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東大 豆知識
東大の学生数は全国の大学では786 校中 24 位、国立では 86 校中 2位です。（2012 年現在）2
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本郷キャンパスの最寄り駅の一つである本郷三丁目駅は、本郷三丁目ではなく本郷二丁目にあります。 3
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•	 図中の番号は次ページからの試験場情報と対応しています。
•	 建物は最寄りの門によって色分けをしていますが、本郷キャンパス内の建物は本郷キャンパスのどの門から

でも行くことができます。ただし、弥生キャンパスは農学部正門からのみ出入りが可能です。



東大 豆知識
東大で現在使われている銀杏のロゴマークは 2004 年にリニューアルされたものです。4

工学部3号館工学部2号館

農学部2号館農学部1号館

試験場名

試験場情報
試験場に使われる建物を写真つきで紹介しています。理科一、二類の受験生の試験場は本郷キャ

ンパス、理科三類の受験生の試験場は弥生キャンパス（農学部 1、2 号館）にあり、建物の名前
と受験科類に関連はありません。番号は前ページの地図と対応しています。 
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3No. 4

※変更があった場合は試験
当日の指示に従ってください。



東大の医学部、工学部、理学部、経済学部、教養学部、薬学部には、東大のロゴマークとは別に独自のマークがあります。 5
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東大 豆知識
駒場キャンパスの正門門扉にはめられているマークは東大の前身である旧制第一髙等學校の校章です。6
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駒場キャンパスの中で戦前から同じ姿を留めているのは、1号館、900 番教室（旧講堂）、博物館（旧図書館）、101号館です。 7

薬学部	
本館・南館

教育学部

医学部2号館

薬学部総合研究棟

1,2,3 階

1,2,3 階

経済学研究科棟

1,2,3,4 階

1,2,3,4 階

赤門総合研究棟

1,2,3 階

2,3 階

1,2 階

1,2 階

1 階1 階

1 階1 階

16

13

17

18

14

15



東大 豆知識
東大には校歌がありません。8

試験当日の流れ
2 日間にわたる 2 次試験の各日の流れと注意点です。より詳細な時間は「受験者心得」で確認

してください。

1 日目：2/25（火）

8:20 9:30 11:10 14:00 16:30

開放される門は地図（p.2	-	3）の通りで、本
郷通りに面した門で受験生が通行できるのは
本郷キャンパス（理科一、二類）の正門と弥
生キャンパス（理科三類）の農学部正門のみ
です。本郷キャンパスの正門前はとても混雑
しますが、弥生門、薬学角や二食前の臨時ゲー
トは比較的スムーズに入構できます。

まず監督者が受験上の注意を説明
し、その後は受験者一人ひとりのセ
ンター試験の受験票と2次試験の受
験票の照合が行われます。

休憩時間は自由に過ごすことがで
きます。キャンパスの外にも出られ
ますが、再入構には受験票が必要
です。昼食についてはQ&A（p.13）
も参照してください。

開門 国語 休憩時間 数学 退場

正門



本郷キャンパス最南部にある懐徳館庭園（立入禁止区域）には、秋に咲く桜「ヒマラヤザクラ」があります。 9

2 日目：2/26（水）

注意

8:30 9:30 12:00 14:00 16:00

理科の試験前に、教室のスピー
カーを使ってキャンパス内で一斉
にリスニング音声の確認と調整が
行われます。受験生はその間、基
本的に席で待機します。

解答用紙が配られると、受験科目
ごとに定められている部分を切り取
るよう指示があります。切り取った
部分と対応する科目の答えをその
用紙に記入します。Q&A（p.13）も
参照してください。

両日とも解答用紙の回収と確
認があるため、退室までには少
し時間がかかります。また 2日
目には資料の配付があります。

•	 入室完了時刻は、1日目の国語のみ試験開始 40 分前、それ以外は試験開始 30 分前です。
•	 すべての教科において、試験開始時刻から30分以上遅れた受験者の入室は認められません。
•	 一度キャンパスの外に出ると、再入構には受験票が必要です。

