徒が相談をしにいけば受付のスタッフが親身に話を聞いてくれはしますが、
「じゃあどうすればええの？」ってなる様な答えしか得られないことがほとんど。 

スタッフによっては信じられないような、ここで言うのも憚られるような対応をして、受
験生を酷く傷つける人もいました。 



多くの生徒を相手にしなければならないので、大量の生徒を捌ききるシステム化・マニュ
アル化は仕方のないことなのでしょうけど。 

でもシステム化・マニュアル化が過ぎれば当然、能力の低い生徒や、イマイチ自分をちゃ
んと定義できていない、本当はやる気のある崇高な精神の持ち主なのに、ちょっとした気
付きが得られずモチベーションの下がってしまっている生徒などを、上手く感化すること
はできないのです。 

本当に多くの予備校に通う受験生（浪人生）が、受験期間をただ辛いだけの意味のない蛇
足的な１年間だと思いながら、ひどい人だと受験期間を恨みながら勉強していました。 

「はやく大学に入って遊びたい」、「楽に大学に入りたい」、「もっと楽しいことをした
い」、「もっと自由になりたい」。  

予備校に通う多くの受験生が、そんな考えを抱きながら受験期間を過ごしているのです。 

もちろん、いち早く合格するのはとても大事だし、遊びたい・自由になりたいと思うこと
も悪いことじゃないですよ？  

でもそんな受験を忌避したような考えのままじゃ、多くの人は集中して勉強できず、その
期間に得られるはずの成長も得られないまま、結果的に合格できないのです。（もちろん
一部の能力の高い人は除きます。） 

本来受験勉強とは、人として成長するための充実した期間であるはずなのです。 

教育する側（学校・塾・予備校側）が、そのことをちゃんと受験生１人１人に伝え、理解
してもらい、そして１人１人とじっくり時間をかけて丁寧に対話を繰り返すことで『自己
定義』をしっかりと行ってもらえるよう、綿密に命をかけて教育すべきなのです。 

そうしてはじめて受験生自身が、その勉強している瞬間瞬間、その目の前の受験勉強が、
将来の自分の理想のライフスタイルへと繋がっているという臨場感を強く持ちながら、受
験勉強に打ちこむことができるのであります。 

受験生自身が、将来のなりたい自分の理想像に向かって頑張ることと、今現在この瞬間こ
こに在る自分が受験を全力で闘うこととを、完全に一致させることができる。 



そうすることではじめて、ちゃんと成長を実感できる厳しくも楽しい毎日を生きながら、
胸があたたかくなるようなありがたさを感じつつ集中して受験勉強に打ち込むことができ
る。 

そんな崇高な精神・思考・意識を受験生が獲得できるように導くための教育の場が、本来
の塾・予備校のような教育施設のあるべき姿なのではないでしょうか？ 

現代の予備校には、僕がかつて受験生の頃に獲得した、勉強・勉強法よりも大切な『何か』
を（受験生が）手に入れる手段がありませんでした。 

予備校で行われていた、そして僕が予備校で行っていたのは、大切な『何か』が欠けた世
界の教育だったのです。 

あなたは心の底から勉強を楽しんでいますか？ 

まずは、ここまで読んでくれてありがとうございます。 

受験生であるあなたに『自分が受験する意味』をちゃんと考えてもらいたくて、大切な事
を伝えられるように文章を書いてみたら、気付くとそこそこの長さになっていました。 

この後ついに、勉強・勉強法よりも大切な『何か』が、一体何だったのかをあなたに説明
致します。 

そして、いつかあなたにお会いする機会があれば、その際はこの『何か』を獲得するため
の方法をお伝えしたいです。 

ここで１つ、僕から質問。 
あなたは心の底から勉強を楽しんでいますか？ 

もしかしたら、 



「勉強…確かに毎日そこそこやれてはいるけど、心の底から楽しめてはいないか
な・・・。」 

「一度集中してやり出せば凄く頑張れるんだけど、手に付かないときもあるよな・・・。」

「勉強を心の底から楽しむなんて、とてもじゃないけど無理。はやく終わって欲しい
よ・・・。」 

と思ったかもしれません。 

勉強を楽しめない、中々勉強することができない、やる気が出ない、集中できない。 
もしこんな状態であっても、これは決してあなたの責任ではありません。 

あなたは、今まで自己定義をきっちりと行うことができず、なんとなく勉強に取り組んで
しまっていただけなのです。 

『自分がやる物事の意味』をしっかりと深く自己定義できていれば、人はきっとやること
成すことの全てを楽しめます。 

自己定義をちゃんとしていれば、今現在目の前にある物事を全力で頑張っているあなた
と、将来の理想のあなたとが完全に一致しているような、エネルギーの高い状態を維持す
ることが可能なのです。 

