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順天堂大医学部進学　牧健太郎君(都立桜修館高校卒)

最初医学部なんて簡単に合格すると思っていた。
代官山MEDICALに来たのは母の友人で神谷さん（代官山
MEDICAL OB:神谷知紀:東京医科大）のお母さんがいて、
ここで受かって良かったよと紹介してもらいました。
数学が元からできなかったんです。なんとなくこんな感
じかなというのはわかるんですけど、最初の頃は内分・
外分もわかっていなかったりとか。
医学部を目指したのは、高2の夏～秋くらい。本音を言う
と、たまたま理系を選択していて将来仕事に就くために
はなにか資格を持ってないとと思って、そういえば医
者ってあるじゃん、と。現役の時は受験をよくわかって
なかったというより、なめてかかってました。現浪比を
みて、いけるでしょ、と。でも第2回、3回の河合模試の
結果でこれは受からないかなと自分の頭にあって、落ち
た時もあーやっぱりな、と。1次も1つもでなかった。

浪人して理科の科目変更という賭けにでた。
浪人になって最初のクラスはA2。浪人してから石井先生
に相談して物理から生物選択に変えたので、3月中にマン
ツーを緒方先生と柳先生でやっていただいて。資料集の
さわりを浅くやってからのクラス編成テストで24点とか
どうしようもない点数でした。
数学はまずいっていってるよりはそんなに悪い点数じゃ
なくて50前半とかでした。
化学はもともと好きで化学をやりたかったから理系選択
したというのもあります。
生物に変えて、力がついてきてその後大丈夫だなと思っ
てたんだけど、浪人中ずっと230点台が続いて周りからミ
スター230と呼ばれてました。(笑)
最後はやっとマンスリーが298点に。化学でしょうもない
ミスしてて300点いかなかったんです。最後はトップ10
に入ってましたが、英語はもともとそこまで苦手ではな
かったんですけど、頻出英文法とかもやりました。そこ
そこできる教科は放っておいて、やばい教科を平均以上
にもっていこうという方針でしました。

MT（ﾏﾝｽﾘｰﾃｽﾄ）は結果を気にした。
生物はゼロからだったけどずいぶん伸びて、でも数学は
なかなか。いや、結構頑張った方だと思います。平均超
えることってほとんど最初はなかったけど最後の方は50
後半とか60近くとれるようになって。
10月のMTまでは230でその後260、290になって。290に
なる前に石井先生と受験校を決める面談があって。杏林
埼玉聖マリくらいは確実にいけるけど、良くて東邦東医
くらいじゃない？って言われて。
逆にそれが悔しくて伸びたのかも。最後まで慈恵と順天
の受験をはずしてなかったので。

入試は思い通り点数取れるほど甘くなかった。
順天の試験でやはり英語は全然終わってないです。長文
が。自由英作文を最初に書ききって、その後長文に戻り
ました。長文は4,5個あって終わらないなと思ったので

とっつきやすいところからやりました。哲学系とか心理
系とか後に回して。
自己採してやっぱり当たらないんだなーと思いました。
そもそもこれは受かったと思った１次試験どこもなく
て。
杏林も試験の最中は前の問題よりは解けるなくらいで。
帰って周りと自己採して意外ととれてるじゃん、もしか
してくるかもな、と。
1番最初に発表あって、合格きて、今年はもしやいけるん
じゃないかという期待は少しでてきました。

生物はPCR法が記述で、2個くらい間違えてたんですけど
化学もほとんど間違いなかったと思います。
数学は、平野先生にお世話になってて。僕の出来が良く
ないことは承知だったのでマークをどうにか当てに行こ
うという戦略で。論証とか細かい所とかよくわかってな
いけどなんか答え合ってるねというのを目指して過去問
も10年分程解いて。

2次面接については自分一人に対して担当が4人いて。端
の人は何も聞いてこないで顔をずっと見てくるみたい
な。面接が始まると、いつ呼ばれるか緊張していまし
た。あと入学してから、面接の時にこう言ってたけど今
はどうなの？って先生に聞かれている子がいます。

寮生活も楽しいし、部活に夢中になっています。
学校生活については結局スキー部メインで。ラグビー部
と兼部です。石岡さん（代官山MEDICAL　2016年OB）も
いて。ここに居た時とは別人なようにムキムキになって
てた（笑）。

今年の順天は全体の人数が増えて141人。一般枠は60人
とかで多くなくて。国際バカロレア枠と地域枠センター
利用、センター独自利用とかいろんなブロックから集め
た結果多くなったみたいな。
寮は2人で1部屋です。その2人1部屋が4つ集まって共有
スペースがあって。それがさらに2つ集まって16人で1グ
ループみたいな。だいたいどこも4～5人医学科がいま
す。自炊禁止、門限11時って決まっています。
男子寮より女子寮はきれいで格差ですね。(笑)

性格は大雑把であまり悩まなかった。
性格的に普段あまりへこまない方で、しょうがないか
な、って割り切っちゃうのが多いです。アイツには負け
ない、とかって負けず嫌いでもあります。点数が自分よ
り高い人がいたら次はその人に勝つとか、間違えた箇所
を次は間違えないって。

浪人中は成長出来ました。
現役→浪人ですごく変わりました。朝から受験の勉強に
集中できるし、受験に関係ない勉強をする必要もない
し、自習時間も取れるし。しっかりやっていかなきゃと
一番最初にありました。現役の時の受験で世の中甘くな
いってわかって。本腰入れてちゃんとやらなきゃって。
全部の分野を毎日時間決めてやって、苦手な分野で疲れ
ちゃったり集中できなかったら時間にこだわらず分野変
えて。化学に逃げるかもと思ったけど生物がやっぱり好
きで、資料集の細かい所を読むようになってむしろそれ
が生物の伸びの要因になったかも。受かった人たちから
聞いたり合格体験記を読んだら毎日どの科目も勉強して
たって言ってたので意識してました。どの科目も代官山
MEDICALの教材しか使ってないです。

数学は思うように点数取るのは難しかった。
WTもちゃんとやってたつもりですけど数学はやっぱり難
しかったです。
テキストの復習問題っていうのは解ってたけど、直前に
覚えたりしては意味がないから、コツコツやってました
よ。
セミナー生物は結構やりました。化学は無視です。(笑)　
1周してだいたい出来たので、忘れない程度に放っておこ
うと思って。数学5英語3生物1化学1くらいです。
英語はほとんど文法で。長文やりながらわからないとこ
ろを先生に聞いて文法を覚える感じでした。
数学は平野先生のマンツーを続けました。
生物は緒方先生、深瀧先生で考察を見ていただいて。各
問題に対してのアプローチではなく全体としてどこに目
をつけるかみたいな。
化学は三上先生にみてもらって。なにかわからなければ
聞きにいってました。

石井先生に支えられました。
石井先生の授業は、受験生の心構えについての話とかメ

ンタルケアが大きかったと思います。授業は、「予習し
てても実はよくわかってない」ってところを当ててくる
んです。ほとんどうまく答えられた記憶がないです。で
も全然できてない部分の確認になりました。英語ってわ
かっている所とわからない所があいまいになるので。

代官山MEDICALで過ごした時間が一番長かった。
浪人中は朝6時40分とか7時前に来てたことが多かったで
す。最初のクラス替えでA2→M4で最後までM4。みんな
で仲良く頑張った。
代官山MEDICALに通ってなかったから1浪で順天どころか
他の私立医に受かるのなんて無理だなって、勉強だけで
はなくて全ての面でお世話になって感謝しかないです。
自分の第2の家って感じがして。

後輩の方へ
いろんな先生方にMTや河合の模試結果でこのくらいのレ
ベルだね、と言われたりすると思うんですけどそれより
上の目標があるならそれを信じてコツコツやっていけば
叶うと思います。人の助言を聞くことも大事だけど、自
分を信じて頑張って欲しいと思います。
代官山MEDICALのテキストは、過去問などをベースにし
て1から作ってくれたものだから信じてやることが大事。
受かりたくて勉強するのはみんな一緒だから、自分の気
持ちを強くもって、諦めずに頑張ることが大事だと思い
ます。
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順天堂大医学部進学　牧健太郎君(都立桜修館高校卒)

最初医学部なんて簡単に合格すると思っていた。
代官山MEDICALに来たのは母の友人で神谷さん（代官山
MEDICAL OB:神谷知紀:東京医科大）のお母さんがいて、
ここで受かって良かったよと紹介してもらいました。
数学が元からできなかったんです。なんとなくこんな感
じかなというのはわかるんですけど、最初の頃は内分・
外分もわかっていなかったりとか。
医学部を目指したのは、高2の夏～秋くらい。本音を言う
と、たまたま理系を選択していて将来仕事に就くために
はなにか資格を持ってないとと思って、そういえば医
者ってあるじゃん、と。現役の時は受験をよくわかって
なかったというより、なめてかかってました。現浪比を
みて、いけるでしょ、と。でも第2回、3回の河合模試の
結果でこれは受からないかなと自分の頭にあって、落ち
た時もあーやっぱりな、と。1次も1つもでなかった。

浪人して理科の科目変更という賭けにでた。
浪人になって最初のクラスはA2。浪人してから石井先生
に相談して物理から生物選択に変えたので、3月中にマン
ツーを緒方先生と柳先生でやっていただいて。資料集の
さわりを浅くやってからのクラス編成テストで24点とか
どうしようもない点数でした。
数学はまずいっていってるよりはそんなに悪い点数じゃ
なくて50前半とかでした。
化学はもともと好きで化学をやりたかったから理系選択
したというのもあります。
生物に変えて、力がついてきてその後大丈夫だなと思っ
てたんだけど、浪人中ずっと230点台が続いて周りからミ
スター230と呼ばれてました。(笑)
最後はやっとマンスリーが298点に。化学でしょうもない
ミスしてて300点いかなかったんです。最後はトップ10
に入ってましたが、英語はもともとそこまで苦手ではな
かったんですけど、頻出英文法とかもやりました。そこ
そこできる教科は放っておいて、やばい教科を平均以上
にもっていこうという方針でしました。

MT（ﾏﾝｽﾘｰﾃｽﾄ）は結果を気にした。
生物はゼロからだったけどずいぶん伸びて、でも数学は
なかなか。いや、結構頑張った方だと思います。平均超
えることってほとんど最初はなかったけど最後の方は50
後半とか60近くとれるようになって。
10月のMTまでは230でその後260、290になって。290に
なる前に石井先生と受験校を決める面談があって。杏林
埼玉聖マリくらいは確実にいけるけど、良くて東邦東医
くらいじゃない？って言われて。
逆にそれが悔しくて伸びたのかも。最後まで慈恵と順天
の受験をはずしてなかったので。

入試は思い通り点数取れるほど甘くなかった。
順天の試験でやはり英語は全然終わってないです。長文
が。自由英作文を最初に書ききって、その後長文に戻り
ました。長文は4,5個あって終わらないなと思ったので

とっつきやすいところからやりました。哲学系とか心理
系とか後に回して。
自己採してやっぱり当たらないんだなーと思いました。
そもそもこれは受かったと思った１次試験どこもなく
て。
杏林も試験の最中は前の問題よりは解けるなくらいで。
帰って周りと自己採して意外ととれてるじゃん、もしか
してくるかもな、と。
1番最初に発表あって、合格きて、今年はもしやいけるん
じゃないかという期待は少しでてきました。

生物はPCR法が記述で、2個くらい間違えてたんですけど
化学もほとんど間違いなかったと思います。
数学は、平野先生にお世話になってて。僕の出来が良く
ないことは承知だったのでマークをどうにか当てに行こ
うという戦略で。論証とか細かい所とかよくわかってな
いけどなんか答え合ってるねというのを目指して過去問
も10年分程解いて。

2次面接については自分一人に対して担当が4人いて。端
の人は何も聞いてこないで顔をずっと見てくるみたい
な。面接が始まると、いつ呼ばれるか緊張していまし
た。あと入学してから、面接の時にこう言ってたけど今
はどうなの？って先生に聞かれている子がいます。

寮生活も楽しいし、部活に夢中になっています。
学校生活については結局スキー部メインで。ラグビー部
と兼部です。石岡さん（代官山MEDICAL 2016年OB 石岡
直留）もいて。ここに居た時とは別人なようにムキムキ
になっててた（笑）。

今年の順天は全体の人数が増えて141人。一般枠は60人
とかで多くなくて。国際バカロレア枠と地域枠センター
利用、センター独自利用とかいろんなブロックから集め
た結果多くなったみたいな。
寮は2人で1部屋です。その2人1部屋が4つ集まって共有
スペースがあって。それがさらに2つ集まって16人で1グ
ループみたいな。だいたいどこも4～5人医学科がいま
す。自炊禁止、門限11時って決まっています。
男子寮より女子寮はきれいで格差ですね。(笑)

性格は大雑把であまり悩まなかった。
性格的に普段あまりへこまない方で、しょうがないか
な、って割り切っちゃうのが多いです。アイツには負け
ない、とかって負けず嫌いでもあります。点数が自分よ
り高い人がいたら次はその人に勝つとか、間違えた箇所
を次は間違えないって。

浪人中は成長出来ました。
現役→浪人ですごく変わりました。朝から受験の勉強に
集中できるし、受験に関係ない勉強をする必要もない
し、自習時間も取れるし。しっかりやっていかなきゃと
一番最初にありました。現役の時の受験で世の中甘くな
いってわかって。本腰入れてちゃんとやらなきゃって。
全部の分野を毎日時間決めてやって、苦手な分野で疲れ
ちゃったり集中できなかったら時間にこだわらず分野変
えて。化学に逃げるかもと思ったけど生物がやっぱり好
きで、資料集の細かい所を読むようになってむしろそれ
が生物の伸びの要因になったかも。受かった人たちから
聞いたり合格体験記を読んだら毎日どの科目も勉強して
たって言ってたので意識してました。どの科目も代官山
MEDICALの教材しか使ってないです。

数学は思うように点数取るのは難しかった。
WTもちゃんとやってたつもりですけど数学はやっぱり難
しかったです。
テキストの復習問題っていうのは解ってたけど、直前に
覚えたりしては意味がないから、コツコツやってました
よ。
セミナー生物は結構やりました。化学は無視です。(笑)　
1周してだいたい出来たので、忘れない程度に放っておこ
うと思って。数学5英語3生物1化学1くらいです。
英語はほとんど文法で。長文やりながらわからないとこ
ろを先生に聞いて文法を覚える感じでした。
数学は平野先生のマンツーを続けました。
生物は緒方先生、深瀧先生で考察を見ていただいて。各
問題に対してのアプローチではなく全体としてどこに目
をつけるかみたいな。
化学は三上先生にみてもらって。なにかわからなければ
聞きにいってました。

石井先生に支えられました。
石井先生の授業は、受験生の心構えについての話とかメ

ンタルケアが大きかったと思います。授業は、「予習し
てても実はよくわかってない」ってところを当ててくる
んです。ほとんどうまく答えられた記憶がないです。で
も全然できてない部分の確認になりました。英語ってわ
かっている所とわからない所があいまいになるので。

代官山MEDICALで過ごした時間が一番長かった。
浪人中は朝6時40分とか7時前に来てたことが多かったで
す。最初のクラス替えでA2→M4で最後までM4。みんな
で仲良く頑張った。
代官山MEDICALに通ってなかったから1浪で順天どころか
他の私立医に受かるのなんて無理だなって、勉強だけで
はなくて全ての面でお世話になって感謝しかないです。
自分の第2の家って感じがして。

後輩の方へ
いろんな先生方にMTや河合の模試結果でこのくらいのレ
ベルだね、と言われたりすると思うんですけどそれより
上の目標があるならそれを信じてコツコツやっていけば
叶うと思います。
代官山MEDICALのテキストは、過去問などをベースにし
て1から作ってくれたものだから信じてやることが大事。
受かりたくて勉強するのはみんな一緒だから、自分の気
持ちを強くもって、諦めずに頑張ることが大事だと思い
ます。
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最初医学部なんて簡単に合格すると思っていた。
代官山MEDICALに来たのは母の友人で神谷さん（代官山
MEDICAL OB:神谷知紀:東京医科大）のお母さんがいて、
ここで受かって良かったよと紹介してもらいました。
数学が元からできなかったんです。なんとなくこんな感
じかなというのはわかるんですけど、最初の頃は内分・
外分もわかっていなかったりとか。
医学部を目指したのは、高2の夏～秋くらい。本音を言う
と、たまたま理系を選択していて将来仕事に就くために
はなにか資格を持ってないとと思って、そういえば医
者ってあるじゃん、と。現役の時は受験をよくわかって
なかったというより、なめてかかってました。現浪比を
みて、いけるでしょ、と。でも第2回、3回の河合模試の
結果でこれは受からないかなと自分の頭にあって、落ち
た時もあーやっぱりな、と。1次も1つもでなかった。

浪人して理科の科目変更という賭けにでた。
浪人になって最初のクラスはA2。浪人してから石井先生
に相談して物理から生物選択に変えたので、3月中にマン
ツーを緒方先生と柳先生でやっていただいて。資料集の
さわりを浅くやってからのクラス編成テストで24点とか
どうしようもない点数でした。
数学はまずいっていってるよりはそんなに悪い点数じゃ
なくて50前半とかでした。
化学はもともと好きで化学をやりたかったから理系選択
したというのもあります。
生物に変えて、力がついてきてその後大丈夫だなと思っ
てたんだけど、浪人中ずっと230点台が続いて周りからミ
スター230と呼ばれてました。(笑)
最後はやっとマンスリーが298点に。化学でしょうもない
ミスしてて300点いかなかったんです。最後はトップ10
に入ってましたが、英語はもともとそこまで苦手ではな
かったんですけど、頻出英文法とかもやりました。そこ
そこできる教科は放っておいて、やばい教科を平均以上
にもっていこうという方針でしました。

MT（ﾏﾝｽﾘｰﾃｽﾄ）は結果を気にした。
生物はゼロからだったけどずいぶん伸びて、でも数学は
なかなか。いや、結構頑張った方だと思います。平均超
えることってほとんど最初はなかったけど最後の方は50
後半とか60近くとれるようになって。
10月のMTまでは230でその後260、290になって。290に
なる前に石井先生と受験校を決める面談があって。杏林
埼玉聖マリくらいは確実にいけるけど、良くて東邦東医
くらいじゃない？って言われて。
逆にそれが悔しくて伸びたのかも。最後まで慈恵と順天
の受験をはずしてなかったので。

入試は思い通り点数取れるほど甘くなかった。
順天の試験でやはり英語は全然終わってないです。長文
が。自由英作文を最初に書ききって、その後長文に戻り
ました。長文は4,5個あって終わらないなと思ったので

とっつきやすいところからやりました。哲学系とか心理
系とか後に回して。
自己採してやっぱり当たらないんだなーと思いました。
そもそもこれは受かったと思った１次試験どこもなく
て。
杏林も試験の最中は前の問題よりは解けるなくらいで。
帰って周りと自己採して意外ととれてるじゃん、もしか
してくるかもな、と。
1番最初に発表あって、合格きて、今年はもしやいけるん
じゃないかという期待は少しでてきました。

生物はPCR法が記述で、2個くらい間違えてたんですけど
化学もほとんど間違いなかったと思います。
数学は、平野先生にお世話になってて。僕の出来が良く
ないことは承知だったのでマークをどうにか当てに行こ
うという戦略で。論証とか細かい所とかよくわかってな
いけどなんか答え合ってるねというのを目指して過去問
も10年分程解いて。

2次面接については自分一人に対して担当が4人いて。端
の人は何も聞いてこないで顔をずっと見てくるみたい
な。面接が始まると、いつ呼ばれるか緊張していまし
た。あと入学してから、面接の時にこう言ってたけど今
はどうなの？って先生に聞かれている子がいます。

寮生活も楽しいし、部活に夢中になっています。
学校生活については結局スキー部メインで。ラグビー部
と兼部です。石岡さん（代官山MEDICAL 2016年OB 石岡
直留）もいて。ここに居た時とは別人なようにムキムキ
になっててた（笑）。

今年の順天は全体の人数が増えて141人。一般枠は60人
とかで多くなくて。国際バカロレア枠と地域枠センター
利用、センター独自利用とかいろんなブロックから集め
た結果多くなったみたいな。
寮は2人で1部屋です。その2人1部屋が4つ集まって共有
スペースがあって。それがさらに2つ集まって16人で1グ
ループみたいな。だいたいどこも4～5人医学科がいま
す。自炊禁止、門限11時って決まっています。
男子寮より女子寮はきれいで格差ですね。(笑)

性格は大雑把であまり悩まなかった。
性格的に普段あまりへこまない方で、しょうがないか
な、って割り切っちゃうのが多いです。アイツには負け
ない、とかって負けず嫌いでもあります。点数が自分よ
り高い人がいたら次はその人に勝つとか、間違えた箇所
を次は間違えないって。

浪人中は成長出来ました。
現役→浪人ですごく変わりました。朝から受験の勉強に
集中できるし、受験に関係ない勉強をする必要もない
し、自習時間も取れるし。しっかりやっていかなきゃと
一番最初にありました。現役の時の受験で世の中甘くな
いってわかって。本腰入れてちゃんとやらなきゃって。
全部の分野を毎日時間決めてやって、苦手な分野で疲れ
ちゃったり集中できなかったら時間にこだわらず分野変
えて。化学に逃げるかもと思ったけど生物がやっぱり好
きで、資料集の細かい所を読むようになってむしろそれ
が生物の伸びの要因になったかも。受かった人たちから
聞いたり合格体験記を読んだら毎日どの科目も勉強して
たって言ってたので意識してました。どの科目も代官山
MEDICALの教材しか使ってないです。

数学は思うように点数取るのは難しかった。
WTもちゃんとやってたつもりですけど数学はやっぱり難
しかったです。
テキストの復習問題っていうのは解ってたけど、直前に
覚えたりしては意味がないから、コツコツやってました
よ。
セミナー生物は結構やりました。化学は無視です。(笑)　
1周してだいたい出来たので、忘れない程度に放っておこ
うと思って。数学5英語3生物1化学1くらいです。
英語はほとんど文法で。長文やりながらわからないとこ
ろを先生に聞いて文法を覚える感じでした。
数学は平野先生のマンツーを続けました。
生物は緒方先生、深瀧先生で考察を見ていただいて。各
問題に対してのアプローチではなく全体としてどこに目
をつけるかみたいな。
化学は三上先生にみてもらって。なにかわからなければ
聞きにいってました。

石井先生に支えられました。
石井先生の授業は、受験生の心構えについての話とかメ

ンタルケアが大きかったと思います。授業は、「予習し
てても実はよくわかってない」ってところを当ててくる
んです。ほとんどうまく答えられた記憶がないです。で
も全然できてない部分の確認になりました。英語ってわ
かっている所とわからない所があいまいになるので。

代官山MEDICALで過ごした時間が一番長かった。
浪人中は朝6時40分とか7時前に来てたことが多かったで
す。最初のクラス替えでA2→M4で最後までM4。みんな
で仲良く頑張った。
代官山MEDICALに通ってなかったから1浪で順天どころか
他の私立医に受かるのなんて無理だなって、勉強だけで
はなくて全ての面でお世話になって感謝しかないです。
自分の第2の家って感じがして。

後輩の方へ
いろんな先生方にMTや河合の模試結果でこのくらいのレ
ベルだね、と言われたりすると思うんですけどそれより
上の目標があるならそれを信じてコツコツやっていけば
叶うと思います。
代官山MEDICALのテキストは、過去問などをベースにし
て1から作ってくれたものだから信じてやることが大事。
受かりたくて勉強するのはみんな一緒だから、自分の気
持ちを強くもって、諦めずに頑張ることが大事だと思い
ます。
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最初医学部なんて簡単に合格すると思っていた。
代官山MEDICALに来たのは母の友人で神谷さん（代官山
MEDICAL OB:神谷知紀:東京医科大）のお母さんがいて、
ここで受かって良かったよと紹介してもらいました。
数学が元からできなかったんです。なんとなくこんな感
じかなというのはわかるんですけど、最初の頃は内分・
外分もわかっていなかったりとか。
医学部を目指したのは、高2の夏～秋くらい。本音を言う
と、たまたま理系を選択していて将来仕事に就くために
はなにか資格を持ってないとと思って、そういえば医
者ってあるじゃん、と。現役の時は受験をよくわかって
なかったというより、なめてかかってました。現浪比を
みて、いけるでしょ、と。でも第2回、3回の河合模試の
結果でこれは受からないかなと自分の頭にあって、落ち
た時もあーやっぱりな、と。1次も1つもでなかった。

浪人して理科の科目変更という賭けにでた。
浪人になって最初のクラスはA2。浪人してから石井先生
に相談して物理から生物選択に変えたので、3月中にマン
ツーを緒方先生と柳先生でやっていただいて。資料集の
さわりを浅くやってからのクラス編成テストで24点とか
どうしようもない点数でした。
数学はまずいっていってるよりはそんなに悪い点数じゃ
なくて50前半とかでした。
化学はもともと好きで化学をやりたかったから理系選択
したというのもあります。
生物に変えて、力がついてきてその後大丈夫だなと思っ
てたんだけど、浪人中ずっと230点台が続いて周りからミ
スター230と呼ばれてました。(笑)
最後はやっとマンスリーが298点に。化学でしょうもない
ミスしてて300点いかなかったんです。最後はトップ10
に入ってましたが、英語はもともとそこまで苦手ではな
かったんですけど、頻出英文法とかもやりました。そこ
そこできる教科は放っておいて、やばい教科を平均以上
にもっていこうという方針でしました。

MT（ﾏﾝｽﾘｰﾃｽﾄ）は結果を気にした。
生物はゼロからだったけどずいぶん伸びて、でも数学は
なかなか。いや、結構頑張った方だと思います。平均超
えることってほとんど最初はなかったけど最後の方は50
後半とか60近くとれるようになって。
10月のMTまでは230でその後260、290になって。290に
なる前に石井先生と受験校を決める面談があって。杏林
埼玉聖マリくらいは確実にいけるけど、良くて東邦東医
くらいじゃない？って言われて。
逆にそれが悔しくて伸びたのかも。最後まで慈恵と順天
の受験をはずしてなかったので。

入試は思い通り点数取れるほど甘くなかった。
順天の試験でやはり英語は全然終わってないです。長文
が。自由英作文を最初に書ききって、その後長文に戻り
ました。長文は4,5個あって終わらないなと思ったので

とっつきやすいところからやりました。哲学系とか心理
系とか後に回して。
自己採してやっぱり当たらないんだなーと思いました。
そもそもこれは受かったと思った１次試験どこもなく
て。
杏林も試験の最中は前の問題よりは解けるなくらいで。
帰って周りと自己採して意外ととれてるじゃん、もしか
してくるかもな、と。
1番最初に発表あって、合格きて、今年はもしやいけるん
じゃないかという期待は少しでてきました。

生物はPCR法が記述で、2個くらい間違えてたんですけど
化学もほとんど間違いなかったと思います。
数学は、平野先生にお世話になってて。僕の出来が良く
ないことは承知だったのでマークをどうにか当てに行こ
うという戦略で。論証とか細かい所とかよくわかってな
いけどなんか答え合ってるねというのを目指して過去問
も10年分程解いて。

2次面接については自分一人に対して担当が4人いて。端
の人は何も聞いてこないで顔をずっと見てくるみたい
な。面接が始まると、いつ呼ばれるか緊張していまし
た。あと入学してから、面接の時にこう言ってたけど今
はどうなの？って先生に聞かれている子がいます。

寮生活も楽しいし、部活に夢中になっています。
学校生活については結局スキー部メインで。ラグビー部
と兼部です。石岡さん（代官山MEDICAL　2016年OB）も
いて。ここに居た時とは別人なようにムキムキになって
てた（笑）。

今年の順天は全体の人数が増えて141人。一般枠は60人
とかで多くなくて。国際バカロレア枠と地域枠センター
利用、センター独自利用とかいろんなブロックから集め
た結果多くなったみたいな。
寮は2人で1部屋です。その2人1部屋が4つ集まって共有
スペースがあって。それがさらに2つ集まって16人で1グ
ループみたいな。だいたいどこも4～5人医学科がいま
す。自炊禁止、門限11時って決まっています。
男子寮より女子寮はきれいで格差ですね。(笑)

性格は大雑把であまり悩まなかった。
性格的に普段あまりへこまない方で、しょうがないか
な、って割り切っちゃうのが多いです。アイツには負け
ない、とかって負けず嫌いでもあります。点数が自分よ
り高い人がいたら次はその人に勝つとか、間違えた箇所
を次は間違えないって。

浪人中は成長出来ました。
現役→浪人ですごく変わりました。朝から受験の勉強に
集中できるし、受験に関係ない勉強をする必要もない
し、自習時間も取れるし。しっかりやっていかなきゃと
一番最初にありました。現役の時の受験で世の中甘くな
いってわかって。本腰入れてちゃんとやらなきゃって。
全部の分野を毎日時間決めてやって、苦手な分野で疲れ
ちゃったり集中できなかったら時間にこだわらず分野変
えて。化学に逃げるかもと思ったけど生物がやっぱり好
きで、資料集の細かい所を読むようになってむしろそれ
が生物の伸びの要因になったかも。受かった人たちから
聞いたり合格体験記を読んだら毎日どの科目も勉強して
たって言ってたので意識してました。どの科目も代官山
MEDICALの教材しか使ってないです。

数学は思うように点数取るのは難しかった。
WTもちゃんとやってたつもりですけど数学はやっぱり難
しかったです。
テキストの復習問題っていうのは解ってたけど、直前に
覚えたりしては意味がないから、コツコツやってました
よ。
セミナー生物は結構やりました。化学は無視です。(笑)　
1周してだいたい出来たので、忘れない程度に放っておこ
うと思って。数学5英語3生物1化学1くらいです。
英語はほとんど文法で。長文やりながらわからないとこ
ろを先生に聞いて文法を覚える感じでした。
数学は平野先生のマンツーを続けました。
生物は緒方先生、深瀧先生で考察を見ていただいて。各
問題に対してのアプローチではなく全体としてどこに目
をつけるかみたいな。
化学は三上先生にみてもらって。なにかわからなければ
聞きにいってました。

石井先生に支えられました。
石井先生の授業は、受験生の心構えについての話とかメ

ンタルケアが大きかったと思います。授業は、「予習し
てても実はよくわかってない」ってところを当ててくる
んです。ほとんどうまく答えられた記憶がないです。で
も全然できてない部分の確認になりました。英語ってわ
かっている所とわからない所があいまいになるので。

代官山MEDICALで過ごした時間が一番長かった。
浪人中は朝6時40分とか7時前に来てたことが多かったで
す。最初のクラス替えでA2→M4で最後までM4。みんな
で仲良く頑張った。
代官山MEDICALに通ってなかったから1浪で順天どころか
他の私立医に受かるのなんて無理だなって、勉強だけで
はなくて全ての面でお世話になって感謝しかないです。
自分の第2の家って感じがして。

後輩の方へ
いろんな先生方にMTや河合の模試結果でこのくらいのレ
ベルだね、と言われたりすると思うんですけどそれより
上の目標があるならそれを信じてコツコツやっていけば
叶うと思います。人の助言を聞くことも大事だけど、自
分を信じて頑張って欲しいと思います。
代官山MEDICALのテキストは、過去問などをベースにし
て1から作ってくれたものだから信じてやることが大事。
受かりたくて勉強するのはみんな一緒だから、自分の気
持ちを強くもって、諦めずに頑張ることが大事だと思い
ます。
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日本医科大進学　小川真由さん(横浜雙葉高校卒)
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日医は、意外と現役の子が多い？！
今年2浪の人はまだいますけど、3浪からがくんと減っ
て。多分、4浪もほんとに数人…全員は把握してないんで
すけど1人は知ってるんですけど。あんまりいないと…。
5浪？5浪聞いてないですね。今の所。ビックリするほん
とに。多浪多いイメージだったんで勝手に。全然いなく
て。現役が多いのがすごい…現役の子って頭が違う。
絶対受かんないと思ってたんで日医だけは。東邦が最後来
て。東邦の前に女子医も来て。そのときは杏林と女子医で
だいぶ、共学と女子校で迷ってて、そしたら東邦が来て
あーもう東邦、って。ははは。多分全部お金払いました。
日医後期番号23とか。13番までですよね去年確か。

代官山を何で知ったか
初めて、代官山MEDICALに行って、石井先生と面接して
もらいました。この先生に付いて行ったら一年で絶対合格
しそうだなって思ってそれでお願いしました。結局ちゃん
と1年で受かって。3月のほんと始めくらいで。
よく考えて、代官山にするって親に言って、さきどりゼミ
があったんでそれを、私理科が本当…現役の時全然できな
かったんで、それをちょっとでも。あとクラス分けがあ
るっていうそれが結構モチベーションになってて4月の初
めにあるクラス編成テストまでになるべく上のクラスにい
ようと思って昭和大学にやっぱり行きたかったのでM2ぐ
らいには行きたいと思って、さきどりゼミは、英語はまあ
…現役の時まあまあだったので、数学と理科両方とも多分
全部3月の途中から取って、ちょっととりすぎ…課題も
あったじゃないですか。ちょっと。最初理科苦手だったん
で、課題、理科特に難しかったんですけど、まあそれ、ほ
ぼずっと代官山入ってからは自習室、3月からずっと自習
室漬けでした。課題とさきどりやって。最初はやっぱり数
学とか酷かったですね。最後までひどかったですけど。
(笑)

最初は昭和志望でした。
昭和は、結構高得点争いでしたよね。だからちょっと…。
でも昭和とか、去年も全く1次…どこも1次受かんなかっ
たんですよ。特に昭和去年第1志望だったんで。1次受
かった時とか、それでやっと親とか伸びたねやっぱり、っ
て言われました。去年特に昭和とか来なかったとこの1次
来た時はほんと杏林もそうなんですけど、やっとそこでな
んか。
ずっと化学とかもすごい苦手だったんで。ほんとに化学で
きんの？ってずっと。でMTの結果見て、いや伸びたから
ほんとここ、って毎回送られてくるのも刺激になってたん
で、そのメンタルの面では下がった時はやられる時あった
んですけど。それぞれの科目で結構ひどい時ありました。
化学ですか。全体的に悪かったのはあります。で、あとも
う1回やばいとこれ下がると思って。でそのために結構石
井先生に相談しに行ってました。結構来てました。ふふ。
1人だとほんと手が進まないので勉強の。

Staでやった方が良いよって言われて下のレベルの

プリントをもらって。
英語は石井先生の授業が一番印象的。あとはパッとでてく
るのが朝岡先生なんです。朝岡先生は昭和の後期の対策の
とき朝岡先生だったんですけど。質問に対して凄い丁寧に
答えてくれるイメージ。すごい丁寧に教えてくれるんで。
一番最初に代官山で質問しに行った先生…さきどりで英語
ちょっと取ってて、それが朝岡先生だったんで、第一印象
も優しかったです。
数学はやっぱ、薄先生だったんで。薄先生…数学ほんと死
んでたんで。でも波が凄いあってでも薄先生に指摘された
のは、波があると入試でその低い、波の下のとこで行きた
い大学に当たったらほんとに絶対いくら理科が出来ても無
理だからその得意じゃなくていいから死なない程度に出来
るようにして、ってすごい言われて。見てもらってた時に
私のヤバさに気づくのが遅くてごめんって言われたんです
けど、その穴だらけだねって言われて。9月の2学期始
まってちょっとしてからHighじゃなくてStaでやった方が
良いよって言われて下のレベルのテキストのプリントを
貰って。
あと計トレも結構メンタルやられたんですけど。でもやっ
ぱり。本番出たし。なんか、あれ普段の授業と色が違うの
で頭のなんかこう違う頭を使ってる感じ。いやいやほんと
に。でもあれもあって計算トレーニングがあって良かった
なって思います。後半ほとんどテストだったんで、そこら
へんで特にメンタルすり減りました。

2号館はレベル高くて刺激になった。
ほんとに2号館、M2に行けたのはすごい嬉しかったんです
けどでもHighレベル高いし、すぐ私理科2科目Staに下げ

たじゃないですか。あれも、あれほんとにありがたかった
んですけど、あの時も石井先生が面談というか、話聞いて
くれたんで。あのままHighの方が良いよって言われて
Highのままやってたら本当にメンタルってか体がボロボ
ロになってたなって。少人数で最初は髙田さん（髙田ひか
る　東邦大医学部進学）と呉君（呉崇禎　獨協医科大進
学）と私と近藤君と村松君（村松周哉　順天堂大医学部進
学）で生物やってたのが、最初その…みんな1次去年受
かってる人たちで、村松君は受かってなかったんですけ
ど。話の視点っていうか去年は1次受かってる前提で話し
てて、こんな人たちと絶対受ける生物のレベルじゃないっ
て思ってそこで病んだというか、ほんとについていけない
気しかしなくて。メンタル的には1年を通してそこが1番
辛かったですけど。その成績の下がったので辛かったのは
夏明けが1番成績で悩みました。やーほんとにつらかっ
た、あそこ辛かったですやっぱり。あとなんか水野さん
（水野和佳子　日本医科大進学）とか上がってきてたじゃ
ないですか。それで一緒に授業受けてなんかすごい自己嫌
悪になって。化学とかもうなんか私が当てられて答えられ
なくて、次水野さんに行って答えられた時とか、やばい
なってすごい。刺激になったにはなったんですけど。

