塾に通っても授業が分かりにくくて成績が全く伸びず‥‥
自宅学習ゼロの状態から、第一志望の私大に現役合格！

氏名：山口さん（女性・１８歳）
学年：高校３年生
入塾時期：10 月 ［プレミアムコース］
入塾時の状態：
高３の４月から塾に通うものの、思うように成績が伸びない。
家で勉強する習慣もなく、先が見えなくなって参加した
菅原のセミナーで「
【BEYOND】１ヶ月受講無料」に当選。

菅原

念願の第一志望合格ですね。本当におめで

とうございます！

山口 自宅で合否を確認したんですけど、画面に
「合格」と表示されたのを見て素直に嬉しかった
です。

山口 ありがとうございます。
菅原 家族のリアクションはどうでしたか？
菅原 山口さんは「この大学にしか行きたくない」
ということで１つの大学に絞っての受験でした。
合格した瞬間はどうでしたか？

山口 お母さんは泣いてました。

菅原 おぉ、相当嬉しかったんでしょうね。

しっかりできれば、それが一番良いですよね。

山口 そうですね。私が勉強しない人だったので、

山口 そうですね。本当に合格できて良かったで

たぶんもう無理って思っていたみたいで（笑）び

す。たぶん私、第二志望の大学だと途中でやめち

っくりして、喜んで泣いていました。

ゃったりするかもしれないので‥‥。

菅原

そうですか（笑）たぶんお母さんも受験の

菅原 実際、あまり入りたくない大学に進んでし

プレッシャーを感じていたのかもしれませんね。

まって苦しんでいる人がたくさんいますからね。
仮面浪人している人からの相談も多いですよ。

山口 そうですね。
山口 そうなんですね。
菅原

今でも覚えてますけど、年末にお母さんか

ら僕にメールが届いたんですよ。山口さん、大晦

菅原 山口さんが【BEYOND】に入塾してくれたと

日に年越しライブに行ったじゃないですか？

きは「勉強が嫌いで苦手」、「家庭学習は集中でき
ないので、予習復習はやったことがない」と書い

山口 はい（笑）

てくれていました。

菅原

山口 そうでしたね（笑）

お母さんが「こんな大切な時期にライブに

行って大丈夫なのでしょうか」と。怒っているわ
けではないけれど、心配している気持ちが伝わっ

菅原 その状態からどのように第一志望に合格で

てきました。

きたのかを、今日はじっくり聞かせてもらいたい
と思っています。よろしくお願いします！

山口 私も言われました。
山口 はい。お願いします！
菅原 そうだったんですね。
「他の時間に勉強して
取り戻せるので大丈夫。だから信じてあげてくだ
さい」と返信した記憶があります。
山口 ありがとうございます。
菅原