エネルギーの高い状態においては、 

・朝起きるのが辛くなくなる 
・昼間眠くなることが少なくなる 
・１日１０時間以上の勉強に抵抗なく取り組める 
・頭の中のノイズ（不安や心配事）の影響を受けなくなる 
・毎日無我夢中で集中して受験勉強に取り組むことができる 

などのようなことが自然に可能となります。 

「いや嘘やろ！？ホンマかよ？」って思う人もいるかも知れないんですけど、自己定義を
ちゃんとしていれば可能なんです。 

その自己定義の仕方を、僕は毎日、自分が運営する塾で生徒に伝えています。 



僕が受験生だった頃に感じた、そして今でも身近に感じることができる、とても大切な『何
か』の説明と一緒に。 

大切な『何か』を獲得できる世界の創造 

結局、僕は周囲の反対（主に同じ講師仲間や予備校関係者からの）を押し切って、たった
２年で大手予備校講師という肩書きを捨てることにします。 

僕にしかできないであろう、受験生が大切な『何か』を獲得できる教育の場を創造するた
めに。 

周りからは、 

「せっかく苦労して予備校講師になったのに、そんな簡単に辞めるなんて・・・」 

「みんながみんな、就きたくても予備校の講師になれるワケじゃないんだよ！」 

「それだけの報酬があるのに、そんなところを辞めるなんて・・・」 

「（別に契約上の違反ではないけど）急に辞めるなんて言われても困ります、何とか来年
も教壇に立ってもらえませんか？」 

とか言われましたが、それでも僕の決意は変わりませんでした。 

よくよく考えてみると。 
予備校業界には、僕の『替え』はいくらでも存在します。 

僕は別に東大卒ではないし、はっきり言って、「今でしょ！」の林修先生のような一度に
多くの人を喚起できるパワフルなカリスマ講師でもない。 

しかも臓器（肺）は半分くらい無いし、難病のせいで「３０歳くらいで酸素吸うための機
械必要になるかも」とか医者に言われている。 

僕が予備校講師という枠内でできることは、他の講師でも十二分にできるのです。 



でも。 
予備校という枠から外の世界に出れば、話は変わってきます。 
そこには僕にしかできないことがあり、僕がそれを行うことによって、目の前の受験生の
人生を大きく良い方向に変えることができると強く確信できるのです。 

僕にしかできないこと。 
それは、受験生に勉強や勉強法よりも大切な『何か』を獲得してもらえるような場を創る
こと。 

そして、その場に参加してくれている受験生にちゃんと自分のことを定義してもらい、心
の底から「辛いこともあるけど、楽しい・充実している・成長を実感できる！」と思って
もらえるようにすること。 

このような場を創るために、僕は周囲の反対を押し切って予備校講師を辞め、そして『E-
SG学習塾』という私塾を設立しました。 

かつて僕の人生を大きく変えてくださった恩師が、肺の半分を失いそして自身の目標（医
者になること）すら無くして生きる意味を見失っていた僕に、こう言いました。 

「人生で１番大切なんは成功やないで、成長や。成長が１番の宝モンやってことを
ちゃーんと分からなアカン。そしたら知らんうちに成功もついてくるわ！」と。 

当時はこの言葉の意味をあまり深く理解していませんでしたが、それから６年の歳月をか
けてようやくこの意味を腑に落としこむことができたのです。 

それは、『成長することこそが、生きる歓び（成功）に繋がる。』ということでした。 

『持続可能な成長にこそ生の本質がある』という信念のもと、教育の『育』に残りの命を
全て捧げたい。 

そして願わくば僕が死んだ後も、１人でも多くの塾生が社会に飛び立ち、次の世代へと成
長の喜びを持続的に繋いでいってあげて欲しい。 

僕はそんな願いのもとで、設立した塾に『Education for Sustainable Growth（E-SG）
：持続可能な成長のための教育』という名前を付けました。 