開門 理科 休憩時間 外国語 退場

農学部正門



東大 豆知識
答案用紙や論文などの重要書類を再利用して作られたトイレットペーパーが東大構内の一部で使われています。10

ブックガイド紹介
現在、東京大学の教員が勧める本をまとめたガイド本が何冊か出版されており、書店やネット

ストアからでも東大の知の一端に触れることができます。ここでは東京大学出版会から出版され
た大学生向けのブックガイドを 2 冊紹介します。

教養のための
        ブックガイド
編集 : 小林康夫・山本泰	
発行年 :		2005 年

ブックガイド東大教師が
        新入生にすすめる本
編集 : 東京大学出版会
													『UP』編集部
発行年 :		2012 年

東大の授業を受けているような臨場感
はじめに紹介するのは『教養のためのブックガイ
ド』。東京大学教員がそれぞれの研究分野に照ら
して教養や読書について語り、章末で推薦本のリ
ストを載せるというスタイルです。学生に語りかけ
るような文体は、東大の授業そのものといってい
いでしょう。『神曲』や『種の起源』のような歴史
に影響を与えた名著から、『火の鳥』のような漫画
まで、紹介されている本の種類は多岐にわたりま
す。知の巨人、立花隆氏をして「非常に質の高いブッ
クガイド」と言わしめた中身の濃い一冊です。

図書館をさまよっているような
次に『ブックガイド	東大教師が新入生にすすめ
る本』です。全 288 ページからなる本書の後半
200 ページ以上が本のタイトル、著者名、出版社
からなる膨大なリストであるため、初めて手に取っ
た人はびっくりするかもしれません。これは、東
京大学出版会の PR 誌『UP』で1988 年から2011
年までに東京大学の教員が紹介してきた本を集計
したものです。リストを見ていると、自分が読ん
だことのある本や面白そうなタイトルが見つかるこ
とでしょう。巻頭には『UP』で紹介された回数の
多い本トップ66 のうち50 冊について書き下ろし
の紹介文が載せられていて、こちらも読みごたえ
があります（ちなみに1位は『カラマーゾフの兄弟』
『資本論』『定本解析概論』で、これまで11回紹
介されていています）。ページをめくるたびに未知
の本との出会いがあり、まるで図書館をさまよっ
ているような気分にさせる一冊です。



最近発掘調査が行われている本郷キャンパスの旧図書館は、小説『三四郎』が書かれた時期に存在していたものです。 11

三四郎池と『三四郎』
本郷キャンパスには「三四郎池」と呼ばれる池があり、東大生や近所の方に親しまれています。

この愛称「三四郎池」の由来となった作品、夏目漱石の『三四郎』を見てみましょう。

『三四郎』における三四郎池初登場のシーンは、
熊本から上京した三四郎が、池から匂い立つ静謐
な雰囲気にかえって孤独を感じる場面です。三四郎
池は現在でも、平成の東京都心にあってなお当時
の神妙さを推し量るに足る静けさを保っています。

先輩である野々宮君が穴倉の中での実験を終え、
本郷の方を散歩して帰るが一緒に歩かないかと三四
郎を誘う場面です。三四郎池は本郷キャンパスの中
央に位置し、岸をうまく通り抜ければ近道にもなり
ます。ベルツは明治38 年まで東大で医学を教えて
いたドイツの医学者で、本文にも登場しているこの
像は今でも残っています。

上述の場面に続く重要な出会いのシーンです。「理
科大學」というのは当時の東京帝國大學理科大學
のことで、現在の東大理学部の前身です。同様に工
学部は工科大學、法学部は法科大學、文学部は文
科大學でした。

現在の赤門から「三四郎池」にかけての一帯は、加賀藩前田家が大坂の陣後に将軍から賜ったもので、
前田家の庭園として大造成・補修され、当時の江戸諸侯邸の庭園中第一と称せられたそうです。池は「心」
という字をかたどっていたことから「育徳園心字池」と名づけられ、これがこの池の正式名称ですが、
夏目漱石の小説『三四郎』に登場して以来「三四郎池」の名で親しまれています。

『三四郎』には、三四郎池以外にも東大各所の描写が随所に登場します。『三四郎』初版（1938 年）
から75年を越えて、東大のキャンパスには昔から変わらない風景が多く残っています。

三四郎が凝として池の面を見詰めてゐると、
大きな木が幾本となく水の底に映つて、其
又底に靑い空が見える。三四郎は此時電車
よりも、東京よりも、日本よりも、遠く且つ
遙な心持がした。

不圖眼を上げると、左手の岡の上に女が
二人立つてゐる。女のすぐ下が池で、池の
向ふ側が高い崖の木立で、其後が派手な
赤煉瓦のゴシツク風の建築である。
～中略～ 坂の下に石橋がある。渡らなけ
れば眞直に理科大學の方へ出る。