塾の授業が中身がなくて‥‥
周りの受験生もすごく頭が良くて
レベルの差を感じてやめました

あの時期にライブに行ったんだから、もう

合格するしかないですよね（笑）
菅原 【BEYOND】に入る前、山口さんはどんな高
山口 そうですね（笑）

校生活を送ってたんですか？

菅原

山口 運動が好きだったので 1 回運動部に入った

勉強一辺倒でやるのもいいことかもしれま

せんけど、これから先、勉強以外にも大事なこと

んですけど合わなくて、結局美術部に入りました。

が増えていきます。ライブも楽しみつつ、勉強も

美術部はすごい緩くて参加が自由だったんですよ。

だから行きたい日は行って、行きたくない日は早

法政大学）の頭文字をとった呼び方です

く帰って。塾とうまく両立してる子もいたんです
けど、私は勉強せずに遊んでましたね。

菅原

部活を引退したのはいつ頃だったんです

か？
菅原

なるほど。ちなみに、どんなことをして遊

んでいたんですか？

山口 高３の６月でしたね。

山口

菅原 部活を引退するタイミングで受験勉強に切

絵を描いたり、テレビを観たり。あとはネ

ットサーフィンとかですね。

り替える高３生が多いですが、山口さんはいつか
ら受験勉強を始めたのですか？

菅原 山口さん、絵を描くのが好きですからね（笑）
山口 私は高３の４月から塾に入りましたが、９
山口

はい（笑）定期テストのときは試験２日前

月いっぱいでやめました。

くらいから少し勉強して、成績は学年平均のちょ
っと下っていう感じでした。

菅原 その大切な時期に塾をやめたということは、
何かうまくいっていないことがあったのですか？

菅原

高校自体はどれくらいのレベルだったんで

すか？

山口 政経の授業はすごく楽しかったんですよ。
でも、一番伸ばしたかった英語の授業が本当に中

山口

自称進学校でした（笑）ほとんどが進学す

身がなくて‥‥。最初はやらないよりマシかなと

るんですけど、９割は４年制の大学で、残り１割

思って受けてたんですけど、７月頃に親と「本当

が専門学校や短大、就職という感じです。進学先

に意味があるのか？」という話になって。

は日東駒専（※注）が多いですね。去年は地元の
国立大学に合格した人が６人いて、先生がすごく

菅原 なるほど。

喜んでました。
山口 夏期講習も意味もなく値段が高くて、こん
※注：
「日東駒専」とは、東京都の有名私立大学（日

なにお金を払うほど価値はないなと感じたんです。

本大学・東洋大学・駒沢大学・専修大学）の頭文

特に尊敬できる先生というわけでもないし、授業

字をとった呼び方です

も分かりにくくて内容も薄いし、もう英語はいい
やとなって受けるのをやめました。少し現代文も

菅原 そうなんですね。

受けたんですが、これもイマイチで‥‥。

山口

菅原 じゃあ、政経の授業だけが有意義な感じな

みんなＭＡＲＣＨ（※注）を目指してるん

ですけど、結局成績が届かなくて日東駒専の割合

んですね。

が多くなっている感じです。
山口 はい。ただ、政経を受けている子はみんな
※注：
「ＭＡＲＣＨ」とは、東京都の有名私立大学

ものすごく頭が良くて、早慶を目指すようなレベ

（明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・

ルだったんです。

菅原 それは大変でしたね‥‥。

山口 なんか菅原さんは凄い人だなぁって思いま
した。

山口

私が４月に入った時点でものすごく差があ

って、結構頑張ったんですけど、自分はレベルが

菅原 凄い人？（笑）

違うなぁって感じちゃって‥‥。それで、政経を
やめるのと一緒に塾もやめました。

山口 はい（笑）お話の内容が凄くて、他にも直
感的に尊敬できる人だなって感じました。基本的

菅原

集団講習の塾だと、周りのレベルも気にな

ってしまいますよね。レベルの差があってついて

に自分が尊敬できる人じゃないと、話を聞いても
やる気にならないので。

いけないと、楽しく思える科目なのに辛くなっち
ゃうだろうなぁと思います。

菅原 ありがとうございます。尊敬できる人の話
を聞くとやる気が出るっていうのは、山口さんに

山口 はい。実際にそうでした。

とって今後も活かすことができそうですよね。こ
れから大学に進んで頑張っていくわけじゃないで
すか。その後は、社会に出ていくわけで。

もうどうしようもない感じでしたが、
セミナーに参加したことが

山口 はい。

自分が変わるきっかけになりました

菅原 そこで、身近にいる先輩や上司のなかで尊
敬できる人や、自分がこういう道を進みたいって
思えるロールモデルになる人が見つかると、山口

菅原

塾をやめた９月は、僕のセミナーに参加し

てくれた頃だと思います。参加しようと思ったき

さん自身も頑張っていけるんじゃないかと思いま
すね。

っかけは何かあったのですか？
山口 そうですね。意識してみます！