三上先生、最初はそっけなくてすごく(笑)。
現役の時に一応塾は行ってたんですけど、自分で、原理は
教えるけど解法とかは自分でその…教わった原理を使って
自分で考えろって感じだったので解法とかがよくわからな
くて、すごいなんか解き方が全然こう入ってなかったんで
すけど、最初三上先生の電気分解の授業を受けた時に難解
なことを分かりやすく、最初はこれして次これしてってい
うのがすごい頭にスッと入ってきて、あ、こうやって解け
ばこんなに簡単だったんだって思って。ほんとに感動し
て。あ、でも最初に3月に質問行ったときはそっけなくて
すごく(笑)。
なんか途中に1回質問行ったときに化学の問題ってその問
題ごとにある程度解法決まってるから、問題見たときにこ
の問題はこれ使うんだとかその頭の中で取捨選択というか
頭の中でこの問題はこれ使うって決めるもんなんだよって
言われて、聞いた時にそうだったんだって思ってびっくり
して。今までなんかこれどうやってやるんだろうみたい
な。苦手すぎて、数字がたくさん出てくるじゃないです
か。頭…数字…問題文一通り読んでその数字が頭ぐるぐる
してわかんなくてとりあえずなんか式立ててみるけどみた
いな、現役の時そんな感じだったんですけど。ほんとにな
んかもう、1番伸びたのは…化学が1番伸びたんじゃない
かなって。数学も底辺から伸びたんですけど、伸び率的に
は化学最後のほうとかMT結構順位凄い上行けたんで、伸
び率一番、化学が一番伸びたんじゃないかなって。それも
ほんと三上先生のおかげなんです。

緒方先生は厳しくて、石原先生はメンタルを支えて

もらった。
生物は普段の授業はやっぱ緒方先生の授業がほんとに、

ベース…ベースってか緒方先生の授業でわかんなかったと
ことかその後石原先生にお世話になっちゃうんですけど。
石原先生はずっと1年間お世話になって。
最初4月とかは緒方先生…4月…1年通して、なんか4月は
緒方先生にだいぶメンタル壊されて。(笑)いやほんとにテ
ストがあるじゃないですか。あれの朝とか1限が緒方先生
の時とか、もうほんとにお腹下してトイレ行ってからもう
あの死ぬ気でその後小テストに臨んで。
緒方先生の授業小テストが、でもほんと辛かったんですけ
どでもあの小テストがないとなあなあでやってなんか知っ
てるけど自分で書けないみたいになっちゃうと思うんで、
厳しかったですけどあの小テストは良かったです。小テス
トと、あとテキストも緒方先生が作ってるじゃないです
か。テキストもほんとにあれ代官山、他の科目もそうなん
ですけど、他の問題集買ってないので全く。テキストは生
物も含めてほんと良かったし、緒方先生は1人1人ちゃん
と見てくれてるので、なんか授業取ってなくてもそれが質
問、単科とか何取ったらいいですか？って言ったら、お前
はこれが出来てるけどこれは出来ないから、これは取った
方がいいけどこれは取んなくていいからみたいなちゃんと
こう明確に、性格とか今の出来具合とか調べて言ってくれ
たり、自分は出来てないって思っててもそこはちゃんと出
来るからそこはちゃんと自信もっていいからとか励まして
くれたりとか。石原先生は特に4月とかは私のメンタルや
られてたのもあって、すごい最初緒方先生怖いイメージが
あったんで質問しに行きずらかったんですけど、なんでも
質問できて、それも3月終わるまで何でも相談に行ける
し、ほんと基本的なことでも質問したら答えてくれるほん
と優しい先生だったんでメンタル面特に支えられました石
原先生に。

1年ここでやってきたから日医に受かったと思う。
学力面でも上がったんですけど、精神的に。ほんとにここ
で浪人して良かったなって思うのはそれもあって、精神的
にもほんと成長したなって思って。成績とか何から何まで
さらされるじゃないですか皆に。それで自分が悪かった時
に、一回すっごいへこむんですけど、でもそっから何とし
てでも這い上がんないと、次クラス落ちるし、とか、普通
に授業で当てられた時もそうなんですけど。次は絶対答え
られるようにしようとか。心がへし折られる時が何回も
あった分、反対に困難に立ち向かった時というか自分の苦
手とかにぶつかった時に、ちゃんと踏ん張っててなんか乗
り越えるてか、とりあえず勉強しなきゃっていうなんか意
志の強さていうか、精神的に強く、ほんとに強くなりまし
た。なんか、逃げちゃいけないなってなんか思って、もう
ほんとにMTは、いやMTはきつい…クラス下がりたくな
いっていう一心で。で、あとあのMT終わって、1科目終わ
るとあれどうだった？って喋るじゃないですか、入試本番
もそうだったんですけど、私ああいうの耳に入れたら次の
科目に響くので。もうほんとに試験の時とかも、終わって
トイレ行く瞬間にイヤホンして。ギリギリまでイヤホンし
て。あ、そうです、全部TOCのトイレ行く間とかも。ほん
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とにメンタル弱いの分かってたので。強く…1年ここで
やってきたんで強くなってきたかなって。他のとこ行って
たら日医は絶対受かってないです。絶対受かってないで
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とにいるし、自習環境もテキストも良いし、いつでも質問
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う1番…どれ取っても良いとこがありすぎてこれが1番っ
てあんまり言えないんですけど、そうですね、なんか。で
もいい先生だけだったら、なんか他の塾にもいるかもしれ
ないんですけど、生徒と先生の距離近いので、1人1人の
こと分かってくれるっていうのが、やっぱり代官山大きい
です。代官山に来ると、そこの自動ドア入った時とかもほ
んとなんか、あ、帰ってきたって思うんですよ。なんか去
年1年は自分のすべてって感じでした。代官山が。

日医は、意外と現役の子が多い？！
今年2浪の人はまだいますけど、3浪からがくんと減っ
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すけど1人は知ってるんですけど。あんまりいないと…。
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とに。多浪多いイメージだったんで勝手に。全然いなく
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ストがあるじゃないですか。あれの朝とか1限が緒方先生
の時とか、もうほんとにお腹下してトイレ行ってからもう
あの死ぬ気でその後小テストに臨んで。
緒方先生の授業小テストが、でもほんと辛かったんですけ
どでもあの小テストがないとなあなあでやってなんか知っ
てるけど自分で書けないみたいになっちゃうと思うんで、
厳しかったですけどあの小テストは良かったです。小テス
トと、あとテキストも緒方先生が作ってるじゃないです
か。テキストもほんとにあれ代官山、他の科目もそうなん
ですけど、他の問題集買ってないので全く。テキストは生
物も含めてほんと良かったし、緒方先生は1人1人ちゃん
と見てくれてるので、なんか授業取ってなくてもそれが質
問、単科とか何取ったらいいですか？って言ったら、お前
はこれが出来てるけどこれは出来ないから、これは取った
方がいいけどこれは取んなくていいからみたいなちゃんと
こう明確に、性格とか今の出来具合とか調べて言ってくれ
たり、自分は出来てないって思っててもそこはちゃんと出
来るからそこはちゃんと自信もっていいからとか励まして
くれたりとか。石原先生は特に4月とかは私のメンタルや
られてたのもあって、すごい最初緒方先生怖いイメージが
あったんで質問しに行きずらかったんですけど、なんでも
質問できて、それも3月終わるまで何でも相談に行ける
し、ほんと基本的なことでも質問したら答えてくれるほん
と優しい先生だったんでメンタル面特に支えられました石
原先生に。

1年ここでやってきたから日医に受かったと思う。
学力面でも上がったんですけど、精神的に。ほんとにここ
で浪人して良かったなって思うのはそれもあって、精神的
にもほんと成長したなって思って。成績とか何から何まで
さらされるじゃないですか皆に。それで自分が悪かった時
に、一回すっごいへこむんですけど、でもそっから何とし
てでも這い上がんないと、次クラス落ちるし、とか、普通
に授業で当てられた時もそうなんですけど。次は絶対答え
られるようにしようとか。心がへし折られる時が何回も
あった分、反対に困難に立ち向かった時というか自分の苦
手とかにぶつかった時に、ちゃんと踏ん張っててなんか乗
り越えるてか、とりあえず勉強しなきゃっていうなんか意
志の強さていうか、精神的に強く、ほんとに強くなりまし
た。なんか、逃げちゃいけないなってなんか思って、もう
ほんとにMTは、いやMTはきつい…クラス下がりたくな
いっていう一心で。で、あとあのMT終わって、1科目終わ
るとあれどうだった？って喋るじゃないですか、入試本番
もそうだったんですけど、私ああいうの耳に入れたら次の
科目に響くので。もうほんとに試験の時とかも、終わって
トイレ行く瞬間にイヤホンして。ギリギリまでイヤホンし
て。あ、そうです、全部TOCのトイレ行く間とかも。ほん
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とにメンタル弱いの分かってたので。強く…1年ここで
やってきたんで強くなってきたかなって。他のとこ行って
たら日医は絶対受かってないです。絶対受かってないで
す。理科とかもここまで多分伸びなかったと思うし、自分
で他の科目も含めてここまでほんとに伸びてないと思う。

朝は７時に到着する決意した。
家が藤沢で江の島の方でちょっと遠かったんで、朝が早起
きするの辛かったんですけど。しかも凄い混んでるんで
す。あの、湘南新宿ラインなんで。あれよく止まります止
まります。渋谷のホームからも遠いんです、10分くらい
かかるんですけど。7時台には、それもなんかメモみたい
なのに朝、秋入ったくらいから11月までは7時台、ってい
うか7時に着く決意っていうかなんか書いて、周りも、2
号館の普通の人と、2号館の人といっぱいいる状態ぐらい
の時に行ったらちょっと遅いなと思って、まだパラパラい
るぐらいの時に着きたいなと思って、まあ7時、7時半前
には9月とか10月はほぼなるべく行くようにしてました。
豊島さん（豊島さくら　杏林大医学部進学）とか早かった
ですね多分。階が違ったんであんまり会わなかったんです
けど。えー。優子ちゃんは家近かったんで。宮本さん（宮
本優子　日本医科大進学）、村松君（村松周哉　順天堂大
医学部進学）もあそこも早かった。森杏菜ちゃん（杏林大
医学部進学）も早かったです。

１人１人のことを分かってくれることが大きい。
代官山絶対…少人数っていうのもあるし、やっぱほんとに
なんか、いた時は早く終わりたいって、早くどっか違うと
こ行きたいって思ってたんですけど。今思うと、ほんとに
すべて整ってる環境だし、先生もほんとにいい先生方ほん
とにいるし、自習環境もテキストも良いし、いつでも質問
に行けるとか、先生と生徒との距離が近いとか、そこがも
う1番…どれ取っても良いとこがありすぎてこれが1番っ
てあんまり言えないんですけど、そうですね、なんか。で
もいい先生だけだったら、なんか他の塾にもいるかもしれ
ないんですけど、生徒と先生の距離近いので、1人1人の
こと分かってくれるっていうのが、やっぱり代官山大きい
です。代官山に来ると、そこの自動ドア入った時とかもほ
んとなんか、あ、帰ってきたって思うんですよ。なんか去
年1年は自分のすべてって感じでした。代官山が。

日医は、意外と現役の子が多い？！
今年2浪の人はまだいますけど、3浪からがくんと減っ
て。多分、4浪もほんとに数人…全員は把握してないんで
すけど1人は知ってるんですけど。あんまりいないと…。
5浪？5浪聞いてないですね。今の所。ビックリするほん
とに。多浪多いイメージだったんで勝手に。全然いなく
て。現役が多いのがすごい…現役の子って頭が違う。
絶対受かんないと思ってたんで日医だけは。東邦が最後来
て。東邦の前に女子医も来て。そのときは杏林と女子医で
だいぶ、共学と女子校で迷ってて、そしたら東邦が来て
あーもう東邦、って。ははは。多分全部お金払いました。
日医後期番号23とか。13番までですよね去年確か。

代官山を何で知ったか
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ほんとここ、って毎回送られてくるのも刺激になってたん
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Staでやった方が良いよって言われて下のレベルの

プリントをもらって。
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たじゃないですか。あれも、あれほんとにありがたかった
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すけど1人は知ってるんですけど。あんまりいないと…。
5浪？5浪聞いてないですね。今の所。ビックリするほん
とに。多浪多いイメージだったんで勝手に。全然いなく
て。現役が多いのがすごい…現役の子って頭が違う。
絶対受かんないと思ってたんで日医だけは。東邦が最後来
て。東邦の前に女子医も来て。そのときは杏林と女子医で
だいぶ、共学と女子校で迷ってて、そしたら東邦が来て
あーもう東邦、って。ははは。多分全部お金払いました。
日医後期番号23とか。13番までですよね去年確か。

代官山を何で知ったか
初めて、代官山MEDICALに行って、石井先生と面接して
もらいました。この先生に付いて行ったら一年で絶対合格
しそうだなって思ってそれでお願いしました。結局ちゃん
と1年で受かって。3月のほんと始めくらいで。
よく考えて、代官山にするって親に言って、さきどりゼミ
があったんでそれを、私理科が本当…現役の時全然できな
かったんで、それをちょっとでも。あとクラス分けがあ
るっていうそれが結構モチベーションになってて4月の初
めにあるクラス編成テストまでになるべく上のクラスにい
ようと思って昭和大学にやっぱり行きたかったのでM2ぐ
らいには行きたいと思って、さきどりゼミは、英語はまあ
…現役の時まあまあだったので、数学と理科両方とも多分
全部3月の途中から取って、ちょっととりすぎ…課題も
あったじゃないですか。ちょっと。最初理科苦手だったん
で、課題、理科特に難しかったんですけど、まあそれ、ほ
ぼずっと代官山入ってからは自習室、3月からずっと自習
室漬けでした。課題とさきどりやって。最初はやっぱり数
学とか酷かったですね。最後までひどかったですけど。
(笑)

最初は昭和志望でした。
昭和は、結構高得点争いでしたよね。だからちょっと…。
でも昭和とか、去年も全く1次…どこも1次受かんなかっ
たんですよ。特に昭和去年第1志望だったんで。1次受
かった時とか、それでやっと親とか伸びたねやっぱり、っ
て言われました。去年特に昭和とか来なかったとこの1次
来た時はほんと杏林もそうなんですけど、やっとそこでな
んか。
ずっと化学とかもすごい苦手だったんで。ほんとに化学で
きんの？ってずっと。でMTの結果見て、いや伸びたから
ほんとここ、って毎回送られてくるのも刺激になってたん
で、そのメンタルの面では下がった時はやられる時あった
んですけど。それぞれの科目で結構ひどい時ありました。
化学ですか。全体的に悪かったのはあります。で、あとも
う1回やばいとこれ下がると思って。でそのために結構石
井先生に相談しに行ってました。結構来てました。ふふ。
1人だとほんと手が進まないので勉強の。

Staでやった方が良いよって言われて下のレベルの

プリントをもらって。
英語は石井先生の授業が一番印象的。あとはパッとでてく
るのが朝岡先生なんです。朝岡先生は昭和の後期の対策の
とき朝岡先生だったんですけど。質問に対して凄い丁寧に
答えてくれるイメージ。すごい丁寧に教えてくれるんで。
一番最初に代官山で質問しに行った先生…さきどりで英語
ちょっと取ってて、それが朝岡先生だったんで、第一印象
も優しかったです。
数学はやっぱ、薄先生だったんで。薄先生…数学ほんと死
んでたんで。でも波が凄いあってでも薄先生に指摘された
のは、波があると入試でその低い、波の下のとこで行きた
い大学に当たったらほんとに絶対いくら理科が出来ても無
理だからその得意じゃなくていいから死なない程度に出来
るようにして、ってすごい言われて。見てもらってた時に
私のヤバさに気づくのが遅くてごめんって言われたんです
けど、その穴だらけだねって言われて。9月の2学期始
まってちょっとしてからHighじゃなくてStaでやった方が
良いよって言われて下のレベルのテキストのプリントを
貰って。
あと計トレも結構メンタルやられたんですけど。でもやっ
ぱり。本番出たし。なんか、あれ普段の授業と色が違うの
で頭のなんかこう違う頭を使ってる感じ。いやいやほんと
に。でもあれもあって計算トレーニングがあって良かった
なって思います。後半ほとんどテストだったんで、そこら
へんで特にメンタルすり減りました。

2号館はレベル高くて刺激になった。
ほんとに2号館、M2に行けたのはすごい嬉しかったんです
けどでもHighレベル高いし、すぐ私理科2科目Staに下げ

たじゃないですか。あれも、あれほんとにありがたかった
んですけど、あの時も石井先生が面談というか、話聞いて
くれたんで。あのままHighの方が良いよって言われて
Highのままやってたら本当にメンタルってか体がボロボ
ロになってたなって。少人数で最初は髙田さん（髙田ひか
る　東邦大医学部進学）と呉君（呉崇禎　獨協医科大進
学）と私と近藤君と村松君（村松周哉　順天堂大医学部進
学）で生物やってたのが、最初その…みんな1次去年受
かってる人たちで、村松君は受かってなかったんですけ
ど。話の視点っていうか去年は1次受かってる前提で話し
てて、こんな人たちと絶対受ける生物のレベルじゃないっ
て思ってそこで病んだというか、ほんとについていけない
気しかしなくて。メンタル的には1年を通してそこが1番
辛かったですけど。その成績の下がったので辛かったのは
夏明けが1番成績で悩みました。やーほんとにつらかっ
た、あそこ辛かったですやっぱり。あとなんか水野さん
（水野和佳子　日本医科大進学）とか上がってきてたじゃ
ないですか。それで一緒に授業受けてなんかすごい自己嫌
悪になって。化学とかもうなんか私が当てられて答えられ
なくて、次水野さんに行って答えられた時とか、やばい
なってすごい。刺激になったにはなったんですけど。

三上先生、最初はそっけなくてすごく(笑)。
現役の時に一応塾は行ってたんですけど、自分で、原理は
教えるけど解法とかは自分でその…教わった原理を使って
自分で考えろって感じだったので解法とかがよくわからな
くて、すごいなんか解き方が全然こう入ってなかったんで
すけど、最初三上先生の電気分解の授業を受けた時に難解
なことを分かりやすく、最初はこれして次これしてってい
うのがすごい頭にスッと入ってきて、あ、こうやって解け
ばこんなに簡単だったんだって思って。ほんとに感動し
て。あ、でも最初に3月に質問行ったときはそっけなくて
すごく(笑)。
なんか途中に1回質問行ったときに化学の問題ってその問
題ごとにある程度解法決まってるから、問題見たときにこ
の問題はこれ使うんだとかその頭の中で取捨選択というか
頭の中でこの問題はこれ使うって決めるもんなんだよって
言われて、聞いた時にそうだったんだって思ってびっくり
して。今までなんかこれどうやってやるんだろうみたい
な。苦手すぎて、数字がたくさん出てくるじゃないです
か。頭…数字…問題文一通り読んでその数字が頭ぐるぐる
してわかんなくてとりあえずなんか式立ててみるけどみた
いな、現役の時そんな感じだったんですけど。ほんとにな
んかもう、1番伸びたのは…化学が1番伸びたんじゃない
かなって。数学も底辺から伸びたんですけど、伸び率的に
は化学最後のほうとかMT結構順位凄い上行けたんで、伸
び率一番、化学が一番伸びたんじゃないかなって。それも
ほんと三上先生のおかげなんです。

緒方先生は厳しくて、石原先生はメンタルを支えて

もらった。
生物は普段の授業はやっぱ緒方先生の授業がほんとに、

ベース…ベースってか緒方先生の授業でわかんなかったと
ことかその後石原先生にお世話になっちゃうんですけど。
石原先生はずっと1年間お世話になって。
最初4月とかは緒方先生…4月…1年通して、なんか4月は
緒方先生にだいぶメンタル壊されて。(笑)いやほんとにテ
ストがあるじゃないですか。あれの朝とか1限が緒方先生
の時とか、もうほんとにお腹下してトイレ行ってからもう
あの死ぬ気でその後小テストに臨んで。
緒方先生の授業小テストが、でもほんと辛かったんですけ
どでもあの小テストがないとなあなあでやってなんか知っ
てるけど自分で書けないみたいになっちゃうと思うんで、
厳しかったですけどあの小テストは良かったです。小テス
トと、あとテキストも緒方先生が作ってるじゃないです
か。テキストもほんとにあれ代官山、他の科目もそうなん
ですけど、他の問題集買ってないので全く。テキストは生
物も含めてほんと良かったし、緒方先生は1人1人ちゃん
と見てくれてるので、なんか授業取ってなくてもそれが質
問、単科とか何取ったらいいですか？って言ったら、お前
はこれが出来てるけどこれは出来ないから、これは取った
方がいいけどこれは取んなくていいからみたいなちゃんと
こう明確に、性格とか今の出来具合とか調べて言ってくれ
たり、自分は出来てないって思っててもそこはちゃんと出
来るからそこはちゃんと自信もっていいからとか励まして
くれたりとか。石原先生は特に4月とかは私のメンタルや
られてたのもあって、すごい最初緒方先生怖いイメージが
あったんで質問しに行きずらかったんですけど、なんでも
質問できて、それも3月終わるまで何でも相談に行ける
し、ほんと基本的なことでも質問したら答えてくれるほん
と優しい先生だったんでメンタル面特に支えられました石
原先生に。

1年ここでやってきたから日医に受かったと思う。
学力面でも上がったんですけど、精神的に。ほんとにここ
で浪人して良かったなって思うのはそれもあって、精神的
にもほんと成長したなって思って。成績とか何から何まで
さらされるじゃないですか皆に。それで自分が悪かった時
に、一回すっごいへこむんですけど、でもそっから何とし
てでも這い上がんないと、次クラス落ちるし、とか、普通
に授業で当てられた時もそうなんですけど。次は絶対答え
られるようにしようとか。心がへし折られる時が何回も
あった分、反対に困難に立ち向かった時というか自分の苦
手とかにぶつかった時に、ちゃんと踏ん張っててなんか乗
り越えるてか、とりあえず勉強しなきゃっていうなんか意
志の強さていうか、精神的に強く、ほんとに強くなりまし
た。なんか、逃げちゃいけないなってなんか思って、もう
ほんとにMTは、いやMTはきつい…クラス下がりたくな
いっていう一心で。で、あとあのMT終わって、1科目終わ
るとあれどうだった？って喋るじゃないですか、入試本番
もそうだったんですけど、私ああいうの耳に入れたら次の
科目に響くので。もうほんとに試験の時とかも、終わって
トイレ行く瞬間にイヤホンして。ギリギリまでイヤホンし
て。あ、そうです、全部TOCのトイレ行く間とかも。ほん
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とにメンタル弱いの分かってたので。強く…1年ここで
やってきたんで強くなってきたかなって。他のとこ行って
たら日医は絶対受かってないです。絶対受かってないで
す。理科とかもここまで多分伸びなかったと思うし、自分
で他の科目も含めてここまでほんとに伸びてないと思う。

朝は７時に到着する決意した。
家が藤沢で江の島の方でちょっと遠かったんで、朝が早起
きするの辛かったんですけど。しかも凄い混んでるんで
す。あの、湘南新宿ラインなんで。あれよく止まります止
まります。渋谷のホームからも遠いんです、10分くらい
かかるんですけど。7時台には、それもなんかメモみたい
なのに朝、秋入ったくらいから11月までは7時台、ってい
うか7時に着く決意っていうかなんか書いて、周りも、2
号館の普通の人と、2号館の人といっぱいいる状態ぐらい
の時に行ったらちょっと遅いなと思って、まだパラパラい
るぐらいの時に着きたいなと思って、まあ7時、7時半前
には9月とか10月はほぼなるべく行くようにしてました。
豊島さん（豊島さくら　杏林大医学部進学）とか早かった
ですね多分。階が違ったんであんまり会わなかったんです
けど。えー。優子ちゃんは家近かったんで。宮本さん（宮
本優子　日本医科大進学）、村松君（村松周哉　順天堂大
医学部進学）もあそこも早かった。森杏菜ちゃん（杏林大
医学部進学）も早かったです。

１人１人のことを分かってくれることが大きい。
代官山絶対…少人数っていうのもあるし、やっぱほんとに
なんか、いた時は早く終わりたいって、早くどっか違うと
こ行きたいって思ってたんですけど。今思うと、ほんとに
すべて整ってる環境だし、先生もほんとにいい先生方ほん
とにいるし、自習環境もテキストも良いし、いつでも質問
に行けるとか、先生と生徒との距離が近いとか、そこがも
う1番…どれ取っても良いとこがありすぎてこれが1番っ
てあんまり言えないんですけど、そうですね、なんか。で
もいい先生だけだったら、なんか他の塾にもいるかもしれ
ないんですけど、生徒と先生の距離近いので、1人1人の
こと分かってくれるっていうのが、やっぱり代官山大きい
です。代官山に来ると、そこの自動ドア入った時とかもほ
んとなんか、あ、帰ってきたって思うんですよ。なんか去
年1年は自分のすべてって感じでした。代官山が。
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日医は、意外と現役の子が多い？！
今年2浪の人はまだいますけど、3浪からがくんと減っ
て。多分、4浪もほんとに数人…全員は把握してないんで
すけど1人は知ってるんですけど。あんまりいないと…。
5浪？5浪聞いてないですね。今の所。ビックリするほん
とに。多浪多いイメージだったんで勝手に。全然いなく
て。現役が多いのがすごい…現役の子って頭が違う。
絶対受かんないと思ってたんで日医だけは。東邦が最後来
て。東邦の前に女子医も来て。そのときは杏林と女子医で
だいぶ、共学と女子校で迷ってて、そしたら東邦が来て
あーもう東邦、って。ははは。多分全部お金払いました。
日医後期番号23とか。13番までですよね去年確か。

代官山を何で知ったか
初めて、代官山MEDICALに行って、石井先生と面接して
もらいました。この先生に付いて行ったら一年で絶対合格
しそうだなって思ってそれでお願いしました。結局ちゃん
と1年で受かって。3月のほんと始めくらいで。
よく考えて、代官山にするって親に言って、さきどりゼミ
があったんでそれを、私理科が本当…現役の時全然できな
かったんで、それをちょっとでも。あとクラス分けがあ
るっていうそれが結構モチベーションになってて4月の初
めにあるクラス編成テストまでになるべく上のクラスにい
ようと思って昭和大学にやっぱり行きたかったのでM2ぐ
らいには行きたいと思って、さきどりゼミは、英語はまあ
…現役の時まあまあだったので、数学と理科両方とも多分
全部3月の途中から取って、ちょっととりすぎ…課題も
あったじゃないですか。ちょっと。最初理科苦手だったん
で、課題、理科特に難しかったんですけど、まあそれ、ほ
ぼずっと代官山入ってからは自習室、3月からずっと自習
室漬けでした。課題とさきどりやって。最初はやっぱり数
学とか酷かったですね。最後までひどかったですけど。
(笑)

最初は昭和志望でした。
昭和は、結構高得点争いでしたよね。だからちょっと…。
でも昭和とか、去年も全く1次…どこも1次受かんなかっ
たんですよ。特に昭和去年第1志望だったんで。1次受
かった時とか、それでやっと親とか伸びたねやっぱり、っ
て言われました。去年特に昭和とか来なかったとこの1次
来た時はほんと杏林もそうなんですけど、やっとそこでな
んか。
ずっと化学とかもすごい苦手だったんで。ほんとに化学で
きんの？ってずっと。でMTの結果見て、いや伸びたから
ほんとここ、って毎回送られてくるのも刺激になってたん
で、そのメンタルの面では下がった時はやられる時あった
んですけど。それぞれの科目で結構ひどい時ありました。
化学ですか。全体的に悪かったのはあります。で、あとも
う1回やばいとこれ下がると思って。でそのために結構石
井先生に相談しに行ってました。結構来てました。ふふ。
1人だとほんと手が進まないので勉強の。

Staでやった方が良いよって言われて下のレベルの

プリントをもらって。
英語は石井先生の授業が一番印象的。あとはパッとでてく
るのが朝岡先生なんです。朝岡先生は昭和の後期の対策の
とき朝岡先生だったんですけど。質問に対して凄い丁寧に
答えてくれるイメージ。すごい丁寧に教えてくれるんで。
一番最初に代官山で質問しに行った先生…さきどりで英語
ちょっと取ってて、それが朝岡先生だったんで、第一印象
も優しかったです。
数学はやっぱ、薄先生だったんで。薄先生…数学ほんと死
んでたんで。でも波が凄いあってでも薄先生に指摘された
のは、波があると入試でその低い、波の下のとこで行きた
い大学に当たったらほんとに絶対いくら理科が出来ても無
理だからその得意じゃなくていいから死なない程度に出来
るようにして、ってすごい言われて。見てもらってた時に
私のヤバさに気づくのが遅くてごめんって言われたんです
けど、その穴だらけだねって言われて。9月の2学期始
まってちょっとしてからHighじゃなくてStaでやった方が
良いよって言われて下のレベルのテキストのプリントを
貰って。
あと計トレも結構メンタルやられたんですけど。でもやっ
ぱり。本番出たし。なんか、あれ普段の授業と色が違うの
で頭のなんかこう違う頭を使ってる感じ。いやいやほんと
に。でもあれもあって計算トレーニングがあって良かった
なって思います。後半ほとんどテストだったんで、そこら
へんで特にメンタルすり減りました。

2号館はレベル高くて刺激になった。
ほんとに2号館、M2に行けたのはすごい嬉しかったんです
けどでもHighレベル高いし、すぐ私理科2科目Staに下げ

たじゃないですか。あれも、あれほんとにありがたかった
んですけど、あの時も石井先生が面談というか、話聞いて
くれたんで。あのままHighの方が良いよって言われて
Highのままやってたら本当にメンタルってか体がボロボ
ロになってたなって。少人数で最初は髙田さん（髙田ひか
る　東邦大医学部進学）と呉君（呉崇禎　獨協医科大進
学）と私と近藤君と村松君（村松周哉　順天堂大医学部進
学）で生物やってたのが、最初その…みんな1次去年受
かってる人たちで、村松君は受かってなかったんですけ
ど。話の視点っていうか去年は1次受かってる前提で話し
てて、こんな人たちと絶対受ける生物のレベルじゃないっ
て思ってそこで病んだというか、ほんとについていけない
気しかしなくて。メンタル的には1年を通してそこが1番
辛かったですけど。その成績の下がったので辛かったのは
夏明けが1番成績で悩みました。やーほんとにつらかっ
た、あそこ辛かったですやっぱり。あとなんか水野さん
（水野和佳子　日本医科大進学）とか上がってきてたじゃ
ないですか。それで一緒に授業受けてなんかすごい自己嫌
悪になって。化学とかもうなんか私が当てられて答えられ
なくて、次水野さんに行って答えられた時とか、やばい
なってすごい。刺激になったにはなったんですけど。

三上先生、最初はそっけなくてすごく(笑)。
現役の時に一応塾は行ってたんですけど、自分で、原理は
教えるけど解法とかは自分でその…教わった原理を使って
自分で考えろって感じだったので解法とかがよくわからな
くて、すごいなんか解き方が全然こう入ってなかったんで
すけど、最初三上先生の電気分解の授業を受けた時に難解
なことを分かりやすく、最初はこれして次これしてってい
うのがすごい頭にスッと入ってきて、あ、こうやって解け
ばこんなに簡単だったんだって思って。ほんとに感動し
て。あ、でも最初に3月に質問行ったときはそっけなくて
すごく(笑)。
なんか途中に1回質問行ったときに化学の問題ってその問
題ごとにある程度解法決まってるから、問題見たときにこ
の問題はこれ使うんだとかその頭の中で取捨選択というか
頭の中でこの問題はこれ使うって決めるもんなんだよって
言われて、聞いた時にそうだったんだって思ってびっくり
して。今までなんかこれどうやってやるんだろうみたい
な。苦手すぎて、数字がたくさん出てくるじゃないです
か。頭…数字…問題文一通り読んでその数字が頭ぐるぐる
してわかんなくてとりあえずなんか式立ててみるけどみた
いな、現役の時そんな感じだったんですけど。ほんとにな
んかもう、1番伸びたのは…化学が1番伸びたんじゃない
かなって。数学も底辺から伸びたんですけど、伸び率的に
は化学最後のほうとかMT結構順位凄い上行けたんで、伸
び率一番、化学が一番伸びたんじゃないかなって。それも
ほんと三上先生のおかげなんです。

緒方先生は厳しくて、石原先生はメンタルを支えて

もらった。
生物は普段の授業はやっぱ緒方先生の授業がほんとに、

ベース…ベースってか緒方先生の授業でわかんなかったと
ことかその後石原先生にお世話になっちゃうんですけど。
石原先生はずっと1年間お世話になって。
最初4月とかは緒方先生…4月…1年通して、なんか4月は
緒方先生にだいぶメンタル壊されて。(笑)いやほんとにテ
ストがあるじゃないですか。あれの朝とか1限が緒方先生
の時とか、もうほんとにお腹下してトイレ行ってからもう
あの死ぬ気でその後小テストに臨んで。
緒方先生の授業小テストが、でもほんと辛かったんですけ
どでもあの小テストがないとなあなあでやってなんか知っ
てるけど自分で書けないみたいになっちゃうと思うんで、
厳しかったですけどあの小テストは良かったです。小テス
トと、あとテキストも緒方先生が作ってるじゃないです
か。テキストもほんとにあれ代官山、他の科目もそうなん
ですけど、他の問題集買ってないので全く。テキストは生
物も含めてほんと良かったし、緒方先生は1人1人ちゃん
と見てくれてるので、なんか授業取ってなくてもそれが質
問、単科とか何取ったらいいですか？って言ったら、お前
はこれが出来てるけどこれは出来ないから、これは取った
方がいいけどこれは取んなくていいからみたいなちゃんと
こう明確に、性格とか今の出来具合とか調べて言ってくれ
たり、自分は出来てないって思っててもそこはちゃんと出
来るからそこはちゃんと自信もっていいからとか励まして
くれたりとか。石原先生は特に4月とかは私のメンタルや
られてたのもあって、すごい最初緒方先生怖いイメージが
あったんで質問しに行きずらかったんですけど、なんでも
質問できて、それも3月終わるまで何でも相談に行ける
し、ほんと基本的なことでも質問したら答えてくれるほん
と優しい先生だったんでメンタル面特に支えられました石
原先生に。

1年ここでやってきたから日医に受かったと思う。
学力面でも上がったんですけど、精神的に。ほんとにここ
で浪人して良かったなって思うのはそれもあって、精神的
にもほんと成長したなって思って。成績とか何から何まで
さらされるじゃないですか皆に。それで自分が悪かった時
に、一回すっごいへこむんですけど、でもそっから何とし
てでも這い上がんないと、次クラス落ちるし、とか、普通
に授業で当てられた時もそうなんですけど。次は絶対答え
られるようにしようとか。心がへし折られる時が何回も
あった分、反対に困難に立ち向かった時というか自分の苦
手とかにぶつかった時に、ちゃんと踏ん張っててなんか乗
り越えるてか、とりあえず勉強しなきゃっていうなんか意
志の強さていうか、精神的に強く、ほんとに強くなりまし
た。なんか、逃げちゃいけないなってなんか思って、もう
ほんとにMTは、いやMTはきつい…クラス下がりたくな
いっていう一心で。で、あとあのMT終わって、1科目終わ
るとあれどうだった？って喋るじゃないですか、入試本番
もそうだったんですけど、私ああいうの耳に入れたら次の
科目に響くので。もうほんとに試験の時とかも、終わって
トイレ行く瞬間にイヤホンして。ギリギリまでイヤホンし
て。あ、そうです、全部TOCのトイレ行く間とかも。ほん

とにメンタル弱いの分かってたので。強く…1年ここで
やってきたんで強くなってきたかなって。他のとこ行って
たら日医は絶対受かってないです。絶対受かってないで
す。理科とかもここまで多分伸びなかったと思うし、自分
で他の科目も含めてここまでほんとに伸びてないと思う。

朝は７時に到着する決意した。
家が藤沢で江の島の方でちょっと遠かったんで、朝が早起
きするの辛かったんですけど。しかも凄い混んでるんで
す。あの、湘南新宿ラインなんで。あれよく止まります止
まります。渋谷のホームからも遠いんです、10分くらい
かかるんですけど。7時台には、それもなんかメモみたい
なのに朝、秋入ったくらいから11月までは7時台、ってい
うか7時に着く決意っていうかなんか書いて、周りも、2
号館の普通の人と、2号館の人といっぱいいる状態ぐらい
の時に行ったらちょっと遅いなと思って、まだパラパラい
るぐらいの時に着きたいなと思って、まあ7時、7時半前
には9月とか10月はほぼなるべく行くようにしてました。
豊島さん（豊島さくら　杏林大医学部進学）とか早かった
ですね多分。階が違ったんであんまり会わなかったんです
けど。えー。優子ちゃんは家近かったんで。宮本さん（宮
本優子　日本医科大進学）、村松君（村松周哉　順天堂大
医学部進学）もあそこも早かった。森杏菜ちゃん（杏林大
医学部進学）も早かったです。