野々宮君はさつき女の立つてゐた邊り
で一寸留つて、向ふの靑い木立の間か
ら見える赤い建物と、崖の高い割に、
水の落ちた池を一面に見渡して、
～中略～ 二人はベルツの銅像の前から
枳殻寺の横を電車の通りへ出た。



東大 豆知識
牧場での実習に参加すると単位がもらえるゼミがあります。12

休憩時間の過ごし方
2 次試験ではセンター試験以上に長い休憩時間があります。先輩たちはどのように過ごしたので

しょうか。

僕は過去問を眺めたり、英語や古文の単語
帳を読んだりしていました。しかしそれだけだ
と飽きてしまうので、周囲の受験生の様子を
観察して時間を潰すこともありました。友達と
談笑する人もいて、思ったより和やかな雰囲気
でした。自分もあまりがつがつと勉強するので
はなくのんびりと過去問などを眺めて余裕そう
に振る舞うことで、焦りや不安を感じないよう
にしていました。結局、休憩時間には自分の
心を落ち着かせて冷静になることが重要だと
思うので、自分にあった方法で不安を取り除く
のがいいでしょう。（理科一類・男性）

休憩時間は約 2時間と大変長く、ご飯を食
べる時間を除いても手持ち無沙汰になるかも
しれません。私は他人の話が気になってしまう
タイプの人間なので、リスニングの勉強も兼ね
てイヤフォンをしていました。また、ご飯を食
べた 30 分後くらいに眠くなったので、昼寝を
15分くらい入れた後にキャンパス内を10 分ほ
ど散歩しました。散歩中もイヤフォンをして周
りの話をカットし「自分は必ず受かる」と自己
暗示をかけていました。（理科一類・男性）

私は主に、午後の教科の勉強か友人とのお
しゃべりをしていました。疲れが溜まらないよ
うに、と思って昼食時にはお菓子も食べました。
勉強をするときは、試験でどのような問題が出
ても驚かないで済むように過去問にさらっと目
を通して様々な出題パターンを復習しました。
それでも試験本番だということがどうしても頭
から離れず緊張は残りました。しかし、過去
問を用いたイメージトレーニング、友人との談
笑、糖分補給によって多少は心を落ち着けるこ
とができました。大切なのは雰囲気にのまれ
ないことだと思います。（文科一類・男性）

主に試験勉強の内容を記録した手帳やこれ
まで使った暗記カードを眺めて過ごしていまし
た。そうすることで「これだけがんばったんだ
から大丈夫」と自分に言い聞かせ、自信を持っ
て試験に取り組めました。私が使っていた手帳
はページ毎に面白い一言や教訓みたいなもの
が載っていて、そうした軽い読み物は緊張をほ
ぐすのに役に立ちました。東大を一緒に受験
する知り合いはいなかったのでおしゃべりをし
て過ごすということはありませんでしたが、特
に問題無くリラックスできたと思います。（文科
三類・女性）



座禅をすると単位がもらえるゼミもあります。 13

Q & A
2 次試験当日によくある質問をまとめました。もし分からないことがあったら、当日「東京大学」

の腕章やリボンをつけている東京大学職員に尋ねてください。

受験票を忘れてしまった！ 教室が暑い or 寒いときは

ティッシュや定規を持ってきたのですが
昼食はどこで食べればいいですか？

理科・外国語の解答用紙の切り取るところを

まずは落ち着いて。大学教職員に申し出て、指
示を仰ぎましょう。試験場に向かう途中で忘れ
たことに気がついて取りに帰る時間が無い場合
も、試験場まで来て大学教職員に事情を話しま
しょう。

試験場には多くの受験生がいるため、聞き入
れられるとは限りません。基本的には自分の上
着や膝掛け（使用の際は監督者の許可が必要で
す）で調節しましょう。しかし、気分が悪くなっ
た場合や空調があまりに強いと感じられる場合
などは、無理をせず監督者に申し出てください。

慌てず、手を挙げて監督者に申し出ましょう。

教室内や構内のベンチなどどこでも食べること
ができます。キャンパス外のお店に行くこともで
きますが、受験票が無いと入構できなくなるの
で、必ず受験票を携行しましょう。本郷キャンパ
ス内にも大学生協の購買部やコンビニはありま
すが、営業しているのは地図（p.2	-	3）に掲載さ
れている店舗のみで、それ以外は休業です。

試験中に机の上に出せるものは、受験票・黒
色鉛筆（または黒色シャープペンシル）・はさみ・
消しゴムのみとされています。そのほか、座布団・
膝掛け・カバーを外したティッシュ・ハンカチ・
目薬も、あらかじめ監督者に許可を得れば使う
ことができます。したがって、ティッシュは使え
ますが、定規は使えません。使えない物は鞄に
しまって椅子の下に置きましょう。