山口

その頃、もうどうしようもない感じになっ

ていて‥‥。親とも相談して、姉も【BEYOND】に

菅原 受験に関して、もし僕がそういう存在にな

お世話になったし、菅原さんの話を聞きに行って

れていたのであればとても嬉しく思います。遠く

みようという話になりました。

からセミナーに参加してくれたわけですけど、前
に進む良いきっかけになったということでしょう

菅原

弊社の設立１周年記念ということでセミナ

か。

ーをやらせてもらったんですけど、タイミングが
ちょうど良かったんですね。

山口 そうですね。自分が変わるきっかけになっ
たと思います。

山口 はい。そうですね。
菅原

セミナーに参加してみてどうでしたか？何

か感じたことはありました？

菅原 新しいことを始めるときは、どうしても負

私みたいに計画性がない人や
勉強の癖がない人でも頑張れる
合格までの道筋を教えてもらえるので

担が大きいですからね。そんななかでも、勉強や
報告を続けてくれたところには山口さんの成長を
感じて嬉しかったです。
山口 ありがとうございます。

菅原 山口さんは、10 月から【BEYOND】に入塾し
てくれました。参加してくれたセミナーで

菅原 山口さんはプレミアムコースだったので、

「【BEYOND】１ヶ月無料受講」に当選したんですよ

僕が毎月勉強計画を作ってお送りしました。

ね。
山口 毎月勉強計画を作ってもらえたのは、本当
山口 はい、そうでした。

にありがたかったですね。自分で計画を作るのが
苦手で、バイトとかでも仕事を指示されたほうが

菅原

無料受講はスタンダードコースでしたが、

動きやすいタイプだったので。

山口さんはプレミアムコースにグレードアップし
てくれました。

菅原 受験生は勉強するだけでも大変なのに、さ
らに教材を考えなくちゃいけなかったり、勉強計

山口

このままじゃヤバいなというのと、どうし

画を作らなくちゃいけなかったり、やることがた

ても自分 1 人じゃ勉強できないと思ったので。プ

くさんあるんですよね。ありがたいと思ってもら

レミアムコースだったらほぼ毎日コメントをもら

えて良かったです。

えるし、定期的にお話もできるのでいいかなと思
いました。

山口 はい（笑）

菅原

菅原 それまで通っていた塾と比べて、【BEYOND】

勉強できなかった山口さんからすると、毎

日誰かに勉強内容を報告したり、定期的に誰かと

が良かったのはどんなところでしたか？

お話しするというのがありがたかったわけですね。
たしかに、１人だと勉強を続けるのは難しい部分

山口 まず、通う時間がないのは良かったです。

もあると思います。

あと、指導の内容が濃かったので意味のある時間
を過ごすことができました。家でも勉強できるよ

山口 そうですね。

うになったのは、私にとって自信になりました。

菅原

菅原 たしかに家で勉強できるようになったのは

【BEYOND】がスタートしてからどうでした

か？

大きいですよね。それまでは予習復習ゼロってい
う話でしたから。きっと大学での勉強にもつなが

山口

最初は正直、ちょっと大変でしたね。それ

までしてなかった勉強を始めたり、毎日の報告が
始まったりで、やることが一気に増えたので。

ると思います。ではあえて聞きますけど、
【BEYOND】
であまり良くなかった点などはありましたか？

山口

うーん、勉強報告が文章だったので、真意

山口 そうなんです（笑）
【BEYOND】では勉強を直

を伝えるのが少し難しく感じたことがありました。

接教わるわけではないし、そういう雰囲気もない

実際よりも頑張ってる感が出てしまっていたかも

ので、塾が苦手な人にも良いんじゃないかなって

しれません。

思います。

菅原

菅原 実は、この【BEYOND】を立ち上げたときの

なるほど。実際より大げさに伝わってしま

う可能性があるということですね。このあたりは、

想いとして、
「勉強習慣がない人を救いたい」とい

相談会で十分にお話しする時間をとったりなど、

うものがあったんです。

今後改善していきたいですね。では、
【BEYOND】は
どんな人にオススメだと思いますか？

山口 そうだったんですか！

山口

最初は菅原さんに対して、すごい頭が良い

菅原 はい。なので、山口さんがそう感じてくれ

とか勉強をバリバリ頑張った受験生とか、そうい

たのはとても嬉しいですし、今後もそういうサー

うイメージを持っていました。でも【BEYOND】で

ビスを提供していきたいと思います。ありがとう

は、私みたいに計画性がない人とか、勉強の癖が

ございます。

ない人とか、そういう子でも頑張れると思います。
勉強のやり方とか計画の立て方が分からなくても、 山口 いやこちらこそ、ありがとうございます！
合格までの道筋を教えてもらえるので、無理なく
できるんじゃないかなと思います。
菅原 なるほど。
山口