１人１人のことを分かってくれることが大きい。
代官山絶対…少人数っていうのもあるし、やっぱほんとに
なんか、いた時は早く終わりたいって、早くどっか違うと
こ行きたいって思ってたんですけど。今思うと、ほんとに
すべて整ってる環境だし、先生もほんとにいい先生方ほん
とにいるし、自習環境もテキストも良いし、いつでも質問
に行けるとか、先生と生徒との距離が近いとか、そこがも
う1番…どれ取っても良いとこがありすぎてこれが1番っ
てあんまり言えないんですけど、そうですね、なんか。で
もいい先生だけだったら、なんか他の塾にもいるかもしれ
ないんですけど、生徒と先生の距離近いので、1人1人の
こと分かってくれるっていうのが、やっぱり代官山大きい
です。代官山に来ると、そこの自動ドア入った時とかもほ
んとなんか、あ、帰ってきたって思うんですよ。なんか去
年1年は自分のすべてって感じでした。代官山が。
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日医は、意外と現役の子が多い？！
今年2浪の人はまだいますけど、3浪からがくんと減っ
て。多分、4浪もほんとに数人…全員は把握してないんで
すけど1人は知ってるんですけど。あんまりいないと…。
5浪？5浪聞いてないですね。今の所。ビックリするほん
とに。多浪多いイメージだったんで勝手に。全然いなく
て。現役が多いのがすごい…現役の子って頭が違う。
絶対受かんないと思ってたんで日医だけは。東邦が最後来
て。東邦の前に女子医も来て。そのときは杏林と女子医で
だいぶ、共学と女子校で迷ってて、そしたら東邦が来て
あーもう東邦、って。ははは。多分全部お金払いました。
日医後期番号23とか。13番までですよね去年確か。

代官山を何で知ったか
初めて、代官山MEDICALに行って、石井先生と面接して
もらいました。この先生に付いて行ったら一年で絶対合格
しそうだなって思ってそれでお願いしました。結局ちゃん
と1年で受かって。3月のほんと始めくらいで。
よく考えて、代官山にするって親に言って、さきどりゼミ
があったんでそれを、私理科が本当…現役の時全然できな
かったんで、それをちょっとでも。あとクラス分けがあ
るっていうそれが結構モチベーションになってて4月の初
めにあるクラス編成テストまでになるべく上のクラスにい
ようと思って昭和大学にやっぱり行きたかったのでM2ぐ
らいには行きたいと思って、さきどりゼミは、英語はまあ
…現役の時まあまあだったので、数学と理科両方とも多分
全部3月の途中から取って、ちょっととりすぎ…課題も
あったじゃないですか。ちょっと。最初理科苦手だったん
で、課題、理科特に難しかったんですけど、まあそれ、ほ
ぼずっと代官山入ってからは自習室、3月からずっと自習
室漬けでした。課題とさきどりやって。最初はやっぱり数
学とか酷かったですね。最後までひどかったですけど。
(笑)

最初は昭和志望でした。
昭和は、結構高得点争いでしたよね。だからちょっと…。
でも昭和とか、去年も全く1次…どこも1次受かんなかっ
たんですよ。特に昭和去年第1志望だったんで。1次受
かった時とか、それでやっと親とか伸びたねやっぱり、っ
て言われました。去年特に昭和とか来なかったとこの1次
来た時はほんと杏林もそうなんですけど、やっとそこでな
んか。
ずっと化学とかもすごい苦手だったんで。ほんとに化学で
きんの？ってずっと。でMTの結果見て、いや伸びたから
ほんとここ、って毎回送られてくるのも刺激になってたん
で、そのメンタルの面では下がった時はやられる時あった
んですけど。それぞれの科目で結構ひどい時ありました。
化学ですか。全体的に悪かったのはあります。で、あとも
う1回やばいとこれ下がると思って。でそのために結構石
井先生に相談しに行ってました。結構来てました。ふふ。
1人だとほんと手が進まないので勉強の。

Staでやった方が良いよって言われて下のレベルの

プリントをもらって。
英語は石井先生の授業が一番印象的。あとはパッとでてく
るのが朝岡先生なんです。朝岡先生は昭和の後期の対策の
とき朝岡先生だったんですけど。質問に対して凄い丁寧に
答えてくれるイメージ。すごい丁寧に教えてくれるんで。
一番最初に代官山で質問しに行った先生…さきどりで英語
ちょっと取ってて、それが朝岡先生だったんで、第一印象
も優しかったです。
数学はやっぱ、薄先生だったんで。薄先生…数学ほんと死
んでたんで。でも波が凄いあってでも薄先生に指摘された
のは、波があると入試でその低い、波の下のとこで行きた
い大学に当たったらほんとに絶対いくら理科が出来ても無
理だからその得意じゃなくていいから死なない程度に出来
るようにして、ってすごい言われて。見てもらってた時に
私のヤバさに気づくのが遅くてごめんって言われたんです
けど、その穴だらけだねって言われて。9月の2学期始
まってちょっとしてからHighじゃなくてStaでやった方が
良いよって言われて下のレベルのテキストのプリントを
貰って。
あと計トレも結構メンタルやられたんですけど。でもやっ
ぱり。本番出たし。なんか、あれ普段の授業と色が違うの
で頭のなんかこう違う頭を使ってる感じ。いやいやほんと
に。でもあれもあって計算トレーニングがあって良かった
なって思います。後半ほとんどテストだったんで、そこら
へんで特にメンタルすり減りました。

2号館はレベル高くて刺激になった。
ほんとに2号館、M2に行けたのはすごい嬉しかったんです
けどでもHighレベル高いし、すぐ私理科2科目Staに下げ

たじゃないですか。あれも、あれほんとにありがたかった
んですけど、あの時も石井先生が面談というか、話聞いて
くれたんで。あのままHighの方が良いよって言われて
Highのままやってたら本当にメンタルってか体がボロボ
ロになってたなって。少人数で最初は髙田さん（髙田ひか
る　東邦大医学部進学）と呉君（呉崇禎　獨協医科大進
学）と私と近藤君と村松君（村松周哉　順天堂大医学部進
学）で生物やってたのが、最初その…みんな1次去年受
かってる人たちで、村松君は受かってなかったんですけ
ど。話の視点っていうか去年は1次受かってる前提で話し
てて、こんな人たちと絶対受ける生物のレベルじゃないっ
て思ってそこで病んだというか、ほんとについていけない
気しかしなくて。メンタル的には1年を通してそこが1番
辛かったですけど。その成績の下がったので辛かったのは
夏明けが1番成績で悩みました。やーほんとにつらかっ
た、あそこ辛かったですやっぱり。あとなんか水野さん
（水野和佳子　日本医科大進学）とか上がってきてたじゃ
ないですか。それで一緒に授業受けてなんかすごい自己嫌
悪になって。化学とかもうなんか私が当てられて答えられ
なくて、次水野さんに行って答えられた時とか、やばい
なってすごい。刺激になったにはなったんですけど。

三上先生、最初はそっけなくてすごく(笑)。
現役の時に一応塾は行ってたんですけど、自分で、原理は
教えるけど解法とかは自分でその…教わった原理を使って
自分で考えろって感じだったので解法とかがよくわからな
くて、すごいなんか解き方が全然こう入ってなかったんで
すけど、最初三上先生の電気分解の授業を受けた時に難解
なことを分かりやすく、最初はこれして次これしてってい
うのがすごい頭にスッと入ってきて、あ、こうやって解け
ばこんなに簡単だったんだって思って。ほんとに感動し
て。あ、でも最初に3月に質問行ったときはそっけなくて
すごく(笑)。
なんか途中に1回質問行ったときに化学の問題ってその問
題ごとにある程度解法決まってるから、問題見たときにこ
の問題はこれ使うんだとかその頭の中で取捨選択というか
頭の中でこの問題はこれ使うって決めるもんなんだよって
言われて、聞いた時にそうだったんだって思ってびっくり
して。今までなんかこれどうやってやるんだろうみたい
な。苦手すぎて、数字がたくさん出てくるじゃないです
か。頭…数字…問題文一通り読んでその数字が頭ぐるぐる
してわかんなくてとりあえずなんか式立ててみるけどみた
いな、現役の時そんな感じだったんですけど。ほんとにな
んかもう、1番伸びたのは…化学が1番伸びたんじゃない
かなって。数学も底辺から伸びたんですけど、伸び率的に
は化学最後のほうとかMT結構順位凄い上行けたんで、伸
び率一番、化学が一番伸びたんじゃないかなって。それも
ほんと三上先生のおかげなんです。

緒方先生は厳しくて、石原先生はメンタルを支えて

もらった。
生物は普段の授業はやっぱ緒方先生の授業がほんとに、

ベース…ベースってか緒方先生の授業でわかんなかったと
ことかその後石原先生にお世話になっちゃうんですけど。
石原先生はずっと1年間お世話になって。
最初4月とかは緒方先生…4月…1年通して、なんか4月は
緒方先生にだいぶメンタル壊されて。(笑)いやほんとにテ
ストがあるじゃないですか。あれの朝とか1限が緒方先生
の時とか、もうほんとにお腹下してトイレ行ってからもう
あの死ぬ気でその後小テストに臨んで。
緒方先生の授業小テストが、でもほんと辛かったんですけ
どでもあの小テストがないとなあなあでやってなんか知っ
てるけど自分で書けないみたいになっちゃうと思うんで、
厳しかったですけどあの小テストは良かったです。小テス
トと、あとテキストも緒方先生が作ってるじゃないです
か。テキストもほんとにあれ代官山、他の科目もそうなん
ですけど、他の問題集買ってないので全く。テキストは生
物も含めてほんと良かったし、緒方先生は1人1人ちゃん
と見てくれてるので、なんか授業取ってなくてもそれが質
問、単科とか何取ったらいいですか？って言ったら、お前
はこれが出来てるけどこれは出来ないから、これは取った
方がいいけどこれは取んなくていいからみたいなちゃんと
こう明確に、性格とか今の出来具合とか調べて言ってくれ
たり、自分は出来てないって思っててもそこはちゃんと出
来るからそこはちゃんと自信もっていいからとか励まして
くれたりとか。石原先生は特に4月とかは私のメンタルや
られてたのもあって、すごい最初緒方先生怖いイメージが
あったんで質問しに行きずらかったんですけど、なんでも
質問できて、それも3月終わるまで何でも相談に行ける
し、ほんと基本的なことでも質問したら答えてくれるほん
と優しい先生だったんでメンタル面特に支えられました石
原先生に。

1年ここでやってきたから日医に受かったと思う。
学力面でも上がったんですけど、精神的に。ほんとにここ
で浪人して良かったなって思うのはそれもあって、精神的
にもほんと成長したなって思って。成績とか何から何まで
さらされるじゃないですか皆に。それで自分が悪かった時
に、一回すっごいへこむんですけど、でもそっから何とし
てでも這い上がんないと、次クラス落ちるし、とか、普通
に授業で当てられた時もそうなんですけど。次は絶対答え
られるようにしようとか。心がへし折られる時が何回も
あった分、反対に困難に立ち向かった時というか自分の苦
手とかにぶつかった時に、ちゃんと踏ん張っててなんか乗
り越えるてか、とりあえず勉強しなきゃっていうなんか意
志の強さていうか、精神的に強く、ほんとに強くなりまし
た。なんか、逃げちゃいけないなってなんか思って、もう
ほんとにMTは、いやMTはきつい…クラス下がりたくな
いっていう一心で。で、あとあのMT終わって、1科目終わ
るとあれどうだった？って喋るじゃないですか、入試本番
もそうだったんですけど、私ああいうの耳に入れたら次の
科目に響くので。もうほんとに試験の時とかも、終わって
トイレ行く瞬間にイヤホンして。ギリギリまでイヤホンし
て。あ、そうです、全部TOCのトイレ行く間とかも。ほん

とにメンタル弱いの分かってたので。強く…1年ここで
やってきたんで強くなってきたかなって。他のとこ行って
たら日医は絶対受かってないです。絶対受かってないで
す。理科とかもここまで多分伸びなかったと思うし、自分
で他の科目も含めてここまでほんとに伸びてないと思う。

朝は７時に到着する決意した。
家が藤沢で江の島の方でちょっと遠かったんで、朝が早起
きするの辛かったんですけど。しかも凄い混んでるんで
す。あの、湘南新宿ラインなんで。あれよく止まります止
まります。渋谷のホームからも遠いんです、10分くらい
かかるんですけど。7時台には、それもなんかメモみたい
なのに朝、秋入ったくらいから11月までは7時台、ってい
うか7時に着く決意っていうかなんか書いて、周りも、2
号館の普通の人と、2号館の人といっぱいいる状態ぐらい
の時に行ったらちょっと遅いなと思って、まだパラパラい
るぐらいの時に着きたいなと思って、まあ7時、7時半前
には9月とか10月はほぼなるべく行くようにしてました。
豊島さん（豊島さくら　杏林大医学部進学）とか早かった
ですね多分。階が違ったんであんまり会わなかったんです
けど。えー。優子ちゃんは家近かったんで。宮本さん（宮
本優子　日本医科大進学）、村松君（村松周哉　順天堂大
医学部進学）もあそこも早かった。森杏菜ちゃん（杏林大
医学部進学）も早かったです。

１人１人のことを分かってくれることが大きい。
代官山絶対…少人数っていうのもあるし、やっぱほんとに
なんか、いた時は早く終わりたいって、早くどっか違うと
こ行きたいって思ってたんですけど。今思うと、ほんとに
すべて整ってる環境だし、先生もほんとにいい先生方ほん
とにいるし、自習環境もテキストも良いし、いつでも質問
に行けるとか、先生と生徒との距離が近いとか、そこがも
う1番…どれ取っても良いとこがありすぎてこれが1番っ
てあんまり言えないんですけど、そうですね、なんか。で
もいい先生だけだったら、なんか他の塾にもいるかもしれ
ないんですけど、生徒と先生の距離近いので、1人1人の
こと分かってくれるっていうのが、やっぱり代官山大きい
です。代官山に来ると、そこの自動ドア入った時とかもほ
んとなんか、あ、帰ってきたって思うんですよ。なんか去
年1年は自分のすべてって感じでした。代官山が。
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偏差値３８からのスタート
出身校の暁秀、上と下が激しいっす。おれ、ど底辺で
す。現役の時、偏差値38ですよ。
1浪目は新宿の医専に行きました。姉が行っていてその流
れで。お姉ちゃんは岩手行きました。今2年生です。俺が
受かったとき、結構凹んでたっぽいですね。やっぱ東京
にいたいし、東医の補欠が回ってきた時の電話、姉が出
たんですよ(笑)。ほんと受かってよかった、物理でよかっ
た、物理が生物の8倍いるんですよ。だから生物受験者は
神なんです。
生物は10人いないくらい。生物の問題がけっこう鬼だっ
たらしく。すべて選べとか。

一浪目は、アホすぎて、授業についていけなくて。
1浪目のとこ（予備校）は講師少なくて、数学が２人、英
語が４人ぐらい、化学2人、物理２人、生物１人ですよ。
非常勤の先生だから、いなくなったら質問できないし。
　1週間分貯めるしかないっす(笑)化学とかも質問できな
い。　めっちゃ混むし、すぐ帰るから。で、諦めた。6月
に一回行かなくなった（笑）。てか、アホすぎて、授業
についていけなくて、何やってるかわかんないし、行き
たくねーって。家で姉に基礎を教えてもらって、夏くら
いからまた行き始めて、ちょっと分かるようになってき
たかって。まーもちろん全滅。そっからは物理頑張っ
た。　だから代官山きて、結構好きでした、寺澤先生の
授業。小澤先生も結構丁寧に説明してくれるし気に入っ
てました。

代官山ＭＥＤＩＣＡＬでリスタート
代官山MEDICALは高２の時話聞きに来た事あって、覚え
てて、まぁその、親父も見かねて代官山行ってこいっ
て。それで。でも3月終わりずっと遊んでて…親にも早く
寮入れって言われたんすけど(笑)。課題はちゃんと出しま
したよ（笑）めちゃめちゃ、ちゃんとやりましたよ(笑)。
寮は２０１じゃなかったかな。　エレベーター降りてす
ぐ右。食堂もあって環境は完璧でした。
最初のクラス分けテストがあって最初がA３。ぎりぎり2
号館行けたみたいな感じっす。いや、物理ミスりました
ね、あんとき。化学が良かった。A3スタートで初め結構
大変だった。英語とか全然何もわかんなかった。数学は
なんかちょっと分かってたんで、数学・理科は普通にい
けたんすけど、英語ホントヤバくて。

英語の方向性ゼロから、大西先生のアドバイスと煽

りのおかげで夏くらいから変化が。
英語で何がわからなかったって。いやーてか単語をやっ
てなかった。1浪目も単語集10ページくらいしかやってな
かった。単語が読んでもわからない、単語がわからない
から文章が何を言っているかわかんない。並び替えもで
きないし、穴埋めとかもできないし、文法とかも何やっ
ていいか分からない、方向性がゼロ過ぎて…。で最初大
西先生に相談して。よかったです。やり方細かく聞い

て。最初予習がめちゃめちゃ大変でした。全部単語調べ
てみたいな…夏くらいからこの単語見たことあるって思
うようになれた。大西先生のマンツーマンとって。大西
先生は程よく煽って来るんで(笑)良い感じの適当さ？その
みっちり来る感じでもなく、かといって適当でもないん
で(笑)適当かと思いきや、あのときやったんだけどなぁっ
て言われる、煽りがピクってくる(笑)。数学けっこう大変
でしたね。知らない公式とかいっぱいあったんで、それ
使えるようになるまで復習するとか大変だった。計算ミ
スの克服とか。けっこう軽くはなりましたよね（笑）な
んだかんだ取れないんですけどね。

“暫定”降格者リストがきっかけで、そっから一気に

やったら、軌道に乗った。
夏のクラス降格者“暫定”リスト載った時にこれやばい
ぞって。おれ落ちたら本館じゃないですか。ヤバイヤバ
イと思って。そっから一気にやったら、230くらいになっ
て残留できて。そこで勉強は軌道に乗りましたね。そこ
でこんな感じでやれば良いんだとちょっとわかってき
て。暫定降格者リストに載ったのがきっかけだと思って
ます。てか載った時にまじヤバいと思って、前期テキス
ト全部復習したんすよ。化学2周くらいしましたし。数学
とかも。数学の復習課題のマス全部埋めましたし。やっ
たとこ全部埋めましたし。ちゃんと日にち書いて。化学
のそん時の範囲、酸塩基とか酸化還元とかなんすけど、
めっちゃ理解できて本番困らなかったんです。染みつい
ちゃって(笑)。そこから大崩れしなかった。250近辺キー
プできたので。
でも1回変なときあって。1回数学38点くらいのありまし
た。あれは崩壊しました（笑）
双曲線のやつじゃないですか？たぶん。なんとなく覚え
てますよ。解いたんですけど、全然あってなくて（笑）

理科は強かった。物理がむずいときむずいから。1回鬼の
様な時ありましたよね（笑）あのー10月くらいですよ。
導体棒のlog関数付きの問題ですよ。あれ俺解けましたけ
ど（笑）あの時5位くらいとかでしたよ(笑)物理は自信
あったんで（笑）

大西先生に習った穴吹流(笑)で英語が伸びて、マ

ンスリーで安定するように。
マンスリーは夏だけは凹んだ。でもそのあと結構安定し
ました英語がとれるようになってきて、それで補えて。
長文で取れるようになったんで。マンツーマンでの効果
もでてきて、大西先生のおかげですね。長文読むスピー
ドが格段に早くなったんで。文構造あるじゃないです
か。名詞でダブルスラッシュひいてとか、形容詞で丸付
けてとかやってたら、止まらなくなったんですよ。この
構造なんだろってって感じで。手動かしながら。気が付
いたら全部やっちゃうときも。本当は書かずに文構造が
見えるところがゴール地点だってんですけど（笑）無理
だったんで、素直に書いてやってました。受験期も普通
にやって（笑）。俺の受験の問題用紙めちゃめちゃ汚い
と思います。英語の長文のとこ普通に汚いと思います。
でも読み返すより全然マシでした。文構造がパッと見わ
かるんで。見返したとしても。文構造ちゃんと入れてる
んでおおまかな要点が分かるんですよ（笑）後から設問
で必要だったらカッコの中ちょっと読んで、丸括弧読め
ばいいんで。それが大西先生に習った穴吹流(笑)。確立し
ました(笑)。文法の問題で引っ掛けてくるじゃないです
か。それがすぐわかる。文法問題こそ、その方法が生き
るんですよ（笑）それで英語は伸びました。
数学は伸びきれてないですけど今年は数学ミスってない
んですよ。昭和は簡単で、東医では崩壊（笑）。みんな
問題覚えて帰ってきましたよ。M、N教室でめっちゃやっ
てました。今考えても全然わからないっすよ。
物理は8割5分～9割かな？化学が出来たんですよ。化学が
結構できたんすよ。計算がバリ重かったんですけど、
がーってやって。できたんですよ。一応全部やったんで
(笑)
英語も多分俺出来てますよ（笑）最後の何個選ぶってや
つ、今年、6個選ぶんですけど、そこおれ全部あってます
（笑）。
しかも8分くらいで終わったんすよ。残り10分でその問題
は。やめてくださいのちょい前に終わったんすよ。

杏林受かって、それが安定剤になった。
一次は8校です。二次が5校で東医、杏林、日大、聖マ、
東北医科薬科。去年はどこも一次すらダメでした。
岩手、埼玉前期、愛知が1次まで。杏林受かった時点で
びっくりしました(笑)結構安定剤でした。杏林受かったの
が、でかかったっす(笑)

大西先生には春からずっと最後まで煽られっぱなし

でした(笑)
英語の先生で印象に残っているのは、大西先生と朝岡先
生です。
朝岡先生は最後の冬期英文法取ってたんすけど、そのと
きもらったプリントが、その熟語ずっとやりたかったん
すけど、それまとめたプリントくれて、200問くらいある
やつとか、めっちゃ助かりました。最後だけですけど、
そこから出たんで
大西先生には春からずっと最後まで煽られっぱなしでし
た(笑)。12月に東医の過去問やって、正答率が2割くらい
だったんで、終わったなって言われて…(笑)丸つけて、
わーってなってたら、終わったなって（笑）。でも俺メ
ンタル強いんで(笑)。寝たら忘れるんで(笑)。でもクラス
落ちるのは嫌だった。本館に絶対行きたくないって。大
西先生にマンツーで補ってもらって助かりました。

東北医科おれ数学満点ですよ(笑)。正規っす(笑)。
数学は、えっと、五十嵐先生と…ちょっと待って下さい
　村上先生、高橋典先生、えっと、長澤先生です。
あと、一番は薄先生です。あと山室先生(笑)。
薄先生には一番お世話になりましたね。質問とかも行き
ましたし。五十嵐先生も授業中とかも、授業けっこう多
かったんで長澤先生も多かったんで。皆に支えられて。
山室先生の計トレは難しくて途中からきつくなりました
(笑)序盤結構いけたんすけど後期はテストですよね。解け
る時と解けない時が激しかったっす。うまく嵌れば解け
るなって。
東北医科おれ数学満点ですよ(笑)言いましたっけ？充分頑
張りました(笑)全部あってました。行きませんでしたけ
ど。正規っす(笑)
化学は、えーっと、節田先生と三上先生、これが一番デ
カいっすね
節田先生は結構自分の知らない解き方と知識とか多くて
ためになった。実際出たんで、日医の化学で。日医受
かってないけど(笑)。三上先生は最初解いてて、授業内演
習みたいなのがあるんですよ、授業で解説されて、解け
るようになってくると、早くなるみたいな、この解法が
良いとかけっこう言ってくれるんで、確認しながら出来
たんで。悪かったらこれは良くないとか言ってくれるん
で、プリントとかもらいには行かなかったけど、テキス
トの復習しかしなかったっす。おかげでA３ではダントツ
速かったですよ(笑)A3ではトップです。それで自信がつ
きました。
物理は寺澤先生ですね。あと小澤先生にもちょくちょく
質問行ってました。寺澤先生は大学物理を理解した上
で、ショートカットとする部分を出してくれて、普通の
ノーマルクラスってやつと、ウルトラってやつ、50問50
問、ノーマルやって、後期ウルトラやって。解いて、
持ってって、1問1問全部見てもらいました。たくさん見
てもらえてよかったですね。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

周りとの比較で、勉強方法や方向性を修正できた。
1浪目の予備校は分母が少なかったんで、結局、井の中の
蛙、周りがどれだけできるかが分からなくて焦りしかな
かった。ほんとなんにも分からなくて。それこそ質問も
できないし何すればいいか分からないし。代官山で、
こっちきてから、分かんないとこあったら質問できる
し、先生の人数多いじゃないですか！マンスリーとかで
も大体自分がどれくらいってわかりますし、それこそ化
学の授業内とかで競争して、自分と同じ位の人がどんく
らいってわかりましたし、それで勉強方法、方向性を修
正できましたし。得難いものを得ましたね。ここじゃな
かったら、おれ終わってました（笑）。まえのとこにい
た連中誰も受かってないですもん。受験会場何人かいま
したけど。

九時半までは絶対どこにも行かないって決めてました。
他に自分で気をつけてたことは終わり九時半までじゃな
いですか、だからそれまでは絶対どこにも行かないって
決めてました。塾内にいるみたいな。ケータイも自分で
いじらない時間を決めてました。家に置いてくる日もあ
りましたし。実際あんま利用しなかったんで。塾にいれ
ば勉強しかやることないし。
あとは復習だけは絶対やるようにしてました。主にやっ
たのは、ノートに書いてある式とか数学だったら数式と
か。それを再現できるようにとか。何でそれを使うのか
とか、意味を考えるようにしてました。そこを適当にや
ると解けないんで。その意図みたいなのを考えるのはし
てました。化学も。有機とかになってくるとあるんです
よ。それを考えていると、自分なりの解法とかを作れる
ようになってくるんすよ。酸化還元とか自己流作ってま
したし。酸化還元、電池とかめちゃ強かったですよ(笑)。
深くないけど、計算を早くする方法。ショートカットす
る、経験則から作ってたんですけど。数字大体覚え
ちゃってますね。やってるというより、それを気付いた
らやってたって感じですけど。
朝弱かったのがちょっとな…(笑)そうですね…努力はして
いたんですが…。今も大丈夫じゃない(笑)。実習はさすが
に学校泊まったりしますけど、東医は24時間開いてるん
で。今、日大の真横住んでて、30分くらいかかっちゃ
う。もう引越します。日大行く気だったので（笑）東医
の近くに引っ越します（笑）東医ではだんだん俺が遅刻
するのネタみたいになってます。そこはそろそろ直そう
と思って。

朝7時半には来た方が良いですよ（笑）。

マンスリーは気にした方が良いですよ。何で間違っ

たのか、計算ミスはしないとか意識してました。
朝は起きた方が良いんじゃないですか（笑）実際起きた
方が良いですよ（笑）おれ来た日は英語やってましたけ
ど。
来た日は桐原とか進めてました。6時半じゃなくていいけ
ど、7時半には来た方が良いですよ（笑）。

マンスリーは気にした方が良いと思います。順位はいい
ですけど、自分の手ごたえと点数があってないときに。
よければいいけど、悪かったときに何で違ったのか考え
てました。数学も解けなくて間違ったのか、計算ミスで
間違えたのかとか。化学も時間が足りなかったら、何処
でもたついたか考えて、重点的にやり直したりとか。詰
まったら終わりって感じだったんで緊張感ありました。
計算ミスを絶対しないとか。結構気楽にやってましたけ
どね（笑）言ってる割には。でも意識はしてました。本
番も詰まったら終わりだし。
WT、おれは気にしなかったです（笑）でもそこそこ取れ
てませんでした？70前後くらい。英語はやってましたけ
ど、数学理科はノー勉でした（笑）お試し感ありました
（笑）見たことあるなって、でもできない、はがゆい,解
き直すみたいな（笑）

ライバルは大切にした方が良い。

合格に必要なものって先生に言われたことを疑わ

ずにやり続ければいいんじゃないですか。
勝田（勝田圭貴　川崎医科大進学）須藤（須藤幹　東京
医科大進学）とはけっこう勉強の話とか、物理化学の話
とか。
そういう人がいるといいですね。ライバルは須藤とか、
おんなじクラス、A3とか、前後3クラスには負けたくな
いと思ってました。距離を保ちながら付き合ってました
ね（笑）。大切にした方が良い。テキストとかは代官山
のを何度も。セミナーは2周しました。発展問題まで。合
格に必要なものって先生に言われたことを疑わずにやり
続ければいいんじゃないですか。
これやれって言われたら、はいって言ってやってました
し。疑っている暇があったら、どうせ何やるかわかんな
いで聞いたんだからやればいいと思いますね。おれに
とって代官山で成長できたんじゃないですかね。結構集
中してましたし。芯は通せたかなって。ちゃんと決めた
ことをやれたかなって思いますね。

偏差値３８からのスタート
出身校の暁秀、上と下が激しいっす。おれ、ど底辺で
す。現役の時、偏差値38ですよ。
1浪目は新宿の医専に行きました。姉が行っていてその流
れで。お姉ちゃんは岩手行きました。今2年生です。俺が
受かったとき、結構凹んでたっぽいですね。やっぱ東京
にいたいし、東医の補欠が回ってきた時の電話、姉が出
たんですよ(笑)。ほんと受かってよかった、物理でよかっ
た、物理が生物の8倍いるんですよ。だから生物受験者は
神なんです。
生物は10人いないくらい。生物の問題がけっこう鬼だっ
たらしく。すべて選べとか。

一浪目は、アホすぎて、授業についていけなくて。
1浪目のとこ（予備校）は講師少なくて、数学が２人、英
語が４人ぐらい、化学2人、物理２人、生物１人ですよ。
非常勤の先生だから、いなくなったら質問できないし。
　1週間分貯めるしかないっす(笑)化学とかも質問できな
い。　めっちゃ混むし、すぐ帰るから。で、諦めた。6月
に一回行かなくなった（笑）。てか、アホすぎて、授業
についていけなくて、何やってるかわかんないし、行き
たくねーって。家で姉に基礎を教えてもらって、夏くら
いからまた行き始めて、ちょっと分かるようになってき
たかって。まーもちろん全滅。そっからは物理頑張っ
た。　だから代官山きて、結構好きでした、寺澤先生の
授業。小澤先生も結構丁寧に説明してくれるし気に入っ
てました。

代官山ＭＥＤＩＣＡＬでリスタート
代官山MEDICALは高２の時話聞きに来た事あって、覚え
てて、まぁその、親父も見かねて代官山行ってこいっ
て。それで。でも3月終わりずっと遊んでて…親にも早く
寮入れって言われたんすけど(笑)。課題はちゃんと出しま
したよ（笑）めちゃめちゃ、ちゃんとやりましたよ(笑)。
寮は２０１じゃなかったかな。　エレベーター降りてす
ぐ右。食堂もあって環境は完璧でした。
最初のクラス分けテストがあって最初がA３。ぎりぎり2
号館行けたみたいな感じっす。いや、物理ミスりました
ね、あんとき。化学が良かった。A3スタートで初め結構
大変だった。英語とか全然何もわかんなかった。数学は
なんかちょっと分かってたんで、数学・理科は普通にい
けたんすけど、英語ホントヤバくて。

英語の方向性ゼロから、大西先生のアドバイスと煽

りのおかげで夏くらいから変化が。
英語で何がわからなかったって。いやーてか単語をやっ
てなかった。1浪目も単語集10ページくらいしかやってな
かった。単語が読んでもわからない、単語がわからない
から文章が何を言っているかわかんない。並び替えもで
きないし、穴埋めとかもできないし、文法とかも何やっ
ていいか分からない、方向性がゼロ過ぎて…。で最初大
西先生に相談して。よかったです。やり方細かく聞い

て。最初予習がめちゃめちゃ大変でした。全部単語調べ
てみたいな…夏くらいからこの単語見たことあるって思
うようになれた。大西先生のマンツーマンとって。大西
先生は程よく煽って来るんで(笑)良い感じの適当さ？その
みっちり来る感じでもなく、かといって適当でもないん
で(笑)適当かと思いきや、あのときやったんだけどなぁっ
て言われる、煽りがピクってくる(笑)。数学けっこう大変
でしたね。知らない公式とかいっぱいあったんで、それ
使えるようになるまで復習するとか大変だった。計算ミ
スの克服とか。けっこう軽くはなりましたよね（笑）な
んだかんだ取れないんですけどね。

“暫定”降格者リストがきっかけで、そっから一気に

やったら、軌道に乗った。
夏のクラス降格者“暫定”リスト載った時にこれやばい
ぞって。おれ落ちたら本館じゃないですか。ヤバイヤバ
イと思って。そっから一気にやったら、230くらいになっ
て残留できて。そこで勉強は軌道に乗りましたね。そこ
でこんな感じでやれば良いんだとちょっとわかってき
て。暫定降格者リストに載ったのがきっかけだと思って
ます。てか載った時にまじヤバいと思って、前期テキス
ト全部復習したんすよ。化学2周くらいしましたし。数学
とかも。数学の復習課題のマス全部埋めましたし。やっ
たとこ全部埋めましたし。ちゃんと日にち書いて。化学
のそん時の範囲、酸塩基とか酸化還元とかなんすけど、
めっちゃ理解できて本番困らなかったんです。染みつい
ちゃって(笑)。そこから大崩れしなかった。250近辺キー
プできたので。
でも1回変なときあって。1回数学38点くらいのありまし
た。あれは崩壊しました（笑）
双曲線のやつじゃないですか？たぶん。なんとなく覚え
てますよ。解いたんですけど、全然あってなくて（笑）

理科は強かった。物理がむずいときむずいから。1回鬼の
様な時ありましたよね（笑）あのー10月くらいですよ。
導体棒のlog関数付きの問題ですよ。あれ俺解けましたけ
ど（笑）あの時5位くらいとかでしたよ(笑)物理は自信
あったんで（笑）

大西先生に習った穴吹流(笑)で英語が伸びて、マ

ンスリーで安定するように。
マンスリーは夏だけは凹んだ。でもそのあと結構安定し
ました英語がとれるようになってきて、それで補えて。
長文で取れるようになったんで。マンツーマンでの効果
もでてきて、大西先生のおかげですね。長文読むスピー
ドが格段に早くなったんで。文構造あるじゃないです
か。名詞でダブルスラッシュひいてとか、形容詞で丸付
けてとかやってたら、止まらなくなったんですよ。この
構造なんだろってって感じで。手動かしながら。気が付
いたら全部やっちゃうときも。本当は書かずに文構造が
見えるところがゴール地点だってんですけど（笑）無理
だったんで、素直に書いてやってました。受験期も普通
にやって（笑）。俺の受験の問題用紙めちゃめちゃ汚い
と思います。英語の長文のとこ普通に汚いと思います。
でも読み返すより全然マシでした。文構造がパッと見わ
かるんで。見返したとしても。文構造ちゃんと入れてる
んでおおまかな要点が分かるんですよ（笑）後から設問
で必要だったらカッコの中ちょっと読んで、丸括弧読め
ばいいんで。それが大西先生に習った穴吹流(笑)。確立し
ました(笑)。文法の問題で引っ掛けてくるじゃないです
か。それがすぐわかる。文法問題こそ、その方法が生き
るんですよ（笑）それで英語は伸びました。
数学は伸びきれてないですけど今年は数学ミスってない
んですよ。昭和は簡単で、東医では崩壊（笑）。みんな
問題覚えて帰ってきましたよ。M、N教室でめっちゃやっ
てました。今考えても全然わからないっすよ。
物理は8割5分～9割かな？化学が出来たんですよ。化学が
結構できたんすよ。計算がバリ重かったんですけど、
がーってやって。できたんですよ。一応全部やったんで
(笑)
英語も多分俺出来てますよ（笑）最後の何個選ぶってや
つ、今年、6個選ぶんですけど、そこおれ全部あってます
（笑）。
しかも8分くらいで終わったんすよ。残り10分でその問題
は。やめてくださいのちょい前に終わったんすよ。

杏林受かって、それが安定剤になった。
一次は8校です。二次が5校で東医、杏林、日大、聖マ、
東北医科薬科。去年はどこも一次すらダメでした。
岩手、埼玉前期、愛知が1次まで。杏林受かった時点で
びっくりしました(笑)結構安定剤でした。杏林受かったの
が、でかかったっす(笑)

大西先生には春からずっと最後まで煽られっぱなし

でした(笑)
英語の先生で印象に残っているのは、大西先生と朝岡先
生です。
朝岡先生は最後の冬期英文法取ってたんすけど、そのと
きもらったプリントが、その熟語ずっとやりたかったん
すけど、それまとめたプリントくれて、200問くらいある
やつとか、めっちゃ助かりました。最後だけですけど、
そこから出たんで
大西先生には春からずっと最後まで煽られっぱなしでし
た(笑)。12月に東医の過去問やって、正答率が2割くらい
だったんで、終わったなって言われて…(笑)丸つけて、
わーってなってたら、終わったなって（笑）。でも俺メ
ンタル強いんで(笑)。寝たら忘れるんで(笑)。でもクラス
落ちるのは嫌だった。本館に絶対行きたくないって。大
西先生にマンツーで補ってもらって助かりました。