手を挙げて監督者に申し出れば行かせてもら
えるので、無理に我慢しようとせずに行きましょ
う。ただし、できるだけ試験中に行かなくても
いいように、休み時間のうちに済ませておくよう
にしましょう。

≫≫ キャンパスマップ（p.2 - 3）

≫≫ キャンパスマップ（p.2 - 3）
≫≫ 試験場情報（p.4 - 7）

or　なくしてしまった！ どうすればいいですか？

使えますか？

間違えてしまった！

試験中にトイレに行きたくなったら
どうすればいいですか？



東大 豆知識
東大のキャンパス内には「一高」「農学部計量器」「帝大」「東京帝國大學」と書かれたマンホールがあります。14

本郷・弥生キャンパス案内
東大のシンボルともいえる赤門や安田講堂のある本郷キャンパスと、それに隣接する弥生キャ

ンパスは、東大の知の拠点といえるでしょう。ここでは、行き交う学生を静かに包む両キャンパ
スの歴史と風景を紹介します。

山上会館

弥生講堂 正門 赤門

総合図書館

福武ホール

七徳堂
銀杏並木陸橋

江戸時代、現在の本郷キャンパスの大部分は加賀藩の上屋敷で
した。建物も立派で江戸城下にありながら緑豊かなこの屋敷は、
将軍徳川綱吉も訪れるほどの評判だったといいます。
明治維新時に敷地のほとんどは政府に接収され、西洋人のた
めの宿舎となりました。1876 年に東大医学部の前身である東京
医学校がここに移転、翌年には神田にあった東京開成学校と統
合して東京大学が設置されます。その後大学の基盤が整えられ
るのに合わせてキャンパスの整備も続けられますが、1923 年
の関東大震災で多くの建物が壊滅的な被害を受けてしまいまし
た。一時は本郷からの移転も検討されましたが、多方面から
の支援により修復され、1935 年に現在の駒場キャンパスにあた
る土地と交換で第一髙等學校（のち東大に吸収）から得た弥生
キャンパスとともに、現在にいたるまで東大の主要キャンパス
であり続けています。



東大のスクールカラーである淡青は、1920 年東大・京大ボート部の第一回対抗競漕の際くじ引きで決めたボートの色に由来します。 15

正門
「東大といえば赤門」というイメージが強いですが、
本郷キャンパスの正門はこちらです。花崗岩を貼った
重厚な門柱がアカデミックな雰囲気を漂わせており、
東大の正門を名乗るにふさわしいといえるのではない
でしょうか。正門を入ると安田講堂に向かって銀杏並
木が続いています。そこには、正門から奥に向かうに
したがって銀杏の木を低くすることで並木道を長く見
せるという工夫がされています。

銀杏並木
銀杏といえば、東京大学のシンボルとしてロゴ
マークにも使われるなど、東京大学を象徴する植
物です。その銀杏の並木道が本郷キャンパスの正
門から安田講堂まで続きます。晩秋から初冬にか
けては銀杏の葉が道を一面に覆い、その景色は
「黄色い絨毯」とでも形容したくなるような美しさ
を見せてくれます。

七徳堂
御殿下グラウンド南側に武道場「七徳堂」がありま
す。その名称の由来は、中国古典『春秋左氏伝』の「武
有七徳」で、東京帝國大學教授・塩

しおのや	おん
谷温により命名

されました。竣工は1938 年、設計は本郷キャンパス
にある多くの建造物の設計に携わった内田祥三による
ものです。氏は多くのゴシック建築を設計しましたが、
七徳堂は氏の作品では珍しい純日本式御殿造りになっ
ています。現在では都選定歴史的建造物となっており、
柔道部や剣道部が練習に利用しています。



東大 豆知識
1827年に加賀藩主により建造された赤門は、医科大学の校舎が建設された1903 年に本郷通り側に15m移動しました。16

福武ホール
赤門から入って左、福武ホールの一角にはUT	Cafe	
BERTHOLLET	Rougeというカフェがあります。ガラス張
りのゆったりとした空間は、”Paris のモダンな Cafe” を
コンセプトにしたものです。テイクアウトが中心ですが外
にはテラス席もあり、パスタやサンドイッチをその場で
楽しむこともできます。また、情報学環・福武ホールの
主催で、毎月1回東大の研究者を招いて、カフェで会話
をする感覚でお話を聴くことができる”UTalk”というイ
ベントも開催されています。