あとは、勉強を教わるのが嫌いな子もいる

いきなり 100％を目指してはダメ
少しずつコツコツ続けていけば、
いつか 100%できるようになる

んじゃないかなって。実際、私の周りに何人かい
るんですよ。
菅原 【BEYOND】がスタートしたときの勉強報告
菅原

勉強教えてもらうのが嫌い？自分で勉強し

たいということですか？

を振り返ると、勉強時間が１日０～１時間で、最
長でも２時間の日が続いていました。そこから、
学校がある日でも４時間勉強できるようになって、

山口

学校の先生や塾の先生って、なんか上から

土日はさらに勉強量が増えましたよね。

言ってくるような人もいるじゃないですか。
山口 そうですね。
菅原

あぁ、分かる気がする（笑）一度嫌になっ

ちゃった人って、いくら分かりやすく説明してく

菅原 最初は休日でも勉強できなかった人が、学

れても、話が耳に入らなくなっちゃうんですよね

校がある日でも４時間できるようになったのって、

‥‥。

大きな成長だと思うんですよ。

山口 そうかもしれないですね（笑）

目標を作りました。いっぺんに３つも挑戦したわ
けですけど、これはどうしてチャレンジしたいと

菅原

山口さんをこのように大きく変えたきっか

思ったんですか？

けは何だったんでしょう？
山口 そのとき生活リズムが乱れていて、ちゃん
山口

たぶん、明確な勉強計画があったからだと

と寝たほうが勉強に身が入ると思ったので、早寝

思います。試験日まであと何日だから、逆算して

早起きはやりたいと思いました。あとは、１日の

今週はこの参考書をここまでやって、今日はどこ

勉強コマ数の目標を明確に決めて、
“絶対にこれだ

までやるべきなのかなというのが明確に見えてい

けやらなくちゃ”と気持ちを引き締めたくて。運

たので、自然と勉強ができるようになりましたね。

動については、前から体を動かしたいなぁって思
ってたんですよね。

菅原

なるほど。やることが決まっていたから、

頑張ろうと思えたわけですね。逆にいうと、それ

菅原 さっきも話題に出ましたが、山口さんはや

まで家で勉強ができなかったのは、やるべきこと

るべきことが明確に決まると頑張れる傾向があり

が見えていなかったからかもしれませんね。

ますよね。目標を明確に決めたから、生活リズム
が整って勉強時間も増えていったのかなと思いま

山口

勉強しようと思っても、何をしていいのか

すね。

が分からなくて‥‥。受験勉強って一体何をすれ
ばいいんだろうってずっと思っていました。

山口 はい。

菅原

菅原 この３つの行動を習慣化することができて

勉強へのやる気がなかったというよりも、

何をしていいのかが分からないことがストップを

から、何か変わりましたか？

かけていたのでしょうね。
山口 このときは本当に勉強が楽しかったです。
山口

そうですね。まぁ、やる気もそれほどなか

ったですけど（笑）

菅原さんも言っていましたけど、自分でやると決
めたことをやり抜くと自信を持てました。そこか
ら勉強が楽しくなって、もっと頑張りたい気持ち

菅原

正直ですね（笑）やることが決まってから

が出てきた気がします。

は、ちゃんと計画に沿って頑張ってくれましたか
らね。山口さんならこれくらいの量をこなせるだ

菅原 自分との約束を守ると、自分を信じられる

ろうと信じて作った計画をしっかり守ってくれて、

ようになる。そして、頑張ることが楽しくなって

僕も嬉しかったです。

いく。こういうプラスの波に乗れると一気に伸び
ますよね（笑）

山口 はい。良かったです（笑）
山口 はい。波に乗ってた気がします（笑）
菅原

11 月に入ってから、新習慣の取組みをスタ

ートしました。具体的には、早寝早起きと１日の

菅原 多くの受験生が早寝早起きをしたいし、勉

勉強時間、そして、毎日 30 分の運動をするという