東北医科おれ数学満点ですよ(笑)。正規っす(笑)。
数学は、えっと、五十嵐先生と…ちょっと待って下さい
　村上先生、高橋典先生、えっと、長澤先生です。
あと、一番は薄先生です。あと山室先生(笑)。
薄先生には一番お世話になりましたね。質問とかも行き
ましたし。五十嵐先生も授業中とかも、授業けっこう多
かったんで長澤先生も多かったんで。皆に支えられて。
山室先生の計トレは難しくて途中からきつくなりました
(笑)序盤結構いけたんすけど後期はテストですよね。解け
る時と解けない時が激しかったっす。うまく嵌れば解け
るなって。
東北医科おれ数学満点ですよ(笑)言いましたっけ？充分頑
張りました(笑)全部あってました。行きませんでしたけ
ど。正規っす(笑)
化学は、えーっと、節田先生と三上先生、これが一番デ
カいっすね
節田先生は結構自分の知らない解き方と知識とか多くて
ためになった。実際出たんで、日医の化学で。日医受
かってないけど(笑)。三上先生は最初解いてて、授業内演
習みたいなのがあるんですよ、授業で解説されて、解け
るようになってくると、早くなるみたいな、この解法が
良いとかけっこう言ってくれるんで、確認しながら出来
たんで。悪かったらこれは良くないとか言ってくれるん
で、プリントとかもらいには行かなかったけど、テキス
トの復習しかしなかったっす。おかげでA３ではダントツ
速かったですよ(笑)A3ではトップです。それで自信がつ
きました。
物理は寺澤先生ですね。あと小澤先生にもちょくちょく
質問行ってました。寺澤先生は大学物理を理解した上
で、ショートカットとする部分を出してくれて、普通の
ノーマルクラスってやつと、ウルトラってやつ、50問50
問、ノーマルやって、後期ウルトラやって。解いて、
持ってって、1問1問全部見てもらいました。たくさん見
てもらえてよかったですね。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

周りとの比較で、勉強方法や方向性を修正できた。
1浪目の予備校は分母が少なかったんで、結局、井の中の
蛙、周りがどれだけできるかが分からなくて焦りしかな
かった。ほんとなんにも分からなくて。それこそ質問も
できないし何すればいいか分からないし。代官山で、
こっちきてから、分かんないとこあったら質問できる
し、先生の人数多いじゃないですか！マンスリーとかで
も大体自分がどれくらいってわかりますし、それこそ化
学の授業内とかで競争して、自分と同じ位の人がどんく
らいってわかりましたし、それで勉強方法、方向性を修
正できましたし。得難いものを得ましたね。ここじゃな
かったら、おれ終わってました（笑）。まえのとこにい
た連中誰も受かってないですもん。受験会場何人かいま
したけど。

九時半までは絶対どこにも行かないって決めてました。
他に自分で気をつけてたことは終わり九時半までじゃな
いですか、だからそれまでは絶対どこにも行かないって
決めてました。塾内にいるみたいな。ケータイも自分で
いじらない時間を決めてました。家に置いてくる日もあ
りましたし。実際あんま利用しなかったんで。塾にいれ
ば勉強しかやることないし。
あとは復習だけは絶対やるようにしてました。主にやっ
たのは、ノートに書いてある式とか数学だったら数式と
か。それを再現できるようにとか。何でそれを使うのか
とか、意味を考えるようにしてました。そこを適当にや
ると解けないんで。その意図みたいなのを考えるのはし
てました。化学も。有機とかになってくるとあるんです
よ。それを考えていると、自分なりの解法とかを作れる
ようになってくるんすよ。酸化還元とか自己流作ってま
したし。酸化還元、電池とかめちゃ強かったですよ(笑)。
深くないけど、計算を早くする方法。ショートカットす
る、経験則から作ってたんですけど。数字大体覚え
ちゃってますね。やってるというより、それを気付いた
らやってたって感じですけど。
朝弱かったのがちょっとな…(笑)そうですね…努力はして
いたんですが…。今も大丈夫じゃない(笑)。実習はさすが
に学校泊まったりしますけど、東医は24時間開いてるん
で。今、日大の真横住んでて、30分くらいかかっちゃ
う。もう引越します。日大行く気だったので（笑）東医
の近くに引っ越します（笑）東医ではだんだん俺が遅刻
するのネタみたいになってます。そこはそろそろ直そう
と思って。

朝7時半には来た方が良いですよ（笑）。

マンスリーは気にした方が良いですよ。何で間違っ

たのか、計算ミスはしないとか意識してました。
朝は起きた方が良いんじゃないですか（笑）実際起きた
方が良いですよ（笑）おれ来た日は英語やってましたけ
ど。
来た日は桐原とか進めてました。6時半じゃなくていいけ
ど、7時半には来た方が良いですよ（笑）。

マンスリーは気にした方が良いと思います。順位はいい
ですけど、自分の手ごたえと点数があってないときに。
よければいいけど、悪かったときに何で違ったのか考え
てました。数学も解けなくて間違ったのか、計算ミスで
間違えたのかとか。化学も時間が足りなかったら、何処
でもたついたか考えて、重点的にやり直したりとか。詰
まったら終わりって感じだったんで緊張感ありました。
計算ミスを絶対しないとか。結構気楽にやってましたけ
どね（笑）言ってる割には。でも意識はしてました。本
番も詰まったら終わりだし。
WT、おれは気にしなかったです（笑）でもそこそこ取れ
てませんでした？70前後くらい。英語はやってましたけ
ど、数学理科はノー勉でした（笑）お試し感ありました
（笑）見たことあるなって、でもできない、はがゆい,解
き直すみたいな（笑）

ライバルは大切にした方が良い。

合格に必要なものって先生に言われたことを疑わ

ずにやり続ければいいんじゃないですか。
勝田（勝田圭貴　川崎医科大進学）須藤（須藤幹　東京
医科大進学）とはけっこう勉強の話とか、物理化学の話
とか。
そういう人がいるといいですね。ライバルは須藤とか、
おんなじクラス、A3とか、前後3クラスには負けたくな
いと思ってました。距離を保ちながら付き合ってました
ね（笑）。大切にした方が良い。テキストとかは代官山
のを何度も。セミナーは2周しました。発展問題まで。合
格に必要なものって先生に言われたことを疑わずにやり
続ければいいんじゃないですか。
これやれって言われたら、はいって言ってやってました
し。疑っている暇があったら、どうせ何やるかわかんな
いで聞いたんだからやればいいと思いますね。おれに
とって代官山で成長できたんじゃないですかね。結構集
中してましたし。芯は通せたかなって。ちゃんと決めた
ことをやれたかなって思いますね。

偏差値３８からのスタート
出身校の暁秀、上と下が激しいっす。おれ、ど底辺で
す。現役の時、偏差値38ですよ。
1浪目は新宿の医専に行きました。姉が行っていてその流
れで。お姉ちゃんは岩手行きました。今2年生です。俺が
受かったとき、結構凹んでたっぽいですね。やっぱ東京
にいたいし、東医の補欠が回ってきた時の電話、姉が出
たんですよ(笑)。ほんと受かってよかった、物理でよかっ
た、物理が生物の8倍いるんですよ。だから生物受験者は
神なんです。
生物は10人いないくらい。生物の問題がけっこう鬼だっ
たらしく。すべて選べとか。

一浪目は、アホすぎて、授業についていけなくて。
1浪目のとこ（予備校）は講師少なくて、数学が２人、英
語が４人ぐらい、化学2人、物理２人、生物１人ですよ。
非常勤の先生だから、いなくなったら質問できないし。
　1週間分貯めるしかないっす(笑)化学とかも質問できな
い。　めっちゃ混むし、すぐ帰るから。で、諦めた。6月
に一回行かなくなった（笑）。てか、アホすぎて、授業
についていけなくて、何やってるかわかんないし、行き
たくねーって。家で姉に基礎を教えてもらって、夏くら
いからまた行き始めて、ちょっと分かるようになってき
たかって。まーもちろん全滅。そっからは物理頑張っ
た。　だから代官山きて、結構好きでした、寺澤先生の
授業。小澤先生も結構丁寧に説明してくれるし気に入っ
てました。

代官山ＭＥＤＩＣＡＬでリスタート
代官山MEDICALは高２の時話聞きに来た事あって、覚え
てて、まぁその、親父も見かねて代官山行ってこいっ
て。それで。でも3月終わりずっと遊んでて…親にも早く
寮入れって言われたんすけど(笑)。課題はちゃんと出しま
したよ（笑）めちゃめちゃ、ちゃんとやりましたよ(笑)。
寮は２０１じゃなかったかな。　エレベーター降りてす
ぐ右。食堂もあって環境は完璧でした。
最初のクラス分けテストがあって最初がA３。ぎりぎり2
号館行けたみたいな感じっす。いや、物理ミスりました
ね、あんとき。化学が良かった。A3スタートで初め結構
大変だった。英語とか全然何もわかんなかった。数学は
なんかちょっと分かってたんで、数学・理科は普通にい
けたんすけど、英語ホントヤバくて。

英語の方向性ゼロから、大西先生のアドバイスと煽

りのおかげで夏くらいから変化が。
英語で何がわからなかったって。いやーてか単語をやっ
てなかった。1浪目も単語集10ページくらいしかやってな
かった。単語が読んでもわからない、単語がわからない
から文章が何を言っているかわかんない。並び替えもで
きないし、穴埋めとかもできないし、文法とかも何やっ
ていいか分からない、方向性がゼロ過ぎて…。で最初大
西先生に相談して。よかったです。やり方細かく聞い

て。最初予習がめちゃめちゃ大変でした。全部単語調べ
てみたいな…夏くらいからこの単語見たことあるって思
うようになれた。大西先生のマンツーマンとって。大西
先生は程よく煽って来るんで(笑)良い感じの適当さ？その
みっちり来る感じでもなく、かといって適当でもないん
で(笑)適当かと思いきや、あのときやったんだけどなぁっ
て言われる、煽りがピクってくる(笑)。数学けっこう大変
でしたね。知らない公式とかいっぱいあったんで、それ
使えるようになるまで復習するとか大変だった。計算ミ
スの克服とか。けっこう軽くはなりましたよね（笑）な
んだかんだ取れないんですけどね。

“暫定”降格者リストがきっかけで、そっから一気に

やったら、軌道に乗った。
夏のクラス降格者“暫定”リスト載った時にこれやばい
ぞって。おれ落ちたら本館じゃないですか。ヤバイヤバ
イと思って。そっから一気にやったら、230くらいになっ
て残留できて。そこで勉強は軌道に乗りましたね。そこ
でこんな感じでやれば良いんだとちょっとわかってき
て。暫定降格者リストに載ったのがきっかけだと思って
ます。てか載った時にまじヤバいと思って、前期テキス
ト全部復習したんすよ。化学2周くらいしましたし。数学
とかも。数学の復習課題のマス全部埋めましたし。やっ
たとこ全部埋めましたし。ちゃんと日にち書いて。化学
のそん時の範囲、酸塩基とか酸化還元とかなんすけど、
めっちゃ理解できて本番困らなかったんです。染みつい
ちゃって(笑)。そこから大崩れしなかった。250近辺キー
プできたので。
でも1回変なときあって。1回数学38点くらいのありまし
た。あれは崩壊しました（笑）
双曲線のやつじゃないですか？たぶん。なんとなく覚え
てますよ。解いたんですけど、全然あってなくて（笑）

理科は強かった。物理がむずいときむずいから。1回鬼の
様な時ありましたよね（笑）あのー10月くらいですよ。
導体棒のlog関数付きの問題ですよ。あれ俺解けましたけ
ど（笑）あの時5位くらいとかでしたよ(笑)物理は自信
あったんで（笑）

大西先生に習った穴吹流(笑)で英語が伸びて、マ

ンスリーで安定するように。
マンスリーは夏だけは凹んだ。でもそのあと結構安定し
ました英語がとれるようになってきて、それで補えて。
長文で取れるようになったんで。マンツーマンでの効果
もでてきて、大西先生のおかげですね。長文読むスピー
ドが格段に早くなったんで。文構造あるじゃないです
か。名詞でダブルスラッシュひいてとか、形容詞で丸付
けてとかやってたら、止まらなくなったんですよ。この
構造なんだろってって感じで。手動かしながら。気が付
いたら全部やっちゃうときも。本当は書かずに文構造が
見えるところがゴール地点だってんですけど（笑）無理
だったんで、素直に書いてやってました。受験期も普通
にやって（笑）。俺の受験の問題用紙めちゃめちゃ汚い
と思います。英語の長文のとこ普通に汚いと思います。
でも読み返すより全然マシでした。文構造がパッと見わ
かるんで。見返したとしても。文構造ちゃんと入れてる
んでおおまかな要点が分かるんですよ（笑）後から設問
で必要だったらカッコの中ちょっと読んで、丸括弧読め
ばいいんで。それが大西先生に習った穴吹流(笑)。確立し
ました(笑)。文法の問題で引っ掛けてくるじゃないです
か。それがすぐわかる。文法問題こそ、その方法が生き
るんですよ（笑）それで英語は伸びました。
数学は伸びきれてないですけど今年は数学ミスってない
んですよ。昭和は簡単で、東医では崩壊（笑）。みんな
問題覚えて帰ってきましたよ。M、N教室でめっちゃやっ
てました。今考えても全然わからないっすよ。
物理は8割5分～9割かな？化学が出来たんですよ。化学が
結構できたんすよ。計算がバリ重かったんですけど、
がーってやって。できたんですよ。一応全部やったんで
(笑)
英語も多分俺出来てますよ（笑）最後の何個選ぶってや
つ、今年、6個選ぶんですけど、そこおれ全部あってます
（笑）。
しかも8分くらいで終わったんすよ。残り10分でその問題
は。やめてくださいのちょい前に終わったんすよ。

杏林受かって、それが安定剤になった。
一次は8校です。二次が5校で東医、杏林、日大、聖マ、
東北医科薬科。去年はどこも一次すらダメでした。
岩手、埼玉前期、愛知が1次まで。杏林受かった時点で
びっくりしました(笑)結構安定剤でした。杏林受かったの
が、でかかったっす(笑)

大西先生には春からずっと最後まで煽られっぱなし

でした(笑)
英語の先生で印象に残っているのは、大西先生と朝岡先
生です。
朝岡先生は最後の冬期英文法取ってたんすけど、そのと
きもらったプリントが、その熟語ずっとやりたかったん
すけど、それまとめたプリントくれて、200問くらいある
やつとか、めっちゃ助かりました。最後だけですけど、
そこから出たんで
大西先生には春からずっと最後まで煽られっぱなしでし
た(笑)。12月に東医の過去問やって、正答率が2割くらい
だったんで、終わったなって言われて…(笑)丸つけて、
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ライバルは大切にした方が良い。

合格に必要なものって先生に言われたことを疑わ
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とって代官山で成長できたんじゃないですかね。結構集
中してましたし。芯は通せたかなって。ちゃんと決めた
ことをやれたかなって思いますね。

偏差値３８からのスタート
出身校の暁秀、上と下が激しいっす。おれ、ど底辺で
す。現役の時、偏差値38ですよ。
1浪目は新宿の医専に行きました。姉が行っていてその流
れで。お姉ちゃんは岩手行きました。今2年生です。俺が
受かったとき、結構凹んでたっぽいですね。やっぱ東京
にいたいし、東医の補欠が回ってきた時の電話、姉が出
たんですよ(笑)。ほんと受かってよかった、物理でよかっ
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は。やめてくださいのちょい前に終わったんすよ。

杏林受かって、それが安定剤になった。
一次は8校です。二次が5校で東医、杏林、日大、聖マ、
東北医科薬科。去年はどこも一次すらダメでした。
岩手、埼玉前期、愛知が1次まで。杏林受かった時点で
びっくりしました(笑)結構安定剤でした。杏林受かったの
が、でかかったっす(笑)

大西先生には春からずっと最後まで煽られっぱなし

でした(笑)
英語の先生で印象に残っているのは、大西先生と朝岡先
生です。
朝岡先生は最後の冬期英文法取ってたんすけど、そのと
きもらったプリントが、その熟語ずっとやりたかったん
すけど、それまとめたプリントくれて、200問くらいある
やつとか、めっちゃ助かりました。最後だけですけど、
そこから出たんで
大西先生には春からずっと最後まで煽られっぱなしでし
た(笑)。12月に東医の過去問やって、正答率が2割くらい
だったんで、終わったなって言われて…(笑)丸つけて、
わーってなってたら、終わったなって（笑）。でも俺メ
ンタル強いんで(笑)。寝たら忘れるんで(笑)。でもクラス
落ちるのは嫌だった。本館に絶対行きたくないって。大
西先生にマンツーで補ってもらって助かりました。

東北医科おれ数学満点ですよ(笑)。正規っす(笑)。
数学は、えっと、五十嵐先生と…ちょっと待って下さい
　村上先生、高橋典先生、えっと、長澤先生です。
あと、一番は薄先生です。あと山室先生(笑)。
薄先生には一番お世話になりましたね。質問とかも行き
ましたし。五十嵐先生も授業中とかも、授業けっこう多
かったんで長澤先生も多かったんで。皆に支えられて。
山室先生の計トレは難しくて途中からきつくなりました
(笑)序盤結構いけたんすけど後期はテストですよね。解け
る時と解けない時が激しかったっす。うまく嵌れば解け
るなって。
東北医科おれ数学満点ですよ(笑)言いましたっけ？充分頑
張りました(笑)全部あってました。行きませんでしたけ
ど。正規っす(笑)
化学は、えーっと、節田先生と三上先生、これが一番デ
カいっすね
節田先生は結構自分の知らない解き方と知識とか多くて
ためになった。実際出たんで、日医の化学で。日医受
かってないけど(笑)。三上先生は最初解いてて、授業内演
習みたいなのがあるんですよ、授業で解説されて、解け
るようになってくると、早くなるみたいな、この解法が
良いとかけっこう言ってくれるんで、確認しながら出来
たんで。悪かったらこれは良くないとか言ってくれるん
で、プリントとかもらいには行かなかったけど、テキス
トの復習しかしなかったっす。おかげでA３ではダントツ
速かったですよ(笑)A3ではトップです。それで自信がつ
きました。
物理は寺澤先生ですね。あと小澤先生にもちょくちょく
質問行ってました。寺澤先生は大学物理を理解した上
で、ショートカットとする部分を出してくれて、普通の
ノーマルクラスってやつと、ウルトラってやつ、50問50
問、ノーマルやって、後期ウルトラやって。解いて、
持ってって、1問1問全部見てもらいました。たくさん見
てもらえてよかったですね。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

周りとの比較で、勉強方法や方向性を修正できた。
1浪目の予備校は分母が少なかったんで、結局、井の中の
蛙、周りがどれだけできるかが分からなくて焦りしかな
かった。ほんとなんにも分からなくて。それこそ質問も
できないし何すればいいか分からないし。代官山で、
こっちきてから、分かんないとこあったら質問できる
し、先生の人数多いじゃないですか！マンスリーとかで
も大体自分がどれくらいってわかりますし、それこそ化
学の授業内とかで競争して、自分と同じ位の人がどんく
らいってわかりましたし、それで勉強方法、方向性を修
正できましたし。得難いものを得ましたね。ここじゃな
かったら、おれ終わってました（笑）。まえのとこにい
た連中誰も受かってないですもん。受験会場何人かいま
したけど。

九時半までは絶対どこにも行かないって決めてました。
他に自分で気をつけてたことは終わり九時半までじゃな
いですか、だからそれまでは絶対どこにも行かないって
決めてました。塾内にいるみたいな。ケータイも自分で
いじらない時間を決めてました。家に置いてくる日もあ
りましたし。実際あんま利用しなかったんで。塾にいれ
ば勉強しかやることないし。
あとは復習だけは絶対やるようにしてました。主にやっ
たのは、ノートに書いてある式とか数学だったら数式と
か。それを再現できるようにとか。何でそれを使うのか
とか、意味を考えるようにしてました。そこを適当にや
ると解けないんで。その意図みたいなのを考えるのはし
てました。化学も。有機とかになってくるとあるんです
よ。それを考えていると、自分なりの解法とかを作れる
ようになってくるんすよ。酸化還元とか自己流作ってま
したし。酸化還元、電池とかめちゃ強かったですよ(笑)。
深くないけど、計算を早くする方法。ショートカットす
る、経験則から作ってたんですけど。数字大体覚え
ちゃってますね。やってるというより、それを気付いた
らやってたって感じですけど。
朝弱かったのがちょっとな…(笑)そうですね…努力はして
いたんですが…。今も大丈夫じゃない(笑)。実習はさすが
に学校泊まったりしますけど、東医は24時間開いてるん
で。今、日大の真横住んでて、30分くらいかかっちゃ
う。もう引越します。日大行く気だったので（笑）東医
の近くに引っ越します（笑）東医ではだんだん俺が遅刻
するのネタみたいになってます。そこはそろそろ直そう
と思って。

朝7時半には来た方が良いですよ（笑）。

マンスリーは気にした方が良いですよ。何で間違っ

たのか、計算ミスはしないとか意識してました。
朝は起きた方が良いんじゃないですか（笑）実際起きた
方が良いですよ（笑）おれ来た日は英語やってましたけ
ど。
来た日は桐原とか進めてました。6時半じゃなくていいけ
ど、7時半には来た方が良いですよ（笑）。

マンスリーは気にした方が良いと思います。順位はいい
ですけど、自分の手ごたえと点数があってないときに。
よければいいけど、悪かったときに何で違ったのか考え
てました。数学も解けなくて間違ったのか、計算ミスで
間違えたのかとか。化学も時間が足りなかったら、何処
でもたついたか考えて、重点的にやり直したりとか。詰
まったら終わりって感じだったんで緊張感ありました。
計算ミスを絶対しないとか。結構気楽にやってましたけ
どね（笑）言ってる割には。でも意識はしてました。本
番も詰まったら終わりだし。
WT、おれは気にしなかったです（笑）でもそこそこ取れ
てませんでした？70前後くらい。英語はやってましたけ
ど、数学理科はノー勉でした（笑）お試し感ありました
（笑）見たことあるなって、でもできない、はがゆい,解
き直すみたいな（笑）

ライバルは大切にした方が良い。

合格に必要なものって先生に言われたことを疑わ

ずにやり続ければいいんじゃないですか。
勝田（勝田圭貴　川崎医科大進学）須藤（須藤幹　東京
医科大進学）とはけっこう勉強の話とか、物理化学の話
とか。
そういう人がいるといいですね。ライバルは須藤とか、
おんなじクラス、A3とか、前後3クラスには負けたくな
いと思ってました。距離を保ちながら付き合ってました
ね（笑）。大切にした方が良い。テキストとかは代官山
のを何度も。セミナーは2周しました。発展問題まで。合
格に必要なものって先生に言われたことを疑わずにやり
続ければいいんじゃないですか。
これやれって言われたら、はいって言ってやってました
し。疑っている暇があったら、どうせ何やるかわかんな
いで聞いたんだからやればいいと思いますね。おれに
とって代官山で成長できたんじゃないですかね。結構集
中してましたし。芯は通せたかなって。ちゃんと決めた
ことをやれたかなって思いますね。
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偏差値３８からのスタート
出身校の暁秀、上と下が激しいっす。おれ、ど底辺で
す。現役の時、偏差値38ですよ。
1浪目は新宿の医専に行きました。姉が行っていてその流
れで。お姉ちゃんは岩手行きました。今2年生です。俺が
受かったとき、結構凹んでたっぽいですね。やっぱ東京
にいたいし、東医の補欠が回ってきた時の電話、姉が出
たんですよ(笑)。ほんと受かってよかった、物理でよかっ
た、物理が生物の8倍いるんですよ。だから生物受験者は
神なんです。
生物は10人いないくらい。生物の問題がけっこう鬼だっ
たらしく。すべて選べとか。

一浪目は、アホすぎて、授業についていけなくて。
1浪目のとこ（予備校）は講師少なくて、数学が２人、英
語が４人ぐらい、化学2人、物理２人、生物１人ですよ。
非常勤の先生だから、いなくなったら質問できないし。
　1週間分貯めるしかないっす(笑)化学とかも質問できな
い。　めっちゃ混むし、すぐ帰るから。で、諦めた。6月
に一回行かなくなった（笑）。てか、アホすぎて、授業
についていけなくて、何やってるかわかんないし、行き
たくねーって。家で姉に基礎を教えてもらって、夏くら
いからまた行き始めて、ちょっと分かるようになってき
たかって。まーもちろん全滅。そっからは物理頑張っ
た。　だから代官山きて、結構好きでした、寺澤先生の
授業。小澤先生も結構丁寧に説明してくれるし気に入っ
てました。

代官山ＭＥＤＩＣＡＬでリスタート
代官山MEDICALは高２の時話聞きに来た事あって、覚え
てて、まぁその、親父も見かねて代官山行ってこいっ
て。それで。でも3月終わりずっと遊んでて…親にも早く
寮入れって言われたんすけど(笑)。課題はちゃんと出しま
したよ（笑）めちゃめちゃ、ちゃんとやりましたよ(笑)。
寮は２０１じゃなかったかな。　エレベーター降りてす
ぐ右。食堂もあって環境は完璧でした。
最初のクラス分けテストがあって最初がA３。ぎりぎり2
号館行けたみたいな感じっす。いや、物理ミスりました
ね、あんとき。化学が良かった。A3スタートで初め結構
大変だった。英語とか全然何もわかんなかった。数学は
なんかちょっと分かってたんで、数学・理科は普通にい
けたんすけど、英語ホントヤバくて。

英語の方向性ゼロから、大西先生のアドバイスと煽

りのおかげで夏くらいから変化が。
英語で何がわからなかったって。いやーてか単語をやっ
てなかった。1浪目も単語集10ページくらいしかやってな
かった。単語が読んでもわからない、単語がわからない
から文章が何を言っているかわかんない。並び替えもで
きないし、穴埋めとかもできないし、文法とかも何やっ
ていいか分からない、方向性がゼロ過ぎて…。で最初大
西先生に相談して。よかったです。やり方細かく聞い

て。最初予習がめちゃめちゃ大変でした。全部単語調べ
てみたいな…夏くらいからこの単語見たことあるって思
うようになれた。大西先生のマンツーマンとって。大西
先生は程よく煽って来るんで(笑)良い感じの適当さ？その
みっちり来る感じでもなく、かといって適当でもないん
で(笑)適当かと思いきや、あのときやったんだけどなぁっ
て言われる、煽りがピクってくる(笑)。数学けっこう大変
でしたね。知らない公式とかいっぱいあったんで、それ
使えるようになるまで復習するとか大変だった。計算ミ
スの克服とか。けっこう軽くはなりましたよね（笑）な
んだかんだ取れないんですけどね。

“暫定”降格者リストがきっかけで、そっから一気に

やったら、軌道に乗った。
夏のクラス降格者“暫定”リスト載った時にこれやばい
ぞって。おれ落ちたら本館じゃないですか。ヤバイヤバ
イと思って。そっから一気にやったら、230くらいになっ
て残留できて。そこで勉強は軌道に乗りましたね。そこ
でこんな感じでやれば良いんだとちょっとわかってき
て。暫定降格者リストに載ったのがきっかけだと思って
ます。てか載った時にまじヤバいと思って、前期テキス
ト全部復習したんすよ。化学2周くらいしましたし。数学
とかも。数学の復習課題のマス全部埋めましたし。やっ
たとこ全部埋めましたし。ちゃんと日にち書いて。化学
のそん時の範囲、酸塩基とか酸化還元とかなんすけど、
めっちゃ理解できて本番困らなかったんです。染みつい
ちゃって(笑)。そこから大崩れしなかった。250近辺キー
プできたので。
でも1回変なときあって。1回数学38点くらいのありまし
た。あれは崩壊しました（笑）
双曲線のやつじゃないですか？たぶん。なんとなく覚え
てますよ。解いたんですけど、全然あってなくて（笑）

理科は強かった。物理がむずいときむずいから。1回鬼の
様な時ありましたよね（笑）あのー10月くらいですよ。
導体棒のlog関数付きの問題ですよ。あれ俺解けましたけ
ど（笑）あの時5位くらいとかでしたよ(笑)物理は自信
あったんで（笑）

大西先生に習った穴吹流(笑)で英語が伸びて、マ

ンスリーで安定するように。
マンスリーは夏だけは凹んだ。でもそのあと結構安定し
ました英語がとれるようになってきて、それで補えて。
長文で取れるようになったんで。マンツーマンでの効果
もでてきて、大西先生のおかげですね。長文読むスピー
ドが格段に早くなったんで。文構造あるじゃないです
か。名詞でダブルスラッシュひいてとか、形容詞で丸付
けてとかやってたら、止まらなくなったんですよ。この
構造なんだろってって感じで。手動かしながら。気が付
いたら全部やっちゃうときも。本当は書かずに文構造が
見えるところがゴール地点だってんですけど（笑）無理
だったんで、素直に書いてやってました。受験期も普通
にやって（笑）。俺の受験の問題用紙めちゃめちゃ汚い
と思います。英語の長文のとこ普通に汚いと思います。
でも読み返すより全然マシでした。文構造がパッと見わ
かるんで。見返したとしても。文構造ちゃんと入れてる
んでおおまかな要点が分かるんですよ（笑）後から設問
で必要だったらカッコの中ちょっと読んで、丸括弧読め
ばいいんで。それが大西先生に習った穴吹流(笑)。確立し
ました(笑)。文法の問題で引っ掛けてくるじゃないです
か。それがすぐわかる。文法問題こそ、その方法が生き
るんですよ（笑）それで英語は伸びました。
数学は伸びきれてないですけど今年は数学ミスってない
んですよ。昭和は簡単で、東医では崩壊（笑）。みんな
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物理は8割5分～9割かな？化学が出来たんですよ。化学が
結構できたんすよ。計算がバリ重かったんですけど、
がーってやって。できたんですよ。一応全部やったんで
(笑)
英語も多分俺出来てますよ（笑）最後の何個選ぶってや
つ、今年、6個選ぶんですけど、そこおれ全部あってます
（笑）。
しかも8分くらいで終わったんすよ。残り10分でその問題
は。やめてくださいのちょい前に終わったんすよ。

杏林受かって、それが安定剤になった。
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東北医科薬科。去年はどこも一次すらダメでした。
岩手、埼玉前期、愛知が1次まで。杏林受かった時点で
びっくりしました(笑)結構安定剤でした。杏林受かったの
が、でかかったっす(笑)

大西先生には春からずっと最後まで煽られっぱなし

でした(笑)
英語の先生で印象に残っているのは、大西先生と朝岡先
生です。
朝岡先生は最後の冬期英文法取ってたんすけど、そのと
きもらったプリントが、その熟語ずっとやりたかったん
すけど、それまとめたプリントくれて、200問くらいある
やつとか、めっちゃ助かりました。最後だけですけど、
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大西先生には春からずっと最後まで煽られっぱなしでし
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だったんで、終わったなって言われて…(笑)丸つけて、
わーってなってたら、終わったなって（笑）。でも俺メ
ンタル強いんで(笑)。寝たら忘れるんで(笑)。でもクラス
落ちるのは嫌だった。本館に絶対行きたくないって。大
西先生にマンツーで補ってもらって助かりました。

東北医科おれ数学満点ですよ(笑)。正規っす(笑)。
数学は、えっと、五十嵐先生と…ちょっと待って下さい
　村上先生、高橋典先生、えっと、長澤先生です。
あと、一番は薄先生です。あと山室先生(笑)。
薄先生には一番お世話になりましたね。質問とかも行き
ましたし。五十嵐先生も授業中とかも、授業けっこう多
かったんで長澤先生も多かったんで。皆に支えられて。
山室先生の計トレは難しくて途中からきつくなりました
(笑)序盤結構いけたんすけど後期はテストですよね。解け
る時と解けない時が激しかったっす。うまく嵌れば解け
るなって。
東北医科おれ数学満点ですよ(笑)言いましたっけ？充分頑
張りました(笑)全部あってました。行きませんでしたけ
ど。正規っす(笑)
化学は、えーっと、節田先生と三上先生、これが一番デ
カいっすね
節田先生は結構自分の知らない解き方と知識とか多くて
ためになった。実際出たんで、日医の化学で。日医受
かってないけど(笑)。三上先生は最初解いてて、授業内演
習みたいなのがあるんですよ、授業で解説されて、解け
るようになってくると、早くなるみたいな、この解法が
良いとかけっこう言ってくれるんで、確認しながら出来
たんで。悪かったらこれは良くないとか言ってくれるん
で、プリントとかもらいには行かなかったけど、テキス
トの復習しかしなかったっす。おかげでA３ではダントツ
速かったですよ(笑)A3ではトップです。それで自信がつ
きました。
物理は寺澤先生ですね。あと小澤先生にもちょくちょく
質問行ってました。寺澤先生は大学物理を理解した上
で、ショートカットとする部分を出してくれて、普通の
ノーマルクラスってやつと、ウルトラってやつ、50問50
問、ノーマルやって、後期ウルトラやって。解いて、
持ってって、1問1問全部見てもらいました。たくさん見
てもらえてよかったですね。
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周りとの比較で、勉強方法や方向性を修正できた。
1浪目の予備校は分母が少なかったんで、結局、井の中の
蛙、周りがどれだけできるかが分からなくて焦りしかな
かった。ほんとなんにも分からなくて。それこそ質問も
できないし何すればいいか分からないし。代官山で、
こっちきてから、分かんないとこあったら質問できる
し、先生の人数多いじゃないですか！マンスリーとかで
も大体自分がどれくらいってわかりますし、それこそ化
学の授業内とかで競争して、自分と同じ位の人がどんく
らいってわかりましたし、それで勉強方法、方向性を修
正できましたし。得難いものを得ましたね。ここじゃな
かったら、おれ終わってました（笑）。まえのとこにい
た連中誰も受かってないですもん。受験会場何人かいま
したけど。

九時半までは絶対どこにも行かないって決めてました。
他に自分で気をつけてたことは終わり九時半までじゃな
いですか、だからそれまでは絶対どこにも行かないって
決めてました。塾内にいるみたいな。ケータイも自分で
いじらない時間を決めてました。家に置いてくる日もあ
りましたし。実際あんま利用しなかったんで。塾にいれ
ば勉強しかやることないし。
あとは復習だけは絶対やるようにしてました。主にやっ
たのは、ノートに書いてある式とか数学だったら数式と
か。それを再現できるようにとか。何でそれを使うのか
とか、意味を考えるようにしてました。そこを適当にや
ると解けないんで。その意図みたいなのを考えるのはし
てました。化学も。有機とかになってくるとあるんです
よ。それを考えていると、自分なりの解法とかを作れる
ようになってくるんすよ。酸化還元とか自己流作ってま
したし。酸化還元、電池とかめちゃ強かったですよ(笑)。
深くないけど、計算を早くする方法。ショートカットす
る、経験則から作ってたんですけど。数字大体覚え
ちゃってますね。やってるというより、それを気付いた
らやってたって感じですけど。
朝弱かったのがちょっとな…(笑)そうですね…努力はして
いたんですが…。今も大丈夫じゃない(笑)。実習はさすが
に学校泊まったりしますけど、東医は24時間開いてるん
で。今、日大の真横住んでて、30分くらいかかっちゃ
う。もう引越します。日大行く気だったので（笑）東医
の近くに引っ越します（笑）東医ではだんだん俺が遅刻
するのネタみたいになってます。そこはそろそろ直そう
と思って。

朝7時半には来た方が良いですよ（笑）。

マンスリーは気にした方が良いですよ。何で間違っ

たのか、計算ミスはしないとか意識してました。
朝は起きた方が良いんじゃないですか（笑）実際起きた
方が良いですよ（笑）おれ来た日は英語やってましたけ
ど。
来た日は桐原とか進めてました。6時半じゃなくていいけ
ど、7時半には来た方が良いですよ（笑）。

マンスリーは気にした方が良いと思います。順位はいい
ですけど、自分の手ごたえと点数があってないときに。
よければいいけど、悪かったときに何で違ったのか考え
てました。数学も解けなくて間違ったのか、計算ミスで
間違えたのかとか。化学も時間が足りなかったら、何処
でもたついたか考えて、重点的にやり直したりとか。詰
まったら終わりって感じだったんで緊張感ありました。
計算ミスを絶対しないとか。結構気楽にやってましたけ
どね（笑）言ってる割には。でも意識はしてました。本
番も詰まったら終わりだし。
WT、おれは気にしなかったです（笑）でもそこそこ取れ
てませんでした？70前後くらい。英語はやってましたけ
ど、数学理科はノー勉でした（笑）お試し感ありました
（笑）見たことあるなって、でもできない、はがゆい、
解き直すみたいな（笑）

ライバルは大切にした方が良い。

合格に必要なものって先生に言われたことを疑わ

ずにやり続ければいいんじゃないですか。
勝田（勝田圭貴　川崎医科大進学）須藤（須藤幹　東京
医科大進学）とはけっこう勉強の話とか、物理化学の話
とか。
そういう人がいるといいですね。ライバルは須藤とか、
おんなじクラス、A3とか、前後3クラスには負けたくな
いと思ってました。距離を保ちながら付き合ってました
ね（笑）。大切にした方が良い。テキストとかは代官山
のを何度も。セミナーは2周しました。発展問題まで。合
格に必要なものって先生に言われたことを疑わずにやり
続ければいいんじゃないですか。
これやれって言われたら、はいって言ってやってました
し。疑っている暇があったら、どうせ何やるかわかんな
いで聞いたんだからやればいいと思いますね。おれに
とって代官山で成長できたんじゃないですかね。結構集
中してましたし。芯は通せたかなって。ちゃんと決めた
ことをやれたかなって思いますね。
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杏林大医学部 ２次正規合格