陸橋
言問通りによって分断されている本郷キャ
ンパスと弥生キャンパスですが、陸橋によっ
て両キャンパス間はつながれています。ここ
を使えば、キャンパスを出ることなく本郷と
弥生を行き来することができます。学生の間
では「ドーバー海峡」とも呼ばれ、言問通り
に架かる橋として役立っています。

赤門
東大を象徴する赤門ですが、正式名称は旧加賀藩上屋
敷御守殿門といい、東大開学より50 年早い1827年に建
立されました。当時、将軍家から夫人を迎える場合には
朱色の門を建てるのが慣習となっており、11代将軍徳川
家斉の娘が嫁いでくる際にこの赤門が建てられました。
関東大震災で本郷キャンパスの多くの建物が損壊した中、
赤門は大きな破損を免れており、江戸時代の職人技術の
レベルの高さを知ることができます。現在では、観光客
が訪れたり、東大の目印として待ち合わせに利用された
りしています。



安田講堂と伊藤国際学術センターにそれぞれ建設資金を寄付した安田善次郎、伊藤雅俊はともに東大出身者ではありません。 17

山上会館
三四郎池横の坂の上にある山上会館は、東
京大学創立百年記念事業の一環で建てられま
した。複数の会議室に加え、宿泊室や食堂が
あり、学術の国際的・国内的交流に貢献して
いる建物です。よく間違えられますが、読みは
「やまがみ」ではなく「さんじょう」です。

弥生講堂
弥生キャンパスにある弥生講堂は、東京大
学農学部創立125周年記念事業の一環として、
株式会社一条工務店の寄付を得て建設されま
した。構造部分である集成材をはじめ、多様
な木質材料や羊毛断熱材など自然材料を積極
的に用いており、農学の特性を生かした木質
構造による省エネルギー・環境調和型の建物
となっています。ここには一条ホールや会議室
などの施設がおかれ、講演会などに利用され
ています。

総合図書館
東大の数ある図書館の中でも最も古い歴史をもつ図書館
です。1923 年の関東大震災により総合図書館は甚大な被害
を受け、数十万冊あった蔵書のほとんどが焼失してしまい
ました。しかし、ロックフェラー財団を始めとする国内外
からの支援により蔵書の回復と建物の再建が進められ、
1928 年には安田講堂の設計者でもある内田祥三の設計で
現在の建物が竣工しました。総合図書館は戦時中も空襲
の難を逃れ、今もその雄姿を誇っています。現在は新図
書館計画に伴って、図書館前の広場で工事が行われてい
ます。



東大 豆知識
駒場キャンパスの第一グラウンドの北端は目黒区と渋谷区との区境になっています。18

先輩からのメッセージ
2013 年度に入学した各科類の先輩たちからの応援メッセージです。

理科一類		
榊原昂平

ついにこの日がやって来ましたね。本番独特のただならぬ空気に圧倒され、冷静さを
失っているかもしれません。そんなときは、深呼吸。ここまで来れば、何も臆すること
はありません。今日まで相当の努力をしてきたと思います。あとは、試験終了の合図ま
でその成果を示すのみです。解けない問題があっても、焦らず、もう一度問題文を読み
別の視点から考えてみましょう。悔いの残らないような 2日間にしてください。そうす
れば、自ずと合格に近づきます。

理科一類		
鈴木僚太

皆さんは、今まで長い間必死に勉強してきて入試に臨んでいることだと思います。そ
の意味では入試は一つのゴールなのですが、同時にスタートでもあります。これまで受
験勉強のために好きなことを我慢してきた人も多いと思いますが、入試が終わればもう
邪魔するものはありません。ですから、新生活というと大学に入ってからという印象を
受けますが、生活が大きく変わるのは実は入試の前後だと思います。今目の前にある
試験さえ乗り越えれば、新生活が待っています。

理科二類		
辻拓也

受験生の皆様、おはようございます。一応、おはようございますと挨拶はしましたが、	1
日目の朝、国語の試験前にここまで読み進められる余裕のある受験生の方は少ないので
はないでしょうか。きっと既に国語や数学の試験が終わってしまっていて、もしかしたら
普段の実力が出せなかったと後悔していらっしゃるかもしれません。でも、そんなに悲観
的になる必要はありません。「自分なら残りの教科だけで十分に挽回できる」というくら
いの気持ちで是非残りの教科を頑張ってください！	皆様のご健闘をお祈りしております。