…と、ここまでのお話が、今から２年前までのお話になります。 

それからまた色んなことがあって、ようやく現在に繋がるのですが、そのお話まで今ココ
に書くととんでもない長さになってしまうので、続きはいつかお会いしたときに致しましょ
う。 

以上が、僕の自己紹介兼あなたへのメッセージになります。 

簡単にではありますが、僕の事をある程度知ってもらいたくて、お時間をいただきました。

あとがき：あなたが受験を闘う意味 

昨年、自分の塾の生徒に「先生。なんやかんや遊んでみたり、色々寄り道したりして思っ
たんですけど、結局受験勉強しているときが１番充実していて楽しいです！」と言われま
した。 

これは、『自分が受験を闘う意味』をちゃんと自分で定義して、腑に落とすことができた
人の言葉です。 

これが、受験生として最も自然な本来のあるべき姿であり、最も成長できる心の姿勢なの
であります。 

ところが。 
これまで世の中の多くの受験生を見てきて、このような正しい・自然な姿勢の受験生に出
会うことは滅多にありませんでした。 

みんな、あんまり楽しくなさそうなのです。 

中には、嫌そうな顔をしてイライラしながら受験勉強をしている人もいます。 



もちろん、受験は辛くて厳しい得点レースですよ。 
入試までの限られた期間の中で、如何に得点を獲得するための力を鍛えるかが、合否の要
となります。 

しかもそこには、それ相応の理不尽さや、『運』としか言いようの無い悲しい現実も隠れ
潜んでいたり・・・。 

しかし、 
いくら受験が辛いものであっても、別に楽しくないものにまで格下げする必要は無い、と
僕は思うのです。 

だってそうでしょう？ 

別に『辛さ』と『楽しさ』は同居できないものでは無いし、そもそも 
受験＝楽しくない 
というのは、世間が勝手に創りだした価値観なのです。 

そんな世間の・自分では無い他人が創りだした価値観に囚われて、 

「楽に大学に入りたい」 
「もっと自由になりたい」 
「もっと楽しいことをしたい」 
「はやく大学に入って遊びたい」 

なんて思いながら受験勉強をしても、ただただ虚しさだけが募っていくばかりです。 

そこには何の統一感・一体感も存在せず、『無意味で苦しい感じ』だけが存在ます。 

僕は、そのような現状を根本から変えたいのです。 

断言します。 
受験勉強が楽しくない・ただひたすらに辛くて苦しいだけなのは、決して受験生の責任で
はありません。 



それまでの人生で、『受験＝楽しくない』という世間の価値観に囚われてきただけなので
す。 

世間では、  
『受験』＝『将来使いもしない内容を必死に覚えながら、合格するまでただひたすら修行
僧のように耐え忍ぶ期間』 
という風潮がありますが、  

僕は、  
『受験』＝『自分を進化させるために必要な特別強制力のある環境下（大学に入って自由
が多くなると手に入れにくくなる環境の下）においての、一生に一度しかない絶好の成長
期』 
であると考えております。 

受験生自身がきっちりと『自己定義』をして、受験に自分なりの意味をもたせることがで
きれば、きっと受験期間を心の底から楽しむことができる。 

僕はこのことを受験生に伝えたくて、E-SG学習塾を立ち上げ、残りの人生の全てを懸け
て活動しています。 

僕があなたに過ごしてもらいたい受験期間は、  

ただ単に点数を取るためだけに付け焼き刃のような勉強法を身に付けて、合格するまで歯
を食い縛りながら耐え忍ぶつらい期間  

ではなく、  

自分は既に将来の理想の自分になっていると確信できるくらいの臨場感を持ちつつ、その
臨場感を現実世界に落としこむために、毎日を思いっきり楽しく、一秒一秒充実した成長
期を過ごせることに幸福を抱きながら、無我夢中で生きれるような期間 

なのです。 

生徒が自分自身で受験を闘う意味を見つけ、自分の理想とする生き方の一部分に、自分の
受験を一致させる。  

この考え方を身に付けてもらうために、 僕は毎日生徒と対面で向き合い、真剣に対話を
続けています。 



この考え方は、あなたが進むべき道を見通し良く、そして明るく照らし続けてくれるので
す。  

きっと充実した未来がやってきます。  
それをあなた自身の手で、あなた自身の努力で現実にしましょう。 

ここまでお付き合い頂き、ありがとうございました。 
いつの日か、あなたとお会い出来ること、心より楽しみにしております。 

それでは。 
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