現役1浪の失敗を踏まえて，

とにかく言われたことをきちんと

こなすことにこだわった。

現役1浪の失敗を踏まえて、

とにかく言われたことをきちんと

こなすことにこだわった。
杏林大医学部進学　豊島さくらさん(雙葉高校卒)

偏差値３８からのスタート
出身校の暁秀、上と下が激しいっす。おれ、ど底辺で
す。現役の時、偏差値38ですよ。
1浪目は新宿の医専に行きました。姉が行っていてその流
れで。お姉ちゃんは岩手行きました。今2年生です。俺が
受かったとき、結構凹んでたっぽいですね。やっぱ東京
にいたいし、東医の補欠が回ってきた時の電話、姉が出
たんですよ(笑)。ほんと受かってよかった、物理でよかっ
た、物理が生物の8倍いるんですよ。だから生物受験者は
神なんです。
生物は10人いないくらい。生物の問題がけっこう鬼だっ
たらしく。すべて選べとか。

一浪目は、アホすぎて、授業についていけなくて。
1浪目のとこ（予備校）は講師少なくて、数学が２人、英
語が４人ぐらい、化学2人、物理２人、生物１人ですよ。
非常勤の先生だから、いなくなったら質問できないし。
　1週間分貯めるしかないっす(笑)化学とかも質問できな
い。　めっちゃ混むし、すぐ帰るから。で、諦めた。6月
に一回行かなくなった（笑）。てか、アホすぎて、授業
についていけなくて、何やってるかわかんないし、行き
たくねーって。家で姉に基礎を教えてもらって、夏くら
いからまた行き始めて、ちょっと分かるようになってき
たかって。まーもちろん全滅。そっからは物理頑張っ
た。　だから代官山きて、結構好きでした、寺澤先生の
授業。小澤先生も結構丁寧に説明してくれるし気に入っ
てました。

代官山ＭＥＤＩＣＡＬでリスタート
代官山MEDICALは高２の時話聞きに来た事あって、覚え
てて、まぁその、親父も見かねて代官山行ってこいっ
て。それで。でも3月終わりずっと遊んでて…親にも早く
寮入れって言われたんすけど(笑)。課題はちゃんと出しま
したよ（笑）めちゃめちゃ、ちゃんとやりましたよ(笑)。
寮は２０１じゃなかったかな。　エレベーター降りてす
ぐ右。食堂もあって環境は完璧でした。
最初のクラス分けテストがあって最初がA３。ぎりぎり2
号館行けたみたいな感じっす。いや、物理ミスりました
ね、あんとき。化学が良かった。A3スタートで初め結構
大変だった。英語とか全然何もわかんなかった。数学は
なんかちょっと分かってたんで、数学・理科は普通にい
けたんすけど、英語ホントヤバくて。

英語の方向性ゼロから、大西先生のアドバイスと煽

りのおかげで夏くらいから変化が。
英語で何がわからなかったって。いやーてか単語をやっ
てなかった。1浪目も単語集10ページくらいしかやってな
かった。単語が読んでもわからない、単語がわからない
から文章が何を言っているかわかんない。並び替えもで
きないし、穴埋めとかもできないし、文法とかも何やっ
ていいか分からない、方向性がゼロ過ぎて…。で最初大
西先生に相談して。よかったです。やり方細かく聞い

て。最初予習がめちゃめちゃ大変でした。全部単語調べ
てみたいな…夏くらいからこの単語見たことあるって思
うようになれた。大西先生のマンツーマンとって。大西
先生は程よく煽って来るんで(笑)良い感じの適当さ？その
みっちり来る感じでもなく、かといって適当でもないん
で(笑)適当かと思いきや、あのときやったんだけどなぁっ
て言われる、煽りがピクってくる(笑)。数学けっこう大変
でしたね。知らない公式とかいっぱいあったんで、それ
使えるようになるまで復習するとか大変だった。計算ミ
スの克服とか。けっこう軽くはなりましたよね（笑）な
んだかんだ取れないんですけどね。

“暫定”降格者リストがきっかけで、そっから一気に

やったら、軌道に乗った。
夏のクラス降格者“暫定”リスト載った時にこれやばい
ぞって。おれ落ちたら本館じゃないですか。ヤバイヤバ
イと思って。そっから一気にやったら、230くらいになっ
て残留できて。そこで勉強は軌道に乗りましたね。そこ
でこんな感じでやれば良いんだとちょっとわかってき
て。暫定降格者リストに載ったのがきっかけだと思って
ます。てか載った時にまじヤバいと思って、前期テキス
ト全部復習したんすよ。化学2周くらいしましたし。数学
とかも。数学の復習課題のマス全部埋めましたし。やっ
たとこ全部埋めましたし。ちゃんと日にち書いて。化学
のそん時の範囲、酸塩基とか酸化還元とかなんすけど、
めっちゃ理解できて本番困らなかったんです。染みつい
ちゃって(笑)。そこから大崩れしなかった。250近辺キー
プできたので。
でも1回変なときあって。1回数学38点くらいのありまし
た。あれは崩壊しました（笑）
双曲線のやつじゃないですか？たぶん。なんとなく覚え
てますよ。解いたんですけど、全然あってなくて（笑）

理科は強かった。物理がむずいときむずいから。1回鬼の
様な時ありましたよね（笑）あのー10月くらいですよ。
導体棒のlog関数付きの問題ですよ。あれ俺解けましたけ
ど（笑）あの時5位くらいとかでしたよ(笑)物理は自信
あったんで（笑）

大西先生に習った穴吹流(笑)で英語が伸びて、マ

ンスリーで安定するように。
マンスリーは夏だけは凹んだ。でもそのあと結構安定し
ました英語がとれるようになってきて、それで補えて。
長文で取れるようになったんで。マンツーマンでの効果
もでてきて、大西先生のおかげですね。長文読むスピー
ドが格段に早くなったんで。文構造あるじゃないです
か。名詞でダブルスラッシュひいてとか、形容詞で丸付
けてとかやってたら、止まらなくなったんですよ。この
構造なんだろってって感じで。手動かしながら。気が付
いたら全部やっちゃうときも。本当は書かずに文構造が
見えるところがゴール地点だってんですけど（笑）無理
だったんで、素直に書いてやってました。受験期も普通
にやって（笑）。俺の受験の問題用紙めちゃめちゃ汚い
と思います。英語の長文のとこ普通に汚いと思います。
でも読み返すより全然マシでした。文構造がパッと見わ
かるんで。見返したとしても。文構造ちゃんと入れてる
んでおおまかな要点が分かるんですよ（笑）後から設問
で必要だったらカッコの中ちょっと読んで、丸括弧読め
ばいいんで。それが大西先生に習った穴吹流(笑)。確立し
ました(笑)。文法の問題で引っ掛けてくるじゃないです
か。それがすぐわかる。文法問題こそ、その方法が生き
るんですよ（笑）それで英語は伸びました。
数学は伸びきれてないですけど今年は数学ミスってない
んですよ。昭和は簡単で、東医では崩壊（笑）。みんな
問題覚えて帰ってきましたよ。M、N教室でめっちゃやっ
てました。今考えても全然わからないっすよ。
物理は8割5分～9割かな？化学が出来たんですよ。化学が
結構できたんすよ。計算がバリ重かったんですけど、
がーってやって。できたんですよ。一応全部やったんで
(笑)
英語も多分俺出来てますよ（笑）最後の何個選ぶってや
つ、今年、6個選ぶんですけど、そこおれ全部あってます
（笑）。
しかも8分くらいで終わったんすよ。残り10分でその問題
は。やめてくださいのちょい前に終わったんすよ。

杏林受かって、それが安定剤になった。
一次は8校です。二次が5校で東医、杏林、日大、聖マ、
東北医科薬科。去年はどこも一次すらダメでした。
岩手、埼玉前期、愛知が1次まで。杏林受かった時点で
びっくりしました(笑)結構安定剤でした。杏林受かったの
が、でかかったっす(笑)

大西先生には春からずっと最後まで煽られっぱなし

でした(笑)
英語の先生で印象に残っているのは、大西先生と朝岡先
生です。
朝岡先生は最後の冬期英文法取ってたんすけど、そのと
きもらったプリントが、その熟語ずっとやりたかったん
すけど、それまとめたプリントくれて、200問くらいある
やつとか、めっちゃ助かりました。最後だけですけど、
そこから出たんで
大西先生には春からずっと最後まで煽られっぱなしでし
た(笑)。12月に東医の過去問やって、正答率が2割くらい
だったんで、終わったなって言われて…(笑)丸つけて、
わーってなってたら、終わったなって（笑）。でも俺メ
ンタル強いんで(笑)。寝たら忘れるんで(笑)。でもクラス
落ちるのは嫌だった。本館に絶対行きたくないって。大
西先生にマンツーで補ってもらって助かりました。

東北医科おれ数学満点ですよ(笑)。正規っす(笑)。
数学は、えっと、五十嵐先生と…ちょっと待って下さい
　村上先生、高橋典先生、えっと、長澤先生です。
あと、一番は薄先生です。あと山室先生(笑)。
薄先生には一番お世話になりましたね。質問とかも行き
ましたし。五十嵐先生も授業中とかも、授業けっこう多
かったんで長澤先生も多かったんで。皆に支えられて。
山室先生の計トレは難しくて途中からきつくなりました
(笑)序盤結構いけたんすけど後期はテストですよね。解け
る時と解けない時が激しかったっす。うまく嵌れば解け
るなって。
東北医科おれ数学満点ですよ(笑)言いましたっけ？充分頑
張りました(笑)全部あってました。行きませんでしたけ
ど。正規っす(笑)
化学は、えーっと、節田先生と三上先生、これが一番デ
カいっすね
節田先生は結構自分の知らない解き方と知識とか多くて
ためになった。実際出たんで、日医の化学で。日医受
かってないけど(笑)。三上先生は最初解いてて、授業内演
習みたいなのがあるんですよ、授業で解説されて、解け
るようになってくると、早くなるみたいな、この解法が
良いとかけっこう言ってくれるんで、確認しながら出来
たんで。悪かったらこれは良くないとか言ってくれるん
で、プリントとかもらいには行かなかったけど、テキス
トの復習しかしなかったっす。おかげでA３ではダントツ
速かったですよ(笑)A3ではトップです。それで自信がつ
きました。
物理は寺澤先生ですね。あと小澤先生にもちょくちょく
質問行ってました。寺澤先生は大学物理を理解した上
で、ショートカットとする部分を出してくれて、普通の
ノーマルクラスってやつと、ウルトラってやつ、50問50
問、ノーマルやって、後期ウルトラやって。解いて、
持ってって、1問1問全部見てもらいました。たくさん見
てもらえてよかったですね。
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周りとの比較で、勉強方法や方向性を修正できた。
1浪目の予備校は分母が少なかったんで、結局、井の中の
蛙、周りがどれだけできるかが分からなくて焦りしかな
かった。ほんとなんにも分からなくて。それこそ質問も
できないし何すればいいか分からないし。代官山で、
こっちきてから、分かんないとこあったら質問できる
し、先生の人数多いじゃないですか！マンスリーとかで
も大体自分がどれくらいってわかりますし、それこそ化
学の授業内とかで競争して、自分と同じ位の人がどんく
らいってわかりましたし、それで勉強方法、方向性を修
正できましたし。得難いものを得ましたね。ここじゃな
かったら、おれ終わってました（笑）。まえのとこにい
た連中誰も受かってないですもん。受験会場何人かいま
したけど。

九時半までは絶対どこにも行かないって決めてました。
他に自分で気をつけてたことは終わり九時半までじゃな
いですか、だからそれまでは絶対どこにも行かないって
決めてました。塾内にいるみたいな。ケータイも自分で
いじらない時間を決めてました。家に置いてくる日もあ
りましたし。実際あんま利用しなかったんで。塾にいれ
ば勉強しかやることないし。
あとは復習だけは絶対やるようにしてました。主にやっ
たのは、ノートに書いてある式とか数学だったら数式と
か。それを再現できるようにとか。何でそれを使うのか
とか、意味を考えるようにしてました。そこを適当にや
ると解けないんで。その意図みたいなのを考えるのはし
てました。化学も。有機とかになってくるとあるんです
よ。それを考えていると、自分なりの解法とかを作れる
ようになってくるんすよ。酸化還元とか自己流作ってま
したし。酸化還元、電池とかめちゃ強かったですよ(笑)。
深くないけど、計算を早くする方法。ショートカットす
る、経験則から作ってたんですけど。数字大体覚え
ちゃってますね。やってるというより、それを気付いた
らやってたって感じですけど。
朝弱かったのがちょっとな…(笑)そうですね…努力はして
いたんですが…。今も大丈夫じゃない(笑)。実習はさすが
に学校泊まったりしますけど、東医は24時間開いてるん
で。今、日大の真横住んでて、30分くらいかかっちゃ
う。もう引越します。日大行く気だったので（笑）東医
の近くに引っ越します（笑）東医ではだんだん俺が遅刻
するのネタみたいになってます。そこはそろそろ直そう
と思って。

朝7時半には来た方が良いですよ（笑）。

マンスリーは気にした方が良いですよ。何で間違っ

たのか、計算ミスはしないとか意識してました。
朝は起きた方が良いんじゃないですか（笑）実際起きた
方が良いですよ（笑）おれ来た日は英語やってましたけ
ど。
来た日は桐原とか進めてました。6時半じゃなくていいけ
ど、7時半には来た方が良いですよ（笑）。

マンスリーは気にした方が良いと思います。順位はいい
ですけど、自分の手ごたえと点数があってないときに。
よければいいけど、悪かったときに何で違ったのか考え
てました。数学も解けなくて間違ったのか、計算ミスで
間違えたのかとか。化学も時間が足りなかったら、何処
でもたついたか考えて、重点的にやり直したりとか。詰
まったら終わりって感じだったんで緊張感ありました。
計算ミスを絶対しないとか。結構気楽にやってましたけ
どね（笑）言ってる割には。でも意識はしてました。本
番も詰まったら終わりだし。
WT、おれは気にしなかったです（笑）でもそこそこ取れ
てませんでした？70前後くらい。英語はやってましたけ
ど、数学理科はノー勉でした（笑）お試し感ありました
（笑）見たことあるなって、でもできない、はがゆい,解
き直すみたいな（笑）

ライバルは大切にした方が良い。

合格に必要なものって先生に言われたことを疑わ

ずにやり続ければいいんじゃないですか。
勝田（勝田圭貴　川崎医科大進学）須藤（須藤幹　東京
医科大進学）とはけっこう勉強の話とか、物理化学の話
とか。
そういう人がいるといいですね。ライバルは須藤とか、
おんなじクラス、A3とか、前後3クラスには負けたくな
いと思ってました。距離を保ちながら付き合ってました
ね（笑）。大切にした方が良い。テキストとかは代官山
のを何度も。セミナーは2周しました。発展問題まで。合
格に必要なものって先生に言われたことを疑わずにやり
続ければいいんじゃないですか。
これやれって言われたら、はいって言ってやってました
し。疑っている暇があったら、どうせ何やるかわかんな
いで聞いたんだからやればいいと思いますね。おれに
とって代官山で成長できたんじゃないですかね。結構集
中してましたし。芯は通せたかなって。ちゃんと決めた
ことをやれたかなって思いますね。

53.9 62.7＋71点

8ヶ月後ヶ月後8
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英語偏差値総合得点 

氏名：穴吹智弘
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杏林大医学部 ２次正規合格

現役1浪の失敗を踏まえて，

とにかく言われたことをきちんと

こなすことにこだわった。

現役1浪の失敗を踏まえて、

とにかく言われたことをきちんと

こなすことにこだわった。
杏林大医学部進学　豊島さくらさん(雙葉高校卒)
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杏林大学の生活
バドミントン部です。昨日とかもやりました。それも
クーラーの無い体育館だったんですよ。水３本くらい飲
んだんで。２時間で３本。運動は控えてくださいって、
気象庁が言ってるなかやってます(笑)。
多浪の人は女の子で５か４の子がいますね。しっかり
取ってます。そこはけっこうフェアだと思います。来年
の入試は昔に戻って、後期をくっつけたんですね。学費
下げた方がいいと思うんですけどね。優秀な人材を。特
待は下げるけど。特待の人で残った人あんまり聞かな
い。都枠がやっぱ賢い、って聞きますけど。勉強はまだ
そんなに。厳しいのが、１個でも落とすとダメなんで
す。留年なんです。こないだディズニー行ってきまし
た、杏菜（森杏菜　杏林大医学部進学）と。楽しかった
～。空いてました。まだ試験期間なんですかね。稲葉さ
ん（稲葉絵里子　北里大医学部進学）のインスタにまだ
試験って載ってました。チェックしてますよ。みんな元
気でやってるかな～って。

受験の結果
合格したのは杏林だけで２次は他は受かってないです。
１次は日大、北里。あとどこだっけ。女子医と日医はダ
メだったのは覚えてます。あ、岩手医科と金沢医科受か
りました。杏林は正規です。数学の最初の問題を合って
ると思って採点したら、数列の問題、間違っちゃって
て、落ちたなと思ったけど、図形の問題が全部合ってた
んで受かったのかな。それが合ってたら特待だったと思
うんですけど。(笑)英語はできたと思います。でも正規で
気が抜けましたね。
絶対６年で卒業しますよ。２年から３年と４年から５年
も。CBTとか。教科書めっちゃ高いんですよ。これくらい
分厚いやつ。持ち帰れないのでみんなで割り勘で電子化
するんです。森杏菜とかと。森杏菜がお金回収して。教
科書は買わないといけないんですけど。法医学の有名な
先生はもういないですね。今解剖学の有名な先生とかは
います。もう年齢で退官したみたいです。どっか引き抜
かれたんですかね。(笑)

代官山MEDICAL知ったのは
去年受かった藤川さん（藤川千紘　昭和大医学部進学）
とか古坂さん（古坂美奈子　東京医科大進学）がすごい
いいとこ受かってて、どこなんだろうって。一浪目は駿
台市ヶ谷で。国立志望だったんです。センターばっかり
やってたんで。２次試験の勉強はここに来てからで。雙
葉繋がりって結構ありますね。渡部さん（渡部りさ子　
日本医科大進学）とか。りささんくらいからずっと。雙
葉は英語は強いです。文系は。すごいいいとこ行くんで
すけど 、理系がなかなか。女の先生が教えてるからじゃ
ないですか？男の先生は少なくって、８分の１くらい。
高校の頃は鉄緑会行ってました。勉強してたんですけど
ね。すごい量で、途中からこなせてなかったのかなと。
頑張ろうという気持ちで行ったんだけど、途中からずる

ずると。次駿台医系スーパーでしょ。上から３番目。一
回落ちてまた上がった気が。夏前かな。３番目のクラス
で受かってる子もけっこういました。落ちてる子も多
かったですけど。母数が多いですからね。成績上位者で
も落ちちゃう人は、だいたい年行っている人。５浪６浪
も多分いました。あんま絡んでなかった。友達もできな
かったです。代官山は、藤川とか古坂とかと連絡とっ
て。で親が代官山のパンフ読んで気に入って行ってみよ
うって。でも私はこんな厳しいところは嫌だって。来年
も駿台で大丈夫って。結局来て石井先生と面談して、父
はここじゃなきゃダメだ！の１点ばりで。入った当初
は、見てろよ！って気持ちで勉強してました。

A2からのスタート
最初はA2だったかな。微妙でした。また落ちるのかなっ
てすごい不安でした。２号館じゃなかったらやばかった
です。藤川さんはM3だったと。最初は池永先生でした。
後期は平パンとか緒方先生とか。池永先生も引き続きお
世話になって。駿台で１年やっても数学とかはなかなか
なんです。見てもらわないと、数学は１浪の時はボロボ
ロだったんですけど、２浪になってから１番、小問落と
さなくなったらだんだん安定して来ました。最後の方は
成績ランキングにもたまに載るようになって。化学は最
後まで苦戦しました。暗記があんまりうまくなくって、
理論の方が得意でした。生物の方が、私一浪から生物始
めたんですけど。現役は物理だったんです。逆に一浪の
時生物やりこんだので化学がおろそかに。化学は池永先
生がプリントいっぱいくれました。夏全部やっつけまし
た。これやんないとマジでやばいと思って。でもやっぱ
り詰めが甘かったのかなと。英語はやらされてた感です
かね。鉄緑会は結構厳しかったですよ。今思うとよくい
たなと。数学は鉄緑会にいてもやばかったです。ただ
やってるだけでした。全員１５点みたいな。毎回テスト
づくしでした。１授業当たり３回くらいそんな感じ。基
本的にアドバイスはないです。自分で勉強できる子じゃ
ないですか、あそこに行くのは。東大目指す子なんで
す。だから私東大理Ⅱ受けましたよ。現役の時。それと
医学部。集合時間間違えて猛ダッシュしたり、傾向違う
ので悲惨でした。そして一浪して国立コースに。まだ国
立目指してました。でも現実的に考えたらセンター１回
で２校しか受けられないじゃないですか。それってかな
りギャンブル的な要素があるから。だから私立に。親に
も現実的に国立は考えなくてもいいんじゃないって言わ
れて。父は普段あまり家にいないんですけど、要所要所
できっぱり言ってくれるんで。ありがたいといえばあり
がたいです。お母さんは日々ちょこちょこ言う感じで
す。お父さんはたまにガツンと言う感じで。

代官山MEDICALに入って一浪目と違ったことは
本当に全部やってくれるんで。駿台の時は資料とか自分
で集めたんで。くれるんですけど、よく分からなかっ
た。願書とかもここは用意してくれるんで。復習とかも

ちゃんと時間を作って授業としてやってくれますし、あ
と復習の時間に先生もいるんで、聞きやすいです。最後
の方はガンガン質問していましたね。自分で考えて出る
のもいいんですけど、時間が勿体無いんで。緒方先生に
は記述とか対策してもらって、プラスアルファを習って
た感じで。化学とかはできないところをやってもらっ
て。数学も。

マンスリーとかは気にしてた
最初は自分の伸びを見るのに使ってたんですけど、最後
の方は名前と顔が一致したんで、この人こんなに賢いん
だって。あと同じクラスの子とか次回上のクラスに上が
るんだろうなとか。
ライバル？みんなには言ってないけど、心の中でこの人
には負けたくないとか同じクラスの子のはいつも見てま
した。牧君（牧健太郎　順天堂大医学部進学）とかクラ
ス一緒に上がってって。

一浪目と意識が変わったことは
かなり危機感が違ったかな。倍増しました。このまま医
学部に受からないまま人生が終わってしまうのかなっ
て。最初は上り調子だったんで、楽しかったです。みっ
ちり予定立ててました。毎日のノルマを。時間割を貼っ
て、空きコマに何をやるとか書いてました。１ヶ月の予
定も。必ず毎日４科目触ること、早く来て予習をするこ
と、そこは一浪目と変わりました。一浪目は予習しませ
んでした。授業に行って、復習という名のノートを写す
だけ。でも２浪目は自分で頭を使わないとダメだと思っ
て。そうしたら超よかったです。授業は分からなかった
ところを聞きに行く感じで。解けない場合は時間をかけ
ずに潔く。もうちょっとで解けそうな時はかけました。
その前の年の合格への軌跡を結構読んでました。それを
参考にして。この中に出てくる先生がどんな先生なんだ
ろうって。

印象に残った授業とか先生は
もちろん石井先生の授業は他の授業とは雰囲気が違ったん
で、名前呼ばれるからきちんとしないといけないかなっ
て。悪い意味で目立たないように頑張ってた面はあります
ね。前から２番目の右から２番目か１番目に座っていて。
結構当てられることも多かったですね。当てられるとパニ
クっちゃって。あとは朝岡先生の授業は飽きなかったです
ね。細かいところまで見てくれる先生で。芋づる式に次々
と。三ッ橋先生とか一気に絶対やんなきゃいけないことを
ブワーってブルドーザー的にやってくれたんで。必死にメ
モしてました。高橋阿里先生とかは１学期から英作文書い
てみてもらってて 、ありがたかった。信頼してたので頼
んじゃいました。幅広いクラス教えてるから、あと英作文
の採点してるって聞いたので、丸つけしてくれるかなっ
て。個人的に行ったらみてくれました。渡すと、後日ちゃ
んとコメント書いて返してくれました。

数学の平野先生の授業でやった問題で、杏林完

答！
数学は平パンです。平パンのノートが好きで、板書が。
わたしは性格大雑把なんで、丁寧なノートがいい刺激に
なりました。まとめて書いてくれるんで、受験前も見直
ししやすかったです。あと薄先生。薄先生の授業はメン
バー的にも刺激されますし、超楽に分かった。岩手、金
沢はあれで受かった感じがあります。典型的な問題を教
えてくれるので。あと山室先生はテクニック的なものに
圧倒されてうおーって。こんな解き方あったかって。あ
の授業で解けたときは気分いいですし、解けなかった日
には自習室戻ってからこっそりやってました。時間なく
なった時にあれを思い出せたらかなり助かると思いま
す。今年、どっかの問題であった気がします。どこかし
らで出ますよ。本当にいい先生たちに教わったと思いま
す。かなり力になりました。薄先生は結構万人受けじゃ
ないですか。授業的にも。平野先生派の人もいれば、長
澤先生派の人もいますね。平野先生の方が幅広いと思い
ます。できない人が教わってもわかる授業。長澤先生は
ちょっとできる子が受けたら為になる授業。杏林で完答
した問題を、平野先生の授業でやってて、終わった瞬間
に先生ありがとう！１番落としてたけどまじ受かっ
た！って言ってました。本当に感謝です。平野先生、本
当によく当てるんで。怖いくらいに。

池永先生じゃなかったら、化学から逃げたまま終

わっていた。
苦手な化学は池永先生に鍛えられました。池永先生じゃ
なかったら、化学から逃げたまま終わってたと思うん
で。結構スパルタでした。スパルタ嫌いでしたけど、化
学に関してはそれくらいしないとやばいなと。あと三上
先生にもよく教わりました。三上先生は結構パターン化
してくれるんで。理論が苦手な人は三上先生がお勧めで
す。終わりがある科目なんで、多浪になっていくと理科
伸ばせっていうのは 。数学は終わりがないんで。無限大
に難しい問題が。問題数も無限大に。覚えるのは高分子
とか大変でしたし、やっぱり自習室の壁に貼ってまし
た。可愛い付箋にしてモチベーションを上げて。動物園
みたいになってましたよ。うさぎとか猫ちゃんとか。途
中から貼るところがなくなって、時間割を左に移して、
前にでっかい紙貼って付箋貼ってました。後で知ったん
ですけど、付箋綺麗に並べて貼ってたんです。あれって
良くないみたいです。斜めに貼った方が注意して見るみ
たいなんで。

あと生物は。
緒方先生と大森先生のプリントもやりましたし、その二
人に教わっていました。めっちゃ難しい問題や模試の問
題は大森先生に質問してました。普段のテキストは緒方
先生に頼りっぱなしでした。最初はこれやってほしいと
か言ってましたけど、途中から緒方先生が作った冊子と

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

かもらってました。講習で使う冊子を。基本的なとこと
かができていなかったので、そこをわかってやってくれ
たのかと。一浪から生物を始めたんで、入試を解いて生
物を学んだんで、教科書的なことを知らないまま二浪に
なってしまったので。流れとかが弱かったんだと思いま
す。枝葉は覚えたけど、幹が細いみたいな。

代官山MEDICALで「修行」
二浪目でしっかり落ち着きました。人として。一浪目
は、地に足がついてなかったというか。代官山で修行み
たいな気分で。私にとって「修行」でした。自分と向き
合う時間で。成長したって言われます、親戚からよく。
浪人してよかったんじゃないかまで。それまではパッパ
ラパーだったと思います。自分でも何言ってるかわから
ないし。自分でどこまで頑張れるかなみたいな修行でし
た。それが大事です。

自習室で集中
私めちゃくちゃ早く来てて、６時半に来て授業以外ずっ
と自習室にいましたよ。毎日門の前で待ってました。森
杏菜と。どっちが早いかで。森杏菜は寮で近いんですけ
ど、私は大変でした。電車が混む前に来てました。朝の
人がいない道を歩きながら、「今日も頑張るぞ！」って
気合い入れつつ坂を登って来ました。行くと森杏菜が
待ってて。でも、杏林入るまで話したことなかったんで
すよ。今は超仲良いけど。代官山の人とはほとんど喋っ
ていなかったんです。愛（服部愛　日本医科大進学）く
らい。自習室は一番端だったので集中できました。
集中力きれた時は科目変えて切り替えるタイプでした。
朝は予習の時間に充てていたので。それ終えないと授業
出れないですし。復習は空いた時間で。予定を立てて。
日曜は苦手科目、化学に充ててました。

朝4時半に起きてました。おかげで大学に入っても５

時起き。
大丈夫かもって思ったことはなかったですね。直前まで
受かるって感覚はなかったです。でもある程度の点数で
一定化して来たのはあったんで、もうちょっと上の点数
で安定化したかったですけど、マンスリー何点でどこの
大学って書いてあったので、親とここくらいなら行ける
のかな～て話してました。あれ結構当たってますよね。
基本結構自分でやりましたね。代官山結構手厚かったん
で。代官山と自分。親には帰ってからご飯とか作っても
らって。朝早かったので、家にはあんまりいなかったの
かも。朝は４時半とかに起きてました。おかげで今でも
５時起きです。１０時半に寝てます。親に言われるから
ではなく、生活習慣がそうなっちゃったんで。そういう
意味でも代官山で良かったです。大学に入っても続いて
ます。遅刻もなく全出席で。100%ちゃんと。

後輩にアドバイス
早寝早起きは絶対したほうがいいです。起きれない人
は、危機感がなさすぎです。寝てたら落ちるくらいでな
いとダメです。あとは予習は絶対、あとは１年でちゃん
と受かりたいなら、代官山でやりなさいって言われたこ
とをやるだけにしたほうがいいです。実際、代官山の教
材と先生のプリント以外は使ってないです。逆にそれ以
外やる暇あるのかなって。あと、お昼も一人で食べてま
した。めっちゃストイックでした。昼休みは単語のスペ
ル書き写しやってました。家帰ったらスープ飲んでお風
呂はいって寝るくらい。疲れてすぐ寝てましたよ。理想
ですよね。思い通りに事が進むのが好きなんで、予備校
は人間関係も最低限で済む中、理想的な生活はできてた
かなと。超薄情な人みたいですよね（笑）。でも思い通
りにいったので、いい環境だったかなと。不安はありま
したけどね。

自分が成長したところ
自分でなんとかしなきゃなって思うようになりました。
代官山で言われた通りのことをしてました。それ以上の
ことはできなかったし、それをやらないわけにはいかな
かったので。当たり前のことをちゃんとやるって、なか
なかできないですよね。そういう意味では、きちんとで
きてよかったです。それが合格の秘訣です。浪人時代ほ
ど、自分の時間を使えるときはないと思います。ある意
味贅沢です。

杏林大学の生活
バドミントン部です。昨日とかもやりました。それも
クーラーの無い体育館だったんですよ。水３本くらい飲
んだんで。２時間で３本。運動は控えてくださいって、
気象庁が言ってるなかやってます(笑)。
多浪の人は女の子で５か４の子がいますね。しっかり
取ってます。そこはけっこうフェアだと思います。来年
の入試は昔に戻って、後期をくっつけたんですね。学費
下げた方がいいと思うんですけどね。優秀な人材を。特
待は下げるけど。特待の人で残った人あんまり聞かな
い。都枠がやっぱ賢い、って聞きますけど。勉強はまだ
そんなに。厳しいのが、１個でも落とすとダメなんで
す。留年なんです。こないだディズニー行ってきまし
た、杏菜（森杏菜　杏林大医学部進学）と。楽しかった
～。空いてました。まだ試験期間なんですかね。稲葉さ
ん（稲葉絵里子　北里大医学部進学）のインスタにまだ
試験って載ってました。チェックしてますよ。みんな元
気でやってるかな～って。

受験の結果
合格したのは杏林だけで２次は他は受かってないです。
１次は日大、北里。あとどこだっけ。女子医と日医はダ
メだったのは覚えてます。あ、岩手医科と金沢医科受か
りました。杏林は正規です。数学の最初の問題を合って
ると思って採点したら、数列の問題、間違っちゃって
て、落ちたなと思ったけど、図形の問題が全部合ってた
んで受かったのかな。それが合ってたら特待だったと思
うんですけど。(笑)英語はできたと思います。でも正規で
気が抜けましたね。
絶対６年で卒業しますよ。２年から３年と４年から５年
も。CBTとか。教科書めっちゃ高いんですよ。これくらい
分厚いやつ。持ち帰れないのでみんなで割り勘で電子化
するんです。森杏菜とかと。森杏菜がお金回収して。教
科書は買わないといけないんですけど。法医学の有名な
先生はもういないですね。今解剖学の有名な先生とかは
います。もう年齢で退官したみたいです。どっか引き抜
かれたんですかね。(笑)

代官山MEDICAL知ったのは
去年受かった藤川さん（藤川千紘　昭和大医学部進学）
とか古坂さん（古坂美奈子　東京医科大進学）がすごい
いいとこ受かってて、どこなんだろうって。一浪目は駿
台市ヶ谷で。国立志望だったんです。センターばっかり
やってたんで。２次試験の勉強はここに来てからで。雙
葉繋がりって結構ありますね。渡部さん（渡部りさ子　
日本医科大進学）とか。りささんくらいからずっと。雙
葉は英語は強いです。文系は。すごいいいとこ行くんで
すけど 、理系がなかなか。女の先生が教えてるからじゃ
ないですか？男の先生は少なくって、８分の１くらい。
高校の頃は鉄緑会行ってました。勉強してたんですけど
ね。すごい量で、途中からこなせてなかったのかなと。
頑張ろうという気持ちで行ったんだけど、途中からずる

ずると。次駿台医系スーパーでしょ。上から３番目。一
回落ちてまた上がった気が。夏前かな。３番目のクラス
で受かってる子もけっこういました。落ちてる子も多
かったですけど。母数が多いですからね。成績上位者で
も落ちちゃう人は、だいたい年行っている人。５浪６浪
も多分いました。あんま絡んでなかった。友達もできな
かったです。代官山は、藤川とか古坂とかと連絡とっ
て。で親が代官山のパンフ読んで気に入って行ってみよ
うって。でも私はこんな厳しいところは嫌だって。来年
も駿台で大丈夫って。結局来て石井先生と面談して、父
はここじゃなきゃダメだ！の１点ばりで。入った当初
は、見てろよ！って気持ちで勉強してました。

A2からのスタート
最初はA2だったかな。微妙でした。また落ちるのかなっ
てすごい不安でした。２号館じゃなかったらやばかった
です。藤川さんはM3だったと。最初は池永先生でした。
後期は平パンとか緒方先生とか。池永先生も引き続きお
世話になって。駿台で１年やっても数学とかはなかなか
なんです。見てもらわないと、数学は１浪の時はボロボ
ロだったんですけど、２浪になってから１番、小問落と
さなくなったらだんだん安定して来ました。最後の方は
成績ランキングにもたまに載るようになって。化学は最
後まで苦戦しました。暗記があんまりうまくなくって、
理論の方が得意でした。生物の方が、私一浪から生物始
めたんですけど。現役は物理だったんです。逆に一浪の
時生物やりこんだので化学がおろそかに。化学は池永先
生がプリントいっぱいくれました。夏全部やっつけまし
た。これやんないとマジでやばいと思って。でもやっぱ
り詰めが甘かったのかなと。英語はやらされてた感です
かね。鉄緑会は結構厳しかったですよ。今思うとよくい
たなと。数学は鉄緑会にいてもやばかったです。ただ
やってるだけでした。全員１５点みたいな。毎回テスト
づくしでした。１授業当たり３回くらいそんな感じ。基
本的にアドバイスはないです。自分で勉強できる子じゃ
ないですか、あそこに行くのは。東大目指す子なんで
す。だから私東大理Ⅱ受けましたよ。現役の時。それと
医学部。集合時間間違えて猛ダッシュしたり、傾向違う
ので悲惨でした。そして一浪して国立コースに。まだ国
立目指してました。でも現実的に考えたらセンター１回
で２校しか受けられないじゃないですか。それってかな
りギャンブル的な要素があるから。だから私立に。親に
も現実的に国立は考えなくてもいいんじゃないって言わ
れて。父は普段あまり家にいないんですけど、要所要所
できっぱり言ってくれるんで。ありがたいといえばあり
がたいです。お母さんは日々ちょこちょこ言う感じで
す。お父さんはたまにガツンと言う感じで。

代官山MEDICALに入って一浪目と違ったことは
本当に全部やってくれるんで。駿台の時は資料とか自分
で集めたんで。くれるんですけど、よく分からなかっ
た。願書とかもここは用意してくれるんで。復習とかも

ちゃんと時間を作って授業としてやってくれますし、あ
と復習の時間に先生もいるんで、聞きやすいです。最後
の方はガンガン質問していましたね。自分で考えて出る
のもいいんですけど、時間が勿体無いんで。緒方先生に
は記述とか対策してもらって、プラスアルファを習って
た感じで。化学とかはできないところをやってもらっ
て。数学も。

マンスリーとかは気にしてた
最初は自分の伸びを見るのに使ってたんですけど、最後
の方は名前と顔が一致したんで、この人こんなに賢いん
だって。あと同じクラスの子とか次回上のクラスに上が
るんだろうなとか。
ライバル？みんなには言ってないけど、心の中でこの人
には負けたくないとか同じクラスの子のはいつも見てま
した。牧君（牧健太郎　順天堂大医学部進学）とかクラ
ス一緒に上がってって。