理科二類		
飯田颯馬

入試で大切なことは、落ち着いて諦めずに最後まで解き抜くことです。しかし、入試
本番では緊張してしまい焦ったり不安になったりしてしまうものです。得意なはずの科目
や分野が解けなかったり、問題の難しさで頭が真っ白になってしまったりすることもあ
るかもしれません。そんなときは今までの努力を思い出しましょう。深呼吸し、いつも
の自分を取り戻し最後まで解き抜けば、きっといい結果が待ってます。みなさんの健闘
をお祈りしてます。

理科三類		
外園晋夫

試験前日までは努力した人の勝ちですが、試験本番では自信を持った人の勝ちです。
これまで必死に努力をしてきたのですから、あとは自信を持つだけです。傲慢と言える
程の自信さえあれば、緊張なんて感じることもなくいつも通りのペースでいつも通りの
解答がいつも通り書けるでしょう。いつも通りでいいのです。もう既にそれだけの力を
培ってきたのですから。それでは、いつも通り頑張ってくださいね。



2012 年、インドに東大の事務所ができました。 19

文科一類	
伊藤重賢

当日緊張していたことを振り返ると、何とかなると気楽に考えることが大切なのかな、
と思います。今までの勉強の成果をそれなりに発揮すればきっと大丈夫です。ある教科
でベストを尽くせなかったとしても、4 教科あるのだから、他で取り返すことはいくらで
もできます。自分を追い込む必要なんてありませんので、自由な気持ちで臨んでくださ
い！	これからの大学生活に思いを馳せたり、あるいは受験の雰囲気を心に刻んだりし
ながら。

文科一類	
森本紗代

不安があるかもしれませんが、精神的に負けてはいけません。武器となる学力の程が
すでに決まってしまっている今、	周りを圧倒する糧は精神の強さしかありません。冷静
さと集中力を失わないこと。考え抜くこと、決して諦めないこと。きっと納得のいく結
果を手にすることができるでしょう。	Good	luck！

文科二類	
森いづみ

受験ではみなさんの努力が必ずしも報われるとは言えません。当日思うように解けな
くて焦ったり、落ち込んだりすることもあるでしょう。しかし、受験は 2日間の総合勝
負です。できなくても気持ちを強く持って最後まで全力でやり抜きましょう。時には、
自分の能力を過信するぐらいの厚かましさも必要です。「自分ができなかったのだから
きっとみんなもできていないはずだ」「自分は必ず合格する」と信じて頑張ってください。

文科三類	
秋元早紀

いよいよ今までの努力の成果を発揮する日がきましたね。緊張している方も多いと思
います。自分がベストな状態で試験を受けることができるよう、まずは深呼吸をして気
持ちを落ち着けましょう。休み時間は屋外に出るのも気分がまぎれるのでおすすめです。
周りの人の様子と終わった試験の出来は気にしないこと！	1点でも高い点数をとるため
に、最後まで決して諦めることなく頑張ってください。応援しています。

文科三類	
島田恵太

みなさんの中には、今日で自分の人生が大きく左右される、と思っている人もいるの
ではないか？	39 歳にして東大に入学した私に言わせれば、答えは “NO” である。人生
は「出会い」で左右され続けるのだ。この試験の現代文の文章との出会いが、あなた
の人生を左右することはあっても、試験の結果がそうすることは、ない。駄目なら、来
年または 20 年後、受ければいい。いずれにしろ今春、新たな出会いが待っている。で
きればそれが駒場でのものであってほしい。

文科二類	
小河優祐

焦った時は深呼吸。大事なのは最後まで諦めないこと。入試の日は1日目に失敗して、
2日目に行くかどうかすら迷った僕でしたが、もう一度朝に気持ちを奮い立たせた結果、
今駒場で学べています。緊張するだろうけれど、あえてそこでこの雰囲気を楽しんでや
ろうくらいの強い気持ちで、渾身の答案を解答用紙にぶつけてください！	頑張れ！
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　　　　　     UT-Life
※記載している内容については、

東京大学学生支援課より確認・了承を得ています。

UT-Life は東京大学公認のもと、東大に関する
情報を学生の視点から紹介する Web サイトを
制作・運営している学生団体です。
http://www.ut-life.net/

キャンパスの地図や講義紹介、履修制度の解説、
教員や卒業生のインタビュー、サークルの紹介
など様々な記事を掲載しています。

前期試験合格発表の 3 月 10 日（月）14 時頃に、
UT-Life でも合格者番号を掲載する予定です。

（若干遅くなる可能性があります）