強時間を増やしたいと思っています。でも、なか

なか出来なくて悩んでいる人がたくさんいるんで
すよね。そこで聞きたいんですけど、何か新しい
行動を習慣にするためのコツは何かありますか？
山口

２回目の試験で不合格でも
完全に諦めずに頑張れた
それが最終試験の合格につながった

自分のやりたいことを少し我慢することで

すかね。何か新しいことを始めるときは、何かを
止めないとできないんじゃないかなって思います。

菅原 11 月に３つの行動習慣を身につけて、その

あとは、家族に協力してもらえたのも大きかった

まま 12 月、1 月と勉強を続けていきました。そし

です。

て、初めての大学入試であるセンター試験を迎え
ました。頑張って勉強を続けていたものの、本番

菅原

新しいことをするときには、何かを止めな

いといけない。たしかにそうですね。他に何か意

では残念ながらマークミスやケアレスミスが重な
ってしまいましたね。

識していたことはありますか？
山口 英語は調子の良いときはプラス 20 点くら
山口

目標が３つあったので、何かがどうしても

い取れていたんですけど、12 月からいろいろ辛い

厳しいときに、代わりに別の目標は絶対守ろうと

ことが重なって気持ちが後ろ向きになっていまし

いうことを意識していました。

た。センター前に少し立て直せたかなと思ったん
ですけど、厳しい結果になってしまいましたね。

菅原

100％を求めるのではなく、0%にはしないと

いうイメージでしょうか？

菅原 リアルタイムで状況を聞いていましたが、
12～1 月にかけては精神的な負担が相当大きかっ

山口 そうですね。

たですよね。よくあそこから、センター試験を受
けられるところまで持ち直したと思います。受験

菅原

なるほど。少しずつでもコツコツ続けてい

けば、いつかは 100％になるということですね。

前に辛いことがあって、そこから気持ちを持ち直
せたきっかけは何だったのでしょうか？

最初から 100％を目指そうとする人は結構多いの
ですが、そういう人は一度失敗すると、全部どう

山口 うーん‥‥。年越しライブですかね（笑）

でもよくなって投げ出してしまう傾向があります。
100％じゃなくてもいいから、少しずつでも続けて

菅原 なるほど。たしかに、ちょうどそのタイミ

いくことが習慣化のコツではないかということで

ングでしたね。

すね。
山口 そうですね。ライブに行くかは迷いました
山口 はい。

が、実際に行ってかなり元気になれました。

菅原

菅原 あのタイミングでライブに行くのは判断が

それはとても大切なことだと思います。良

いアドバイスをありがとうございました！

難しかったですが、行って正解でしたね。
山口 はい（笑）

菅原 ただ、センター試験では力を出し切れずに、

菅原 最後の試験は気持ちの強さが結果につなが

そのまま私大入試に入りました。山口さんが受け

りやすいので、それはとても良い行動だったと思

た大学は３回の試験がありましたが、最初の試験

います。考えているだけだと気持ちはなかなか切

で不合格、２回目は補欠という結果でした。

り替わらないですからね。何かの行動を起こすこ
とが、気持ちを切り替えるときのポイントだった

山口

２回目の試験で合格できなかったときは、

りしますから。

正直もう半分くらい諦めかけていました。でも、
せっかくなので最後まで頑張ろうという気持ちも

山口 そうですね。

半分残っていた感じですね。
菅原

少し諦めの気持ちも出てきていたかもしれ

大学ではいろいろ資格を取りたい
取れた資格によって将来の仕事にも
影響が出てくると思うので

ないけど、勉強は続けてくれていましたね。そし
て、最後の試験でついに合格をつかむことができ
ました！最後の試験だったので、結構倍率も高か
ったのではないかなと思うんですけど。
山口 そうですね。