一浪目と意識が変わったことは
かなり危機感が違ったかな。倍増しました。このまま医
学部に受からないまま人生が終わってしまうのかなっ
て。最初は上り調子だったんで、楽しかったです。みっ
ちり予定立ててました。毎日のノルマを。時間割を貼っ
て、空きコマに何をやるとか書いてました。１ヶ月の予
定も。必ず毎日４科目触ること、早く来て予習をするこ
と、そこは一浪目と変わりました。一浪目は予習しませ
んでした。授業に行って、復習という名のノートを写す
だけ。でも２浪目は自分で頭を使わないとダメだと思っ
て。そうしたら超よかったです。授業は分からなかった
ところを聞きに行く感じで。解けない場合は時間をかけ
ずに潔く。もうちょっとで解けそうな時はかけました。
その前の年の合格への軌跡を結構読んでました。それを
参考にして。この中に出てくる先生がどんな先生なんだ
ろうって。

印象に残った授業とか先生は
もちろん石井先生の授業は他の授業とは雰囲気が違ったん
で、名前呼ばれるからきちんとしないといけないかなっ
て。悪い意味で目立たないように頑張ってた面はあります
ね。前から２番目の右から２番目か１番目に座っていて。
結構当てられることも多かったですね。当てられるとパニ
クっちゃって。あとは朝岡先生の授業は飽きなかったです
ね。細かいところまで見てくれる先生で。芋づる式に次々
と。三ッ橋先生とか一気に絶対やんなきゃいけないことを
ブワーってブルドーザー的にやってくれたんで。必死にメ
モしてました。高橋阿里先生とかは１学期から英作文書い
てみてもらってて 、ありがたかった。信頼してたので頼
んじゃいました。幅広いクラス教えてるから、あと英作文
の採点してるって聞いたので、丸つけしてくれるかなっ
て。個人的に行ったらみてくれました。渡すと、後日ちゃ
んとコメント書いて返してくれました。

数学の平野先生の授業でやった問題で、杏林完

答！
数学は平パンです。平パンのノートが好きで、板書が。
わたしは性格大雑把なんで、丁寧なノートがいい刺激に
なりました。まとめて書いてくれるんで、受験前も見直
ししやすかったです。あと薄先生。薄先生の授業はメン
バー的にも刺激されますし、超楽に分かった。岩手、金
沢はあれで受かった感じがあります。典型的な問題を教
えてくれるので。あと山室先生はテクニック的なものに
圧倒されてうおーって。こんな解き方あったかって。あ
の授業で解けたときは気分いいですし、解けなかった日
には自習室戻ってからこっそりやってました。時間なく
なった時にあれを思い出せたらかなり助かると思いま
す。今年、どっかの問題であった気がします。どこかし
らで出ますよ。本当にいい先生たちに教わったと思いま
す。かなり力になりました。薄先生は結構万人受けじゃ
ないですか。授業的にも。平野先生派の人もいれば、長
澤先生派の人もいますね。平野先生の方が幅広いと思い
ます。できない人が教わってもわかる授業。長澤先生は
ちょっとできる子が受けたら為になる授業。杏林で完答
した問題を、平野先生の授業でやってて、終わった瞬間
に先生ありがとう！１番落としてたけどまじ受かっ
た！って言ってました。本当に感謝です。平野先生、本
当によく当てるんで。怖いくらいに。

池永先生じゃなかったら、化学から逃げたまま終

わっていた。
苦手な化学は池永先生に鍛えられました。池永先生じゃ
なかったら、化学から逃げたまま終わってたと思うん
で。結構スパルタでした。スパルタ嫌いでしたけど、化
学に関してはそれくらいしないとやばいなと。あと三上
先生にもよく教わりました。三上先生は結構パターン化
してくれるんで。理論が苦手な人は三上先生がお勧めで
す。終わりがある科目なんで、多浪になっていくと理科
伸ばせっていうのは 。数学は終わりがないんで。無限大
に難しい問題が。問題数も無限大に。覚えるのは高分子
とか大変でしたし、やっぱり自習室の壁に貼ってまし
た。可愛い付箋にしてモチベーションを上げて。動物園
みたいになってましたよ。うさぎとか猫ちゃんとか。途
中から貼るところがなくなって、時間割を左に移して、
前にでっかい紙貼って付箋貼ってました。後で知ったん
ですけど、付箋綺麗に並べて貼ってたんです。あれって
良くないみたいです。斜めに貼った方が注意して見るみ
たいなんで。

あと生物は。
緒方先生と大森先生のプリントもやりましたし、その二
人に教わっていました。めっちゃ難しい問題や模試の問
題は大森先生に質問してました。普段のテキストは緒方
先生に頼りっぱなしでした。最初はこれやってほしいと
か言ってましたけど、途中から緒方先生が作った冊子と
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かもらってました。講習で使う冊子を。基本的なとこと
かができていなかったので、そこをわかってやってくれ
たのかと。一浪から生物を始めたんで、入試を解いて生
物を学んだんで、教科書的なことを知らないまま二浪に
なってしまったので。流れとかが弱かったんだと思いま
す。枝葉は覚えたけど、幹が細いみたいな。

代官山MEDICALで「修行」
二浪目でしっかり落ち着きました。人として。一浪目
は、地に足がついてなかったというか。代官山で修行み
たいな気分で。私にとって「修行」でした。自分と向き
合う時間で。成長したって言われます、親戚からよく。
浪人してよかったんじゃないかまで。それまではパッパ
ラパーだったと思います。自分でも何言ってるかわから
ないし。自分でどこまで頑張れるかなみたいな修行でし
た。それが大事です。

自習室で集中
私めちゃくちゃ早く来てて、６時半に来て授業以外ずっ
と自習室にいましたよ。毎日門の前で待ってました。森
杏菜と。どっちが早いかで。森杏菜は寮で近いんですけ
ど、私は大変でした。電車が混む前に来てました。朝の
人がいない道を歩きながら、「今日も頑張るぞ！」って
気合い入れつつ坂を登って来ました。行くと森杏菜が
待ってて。でも、杏林入るまで話したことなかったんで
すよ。今は超仲良いけど。代官山の人とはほとんど喋っ
ていなかったんです。愛（服部愛　日本医科大進学）く
らい。自習室は一番端だったので集中できました。
集中力きれた時は科目変えて切り替えるタイプでした。
朝は予習の時間に充てていたので。それ終えないと授業
出れないですし。復習は空いた時間で。予定を立てて。
日曜は苦手科目、化学に充ててました。

朝4時半に起きてました。おかげで大学に入っても５

時起き。
大丈夫かもって思ったことはなかったですね。直前まで
受かるって感覚はなかったです。でもある程度の点数で
一定化して来たのはあったんで、もうちょっと上の点数
で安定化したかったですけど、マンスリー何点でどこの
大学って書いてあったので、親とここくらいなら行ける
のかな～て話してました。あれ結構当たってますよね。
基本結構自分でやりましたね。代官山結構手厚かったん
で。代官山と自分。親には帰ってからご飯とか作っても
らって。朝早かったので、家にはあんまりいなかったの
かも。朝は４時半とかに起きてました。おかげで今でも
５時起きです。１０時半に寝てます。親に言われるから
ではなく、生活習慣がそうなっちゃったんで。そういう
意味でも代官山で良かったです。大学に入っても続いて
ます。遅刻もなく全出席で。100%ちゃんと。

後輩にアドバイス
早寝早起きは絶対したほうがいいです。起きれない人
は、危機感がなさすぎです。寝てたら落ちるくらいでな
いとダメです。あとは予習は絶対、あとは１年でちゃん
と受かりたいなら、代官山でやりなさいって言われたこ
とをやるだけにしたほうがいいです。実際、代官山の教
材と先生のプリント以外は使ってないです。逆にそれ以
外やる暇あるのかなって。あと、お昼も一人で食べてま
した。めっちゃストイックでした。昼休みは単語のスペ
ル書き写しやってました。家帰ったらスープ飲んでお風
呂はいって寝るくらい。疲れてすぐ寝てましたよ。理想
ですよね。思い通りに事が進むのが好きなんで、予備校
は人間関係も最低限で済む中、理想的な生活はできてた
かなと。超薄情な人みたいですよね（笑）。でも思い通
りにいったので、いい環境だったかなと。不安はありま
したけどね。

自分が成長したところ
自分でなんとかしなきゃなって思うようになりました。
代官山で言われた通りのことをしてました。それ以上の
ことはできなかったし、それをやらないわけにはいかな
かったので。当たり前のことをちゃんとやるって、なか
なかできないですよね。そういう意味では、きちんとで
きてよかったです。それが合格の秘訣です。浪人時代ほ
ど、自分の時間を使えるときはないと思います。ある意
味贅沢です。

杏林大学の生活
バドミントン部です。昨日とかもやりました。それも
クーラーの無い体育館だったんですよ。水３本くらい飲
んだんで。２時間で３本。運動は控えてくださいって、
気象庁が言ってるなかやってます(笑)。
多浪の人は女の子で５か４の子がいますね。しっかり
取ってます。そこはけっこうフェアだと思います。来年
の入試は昔に戻って、後期をくっつけたんですね。学費
下げた方がいいと思うんですけどね。優秀な人材を。特
待は下げるけど。特待の人で残った人あんまり聞かな
い。都枠がやっぱ賢い、って聞きますけど。勉強はまだ
そんなに。厳しいのが、１個でも落とすとダメなんで
す。留年なんです。こないだディズニー行ってきまし
た、杏菜（森杏菜　杏林大医学部進学）と。楽しかった
～。空いてました。まだ試験期間なんですかね。稲葉さ
ん（稲葉絵里子　北里大医学部進学）のインスタにまだ
試験って載ってました。チェックしてますよ。みんな元
気でやってるかな～って。

受験の結果
合格したのは杏林だけで２次は他は受かってないです。
１次は日大、北里。あとどこだっけ。女子医と日医はダ
メだったのは覚えてます。あ、岩手医科と金沢医科受か
りました。杏林は正規です。数学の最初の問題を合って
ると思って採点したら、数列の問題、間違っちゃって
て、落ちたなと思ったけど、図形の問題が全部合ってた
んで受かったのかな。それが合ってたら特待だったと思
うんですけど。(笑)英語はできたと思います。でも正規で
気が抜けましたね。
絶対６年で卒業しますよ。２年から３年と４年から５年
も。CBTとか。教科書めっちゃ高いんですよ。これくらい
分厚いやつ。持ち帰れないのでみんなで割り勘で電子化
するんです。森杏菜とかと。森杏菜がお金回収して。教
科書は買わないといけないんですけど。法医学の有名な
先生はもういないですね。今解剖学の有名な先生とかは
います。もう年齢で退官したみたいです。どっか引き抜
かれたんですかね。(笑)

代官山MEDICAL知ったのは
去年受かった藤川さん（藤川千紘　昭和大医学部進学）
とか古坂さん（古坂美奈子　東京医科大進学）がすごい
いいとこ受かってて、どこなんだろうって。一浪目は駿
台市ヶ谷で。国立志望だったんです。センターばっかり
やってたんで。２次試験の勉強はここに来てからで。雙
葉繋がりって結構ありますね。渡部さん（渡部りさ子　
日本医科大進学）とか。りささんくらいからずっと。雙
葉は英語は強いです。文系は。すごいいいとこ行くんで
すけど 、理系がなかなか。女の先生が教えてるからじゃ
ないですか？男の先生は少なくって、８分の１くらい。
高校の頃は鉄緑会行ってました。勉強してたんですけど
ね。すごい量で、途中からこなせてなかったのかなと。
頑張ろうという気持ちで行ったんだけど、途中からずる

ずると。次駿台医系スーパーでしょ。上から３番目。一
回落ちてまた上がった気が。夏前かな。３番目のクラス
で受かってる子もけっこういました。落ちてる子も多
かったですけど。母数が多いですからね。成績上位者で
も落ちちゃう人は、だいたい年行っている人。５浪６浪
も多分いました。あんま絡んでなかった。友達もできな
かったです。代官山は、藤川とか古坂とかと連絡とっ
て。で親が代官山のパンフ読んで気に入って行ってみよ
うって。でも私はこんな厳しいところは嫌だって。来年
も駿台で大丈夫って。結局来て石井先生と面談して、父
はここじゃなきゃダメだ！の１点ばりで。入った当初
は、見てろよ！って気持ちで勉強してました。

A2からのスタート
最初はA2だったかな。微妙でした。また落ちるのかなっ
てすごい不安でした。２号館じゃなかったらやばかった
です。藤川さんはM3だったと。最初は池永先生でした。
後期は平パンとか緒方先生とか。池永先生も引き続きお
世話になって。駿台で１年やっても数学とかはなかなか
なんです。見てもらわないと、数学は１浪の時はボロボ
ロだったんですけど、２浪になってから１番、小問落と
さなくなったらだんだん安定して来ました。最後の方は
成績ランキングにもたまに載るようになって。化学は最
後まで苦戦しました。暗記があんまりうまくなくって、
理論の方が得意でした。生物の方が、私一浪から生物始
めたんですけど。現役は物理だったんです。逆に一浪の
時生物やりこんだので化学がおろそかに。化学は池永先
生がプリントいっぱいくれました。夏全部やっつけまし
た。これやんないとマジでやばいと思って。でもやっぱ
り詰めが甘かったのかなと。英語はやらされてた感です
かね。鉄緑会は結構厳しかったですよ。今思うとよくい
たなと。数学は鉄緑会にいてもやばかったです。ただ
やってるだけでした。全員１５点みたいな。毎回テスト
づくしでした。１授業当たり３回くらいそんな感じ。基
本的にアドバイスはないです。自分で勉強できる子じゃ
ないですか、あそこに行くのは。東大目指す子なんで
す。だから私東大理Ⅱ受けましたよ。現役の時。それと
医学部。集合時間間違えて猛ダッシュしたり、傾向違う
ので悲惨でした。そして一浪して国立コースに。まだ国
立目指してました。でも現実的に考えたらセンター１回
で２校しか受けられないじゃないですか。それってかな
りギャンブル的な要素があるから。だから私立に。親に
も現実的に国立は考えなくてもいいんじゃないって言わ
れて。父は普段あまり家にいないんですけど、要所要所
できっぱり言ってくれるんで。ありがたいといえばあり
がたいです。お母さんは日々ちょこちょこ言う感じで
す。お父さんはたまにガツンと言う感じで。

代官山MEDICALに入って一浪目と違ったことは
本当に全部やってくれるんで。駿台の時は資料とか自分
で集めたんで。くれるんですけど、よく分からなかっ
た。願書とかもここは用意してくれるんで。復習とかも

ちゃんと時間を作って授業としてやってくれますし、あ
と復習の時間に先生もいるんで、聞きやすいです。最後
の方はガンガン質問していましたね。自分で考えて出る
のもいいんですけど、時間が勿体無いんで。緒方先生に
は記述とか対策してもらって、プラスアルファを習って
た感じで。化学とかはできないところをやってもらっ
て。数学も。

マンスリーとかは気にしてた
最初は自分の伸びを見るのに使ってたんですけど、最後
の方は名前と顔が一致したんで、この人こんなに賢いん
だって。あと同じクラスの子とか次回上のクラスに上が
るんだろうなとか。
ライバル？みんなには言ってないけど、心の中でこの人
には負けたくないとか同じクラスの子のはいつも見てま
した。牧君（牧健太郎　順天堂大医学部進学）とかクラ
ス一緒に上がってって。

一浪目と意識が変わったことは
かなり危機感が違ったかな。倍増しました。このまま医
学部に受からないまま人生が終わってしまうのかなっ
て。最初は上り調子だったんで、楽しかったです。みっ
ちり予定立ててました。毎日のノルマを。時間割を貼っ
て、空きコマに何をやるとか書いてました。１ヶ月の予
定も。必ず毎日４科目触ること、早く来て予習をするこ
と、そこは一浪目と変わりました。一浪目は予習しませ
んでした。授業に行って、復習という名のノートを写す
だけ。でも２浪目は自分で頭を使わないとダメだと思っ
て。そうしたら超よかったです。授業は分からなかった
ところを聞きに行く感じで。解けない場合は時間をかけ
ずに潔く。もうちょっとで解けそうな時はかけました。
その前の年の合格への軌跡を結構読んでました。それを
参考にして。この中に出てくる先生がどんな先生なんだ
ろうって。

印象に残った授業とか先生は
もちろん石井先生の授業は他の授業とは雰囲気が違ったん
で、名前呼ばれるからきちんとしないといけないかなっ
て。悪い意味で目立たないように頑張ってた面はあります
ね。前から２番目の右から２番目か１番目に座っていて。
結構当てられることも多かったですね。当てられるとパニ
クっちゃって。あとは朝岡先生の授業は飽きなかったです
ね。細かいところまで見てくれる先生で。芋づる式に次々
と。三ッ橋先生とか一気に絶対やんなきゃいけないことを
ブワーってブルドーザー的にやってくれたんで。必死にメ
モしてました。高橋阿里先生とかは１学期から英作文書い
てみてもらってて 、ありがたかった。信頼してたので頼
んじゃいました。幅広いクラス教えてるから、あと英作文
の採点してるって聞いたので、丸つけしてくれるかなっ
て。個人的に行ったらみてくれました。渡すと、後日ちゃ
んとコメント書いて返してくれました。

数学の平野先生の授業でやった問題で、杏林完

答！
数学は平パンです。平パンのノートが好きで、板書が。
わたしは性格大雑把なんで、丁寧なノートがいい刺激に
なりました。まとめて書いてくれるんで、受験前も見直
ししやすかったです。あと薄先生。薄先生の授業はメン
バー的にも刺激されますし、超楽に分かった。岩手、金
沢はあれで受かった感じがあります。典型的な問題を教
えてくれるので。あと山室先生はテクニック的なものに
圧倒されてうおーって。こんな解き方あったかって。あ
の授業で解けたときは気分いいですし、解けなかった日
には自習室戻ってからこっそりやってました。時間なく
なった時にあれを思い出せたらかなり助かると思いま
す。今年、どっかの問題であった気がします。どこかし
らで出ますよ。本当にいい先生たちに教わったと思いま
す。かなり力になりました。薄先生は結構万人受けじゃ
ないですか。授業的にも。平野先生派の人もいれば、長
澤先生派の人もいますね。平野先生の方が幅広いと思い
ます。できない人が教わってもわかる授業。長澤先生は
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池永先生じゃなかったら、化学から逃げたまま終

わっていた。
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中から貼るところがなくなって、時間割を左に移して、
前にでっかい紙貼って付箋貼ってました。後で知ったん
ですけど、付箋綺麗に並べて貼ってたんです。あれって
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あと生物は。
緒方先生と大森先生のプリントもやりましたし、その二
人に教わっていました。めっちゃ難しい問題や模試の問
題は大森先生に質問してました。普段のテキストは緒方
先生に頼りっぱなしでした。最初はこれやってほしいと
か言ってましたけど、途中から緒方先生が作った冊子と
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かもらってました。講習で使う冊子を。基本的なとこと
かができていなかったので、そこをわかってやってくれ
たのかと。一浪から生物を始めたんで、入試を解いて生
物を学んだんで、教科書的なことを知らないまま二浪に
なってしまったので。流れとかが弱かったんだと思いま
す。枝葉は覚えたけど、幹が細いみたいな。

代官山MEDICALで「修行」
二浪目でしっかり落ち着きました。人として。一浪目
は、地に足がついてなかったというか。代官山で修行み
たいな気分で。私にとって「修行」でした。自分と向き
合う時間で。成長したって言われます、親戚からよく。
浪人してよかったんじゃないかまで。それまではパッパ
ラパーだったと思います。自分でも何言ってるかわから
ないし。自分でどこまで頑張れるかなみたいな修行でし
た。それが大事です。

自習室で集中
私めちゃくちゃ早く来てて、６時半に来て授業以外ずっ
と自習室にいましたよ。毎日門の前で待ってました。森
杏菜と。どっちが早いかで。森杏菜は寮で近いんですけ
ど、私は大変でした。電車が混む前に来てました。朝の
人がいない道を歩きながら、「今日も頑張るぞ！」って
気合い入れつつ坂を登って来ました。行くと森杏菜が
待ってて。でも、杏林入るまで話したことなかったんで
すよ。今は超仲良いけど。代官山の人とはほとんど喋っ
ていなかったんです。愛（服部愛　日本医科大進学）く
らい。自習室は一番端だったので集中できました。
集中力きれた時は科目変えて切り替えるタイプでした。
朝は予習の時間に充てていたので。それ終えないと授業
出れないですし。復習は空いた時間で。予定を立てて。
日曜は苦手科目、化学に充ててました。

朝4時半に起きてました。おかげで大学に入っても５

時起き。
大丈夫かもって思ったことはなかったですね。直前まで
受かるって感覚はなかったです。でもある程度の点数で
一定化して来たのはあったんで、もうちょっと上の点数
で安定化したかったですけど、マンスリー何点でどこの
大学って書いてあったので、親とここくらいなら行ける
のかな～て話してました。あれ結構当たってますよね。
基本結構自分でやりましたね。代官山結構手厚かったん
で。代官山と自分。親には帰ってからご飯とか作っても
らって。朝早かったので、家にはあんまりいなかったの
かも。朝は４時半とかに起きてました。おかげで今でも
５時起きです。１０時半に寝てます。親に言われるから
ではなく、生活習慣がそうなっちゃったんで。そういう
意味でも代官山で良かったです。大学に入っても続いて
ます。遅刻もなく全出席で。100%ちゃんと。

後輩にアドバイス
早寝早起きは絶対したほうがいいです。起きれない人
は、危機感がなさすぎです。寝てたら落ちるくらいでな
いとダメです。あとは予習は絶対、あとは１年でちゃん
と受かりたいなら、代官山でやりなさいって言われたこ
とをやるだけにしたほうがいいです。実際、代官山の教
材と先生のプリント以外は使ってないです。逆にそれ以
外やる暇あるのかなって。あと、お昼も一人で食べてま
した。めっちゃストイックでした。昼休みは単語のスペ
ル書き写しやってました。家帰ったらスープ飲んでお風
呂はいって寝るくらい。疲れてすぐ寝てましたよ。理想
ですよね。思い通りに事が進むのが好きなんで、予備校
は人間関係も最低限で済む中、理想的な生活はできてた
かなと。超薄情な人みたいですよね（笑）。でも思い通
りにいったので、いい環境だったかなと。不安はありま
したけどね。

自分が成長したところ
自分でなんとかしなきゃなって思うようになりました。
代官山で言われた通りのことをしてました。それ以上の
ことはできなかったし、それをやらないわけにはいかな
かったので。当たり前のことをちゃんとやるって、なか
なかできないですよね。そういう意味では、きちんとで
きてよかったです。それが合格の秘訣です。浪人時代ほ
ど、自分の時間を使えるときはないと思います。ある意
味贅沢です。

杏林大学の生活
バドミントン部です。昨日とかもやりました。それも
クーラーの無い体育館だったんですよ。水３本くらい飲
んだんで。２時間で３本。運動は控えてくださいって、
気象庁が言ってるなかやってます(笑)。
多浪の人は女の子で５か４の子がいますね。しっかり
取ってます。そこはけっこうフェアだと思います。来年
の入試は昔に戻って、後期をくっつけたんですね。学費
下げた方がいいと思うんですけどね。優秀な人材を。特
待は下げるけど。特待の人で残った人あんまり聞かな
い。都枠がやっぱ賢い、って聞きますけど。勉強はまだ
そんなに。厳しいのが、１個でも落とすとダメなんで
す。留年なんです。こないだディズニー行ってきまし
た、杏菜（森杏菜　杏林大医学部進学）と。楽しかった
～。空いてました。まだ試験期間なんですかね。稲葉さ
ん（稲葉絵里子　北里大医学部進学）のインスタにまだ
試験って載ってました。チェックしてますよ。みんな元
気でやってるかな～って。

受験の結果
合格したのは杏林だけで２次は他は受かってないです。
１次は日大、北里。あとどこだっけ。女子医と日医はダ
メだったのは覚えてます。あ、岩手医科と金沢医科受か
りました。杏林は正規です。数学の最初の問題を合って
ると思って採点したら、数列の問題、間違っちゃって
て、落ちたなと思ったけど、図形の問題が全部合ってた
んで受かったのかな。それが合ってたら特待だったと思
うんですけど。(笑)英語はできたと思います。でも正規で
気が抜けましたね。
絶対６年で卒業しますよ。２年から３年と４年から５年
も。CBTとか。教科書めっちゃ高いんですよ。これくらい
分厚いやつ。持ち帰れないのでみんなで割り勘で電子化
するんです。森杏菜とかと。森杏菜がお金回収して。教
科書は買わないといけないんですけど。法医学の有名な
先生はもういないですね。今解剖学の有名な先生とかは
います。もう年齢で退官したみたいです。どっか引き抜
かれたんですかね。(笑)
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学部に受からないまま人生が終わってしまうのかなっ
て。最初は上り調子だったんで、楽しかったです。みっ
ちり予定立ててました。毎日のノルマを。時間割を貼っ
て、空きコマに何をやるとか書いてました。１ヶ月の予
定も。必ず毎日４科目触ること、早く来て予習をするこ
と、そこは一浪目と変わりました。一浪目は予習しませ
んでした。授業に行って、復習という名のノートを写す
だけ。でも２浪目は自分で頭を使わないとダメだと思っ
て。そうしたら超よかったです。授業は分からなかった
ところを聞きに行く感じで。解けない場合は時間をかけ
ずに潔く。もうちょっとで解けそうな時はかけました。
その前の年の合格への軌跡を結構読んでました。それを
参考にして。この中に出てくる先生がどんな先生なんだ
ろうって。

印象に残った授業とか先生は
もちろん石井先生の授業は他の授業とは雰囲気が違ったん
で、名前呼ばれるからきちんとしないといけないかなっ
て。悪い意味で目立たないように頑張ってた面はあります
ね。前から２番目の右から２番目か１番目に座っていて。
結構当てられることも多かったですね。当てられるとパニ
クっちゃって。あとは朝岡先生の授業は飽きなかったです
ね。細かいところまで見てくれる先生で。芋づる式に次々
と。三ッ橋先生とか一気に絶対やんなきゃいけないことを
ブワーってブルドーザー的にやってくれたんで。必死にメ
モしてました。高橋阿里先生とかは１学期から英作文書い
てみてもらってて 、ありがたかった。信頼してたので頼
んじゃいました。幅広いクラス教えてるから、あと英作文
の採点してるって聞いたので、丸つけしてくれるかなっ
て。個人的に行ったらみてくれました。渡すと、後日ちゃ
んとコメント書いて返してくれました。

数学の平野先生の授業でやった問題で、杏林完

答！
数学は平パンです。平パンのノートが好きで、板書が。
わたしは性格大雑把なんで、丁寧なノートがいい刺激に
なりました。まとめて書いてくれるんで、受験前も見直
ししやすかったです。あと薄先生。薄先生の授業はメン
バー的にも刺激されますし、超楽に分かった。岩手、金
沢はあれで受かった感じがあります。典型的な問題を教
えてくれるので。あと山室先生はテクニック的なものに
圧倒されてうおーって。こんな解き方あったかって。あ
の授業で解けたときは気分いいですし、解けなかった日
には自習室戻ってからこっそりやってました。時間なく
なった時にあれを思い出せたらかなり助かると思いま
す。今年、どっかの問題であった気がします。どこかし
らで出ますよ。本当にいい先生たちに教わったと思いま
す。かなり力になりました。薄先生は結構万人受けじゃ
ないですか。授業的にも。平野先生派の人もいれば、長
澤先生派の人もいますね。平野先生の方が幅広いと思い
ます。できない人が教わってもわかる授業。長澤先生は
ちょっとできる子が受けたら為になる授業。杏林で完答
した問題を、平野先生の授業でやってて、終わった瞬間
に先生ありがとう！１番落としてたけどまじ受かっ
た！って言ってました。本当に感謝です。平野先生、本
当によく当てるんで。怖いくらいに。

池永先生じゃなかったら、化学から逃げたまま終

わっていた。
苦手な化学は池永先生に鍛えられました。池永先生じゃ
なかったら、化学から逃げたまま終わってたと思うん
で。結構スパルタでした。スパルタ嫌いでしたけど、化
学に関してはそれくらいしないとやばいなと。あと三上
先生にもよく教わりました。三上先生は結構パターン化
してくれるんで。理論が苦手な人は三上先生がお勧めで
す。終わりがある科目なんで、多浪になっていくと理科
伸ばせっていうのは 。数学は終わりがないんで。無限大
に難しい問題が。問題数も無限大に。覚えるのは高分子
とか大変でしたし、やっぱり自習室の壁に貼ってまし
た。可愛い付箋にしてモチベーションを上げて。動物園
みたいになってましたよ。うさぎとか猫ちゃんとか。途
中から貼るところがなくなって、時間割を左に移して、
前にでっかい紙貼って付箋貼ってました。後で知ったん
ですけど、付箋綺麗に並べて貼ってたんです。あれって
良くないみたいです。斜めに貼った方が注意して見るみ
たいなんで。

あと生物は。
緒方先生と大森先生のプリントもやりましたし、その二
人に教わっていました。めっちゃ難しい問題や模試の問
題は大森先生に質問してました。普段のテキストは緒方
先生に頼りっぱなしでした。最初はこれやってほしいと
か言ってましたけど、途中から緒方先生が作った冊子と
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かもらってました。講習で使う冊子を。基本的なとこと
かができていなかったので、そこをわかってやってくれ
たのかと。一浪から生物を始めたんで、入試を解いて生
物を学んだんで、教科書的なことを知らないまま二浪に
なってしまったので。流れとかが弱かったんだと思いま
す。枝葉は覚えたけど、幹が細いみたいな。

代官山MEDICALで「修行」
二浪目でしっかり落ち着きました。人として。一浪目
は、地に足がついてなかったというか。代官山で修行み
たいな気分で。私にとって「修行」でした。自分と向き
合う時間で。成長したって言われます、親戚からよく。
浪人してよかったんじゃないかまで。それまではパッパ
ラパーだったと思います。自分でも何言ってるかわから
ないし。自分でどこまで頑張れるかなみたいな修行でし
た。それが大事です。

自習室で集中
私めちゃくちゃ早く来てて、６時半に来て授業以外ずっ
と自習室にいましたよ。毎日門の前で待ってました。森
杏菜と。どっちが早いかで。森杏菜は寮で近いんですけ
ど、私は大変でした。電車が混む前に来てました。朝の
人がいない道を歩きながら、「今日も頑張るぞ！」って
気合い入れつつ坂を登って来ました。行くと森杏菜が
待ってて。でも、杏林入るまで話したことなかったんで
すよ。今は超仲良いけど。代官山の人とはほとんど喋っ
ていなかったんです。愛（服部愛　日本医科大進学）く
らい。自習室は一番端だったので集中できました。
集中力きれた時は科目変えて切り替えるタイプでした。
朝は予習の時間に充てていたので。それ終えないと授業
出れないですし。復習は空いた時間で。予定を立てて。
日曜は苦手科目、化学に充ててました。

朝4時半に起きてました。おかげで大学に入っても５

時起き。
大丈夫かもって思ったことはなかったですね。直前まで
受かるって感覚はなかったです。でもある程度の点数で
一定化して来たのはあったんで、もうちょっと上の点数
で安定化したかったですけど、マンスリー何点でどこの
大学って書いてあったので、親とここくらいなら行ける
のかな～て話してました。あれ結構当たってますよね。
基本結構自分でやりましたね。代官山結構手厚かったん
で。代官山と自分。親には帰ってからご飯とか作っても
らって。朝早かったので、家にはあんまりいなかったの
かも。朝は４時半とかに起きてました。おかげで今でも
５時起きです。１０時半に寝てます。親に言われるから
ではなく、生活習慣がそうなっちゃったんで。そういう
意味でも代官山で良かったです。大学に入っても続いて
ます。遅刻もなく全出席で。100%ちゃんと。

後輩にアドバイス
早寝早起きは絶対したほうがいいです。起きれない人
は、危機感がなさすぎです。寝てたら落ちるくらいでな
いとダメです。あとは予習は絶対、あとは１年でちゃん
と受かりたいなら、代官山でやりなさいって言われたこ
とをやるだけにしたほうがいいです。実際、代官山の教
材と先生のプリント以外は使ってないです。逆にそれ以
外やる暇あるのかなって。あと、お昼も一人で食べてま
した。めっちゃストイックでした。昼休みは単語のスペ
ル書き写しやってました。家帰ったらスープ飲んでお風
呂はいって寝るくらい。疲れてすぐ寝てましたよ。理想
ですよね。思い通りに事が進むのが好きなんで、予備校
は人間関係も最低限で済む中、理想的な生活はできてた
かなと。超薄情な人みたいですよね（笑）。でも思い通
りにいったので、いい環境だったかなと。不安はありま
したけどね。

自分が成長したところ
自分でなんとかしなきゃなって思うようになりました。
代官山で言われた通りのことをしてました。それ以上の
ことはできなかったし、それをやらないわけにはいかな
かったので。当たり前のことをちゃんとやるって、なか
なかできないですよね。そういう意味では、きちんとで
きてよかったです。それが合格の秘訣です。浪人時代ほ
ど、自分の時間を使えるときはないと思います。ある意
味贅沢です。
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杏林大学の生活
バドミントン部です。昨日とかもやりました。それも
クーラーの無い体育館だったんですよ。水３本くらい飲
んだんで。２時間で３本。運動は控えてくださいって、
気象庁が言ってるなかやってます(笑)。
多浪の人は女の子で５か４の子がいますね。しっかり
取ってます。そこはけっこうフェアだと思います。来年
の入試は昔に戻って、後期をくっつけたんですね。学費
下げた方がいいと思うんですけどね。優秀な人材を。特
待は下げるけど。特待の人で残った人あんまり聞かな
い。都枠がやっぱ賢い、って聞きますけど。勉強はまだ
そんなに。厳しいのが、１個でも落とすとダメなんで
す。留年なんです。こないだディズニー行ってきまし
た、杏菜（森杏菜　杏林大医学部進学）と。楽しかった
～。空いてました。まだ試験期間なんですかね。稲葉さ
ん（稲葉絵里子　北里大医学部進学）のインスタにまだ
試験って載ってました。チェックしてますよ。みんな元
気でやってるかな～って。

受験の結果
合格したのは杏林だけで２次は他は受かってないです。
１次は日大、北里。あとどこだっけ。女子医と日医はダ
メだったのは覚えてます。あ、岩手医科と金沢医科受か
りました。杏林は正規です。数学の最初の問題を合って
ると思って採点したら、数列の問題、間違っちゃって
て、落ちたなと思ったけど、図形の問題が全部合ってた
んで受かったのかな。それが合ってたら特待だったと思
うんですけど。(笑)英語はできたと思います。でも正規で
気が抜けましたね。
絶対６年で卒業しますよ。２年から３年と４年から５年
も。CBTとか。教科書めっちゃ高いんですよ。これくらい
分厚いやつ。持ち帰れないのでみんなで割り勘で電子化
するんです。森杏菜とかと。森杏菜がお金回収して。教
科書は買わないといけないんですけど。法医学の有名な
先生はもういないですね。今解剖学の有名な先生とかは
います。もう年齢で退官したみたいです。どっか引き抜
かれたんですかね。(笑)

代官山MEDICAL知ったのは
去年受かった藤川さん（藤川千紘　昭和大医学部進学）
とか古坂さん（古坂美奈子　東京医科大進学）がすごい
いいとこ受かってて、どこなんだろうって。一浪目は駿
台市ヶ谷で。国立志望だったんです。センターばっかり
やってたんで。２次試験の勉強はここに来てからで。雙
葉繋がりって結構ありますね。渡部さん（渡部りさ子　
日本医科大進学）とか。りささんくらいからずっと。雙
葉は英語は強いです。文系は。すごいいいとこ行くんで
すけど 、理系がなかなか。女の先生が教えてるからじゃ
ないですか？男の先生は少なくって、８分の１くらい。
高校の頃は鉄緑会行ってました。勉強してたんですけど
ね。すごい量で、途中からこなせてなかったのかなと。
頑張ろうという気持ちで行ったんだけど、途中からずる

ずると。次駿台医系スーパーでしょ。上から３番目。一
回落ちてまた上がった気が。夏前かな。３番目のクラス
で受かってる子もけっこういました。落ちてる子も多
かったですけど。母数が多いですからね。成績上位者で
も落ちちゃう人は、だいたい年行っている人。５浪６浪
も多分いました。あんま絡んでなかった。友達もできな
かったです。代官山は、藤川とか古坂とかと連絡とっ
て。で親が代官山のパンフ読んで気に入って行ってみよ
うって。でも私はこんな厳しいところは嫌だって。来年
も駿台で大丈夫って。結局来て石井先生と面談して、父
はここじゃなきゃダメだ！の１点ばりで。入った当初
は、見てろよ！って気持ちで勉強してました。

A2からのスタート
最初はA2だったかな。微妙でした。また落ちるのかなっ
てすごい不安でした。２号館じゃなかったらやばかった
です。藤川さんはM3だったと。最初は池永先生でした。
後期は平パンとか緒方先生とか。池永先生も引き続きお
世話になって。駿台で１年やっても数学とかはなかなか
なんです。見てもらわないと、数学は１浪の時はボロボ
ロだったんですけど、２浪になってから１番、小問落と
さなくなったらだんだん安定して来ました。最後の方は
成績ランキングにもたまに載るようになって。化学は最
後まで苦戦しました。暗記があんまりうまくなくって、
理論の方が得意でした。生物の方が、私一浪から生物始
めたんですけど。現役は物理だったんです。逆に一浪の
時生物やりこんだので化学がおろそかに。化学は池永先
生がプリントいっぱいくれました。夏全部やっつけまし
た。これやんないとマジでやばいと思って。でもやっぱ
り詰めが甘かったのかなと。英語はやらされてた感です
かね。鉄緑会は結構厳しかったですよ。今思うとよくい
たなと。数学は鉄緑会にいてもやばかったです。ただ
やってるだけでした。全員１５点みたいな。毎回テスト
づくしでした。１授業当たり３回くらいそんな感じ。基
本的にアドバイスはないです。自分で勉強できる子じゃ
ないですか、あそこに行くのは。東大目指す子なんで
す。だから私東大理Ⅱ受けましたよ。現役の時。それと
医学部。集合時間間違えて猛ダッシュしたり、傾向違う
ので悲惨でした。そして一浪して国立コースに。まだ国
立目指してました。でも現実的に考えたらセンター１回
で２校しか受けられないじゃないですか。それってかな
りギャンブル的な要素があるから。だから私立に。親に
も現実的に国立は考えなくてもいいんじゃないって言わ
れて。父は普段あまり家にいないんですけど、要所要所
できっぱり言ってくれるんで。ありがたいといえばあり
がたいです。お母さんは日々ちょこちょこ言う感じで
す。お父さんはたまにガツンと言う感じで。

代官山MEDICALに入って一浪目と違ったことは
本当に全部やってくれるんで。駿台の時は資料とか自分
で集めたんで。くれるんですけど、よく分からなかっ
た。願書とかもここは用意してくれるんで。復習とかも

ちゃんと時間を作って授業としてやってくれますし、あ
と復習の時間に先生もいるんで、聞きやすいです。最後
の方はガンガン質問していましたね。自分で考えて出る
のもいいんですけど、時間が勿体無いんで。緒方先生に
は記述とか対策してもらって、プラスアルファを習って
た感じで。化学とかはできないところをやってもらっ
て。数学も。

マンスリーとかは気にしてた
最初は自分の伸びを見るのに使ってたんですけど、最後
の方は名前と顔が一致したんで、この人こんなに賢いん
だって。あと同じクラスの子とか次回上のクラスに上が
るんだろうなとか。
ライバル？みんなには言ってないけど、心の中でこの人
には負けたくないとか同じクラスの子のはいつも見てま
した。牧君（牧健太郎　順天堂大医学部進学）とかクラ
ス一緒に上がってって。

一浪目と意識が変わったことは
かなり危機感が違ったかな。倍増しました。このまま医
学部に受からないまま人生が終わってしまうのかなっ
て。最初は上り調子だったんで、楽しかったです。みっ
ちり予定立ててました。毎日のノルマを。時間割を貼っ
て、空きコマに何をやるとか書いてました。１ヶ月の予
定も。必ず毎日４科目触ること、早く来て予習をするこ
と、そこは一浪目と変わりました。一浪目は予習しませ
んでした。授業に行って、復習という名のノートを写す
だけ。でも２浪目は自分で頭を使わないとダメだと思っ
て。そうしたら超よかったです。授業は分からなかった
ところを聞きに行く感じで。解けない場合は時間をかけ
ずに潔く。もうちょっとで解けそうな時はかけました。
その前の年の合格への軌跡を結構読んでました。それを
参考にして。この中に出てくる先生がどんな先生なんだ
ろうって。

印象に残った授業とか先生は
もちろん石井先生の授業は他の授業とは雰囲気が違ったん
で、名前呼ばれるからきちんとしないといけないかなっ
て。悪い意味で目立たないように頑張ってた面はあります
ね。前から２番目の右から２番目か１番目に座っていて。
結構当てられることも多かったですね。当てられるとパニ
クっちゃって。あとは朝岡先生の授業は飽きなかったです
ね。細かいところまで見てくれる先生で。芋づる式に次々
と。三ッ橋先生とか一気に絶対やんなきゃいけないことを
ブワーってブルドーザー的にやってくれたんで。必死にメ
モしてました。高橋阿里先生とかは１学期から英作文書い
てみてもらってて 、ありがたかった。信頼してたので頼
んじゃいました。幅広いクラス教えてるから、あと英作文
の採点してるって聞いたので、丸つけしてくれるかなっ
て。個人的に行ったらみてくれました。渡すと、後日ちゃ
んとコメント書いて返してくれました。

数学の平野先生の授業でやった問題で、杏林完

答！
数学は平パンです。平パンのノートが好きで、板書が。
わたしは性格大雑把なんで、丁寧なノートがいい刺激に
なりました。まとめて書いてくれるんで、受験前も見直
ししやすかったです。あと薄先生。薄先生の授業はメン
バー的にも刺激されますし、超楽に分かった。岩手、金
沢はあれで受かった感じがあります。典型的な問題を教
えてくれるので。あと山室先生はテクニック的なものに
圧倒されてうおーって。こんな解き方あったかって。あ
の授業で解けたときは気分いいですし、解けなかった日
には自習室戻ってからこっそりやってました。時間なく
なった時にあれを思い出せたらかなり助かると思いま
す。今年、どっかの問題であった気がします。どこかし
らで出ますよ。本当にいい先生たちに教わったと思いま
す。かなり力になりました。薄先生は結構万人受けじゃ
ないですか。授業的にも。平野先生派の人もいれば、長
澤先生派の人もいますね。平野先生の方が幅広いと思い
ます。できない人が教わってもわかる授業。長澤先生は
ちょっとできる子が受けたら為になる授業。杏林で完答
した問題を、平野先生の授業でやってて、終わった瞬間
に先生ありがとう！１番落としてたけどまじ受かっ
た！って言ってました。本当に感謝です。平野先生、本
当によく当てるんで。怖いくらいに。

池永先生じゃなかったら、化学から逃げたまま終

わっていた。
苦手な化学は池永先生に鍛えられました。池永先生じゃ
なかったら、化学から逃げたまま終わってたと思うん
で。結構スパルタでした。スパルタ嫌いでしたけど、化
学に関してはそれくらいしないとやばいなと。あと三上
先生にもよく教わりました。三上先生は結構パターン化
してくれるんで。理論が苦手な人は三上先生がお勧めで
す。終わりがある科目なんで、多浪になっていくと理科
伸ばせっていうのは 。数学は終わりがないんで。無限大
に難しい問題が。問題数も無限大に。覚えるのは高分子
とか大変でしたし、やっぱり自習室の壁に貼ってまし
た。可愛い付箋にしてモチベーションを上げて。動物園
みたいになってましたよ。うさぎとか猫ちゃんとか。途
中から貼るところがなくなって、時間割を左に移して、
前にでっかい紙貼って付箋貼ってました。後で知ったん
ですけど、付箋綺麗に並べて貼ってたんです。あれって
良くないみたいです。斜めに貼った方が注意して見るみ
たいなんで。

あと生物は。
緒方先生と大森先生のプリントもやりましたし、その二
人に教わっていました。めっちゃ難しい問題や模試の問
題は大森先生に質問してました。普段のテキストは緒方
先生に頼りっぱなしでした。最初はこれやってほしいと
か言ってましたけど、途中から緒方先生が作った冊子と

かもらってました。講習で使う冊子を。基本的なとこと
かができていなかったので、そこをわかってやってくれ
たのかと。一浪から生物を始めたんで、入試を解いて生
物を学んだんで、教科書的なことを知らないまま二浪に
なってしまったので。流れとかが弱かったんだと思いま
す。枝葉は覚えたけど、幹が細いみたいな。

代官山MEDICALで「修行」
二浪目でしっかり落ち着きました。人として。一浪目
は、地に足がついてなかったというか。代官山で修行み
たいな気分で。私にとって「修行」でした。自分と向き
合う時間で。成長したって言われます、親戚からよく。
浪人してよかったんじゃないかまで。それまではパッパ
ラパーだったと思います。自分でも何言ってるかわから
ないし。自分でどこまで頑張れるかなみたいな修行でし
た。それが大事です。

自習室で集中
私めちゃくちゃ早く来てて、６時半に来て授業以外ずっ
と自習室にいましたよ。毎日門の前で待ってました。森
杏菜と。どっちが早いかで。森杏菜は寮で近いんですけ
ど、私は大変でした。電車が混む前に来てました。朝の
人がいない道を歩きながら、「今日も頑張るぞ！」って
気合い入れつつ坂を登って来ました。行くと森杏菜が
待ってて。でも、杏林入るまで話したことなかったんで
すよ。今は超仲良いけど。代官山の人とはほとんど喋っ
ていなかったんです。愛（服部愛　日本医科大進学）く
らい。自習室は一番端だったので集中できました。
集中力きれた時は科目変えて切り替えるタイプでした。
朝は予習の時間に充てていたので。それ終えないと授業
出れないですし。復習は空いた時間で。予定を立てて。
日曜は苦手科目、化学に充ててました。

朝4時半に起きてました。おかげで大学に入っても５

時起き。
大丈夫かもって思ったことはなかったですね。直前まで
受かるって感覚はなかったです。でもある程度の点数で
一定化して来たのはあったんで、もうちょっと上の点数
で安定化したかったですけど、マンスリー何点でどこの
大学って書いてあったので、親とここくらいなら行ける
のかな～て話してました。あれ結構当たってますよね。
基本結構自分でやりましたね。代官山結構手厚かったん
で。代官山と自分。親には帰ってからご飯とか作っても
らって。朝早かったので、家にはあんまりいなかったの
かも。朝は４時半とかに起きてました。おかげで今でも
５時起きです。１０時半に寝てます。親に言われるから
ではなく、生活習慣がそうなっちゃったんで。そういう
意味でも代官山で良かったです。大学に入っても続いて
ます。遅刻もなく全出席で。100%ちゃんと。

後輩にアドバイス
早寝早起きは絶対したほうがいいです。起きれない人
は、危機感がなさすぎです。寝てたら落ちるくらいでな
いとダメです。あとは予習は絶対、あとは１年でちゃん
と受かりたいなら、代官山でやりなさいって言われたこ
とをやるだけにしたほうがいいです。実際、代官山の教
材と先生のプリント以外は使ってないです。逆にそれ以
外やる暇あるのかなって。あと、お昼も一人で食べてま
した。めっちゃストイックでした。昼休みは単語のスペ
ル書き写しやってました。家帰ったらスープ飲んでお風
呂はいって寝るくらい。疲れてすぐ寝てましたよ。理想
ですよね。思い通りに事が進むのが好きなんで、予備校
は人間関係も最低限で済む中、理想的な生活はできてた
かなと。超薄情な人みたいですよね（笑）。でも思い通
りにいったので、いい環境だったかなと。不安はありま
したけどね。

自分が成長したところ
自分でなんとかしなきゃなって思うようになりました。
代官山で言われた通りのことをしてました。それ以上の
ことはできなかったし、それをやらないわけにはいかな
かったので。当たり前のことをちゃんとやるって、なか
なかできないですよね。そういう意味では、きちんとで
きてよかったです。それが合格の秘訣です。浪人時代ほ
ど、自分の時間を使えるときはないと思います。ある意
味贅沢です。
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引き上げてもらった。
東京女子医科大進学　石井千媛さん(東京女学館高校卒)

杏林大学の生活
バドミントン部です。昨日とかもやりました。それも
クーラーの無い体育館だったんですよ。水３本くらい飲
んだんで。２時間で３本。運動は控えてくださいって、
気象庁が言ってるなかやってます(笑)。
多浪の人は女の子で５か４の子がいますね。しっかり
取ってます。そこはけっこうフェアだと思います。来年
の入試は昔に戻って、後期をくっつけたんですね。学費
下げた方がいいと思うんですけどね。優秀な人材を。特
待は下げるけど。特待の人で残った人あんまり聞かな
い。都枠がやっぱ賢い、って聞きますけど。勉強はまだ
そんなに。厳しいのが、１個でも落とすとダメなんで
す。留年なんです。こないだディズニー行ってきまし
た、杏菜（森杏菜　杏林大医学部進学）と。楽しかった
～。空いてました。まだ試験期間なんですかね。稲葉さ
ん（稲葉絵里子　北里大医学部進学）のインスタにまだ
試験って載ってました。チェックしてますよ。みんな元
気でやってるかな～って。

受験の結果
合格したのは杏林だけで２次は他は受かってないです。
１次は日大、北里。あとどこだっけ。女子医と日医はダ
メだったのは覚えてます。あ、岩手医科と金沢医科受か
りました。杏林は正規です。数学の最初の問題を合って
ると思って採点したら、数列の問題、間違っちゃって
て、落ちたなと思ったけど、図形の問題が全部合ってた
んで受かったのかな。それが合ってたら特待だったと思
うんですけど。(笑)英語はできたと思います。でも正規で
気が抜けましたね。
絶対６年で卒業しますよ。２年から３年と４年から５年
も。CBTとか。教科書めっちゃ高いんですよ。これくらい
分厚いやつ。持ち帰れないのでみんなで割り勘で電子化
するんです。森杏菜とかと。森杏菜がお金回収して。教
科書は買わないといけないんですけど。法医学の有名な
先生はもういないですね。今解剖学の有名な先生とかは
います。もう年齢で退官したみたいです。どっか引き抜
かれたんですかね。(笑)

代官山MEDICAL知ったのは
去年受かった藤川さん（藤川千紘　昭和大医学部進学）
とか古坂さん（古坂美奈子　東京医科大進学）がすごい
いいとこ受かってて、どこなんだろうって。一浪目は駿
台市ヶ谷で。国立志望だったんです。センターばっかり
やってたんで。２次試験の勉強はここに来てからで。雙
葉繋がりって結構ありますね。渡部さん（渡部りさ子　
日本医科大進学）とか。りささんくらいからずっと。雙
葉は英語は強いです。文系は。すごいいいとこ行くんで
すけど 、理系がなかなか。女の先生が教えてるからじゃ
ないですか？男の先生は少なくって、８分の１くらい。
高校の頃は鉄緑会行ってました。勉強してたんですけど
ね。すごい量で、途中からこなせてなかったのかなと。
頑張ろうという気持ちで行ったんだけど、途中からずる

ずると。次駿台医系スーパーでしょ。上から３番目。一
回落ちてまた上がった気が。夏前かな。３番目のクラス
で受かってる子もけっこういました。落ちてる子も多
かったですけど。母数が多いですからね。成績上位者で
も落ちちゃう人は、だいたい年行っている人。５浪６浪
も多分いました。あんま絡んでなかった。友達もできな
かったです。代官山は、藤川とか古坂とかと連絡とっ
て。で親が代官山のパンフ読んで気に入って行ってみよ
うって。でも私はこんな厳しいところは嫌だって。来年
も駿台で大丈夫って。結局来て石井先生と面談して、父
はここじゃなきゃダメだ！の１点ばりで。入った当初
は、見てろよ！って気持ちで勉強してました。

A2からのスタート
最初はA2だったかな。微妙でした。また落ちるのかなっ
てすごい不安でした。２号館じゃなかったらやばかった
です。藤川さんはM3だったと。最初は池永先生でした。
後期は平パンとか緒方先生とか。池永先生も引き続きお
世話になって。駿台で１年やっても数学とかはなかなか
なんです。見てもらわないと、数学は１浪の時はボロボ
ロだったんですけど、２浪になってから１番、小問落と
さなくなったらだんだん安定して来ました。最後の方は
成績ランキングにもたまに載るようになって。化学は最
後まで苦戦しました。暗記があんまりうまくなくって、
理論の方が得意でした。生物の方が、私一浪から生物始
めたんですけど。現役は物理だったんです。逆に一浪の
時生物やりこんだので化学がおろそかに。化学は池永先
生がプリントいっぱいくれました。夏全部やっつけまし
た。これやんないとマジでやばいと思って。でもやっぱ
り詰めが甘かったのかなと。英語はやらされてた感です
かね。鉄緑会は結構厳しかったですよ。今思うとよくい
たなと。数学は鉄緑会にいてもやばかったです。ただ
やってるだけでした。全員１５点みたいな。毎回テスト
づくしでした。１授業当たり３回くらいそんな感じ。基
本的にアドバイスはないです。自分で勉強できる子じゃ
ないですか、あそこに行くのは。東大目指す子なんで
す。だから私東大理Ⅱ受けましたよ。現役の時。それと
医学部。集合時間間違えて猛ダッシュしたり、傾向違う
ので悲惨でした。そして一浪して国立コースに。まだ国
立目指してました。でも現実的に考えたらセンター１回
で２校しか受けられないじゃないですか。それってかな
りギャンブル的な要素があるから。だから私立に。親に
も現実的に国立は考えなくてもいいんじゃないって言わ
れて。父は普段あまり家にいないんですけど、要所要所
できっぱり言ってくれるんで。ありがたいといえばあり
がたいです。お母さんは日々ちょこちょこ言う感じで
す。お父さんはたまにガツンと言う感じで。

代官山MEDICALに入って一浪目と違ったことは
本当に全部やってくれるんで。駿台の時は資料とか自分
で集めたんで。くれるんですけど、よく分からなかっ
た。願書とかもここは用意してくれるんで。復習とかも

ちゃんと時間を作って授業としてやってくれますし、あ
と復習の時間に先生もいるんで、聞きやすいです。最後
の方はガンガン質問していましたね。自分で考えて出る
のもいいんですけど、時間が勿体無いんで。緒方先生に
は記述とか対策してもらって、プラスアルファを習って
た感じで。化学とかはできないところをやってもらっ
て。数学も。

マンスリーとかは気にしてた
最初は自分の伸びを見るのに使ってたんですけど、最後
の方は名前と顔が一致したんで、この人こんなに賢いん
だって。あと同じクラスの子とか次回上のクラスに上が
るんだろうなとか。
ライバル？みんなには言ってないけど、心の中でこの人
には負けたくないとか同じクラスの子のはいつも見てま
した。牧君（牧健太郎　順天堂大医学部進学）とかクラ
ス一緒に上がってって。

一浪目と意識が変わったことは
かなり危機感が違ったかな。倍増しました。このまま医
学部に受からないまま人生が終わってしまうのかなっ
て。最初は上り調子だったんで、楽しかったです。みっ
ちり予定立ててました。毎日のノルマを。時間割を貼っ
て、空きコマに何をやるとか書いてました。１ヶ月の予
定も。必ず毎日４科目触ること、早く来て予習をするこ
と、そこは一浪目と変わりました。一浪目は予習しませ
んでした。授業に行って、復習という名のノートを写す
だけ。でも２浪目は自分で頭を使わないとダメだと思っ
て。そうしたら超よかったです。授業は分からなかった
ところを聞きに行く感じで。解けない場合は時間をかけ
ずに潔く。もうちょっとで解けそうな時はかけました。
その前の年の合格への軌跡を結構読んでました。それを
参考にして。この中に出てくる先生がどんな先生なんだ
ろうって。

印象に残った授業とか先生は
もちろん石井先生の授業は他の授業とは雰囲気が違ったん
で、名前呼ばれるからきちんとしないといけないかなっ
て。悪い意味で目立たないように頑張ってた面はあります
ね。前から２番目の右から２番目か１番目に座っていて。
結構当てられることも多かったですね。当てられるとパニ
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モしてました。高橋阿里先生とかは１学期から英作文書い
てみてもらってて 、ありがたかった。信頼してたので頼
んじゃいました。幅広いクラス教えてるから、あと英作文
の採点してるって聞いたので、丸つけしてくれるかなっ
て。個人的に行ったらみてくれました。渡すと、後日ちゃ
んとコメント書いて返してくれました。

数学の平野先生の授業でやった問題で、杏林完

答！
数学は平パンです。平パンのノートが好きで、板書が。
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と自習室にいましたよ。毎日門の前で待ってました。森
杏菜と。どっちが早いかで。森杏菜は寮で近いんですけ
ど、私は大変でした。電車が混む前に来てました。朝の
人がいない道を歩きながら、「今日も頑張るぞ！」って
気合い入れつつ坂を登って来ました。行くと森杏菜が
待ってて。でも、杏林入るまで話したことなかったんで
すよ。今は超仲良いけど。代官山の人とはほとんど喋っ
ていなかったんです。愛（服部愛　日本医科大進学）く
らい。自習室は一番端だったので集中できました。
集中力きれた時は科目変えて切り替えるタイプでした。
朝は予習の時間に充てていたので。それ終えないと授業
出れないですし。復習は空いた時間で。予定を立てて。
日曜は苦手科目、化学に充ててました。

朝4時半に起きてました。おかげで大学に入っても５

時起き。
大丈夫かもって思ったことはなかったですね。直前まで
受かるって感覚はなかったです。でもある程度の点数で
一定化して来たのはあったんで、もうちょっと上の点数
で安定化したかったですけど、マンスリー何点でどこの
大学って書いてあったので、親とここくらいなら行ける
のかな～て話してました。あれ結構当たってますよね。
基本結構自分でやりましたね。代官山結構手厚かったん
で。代官山と自分。親には帰ってからご飯とか作っても
らって。朝早かったので、家にはあんまりいなかったの
かも。朝は４時半とかに起きてました。おかげで今でも
５時起きです。１０時半に寝てます。親に言われるから
ではなく、生活習慣がそうなっちゃったんで。そういう
意味でも代官山で良かったです。大学に入っても続いて
ます。遅刻もなく全出席で。100%ちゃんと。

後輩にアドバイス
早寝早起きは絶対したほうがいいです。起きれない人
は、危機感がなさすぎです。寝てたら落ちるくらいでな
いとダメです。あとは予習は絶対、あとは１年でちゃん
と受かりたいなら、代官山でやりなさいって言われたこ
とをやるだけにしたほうがいいです。実際、代官山の教
材と先生のプリント以外は使ってないです。逆にそれ以
外やる暇あるのかなって。あと、お昼も一人で食べてま
した。めっちゃストイックでした。昼休みは単語のスペ
ル書き写しやってました。家帰ったらスープ飲んでお風
呂はいって寝るくらい。疲れてすぐ寝てましたよ。理想
ですよね。思い通りに事が進むのが好きなんで、予備校
は人間関係も最低限で済む中、理想的な生活はできてた
かなと。超薄情な人みたいですよね（笑）。でも思い通
りにいったので、いい環境だったかなと。不安はありま
したけどね。

自分が成長したところ
自分でなんとかしなきゃなって思うようになりました。
代官山で言われた通りのことをしてました。それ以上の
ことはできなかったし、それをやらないわけにはいかな
かったので。当たり前のことをちゃんとやるって、なか
なかできないですよね。そういう意味では、きちんとで
きてよかったです。それが合格の秘訣です。浪人時代ほ
ど、自分の時間を使えるときはないと思います。ある意
味贅沢です。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2018年

東京女子医科大 ２次合格

英語偏差値３０からのスタート

でも1年間で合格ラインまで

引き上げてもらった。

英語偏差値３０からのスタート

でも1年間で合格ラインまで

引き上げてもらった。
東京女子医科大進学　石井千媛さん(東京女学館高校卒)
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卒 業 生 が 語 る
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東京女子医科大

獨協医科大

２次合格

２次合格

数学が最後まで自信なくて

受験やめたいとまで思ったけど

先生方に支えられて頑張れた。

数学が最後まで自信なくて

受験やめたいとまで思ったけど

先生方に支えられて頑張れた。
東京女子医科大進学　太田亜希子さん(山形東高校卒)
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前期２次正規合格

２次合格

寮も教室も綺麗で

いい環境を整えてもらい

ゴミレベルから育ててもらった。

寮も教室も綺麗で

いい環境を整えてもらい

ゴミレベルから育ててもらった。
北里大医学部進学　稲葉絵理子さん(秀明高校卒)
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代官山MEDICALとの出会い。
石井：現役時は個別の塾行ってて、1・2浪は大手予備校
で、3浪目で代官山。早く来ればよかった（笑）
太田：うちの父の知り合いの娘さんがここでした。同じ
高校出身で、それで親が行けって(笑)
石井先生めちゃめちゃ色々な生徒さん、昔の生徒さんも
含め、ズバズバ言われるなっと。お話し聞いた時にいい
なっと思いました。
稲葉：うち秀明が医学部多いじゃないですか、それでこ
こ来る人多いじゃないですか。で、毛利先輩(毛利悠汰　
日本医科大進学)とか、うちの部活の先輩の内ケ崎先輩、
菅原成美先輩がここ来てて。で、ここにしよーって(笑)お
母さんに言ったら、オッケーって（笑）
石井先生と面談しただけ。それが説明会です（笑）で、
寮とかも案内してもらって、寮メッチャいいとこでした
（笑）部屋綺麗だし広いしメッチャ良かった（笑）
石井：私は説明会一人で来ました。一人できて決めまし
た。親来てないです。石井先生すごい言っていることが
私に当てはまったから、この先生凄いって。

英語の偏差値３０(石井)、最初のテストは生物8点

(稲葉)
英語の偏差値30でした。母も30ってとれるんだって…驚
かれました。石井先生に言われたの文法の解き方だった
ような気がする。
稲葉：入った決め手は、校舎が広いでかい綺麗(笑) 
最初のテストは生物8点だった。太田亜希子がずっとライ
バルでした(笑)
今年初めて1次が出て、一気に受かっちゃいました（笑）
そうですね、現役、１浪２浪は全滅だったのに（笑）3浪
で急に開花した（笑）まさに石の上にも3年でした（笑）
石井：A3スタートでした(笑) ちょっとした変動（MT）は
あったけれど、順調に伸びてました(笑)
太田：来たときは成績が酷かった、A８でした。数学が最
後まで厳しかった。
授業中は気配消してました(笑)山室先生と数学の勉強法の
お話して、そこからは2号館へ行けました(笑)最初はひど
い点数取ってて（MT）、でも徐々に取れていきました。
稲葉：数学はできたというより好きでした。図形とベク
トル出来た。典さんのおかげ(笑)受験期が一番メンタルき
た、やられる。落ちちゃったらどうしようって、ちょー
怖い。2浪目が一番ヤバい、過呼吸おこしちゃいました。
眩暈おこして震えが止まらなくて風呂で過呼吸です。親
に実家に連れ戻されました。3月には逆流性食道炎になる
し、踏んだり蹴ったり。2浪目が本当にしんどかった。　
3浪目は楽しんでた。結果も出てランキングとか出たし、
2号館だし、マンスリー出来るようになったから嬉しかっ
た。友達同士でマンスリー採点して見せ合った事が嬉し
かった。1年で60点くらい増えた気がする。3浪目は明る
かった。勉強ができるようになったので楽しかった。
授業は慣れて(笑)授業は多いとは思わなかった(笑)梶浦
（梶浦淳史　日本医科大進学）はネガティブでこっちは

ハッピーで申し訳なかった。(笑)
太田：稲葉太田はセットだったんで(笑)迷惑かけてたか
な？
石井：私は一人でした（笑）余り友達は作らないタイプ
(笑)

北里と女子医の様子
石井：女子医は推薦の指定校と公募があるじゃないです
か、三分の一はいるんじゃない？３０％４０％くらいい
るかな…
稲葉：北里は４０％ちょいいると思う。現役いっぱいい
る。現役一般もいる。繰上は補欠Aの途中までしかまわっ
ていないっぽい。女子が男子より多くて、61対59の割
合。開学以来初めてって言われた。(笑)女子の3浪は3人、
女子の4浪は1人かな。男子は多浪多い。今年は生物が多
いような。私的には簡単だった、MTの方がちょっと上か
な。北里との相性が良かった(笑)私ちょっと変なんで，み
んなが嫌いなところが得意なんです。進化とか。
石井：女子医は3浪あまり聞かない。3浪がマックスか
な。1，2浪が多いです。現役が多い。若さについていけ
ない。性格悪い奴はいないでほしい(笑)仲いい人は出来た
けど、今は決まった人としかしゃべらない。全部で117
人。
稲葉：北里は120人で、私のクラスは30人中17人が女
子。名前で30人ずつ分かれていて、私は稲葉だからAな
んだけど。ア行がやたら多いです。(笑)
部活はゴルフ部、ダンス部、軽音楽部に入りました。ダ
ンス部は次の活動が良く分からない(笑)入っても入らなく
ても、参加して参加しなくてもオッケー(笑)超緩い。軽音
も次の部活が合宿。(笑)
太田：剣道です(笑)バドがよかったけど、多すぎる16人入
部でした(笑)見習い的なので、小手つけさせてもらってま
せん。素振り３００回とか(笑)
石井：私は軟テです。

代官山MEDICALの先生
稲葉：英語は阿里先生！絶対！プリント地獄！毎日5枚く
らいやってて、毎日英語やってますねって言われてた(笑)
プリントを解いて教えてくれる。長文全部訳せられる。
相当早く訳さないと、チクっとされる(笑)
遅いと、今日調子悪いねって言われた(笑)
石井：私は三ツ橋先生です(笑)単語が全然だめで、その単
語のテストをしてくれたのを覚えてます。昼休みです。
時間を使いたくないから、昼休みに行ってテストやって
もらってました。なまけちゃうから、人に言う事によっ
て、有言実行、絶対やるようにした。
太田：阿里先生です！プリント500枚は超えた！ファイル
の形が変形した(笑)読解用、空所補充用とか。とにかく
いっぱいやった(笑)何回も同じ内容のものが重複している
し、阿里先生が調整しているから、本番で役に立った！
稲葉：数学は典さん！数学は泣きついて教えてもらった
(笑)

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

五十嵐先生は、小問集もらった！受験前に、TOCの前で
やって確認してた！(笑)
石井：典さんと長澤先生！典さんは、メンタルもある。
ネガティブを吸収してもらう。けっこう数学と違うこと
話して、すっきりみたいな(笑)長澤先生は図形担当。図形
がわからなかったら長澤先生に行ってました。
太田：数学は質問し行ったことはないです(笑)もう諦め
ちゃって…。平パンに授業中あてていただいて(笑)とりあ
えず、アキコみたいな(笑)
稲葉：山室先生は統括って感じ(笑)計トレの時とか
太田：化学は、小椋先生の授業で小椋スタイルです(笑)
ずっと解いてました。小椋派です。
石井：私は三上派です(笑)理論のとき方とか全部統一する
からわかりやすい。全部こうやれって言ってくれて、感
じにやってくれたのが良かった！
稲葉：断然節田派！なんかせっちゃんはプリントの鬼で
(笑)行っても行ってもプリント渡されて(笑)しんどくて
(笑)平衡とか出来なくて、説明してもらったら、出来るよ
うになって得意になった。
稲葉：生物は最初苦手でゼロから作ってもらった、金谷
先生、柳先生　２人のおかげで基礎を作ってもらった感
じ。
それからの緒方先生！おがTは考察、大森派じゃなかった
(笑)緒方派！がりがり書くのが緒方派(笑)大森先生は一か
らプロセスを行ってくれて、数学でいう証明みたいな。
緒方先生はこの問題はこう、みたいな短絡的に答えを教
えてくれて私も短絡的な考え方をしているから緒方派(笑)
すぐに答え出ないといやなの(笑)せっかちなの(笑)まとめ
ノート作ってて、最初から積み上げた物を作った。金谷
先生、柳先生、緒方先生のまとめを集約したノート。単
元別でルーズリーフで図説みたいに作ってました(笑)図説
のページとずっと見てたから図が変わればすぐにわかる
(笑)視覚的に覚える派。
石井：深瀧先生です。緒方先生は口頭、深瀧先生は書い
てくれるから、授業中とかでも見直しやすい。緒方先生
は図説。深瀧先生は全部書いてくれる。しかも絵が上手
い。
太田：石原先生です。尿生成が無理って言うと、尿生成

の全パターンのプリントくれて、次の授業までに解いて
こいって、それを解いてきて全部パターンを覚える。生
物はある程度は覚えることがすべて。そこまでもって
いってからの考察みたいな。考察もやってくれて、答え
出ても、実はこの言葉が、こういう意味で使われている
んだよって、深いところまで教えてくれて。自分で解い
たら気づかないようなところまで教えてくれて、それが
違う問題で繋がったりして、すごく面白いなって。

石井先生については
稲葉：私は、石井先生に７時半登校を宣言しました。朝
が弱くてこれは石井先生に言うしかないと思って石井先
生の授業の後、７時半までに登校しますって宣言しまし
た。タイムカードを亜希子とどっちが早く押すかで勝負
してました(笑)いい勝負でした。
授業は一番前に座ってました(笑)何かあれば授業でいじら
れるかもしれないという恐怖観念で(笑)
そのことで自分を追い込んで勉強してました(笑)私をい
じってみたいな(笑)じゃないと勉強しないから。何かあれ
ば、授業後に石井先生、みたいな。
石井：最初前の方にいたくなかった。先生に見られるの
が嫌だったけど，途中からOKになった。緊張感あったか
ら、きちんと予習しなきゃって、指されたらどうしよ
うって(笑)けっこう調べていった。頑張った(笑)
復習は解き直しくらい、読んでた。読むか、単語を書い
てた。テキストの最初の短文覚えました(笑)やりました！
太田：後ろ座ってました(笑)成績が落ちまくってて、なん
でやってんのに伸びないんだろって思ってた時に、たま
たまその、「結果が出せなければ努力した意味もない
って石井先生言われて、自分甘かったと反省しました。
努力してましたが、成績が上がるということに見合った
勉強をしてなかったんだなって思いました。
石井：私は、毎日が勝負で本番が遊び、本番だけ真剣っ
て言うのは無いから、毎日真剣に勉強したほうがいい
よって言われたことを覚えています。

君たちにとって、代官山ってどんなとこ？
稲葉：先生の教え方がうまいなって思うのは代官山。

緒方先生とか、先生方がプロ過ぎて(笑)すごい！
授業だけ受けに代官山帰りたい！こっちで単位取りたい
(笑)
面倒見がいい、本当に神！
授業が多いから、遊ぶに遊べない(笑)
ゴミから育ててくれるみたいな(笑)
先生方のまかせっきりにしたのがよかった(笑)
石井：代官山は先生との距離が近い。河合は自分で行か
ないと面倒見てくれない。先生方が、代官山は授業でも
話しかけてくれるじゃないですか、それがありがたかっ
た。あと、先生、各教科先生を決めて信じる。先生の
言ったことは絶対みたいに、信じ抜くことが大切です。
太田：自分の高校の出身の人は、だいたい仙台の河合塾
か駿台の２択のどっちかなんですよ。
私もそこ行くと思ってて、でも親から絶対無理って、お
前の学力じゃ絶対無理って。やっぱり他の子聞いている
と、３浪でも落ちてる子いて。３浪したけど、結局受
かったので、ここに来て本当に良かったなって思ってま
す。本番は、ふり返ると、強気でいかないと、マジぶっ
倒すみたいにいかないと、できるもんもできないって、
めちゃめちゃ思いました。どんどん受験近づくと弱って
来るけど精神的に、自分を信じれるくらい努力して、頑
張ってやることが大事なのかなって思います。
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私に当てはまったから、この先生凄いって。

英語の偏差値３０(石井)、最初のテストは生物8点

(稲葉)
英語の偏差値30でした。母も30ってとれるんだって…驚
かれました。石井先生に言われたの文法の解き方だった
ような気がする。
稲葉：入った決め手は、校舎が広いでかい綺麗(笑) 
最初のテストは生物8点だった。太田亜希子がずっとライ
バルでした(笑)
今年初めて1次が出て、一気に受かっちゃいました（笑）
そうですね、現役、１浪２浪は全滅だったのに（笑）3浪
で急に開花した（笑）まさに石の上にも3年でした（笑）
石井：A3スタートでした(笑) ちょっとした変動（MT）は
あったけれど、順調に伸びてました(笑)
太田：来たときは成績が酷かった、A８でした。数学が最
後まで厳しかった。
授業中は気配消してました(笑)山室先生と数学の勉強法の
お話して、そこからは2号館へ行けました(笑)最初はひど
い点数取ってて（MT）、でも徐々に取れていきました。
稲葉：数学はできたというより好きでした。図形とベク
トル出来た。典さんのおかげ(笑)受験期が一番メンタルき
た、やられる。落ちちゃったらどうしようって、ちょー
怖い。2浪目が一番ヤバい、過呼吸おこしちゃいました。
眩暈おこして震えが止まらなくて風呂で過呼吸です。親
に実家に連れ戻されました。3月には逆流性食道炎になる
し、踏んだり蹴ったり。2浪目が本当にしんどかった。　
3浪目は楽しんでた。結果も出てランキングとか出たし、
2号館だし、マンスリー出来るようになったから嬉しかっ
た。友達同士でマンスリー採点して見せ合った事が嬉し
かった。1年で60点くらい増えた気がする。3浪目は明る
かった。勉強ができるようになったので楽しかった。
授業は慣れて(笑)授業は多いとは思わなかった(笑)梶浦
（梶浦淳史　日本医科大進学）はネガティブでこっちは