菅原 ずっと入りたかった大学に合格できて、４
月からその大学に通うことになります。大学に入

菅原

最後の最後で合格をつかむことができたわ

ったらやりたいことなどはありますか？

けですが、それまでの試験と違ったこととか、何
か良かったことはありましたか？

山口 今のところまだ具体的にやりたいことが決
まっているわけではないんですけど、とりあえず

山口

半分諦めてなかったのが良かったと思いま

す。私の場合、絶対に諦めたくないって頑張りす

しっかり勉強して資格を取れたらいいなって思っ
ています。

ぎちゃうと、不安な気持ちが強くなっちゃう気が
するので。

菅原 何か取りたい資格とかはあるんですか？

菅原

山口 うちの大学、いろいろな資格が取れるんで

あまりプレッシャーを感じないようにして、

勉強を続けられたのが良かったということなんで

すよ。４年間通っているだけで取れる資格もある

すね。

し、もし大学院まで行けたらもっと難しい資格も
取れます。取れた資格によって将来の仕事にも影

山口

あとは願掛けというか、２回目の試験で補

欠になれたのが結果としてはそれまでで一番良か

響が出てくると思うので、頑張っていきたいです
ね。

ったので、最後の試験でもその日と同じ服装を着
ていきました。それから、受験生の合格祈願に効

菅原 山口さんは明確な目標や計画があったほう

くといわれている上野恩賜公園の「顔だけの大仏」

が頑張れるタイプなので、資格という分かりやす

を親と一緒に参拝しました。

い目標があれば大学生活も充実すると思います。
早いうちに、
「いつ頃にこの資格を取る」というプ

ランを立てておけると、本当に充実した大学生活

レッシャーになってしまったりするので、定期的

を送れそうですね。

に休みの日を作って、自分の好きなことをドーン
とできたらいいんじゃないかなって思います（笑）

山口 そうですね。考えてみます。
菅原 そうですね（笑）
菅原

僕も大学生のときに心理学を学びましたけ

ど、ものすごく面白かったですよ。
【BEYOND】での

山口 【BEYOND】を受ける子には、きっと頑張ら

指導にかなり活きていますし、人とのコミュニケ

なくちゃって思っている子が多いんじゃないかな

ーションを取るのも本当に楽しくなりました。こ

って。でも、菅原さんが考えてくれた計画通りに

れまでの受験勉強は、試験のための勉強という意

勉強すればきっと合格できるので、それだけに集

味合いが強かったと思います。でもこれからは、

中して頑張れば大丈夫だと思います。それから、

自分がしたい勉強を思いっきりしていってくださ

生活リズムを守ってほしいというか、睡眠時間を

い！

削ることだけは絶対やめてほしいですね。
菅原 受験生は１日何時間勉強したのかというの
を必要以上に気にしすぎて、休みも取らないで頑

頑張らなくちゃって思う人も多いけど、 張ろうとしてしまう。それを良いことと思ってし
まうところもあるんですけど、定期的な休憩は大
あまり気負わなくても大丈夫
計画通りに勉強すれば合格できるから

切ということですよね。実際に合格した人がこう
言ってくれたら安心感につながると思います。

菅原

最後に、これから大学受験に立ち向かう後

山口 そうだと嬉しいですね。

輩のみなさんに向けてメッセージをお願いします。
山口

あまり気負い過ぎないように。息抜きもし

つつ、勉強を楽しめるように。それぐらい気持ち

菅原 今日は参考になるお話を、本当にありがと

に余裕を持って勉強を進めていけると良いかなぁ

うございました！

と思います。
山口 こちらこそ、ありがとうございました！
菅原

山口さん自身も、ライブに行ったことが良

いリフレッシュになりましたからね。ライブに行

菅原 受験も終わったので、少しゆっくりしつつ

っている間は勉強ができなくなってしまいますけ

アルバイトのほうも頑張ってくださいね。これか

ど、それ以上にその後の勉強に良い影響を与えて

らもよろしくお願いします！

くれた時間だったと思います。目の前の勉強も大
切ですが、長い目で見たら息抜きも大切というこ

山口 はい。よろしくお願いします！

とですよね。
山口

ずっと勉強していると疲れてしまったりプ

※ 個人情報保護の観点から、体験記に登場する団体
名・個人名は実名を出すことは控え、すべて仮名と
させていただいております。ご容赦ください。

◆ 独学サポート塾【BEYOND】の特徴

１．３ヶ月で「夢を叶える力」を身につける集中指導！
２．専属コーチが勉強面から精神面までをすべてサポート！
３．昨年度「途中退塾者０名」の高い満足度！

◆ 受講生の声

早起きなんて無理だと思っていましたが、
マーク模試で、第一志望の大学の

今は毎日、朝から頑張れています。

受験予定者の中で１位を取れました！

模試の点数が
１００点以上も伸びました！
勉強報告へのコメントが
自宅浪人生にとって、

毎日の励みになりました！

他の人と話せる機会は貴重ですね

今後の人生を変える
私が現役生のときに、

おおきなきっかけになりました！

【BEYOND】があれば良かったのに

模擬面接の対策をしてもらったおかげで、
前は勉強から逃げていましたが、

ＡＯ入試で第一志望に合格しました！

合格したい気持ちが強くなりました！

◆ 独学サポート塾【BEYOND】の詳細は、こちらをご覧ください

http://beyond-myself.net/beyond-intro/
不明な点などがございましたら、info@beyond-myself.net までご連絡ください。