五十嵐先生は、小問集もらった！受験前に、TOCの前で
やって確認してた！(笑)
石井：典さんと長澤先生！典さんは、メンタルもある。
ネガティブを吸収してもらう。けっこう数学と違うこと
話して、すっきりみたいな(笑)長澤先生は図形担当。図形
がわからなかったら長澤先生に行ってました。
太田：数学は質問し行ったことはないです(笑)もう諦め
ちゃって…。平パンに授業中あてていただいて(笑)とりあ
えず、アキコみたいな(笑)
稲葉：山室先生は統括って感じ(笑)計トレの時とか
太田：化学は、小椋先生の授業で小椋スタイルです(笑)
ずっと解いてました。小椋派です。
石井：私は三上派です(笑)理論のとき方とか全部統一する
からわかりやすい。全部こうやれって言ってくれて、感
じにやってくれたのが良かった！
稲葉：断然節田派！なんかせっちゃんはプリントの鬼で
(笑)行っても行ってもプリント渡されて(笑)しんどくて
(笑)平衡とか出来なくて、説明してもらったら、出来るよ
うになって得意になった。
稲葉：生物は最初苦手でゼロから作ってもらった、金谷
先生、柳先生　２人のおかげで基礎を作ってもらった感
じ。
それからの緒方先生！おがTは考察、大森派じゃなかった
(笑)緒方派！がりがり書くのが緒方派(笑)大森先生は一か
らプロセスを行ってくれて、数学でいう証明みたいな。
緒方先生はこの問題はこう、みたいな短絡的に答えを教
えてくれて私も短絡的な考え方をしているから緒方派(笑)
すぐに答え出ないといやなの(笑)せっかちなの(笑)まとめ
ノート作ってて、最初から積み上げた物を作った。金谷
先生、柳先生、緒方先生のまとめを集約したノート。単
元別でルーズリーフで図説みたいに作ってました(笑)図説
のページとずっと見てたから図が変わればすぐにわかる
(笑)視覚的に覚える派。
石井：深瀧先生です。緒方先生は口頭、深瀧先生は書い
てくれるから、授業中とかでも見直しやすい。緒方先生
は図説。深瀧先生は全部書いてくれる。しかも絵が上手
い。
太田：石原先生です。尿生成が無理って言うと、尿生成

の全パターンのプリントくれて、次の授業までに解いて
こいって、それを解いてきて全部パターンを覚える。生
物はある程度は覚えることがすべて。そこまでもって
いってからの考察みたいな。考察もやってくれて、答え
出ても、実はこの言葉が、こういう意味で使われている
んだよって、深いところまで教えてくれて。自分で解い
たら気づかないようなところまで教えてくれて、それが
違う問題で繋がったりして、すごく面白いなって。

石井先生については
稲葉：私は、石井先生に７時半登校を宣言しました。朝
が弱くてこれは石井先生に言うしかないと思って石井先
生の授業の後、７時半までに登校しますって宣言しまし
た。タイムカードを亜希子とどっちが早く押すかで勝負
してました(笑)いい勝負でした。
授業は一番前に座ってました(笑)何かあれば授業でいじら
れるかもしれないという恐怖観念で(笑)
そのことで自分を追い込んで勉強してました(笑)私をい
じってみたいな(笑)じゃないと勉強しないから。何かあれ
ば、授業後に石井先生、みたいな。
石井：最初前の方にいたくなかった。先生に見られるの
が嫌だったけど，途中からOKになった。緊張感あったか
ら、きちんと予習しなきゃって、指されたらどうしよ
うって(笑)けっこう調べていった。頑張った(笑)
復習は解き直しくらい、読んでた。読むか、単語を書い
てた。テキストの最初の短文覚えました(笑)やりました！
太田：後ろ座ってました(笑)成績が落ちまくってて、なん
でやってんのに伸びないんだろって思ってた時に、たま
たまその、「結果が出せなければ努力した意味もない
って石井先生言われて、自分甘かったと反省しました。
努力してましたが、成績が上がるということに見合った
勉強をしてなかったんだなって思いました。
石井：私は、毎日が勝負で本番が遊び、本番だけ真剣っ
て言うのは無いから、毎日真剣に勉強したほうがいい
よって言われたことを覚えています。

君たちにとって、代官山ってどんなとこ？
稲葉：先生の教え方がうまいなって思うのは代官山。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

緒方先生とか、先生方がプロ過ぎて(笑)すごい！
授業だけ受けに代官山帰りたい！こっちで単位取りたい
(笑)
面倒見がいい、本当に神！
授業が多いから、遊ぶに遊べない(笑)
ゴミから育ててくれるみたいな(笑)
先生方のまかせっきりにしたのがよかった(笑)
石井：代官山は先生との距離が近い。河合は自分で行か
ないと面倒見てくれない。先生方が、代官山は授業でも
話しかけてくれるじゃないですか、それがありがたかっ
た。あと、先生、各教科先生を決めて信じる。先生の
言ったことは絶対みたいに、信じ抜くことが大切です。
太田：自分の高校の出身の人は、だいたい仙台の河合塾
か駿台の２択のどっちかなんですよ。
私もそこ行くと思ってて、でも親から絶対無理って、お
前の学力じゃ絶対無理って。やっぱり他の子聞いている
と、３浪でも落ちてる子いて。３浪したけど、結局受
かったので、ここに来て本当に良かったなって思ってま
す。本番は、ふり返ると、強気でいかないと、マジぶっ
倒すみたいにいかないと、できるもんもできないって、
めちゃめちゃ思いました。どんどん受験近づくと弱って
来るけど精神的に、自分を信じれるくらい努力して、頑
張ってやることが大事なのかなって思います。

代官山MEDICALとの出会い。
石井：現役時は個別の塾行ってて、1・2浪は大手予備校
で、3浪目で代官山。早く来ればよかった（笑）
太田：うちの父の知り合いの娘さんがここでした。同じ
高校出身で、それで親が行けって(笑)
石井先生めちゃめちゃ色々な生徒さん、昔の生徒さんも
含め、ズバズバ言われるなっと。お話し聞いた時にいい
なっと思いました。
稲葉：うち秀明が医学部多いじゃないですか、それでこ
こ来る人多いじゃないですか。で、毛利先輩(毛利悠汰　
日本医科大進学)とか、うちの部活の先輩の内ケ崎先輩、
菅原成美先輩がここ来てて。で、ここにしよーって(笑)お
母さんに言ったら、オッケーって（笑）
石井先生と面談しただけ。それが説明会です（笑）で、
寮とかも案内してもらって、寮メッチャいいとこでした
（笑）部屋綺麗だし広いしメッチャ良かった（笑）
石井：私は説明会一人で来ました。一人できて決めまし
た。親来てないです。石井先生すごい言っていることが
私に当てはまったから、この先生凄いって。

英語の偏差値３０(石井)、最初のテストは生物8点

(稲葉)
英語の偏差値30でした。母も30ってとれるんだって…驚
かれました。石井先生に言われたの文法の解き方だった
ような気がする。
稲葉：入った決め手は、校舎が広いでかい綺麗(笑) 
最初のテストは生物8点だった。太田亜希子がずっとライ
バルでした(笑)
今年初めて1次が出て、一気に受かっちゃいました（笑）
そうですね、現役、１浪２浪は全滅だったのに（笑）3浪
で急に開花した（笑）まさに石の上にも3年でした（笑）
石井：A3スタートでした(笑) ちょっとした変動（MT）は
あったけれど、順調に伸びてました(笑)
太田：来たときは成績が酷かった、A８でした。数学が最
後まで厳しかった。
授業中は気配消してました(笑)山室先生と数学の勉強法の
お話して、そこからは2号館へ行けました(笑)最初はひど
い点数取ってて（MT）、でも徐々に取れていきました。
稲葉：数学はできたというより好きでした。図形とベク
トル出来た。典さんのおかげ(笑)受験期が一番メンタルき
た、やられる。落ちちゃったらどうしようって、ちょー
怖い。2浪目が一番ヤバい、過呼吸おこしちゃいました。
眩暈おこして震えが止まらなくて風呂で過呼吸です。親
に実家に連れ戻されました。3月には逆流性食道炎になる
し、踏んだり蹴ったり。2浪目が本当にしんどかった。　
3浪目は楽しんでた。結果も出てランキングとか出たし、
2号館だし、マンスリー出来るようになったから嬉しかっ
た。友達同士でマンスリー採点して見せ合った事が嬉し
かった。1年で60点くらい増えた気がする。3浪目は明る
かった。勉強ができるようになったので楽しかった。
授業は慣れて(笑)授業は多いとは思わなかった(笑)梶浦
（梶浦淳史　日本医科大進学）はネガティブでこっちは

ハッピーで申し訳なかった。(笑)
太田：稲葉太田はセットだったんで(笑)迷惑かけてたか
な？
石井：私は一人でした（笑）余り友達は作らないタイプ
(笑)

北里と女子医の様子
石井：女子医は推薦の指定校と公募があるじゃないです
か、三分の一はいるんじゃない？３０％４０％くらいい
るかな…
稲葉：北里は４０％ちょいいると思う。現役いっぱいい
る。現役一般もいる。繰上は補欠Aの途中までしかまわっ
ていないっぽい。女子が男子より多くて、61対59の割
合。開学以来初めてって言われた。(笑)女子の3浪は3人、
女子の4浪は1人かな。男子は多浪多い。今年は生物が多
いような。私的には簡単だった、MTの方がちょっと上か
な。北里との相性が良かった(笑)私ちょっと変なんで，み
んなが嫌いなところが得意なんです。進化とか。
石井：女子医は3浪あまり聞かない。3浪がマックスか
な。1，2浪が多いです。現役が多い。若さについていけ
ない。性格悪い奴はいないでほしい(笑)仲いい人は出来た
けど、今は決まった人としかしゃべらない。全部で117
人。
稲葉：北里は120人で、私のクラスは30人中17人が女
子。名前で30人ずつ分かれていて、私は稲葉だからAな
んだけど。ア行がやたら多いです。(笑)
部活はゴルフ部、ダンス部、軽音楽部に入りました。ダ
ンス部は次の活動が良く分からない(笑)入っても入らなく
ても、参加して参加しなくてもオッケー(笑)超緩い。軽音
も次の部活が合宿。(笑)
太田：剣道です(笑)バドがよかったけど、多すぎる16人入
部でした(笑)見習い的なので、小手つけさせてもらってま
せん。素振り３００回とか(笑)
石井：私は軟テです。

代官山MEDICALの先生
稲葉：英語は阿里先生！絶対！プリント地獄！毎日5枚く
らいやってて、毎日英語やってますねって言われてた(笑)
プリントを解いて教えてくれる。長文全部訳せられる。
相当早く訳さないと、チクっとされる(笑)
遅いと、今日調子悪いねって言われた(笑)
石井：私は三ツ橋先生です(笑)単語が全然だめで、その単
語のテストをしてくれたのを覚えてます。昼休みです。
時間を使いたくないから、昼休みに行ってテストやって
もらってました。なまけちゃうから、人に言う事によっ
て、有言実行、絶対やるようにした。
太田：阿里先生です！プリント500枚は超えた！ファイル
の形が変形した(笑)読解用、空所補充用とか。とにかく
いっぱいやった(笑)何回も同じ内容のものが重複している
し、阿里先生が調整しているから、本番で役に立った！
稲葉：数学は典さん！数学は泣きついて教えてもらった
(笑)

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

五十嵐先生は、小問集もらった！受験前に、TOCの前で
やって確認してた！(笑)
石井：典さんと長澤先生！典さんは、メンタルもある。
ネガティブを吸収してもらう。けっこう数学と違うこと
話して、すっきりみたいな(笑)長澤先生は図形担当。図形
がわからなかったら長澤先生に行ってました。
太田：数学は質問し行ったことはないです(笑)もう諦め
ちゃって…。平パンに授業中あてていただいて(笑)とりあ
えず、アキコみたいな(笑)
稲葉：山室先生は統括って感じ(笑)計トレの時とか
太田：化学は、小椋先生の授業で小椋スタイルです(笑)
ずっと解いてました。小椋派です。
石井：私は三上派です(笑)理論のとき方とか全部統一する
からわかりやすい。全部こうやれって言ってくれて、感
じにやってくれたのが良かった！
稲葉：断然節田派！なんかせっちゃんはプリントの鬼で
(笑)行っても行ってもプリント渡されて(笑)しんどくて
(笑)平衡とか出来なくて、説明してもらったら、出来るよ
うになって得意になった。
稲葉：生物は最初苦手でゼロから作ってもらった、金谷
先生、柳先生　２人のおかげで基礎を作ってもらった感
じ。
それからの緒方先生！おがTは考察、大森派じゃなかった
(笑)緒方派！がりがり書くのが緒方派(笑)大森先生は一か
らプロセスを行ってくれて、数学でいう証明みたいな。
緒方先生はこの問題はこう、みたいな短絡的に答えを教
えてくれて私も短絡的な考え方をしているから緒方派(笑)
すぐに答え出ないといやなの(笑)せっかちなの(笑)まとめ
ノート作ってて、最初から積み上げた物を作った。金谷
先生、柳先生、緒方先生のまとめを集約したノート。単
元別でルーズリーフで図説みたいに作ってました(笑)図説
のページとずっと見てたから図が変わればすぐにわかる
(笑)視覚的に覚える派。
石井：深瀧先生です。緒方先生は口頭、深瀧先生は書い
てくれるから、授業中とかでも見直しやすい。緒方先生
は図説。深瀧先生は全部書いてくれる。しかも絵が上手
い。
太田：石原先生です。尿生成が無理って言うと、尿生成

の全パターンのプリントくれて、次の授業までに解いて
こいって、それを解いてきて全部パターンを覚える。生
物はある程度は覚えることがすべて。そこまでもって
いってからの考察みたいな。考察もやってくれて、答え
出ても、実はこの言葉が、こういう意味で使われている
んだよって、深いところまで教えてくれて。自分で解い
たら気づかないようなところまで教えてくれて、それが
違う問題で繋がったりして、すごく面白いなって。

石井先生については
稲葉：私は、石井先生に７時半登校を宣言しました。朝
が弱くてこれは石井先生に言うしかないと思って石井先
生の授業の後、７時半までに登校しますって宣言しまし
た。タイムカードを亜希子とどっちが早く押すかで勝負
してました(笑)いい勝負でした。
授業は一番前に座ってました(笑)何かあれば授業でいじら
れるかもしれないという恐怖観念で(笑)
そのことで自分を追い込んで勉強してました(笑)私をい
じってみたいな(笑)じゃないと勉強しないから。何かあれ
ば、授業後に石井先生、みたいな。
石井：最初前の方にいたくなかった。先生に見られるの
が嫌だったけど，途中からOKになった。緊張感あったか
ら、きちんと予習しなきゃって、指されたらどうしよ
うって(笑)けっこう調べていった。頑張った(笑)
復習は解き直しくらい、読んでた。読むか、単語を書い
てた。テキストの最初の短文覚えました(笑)やりました！
太田：後ろ座ってました(笑)成績が落ちまくってて、なん
でやってんのに伸びないんだろって思ってた時に、たま
たまその、「結果が出せなければ努力した意味もない
って石井先生言われて、自分甘かったと反省しました。
努力してましたが、成績が上がるということに見合った
勉強をしてなかったんだなって思いました。
石井：私は、毎日が勝負で本番が遊び、本番だけ真剣っ
て言うのは無いから、毎日真剣に勉強したほうがいい
よって言われたことを覚えています。

君たちにとって、代官山ってどんなとこ？
稲葉：先生の教え方がうまいなって思うのは代官山。

緒方先生とか、先生方がプロ過ぎて(笑)すごい！
授業だけ受けに代官山帰りたい！こっちで単位取りたい
(笑)
面倒見がいい、本当に神！
授業が多いから、遊ぶに遊べない(笑)
ゴミから育ててくれるみたいな(笑)
先生方のまかせっきりにしたのがよかった(笑)
石井：代官山は先生との距離が近い。河合は自分で行か
ないと面倒見てくれない。先生方が、代官山は授業でも
話しかけてくれるじゃないですか、それがありがたかっ
た。あと、先生、各教科先生を決めて信じる。先生の
言ったことは絶対みたいに、信じ抜くことが大切です。
太田：自分の高校の出身の人は、だいたい仙台の河合塾
か駿台の２択のどっちかなんですよ。
私もそこ行くと思ってて、でも親から絶対無理って、お
前の学力じゃ絶対無理って。やっぱり他の子聞いている
と、３浪でも落ちてる子いて。３浪したけど、結局受
かったので、ここに来て本当に良かったなって思ってま
す。本番は、ふり返ると、強気でいかないと、マジぶっ
倒すみたいにいかないと、できるもんもできないって、
めちゃめちゃ思いました。どんどん受験近づくと弱って
来るけど精神的に、自分を信じれるくらい努力して、頑
張ってやることが大事なのかなって思います。

代官山MEDICALとの出会い。
石井：現役時は個別の塾行ってて、1・2浪は大手予備校
で、3浪目で代官山。早く来ればよかった（笑）
太田：うちの父の知り合いの娘さんがここでした。同じ
高校出身で、それで親が行けって(笑)
石井先生めちゃめちゃ色々な生徒さん、昔の生徒さんも
含め、ズバズバ言われるなっと。お話し聞いた時にいい
なっと思いました。
稲葉：うち秀明が医学部多いじゃないですか、それでこ
こ来る人多いじゃないですか。で、毛利先輩(毛利悠汰　
日本医科大進学)とか、うちの部活の先輩の内ケ崎先輩、
菅原成美先輩がここ来てて。で、ここにしよーって(笑)お
母さんに言ったら、オッケーって（笑）
石井先生と面談しただけ。それが説明会です（笑）で、
寮とかも案内してもらって、寮メッチャいいとこでした
（笑）部屋綺麗だし広いしメッチャ良かった（笑）
石井：私は説明会一人で来ました。一人できて決めまし
た。親来てないです。石井先生すごい言っていることが
私に当てはまったから、この先生凄いって。

英語の偏差値３０(石井)、最初のテストは生物8点

(稲葉)
英語の偏差値30でした。母も30ってとれるんだって…驚
かれました。石井先生に言われたの文法の解き方だった
ような気がする。
稲葉：入った決め手は、校舎が広いでかい綺麗(笑) 
最初のテストは生物8点だった。太田亜希子がずっとライ
バルでした(笑)
今年初めて1次が出て、一気に受かっちゃいました（笑）
そうですね、現役、１浪２浪は全滅だったのに（笑）3浪
で急に開花した（笑）まさに石の上にも3年でした（笑）
石井：A3スタートでした(笑) ちょっとした変動（MT）は
あったけれど、順調に伸びてました(笑)
太田：来たときは成績が酷かった、A８でした。数学が最
後まで厳しかった。
授業中は気配消してました(笑)山室先生と数学の勉強法の
お話して、そこからは2号館へ行けました(笑)最初はひど
い点数取ってて（MT）、でも徐々に取れていきました。
稲葉：数学はできたというより好きでした。図形とベク
トル出来た。典さんのおかげ(笑)受験期が一番メンタルき
た、やられる。落ちちゃったらどうしようって、ちょー
怖い。2浪目が一番ヤバい、過呼吸おこしちゃいました。
眩暈おこして震えが止まらなくて風呂で過呼吸です。親
に実家に連れ戻されました。3月には逆流性食道炎になる
し、踏んだり蹴ったり。2浪目が本当にしんどかった。　
3浪目は楽しんでた。結果も出てランキングとか出たし、
2号館だし、マンスリー出来るようになったから嬉しかっ
た。友達同士でマンスリー採点して見せ合った事が嬉し
かった。1年で60点くらい増えた気がする。3浪目は明る
かった。勉強ができるようになったので楽しかった。
授業は慣れて(笑)授業は多いとは思わなかった(笑)梶浦
（梶浦淳史　日本医科大進学）はネガティブでこっちは

五十嵐先生は、小問集もらった！受験前に、TOCの前で
やって確認してた！(笑)
石井：典さんと長澤先生！典さんは、メンタルもある。
ネガティブを吸収してもらう。けっこう数学と違うこと
話して、すっきりみたいな(笑)長澤先生は図形担当。図形
がわからなかったら長澤先生に行ってました。
太田：数学は質問し行ったことはないです(笑)もう諦め
ちゃって…。平パンに授業中あてていただいて(笑)とりあ
えず、アキコみたいな(笑)
稲葉：山室先生は統括って感じ(笑)計トレの時とか
太田：化学は、小椋先生の授業で小椋スタイルです(笑)
ずっと解いてました。小椋派です。
石井：私は三上派です(笑)理論のとき方とか全部統一する
からわかりやすい。全部こうやれって言ってくれて、感
じにやってくれたのが良かった！
稲葉：断然節田派！なんかせっちゃんはプリントの鬼で
(笑)行っても行ってもプリント渡されて(笑)しんどくて
(笑)平衡とか出来なくて、説明してもらったら、出来るよ
うになって得意になった。
稲葉：生物は最初苦手でゼロから作ってもらった、金谷
先生、柳先生　２人のおかげで基礎を作ってもらった感
じ。
それからの緒方先生！おがTは考察、大森派じゃなかった
(笑)緒方派！がりがり書くのが緒方派(笑)大森先生は一か
らプロセスを行ってくれて、数学でいう証明みたいな。
緒方先生はこの問題はこう、みたいな短絡的に答えを教
えてくれて私も短絡的な考え方をしているから緒方派(笑)
すぐに答え出ないといやなの(笑)せっかちなの(笑)まとめ
ノート作ってて、最初から積み上げた物を作った。金谷
先生、柳先生、緒方先生のまとめを集約したノート。単
元別でルーズリーフで図説みたいに作ってました(笑)図説
のページとずっと見てたから図が変わればすぐにわかる
(笑)視覚的に覚える派。
石井：深瀧先生です。緒方先生は口頭、深瀧先生は書い
てくれるから、授業中とかでも見直しやすい。緒方先生
は図説。深瀧先生は全部書いてくれる。しかも絵が上手
い。
太田：石原先生です。尿生成が無理って言うと、尿生成

の全パターンのプリントくれて、次の授業までに解いて
こいって、それを解いてきて全部パターンを覚える。生
物はある程度は覚えることがすべて。そこまでもって
いってからの考察みたいな。考察もやってくれて、答え
出ても、実はこの言葉が、こういう意味で使われている
んだよって、深いところまで教えてくれて。自分で解い
たら気づかないようなところまで教えてくれて、それが
違う問題で繋がったりして、すごく面白いなって。

石井先生については
稲葉：私は、石井先生に７時半登校を宣言しました。朝
が弱くてこれは石井先生に言うしかないと思って石井先
生の授業の後、７時半までに登校しますって宣言しまし
た。タイムカードを亜希子とどっちが早く押すかで勝負
してました(笑)いい勝負でした。
授業は一番前に座ってました(笑)何かあれば授業でいじら
れるかもしれないという恐怖観念で(笑)
そのことで自分を追い込んで勉強してました(笑)私をい
じってみたいな(笑)じゃないと勉強しないから。何かあれ
ば、授業後に石井先生、みたいな。
石井：最初前の方にいたくなかった。先生に見られるの
が嫌だったけど，途中からOKになった。緊張感あったか
ら、きちんと予習しなきゃって、指されたらどうしよ
うって(笑)けっこう調べていった。頑張った(笑)
復習は解き直しくらい、読んでた。読むか、単語を書い
てた。テキストの最初の短文覚えました(笑)やりました！
太田：後ろ座ってました(笑)成績が落ちまくってて、なん
でやってんのに伸びないんだろって思ってた時に、たま
たまその、「結果が出せなければ努力した意味もない
って石井先生言われて、自分甘かったと反省しました。
努力してましたが、成績が上がるということに見合った
勉強をしてなかったんだなって思いました。
石井：私は、毎日が勝負で本番が遊び、本番だけ真剣っ
て言うのは無いから、毎日真剣に勉強したほうがいい
よって言われたことを覚えています。

君たちにとって、代官山ってどんなとこ？
稲葉：先生の教え方がうまいなって思うのは代官山。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

緒方先生とか、先生方がプロ過ぎて(笑)すごい！
授業だけ受けに代官山帰りたい！こっちで単位取りたい
(笑)
面倒見がいい、本当に神！
授業が多いから、遊ぶに遊べない(笑)
ゴミから育ててくれるみたいな(笑)
先生方のまかせっきりにしたのがよかった(笑)
石井：代官山は先生との距離が近い。河合は自分で行か
ないと面倒見てくれない。先生方が、代官山は授業でも
話しかけてくれるじゃないですか、それがありがたかっ
た。あと、先生、各教科先生を決めて信じる。先生の
言ったことは絶対みたいに、信じ抜くことが大切です。
太田：自分の高校の出身の人は、だいたい仙台の河合塾
か駿台の２択のどっちかなんですよ。
私もそこ行くと思ってて、でも親から絶対無理って、お
前の学力じゃ絶対無理って。やっぱり他の子聞いている
と、３浪でも落ちてる子いて。３浪したけど、結局受
かったので、ここに来て本当に良かったなって思ってま
す。本番は、ふり返ると、強気でいかないと、マジぶっ
倒すみたいにいかないと、できるもんもできないって、
めちゃめちゃ思いました。どんどん受験近づくと弱って
来るけど精神的に、自分を信じれるくらい努力して、頑
張ってやることが大事なのかなって思います。
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代官山MEDICALとの出会い。
石井：現役時は個別の塾行ってて、1・2浪は大手予備校
で、3浪目で代官山。早く来ればよかった（笑）
太田：うちの父の知り合いの娘さんがここでした。同じ
高校出身で、それで親が行けって(笑)
石井先生めちゃめちゃ色々な生徒さん、昔の生徒さんも
含め、ズバズバ言われるなっと。お話し聞いた時にいい
なっと思いました。
稲葉：うち秀明が医学部多いじゃないですか、それでこ
こ来る人多いじゃないですか。で、毛利先輩(毛利悠汰　
日本医科大進学)とか、うちの部活の先輩の内ケ崎先輩、
菅原成美先輩がここ来てて。で、ここにしよーって(笑)お
母さんに言ったら、オッケーって（笑）
石井先生と面談しただけ。それが説明会です（笑）で、
寮とかも案内してもらって、寮メッチャいいとこでした
（笑）部屋綺麗だし広いしメッチャ良かった（笑）
石井：私は説明会一人で来ました。一人できて決めまし
た。親来てないです。石井先生すごい言っていることが
私に当てはまったから、この先生凄いって。

英語の偏差値３０(石井)、最初のテストは生物8点

(稲葉)
英語の偏差値30でした。母も30ってとれるんだって…驚
かれました。石井先生に言われたの文法の解き方だった
ような気がする。
稲葉：入った決め手は、校舎が広いでかい綺麗(笑) 
最初のテストは生物8点だった。太田亜希子がずっとライ
バルでした(笑)
今年初めて1次が出て、一気に受かっちゃいました（笑）
そうですね、現役、１浪２浪は全滅だったのに（笑）3浪
で急に開花した（笑）まさに石の上にも3年でした（笑）
石井：A3スタートでした(笑) ちょっとした変動（MT）は
あったけれど、順調に伸びてました(笑)
太田：来たときは成績が酷かった、A８でした。数学が最
後まで厳しかった。
授業中は気配消してました(笑)山室先生と数学の勉強法の
お話して、そこからは2号館へ行けました(笑)最初はひど
い点数取ってて（MT）、でも徐々に取れていきました。
稲葉：数学はできたというより好きでした。図形とベク
トル出来た。典さんのおかげ(笑)受験期が一番メンタルき
た、やられる。落ちちゃったらどうしようって、ちょー
怖い。2浪目が一番ヤバい、過呼吸おこしちゃいました。
眩暈おこして震えが止まらなくて風呂で過呼吸です。親
に実家に連れ戻されました。3月には逆流性食道炎になる
し、踏んだり蹴ったり。2浪目が本当にしんどかった。　
3浪目は楽しんでた。結果も出てランキングとか出たし、
2号館だし、マンスリー出来るようになったから嬉しかっ
た。友達同士でマンスリー採点して見せ合った事が嬉し
かった。1年で60点くらい増えた気がする。3浪目は明る
かった。勉強ができるようになったので楽しかった。
授業は慣れて(笑)授業は多いとは思わなかった(笑)梶浦
（梶浦淳史　日本医科大進学）はネガティブでこっちは

五十嵐先生は、小問集もらった！受験前に、TOCの前で
やって確認してた！(笑)
石井：典さんと長澤先生！典さんは、メンタルもある。
ネガティブを吸収してもらう。けっこう数学と違うこと
話して、すっきりみたいな(笑)長澤先生は図形担当。図形
がわからなかったら長澤先生に行ってました。
太田：数学は質問し行ったことはないです(笑)もう諦め
ちゃって…。平パンに授業中あてていただいて(笑)とりあ
えず、アキコみたいな(笑)
稲葉：山室先生は統括って感じ(笑)計トレの時とか
太田：化学は、小椋先生の授業で小椋スタイルです(笑)
ずっと解いてました。小椋派です。
石井：私は三上派です(笑)理論のとき方とか全部統一する
からわかりやすい。全部こうやれって言ってくれて、感
じにやってくれたのが良かった！
稲葉：断然節田派！なんかせっちゃんはプリントの鬼で
(笑)行っても行ってもプリント渡されて(笑)しんどくて
(笑)平衡とか出来なくて、説明してもらったら、出来るよ
うになって得意になった。
稲葉：生物は最初苦手でゼロから作ってもらった、金谷
先生、柳先生　２人のおかげで基礎を作ってもらった感
じ。
それからの緒方先生！おがTは考察、大森派じゃなかった
(笑)緒方派！がりがり書くのが緒方派(笑)大森先生は一か
らプロセスを行ってくれて、数学でいう証明みたいな。
緒方先生はこの問題はこう、みたいな短絡的に答えを教
えてくれて私も短絡的な考え方をしているから緒方派(笑)
すぐに答え出ないといやなの(笑)せっかちなの(笑)まとめ
ノート作ってて、最初から積み上げた物を作った。金谷
先生、柳先生、緒方先生のまとめを集約したノート。単
元別でルーズリーフで図説みたいに作ってました(笑)図説
のページとずっと見てたから図が変わればすぐにわかる
(笑)視覚的に覚える派。
石井：深瀧先生です。緒方先生は口頭、深瀧先生は書い
てくれるから、授業中とかでも見直しやすい。緒方先生
は図説。深瀧先生は全部書いてくれる。しかも絵が上手
い。
太田：石原先生です。尿生成が無理って言うと、尿生成

の全パターンのプリントくれて、次の授業までに解いて
こいって、それを解いてきて全部パターンを覚える。生
物はある程度は覚えることがすべて。そこまでもって
いってからの考察みたいな。考察もやってくれて、答え
出ても、実はこの言葉が、こういう意味で使われている
んだよって、深いところまで教えてくれて。自分で解い
たら気づかないようなところまで教えてくれて、それが
違う問題で繋がったりして、すごく面白いなって。

石井先生については
稲葉：私は、石井先生に７時半登校を宣言しました。朝
が弱くてこれは石井先生に言うしかないと思って石井先
生の授業の後、７時半までに登校しますって宣言しまし
た。タイムカードを亜希子とどっちが早く押すかで勝負
してました(笑)いい勝負でした。
授業は一番前に座ってました(笑)何かあれば授業でいじら
れるかもしれないという恐怖観念で(笑)
そのことで自分を追い込んで勉強してました(笑)私をい
じってみたいな(笑)じゃないと勉強しないから。何かあれ
ば、授業後に石井先生、みたいな。
石井：最初前の方にいたくなかった。先生に見られるの
が嫌だったけど，途中からOKになった。緊張感あったか
ら、きちんと予習しなきゃって、指されたらどうしよ
うって(笑)けっこう調べていった。頑張った(笑)
復習は解き直しくらい、読んでた。読むか、単語を書い
てた。テキストの最初の短文覚えました(笑)やりました！
太田：後ろ座ってました(笑)成績が落ちまくってて、なん
でやってんのに伸びないんだろって思ってた時に、たま
たまその、「結果が出せなければ努力した意味もない
って石井先生言われて、自分甘かったと反省しました。
努力してましたが、成績が上がるということに見合った
勉強をしてなかったんだなって思いました。
石井：私は、毎日が勝負で本番が遊び、本番だけ真剣っ
て言うのは無いから、毎日真剣に勉強したほうがいい
よって言われたことを覚えています。

君たちにとって、代官山ってどんなとこ？
稲葉：先生の教え方がうまいなって思うのは代官山。

緒方先生とか、先生方がプロ過ぎて(笑)すごい！
授業だけ受けに代官山帰りたい！こっちで単位取りたい
(笑)
面倒見がいい、本当に神！
授業が多いから、遊ぶに遊べない(笑)
ゴミから育ててくれるみたいな(笑)
先生方のまかせっきりにしたのがよかった(笑)
石井：代官山は先生との距離が近い。河合は自分で行か
ないと面倒見てくれない。先生方が、代官山は授業でも
話しかけてくれるじゃないですか、それがありがたかっ
た。あと、先生、各教科先生を決めて信じる。先生の
言ったことは絶対みたいに、信じ抜くことが大切です。
太田：自分の高校の出身の人は、だいたい仙台の河合塾
か駿台の２択のどっちかなんですよ。
私もそこ行くと思ってて、でも親から絶対無理って、お
前の学力じゃ絶対無理って。やっぱり他の子聞いている
と、３浪でも落ちてる子いて。３浪したけど、結局受
かったので、ここに来て本当に良かったなって思ってま
す。本番は、ふり返ると、強気でいかないと、マジぶっ
倒すみたいにいかないと、できるもんもできないって、
めちゃめちゃ思いました。どんどん受験近づくと弱って
来るけど精神的に、自分を信じれるくらい努力して、頑
張ってやることが大事なのかなって思います。
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代官山MEDICALとの出会い。
石井：現役時は個別の塾行ってて、1・2浪は大手予備校
で、3浪目で代官山。早く来ればよかった（笑）
太田：うちの父の知り合いの娘さんがここでした。同じ
高校出身で、それで親が行けって(笑)
石井先生めちゃめちゃ色々な生徒さん、昔の生徒さんも
含め、ズバズバ言われるなっと。お話し聞いた時にいい
なっと思いました。
稲葉：うち秀明が医学部多いじゃないですか、それでこ
こ来る人多いじゃないですか。で、毛利先輩(毛利悠汰　
日本医科大進学)とか、うちの部活の先輩の内ケ崎先輩、
菅原成美先輩がここ来てて。で、ここにしよーって(笑)お
母さんに言ったら、オッケーって（笑）
石井先生と面談しただけ。それが説明会です（笑）で、
寮とかも案内してもらって、寮メッチャいいとこでした
（笑）部屋綺麗だし広いしメッチャ良かった（笑）
石井：私は説明会一人で来ました。一人できて決めまし
た。親来てないです。石井先生すごい言っていることが
私に当てはまったから、この先生凄いって。

英語の偏差値３０(石井)、最初のテストは生物8点

(稲葉)
英語の偏差値30でした。母も30ってとれるんだって…驚
かれました。石井先生に言われたの文法の解き方だった
ような気がする。
稲葉：入った決め手は、校舎が広いでかい綺麗(笑) 
最初のテストは生物8点だった。太田亜希子がずっとライ
バルでした(笑)
今年初めて1次が出て、一気に受かっちゃいました（笑）
そうですね、現役、１浪２浪は全滅だったのに（笑）3浪
で急に開花した（笑）まさに石の上にも3年でした（笑）
石井：A3スタートでした(笑) ちょっとした変動（MT）は
あったけれど、順調に伸びてました(笑)
太田：来たときは成績が酷かった、A８でした。数学が最
後まで厳しかった。
授業中は気配消してました(笑)山室先生と数学の勉強法の
お話して、そこからは2号館へ行けました(笑)最初はひど
い点数取ってて（MT）、でも徐々に取れていきました。
稲葉：数学はできたというより好きでした。図形とベク
トル出来た。典さんのおかげ(笑)受験期が一番メンタルき
た、やられる。落ちちゃったらどうしようって、ちょー
怖い。2浪目が一番ヤバい、過呼吸おこしちゃいました。
眩暈おこして震えが止まらなくて風呂で過呼吸です。親
に実家に連れ戻されました。3月には逆流性食道炎になる
し、踏んだり蹴ったり。2浪目が本当にしんどかった。　
3浪目は楽しんでた。結果も出てランキングとか出たし、
2号館だし、マンスリー出来るようになったから嬉しかっ
た。友達同士でマンスリー採点して見せ合った事が嬉し
かった。1年で60点くらい増えた気がする。3浪目は明る
かった。勉強ができるようになったので楽しかった。
授業は慣れて(笑)授業は多いとは思わなかった(笑)梶浦
（梶浦淳史　日本医科大進学）はネガティブでこっちは

五十嵐先生は、小問集もらった！受験前に、TOCの前で
やって確認してた！(笑)
石井：典さんと長澤先生！典さんは、メンタルもある。
ネガティブを吸収してもらう。けっこう数学と違うこと
話して、すっきりみたいな(笑)長澤先生は図形担当。図形
がわからなかったら長澤先生に行ってました。
太田：数学は質問し行ったことはないです(笑)もう諦め
ちゃって…。平パンに授業中あてていただいて(笑)とりあ
えず、アキコみたいな(笑)
稲葉：山室先生は統括って感じ(笑)計トレの時とか
太田：化学は、小椋先生の授業で小椋スタイルです(笑)
ずっと解いてました。小椋派です。
石井：私は三上派です(笑)理論のとき方とか全部統一する
からわかりやすい。全部こうやれって言ってくれて、感
じにやってくれたのが良かった！
稲葉：断然節田派！なんかせっちゃんはプリントの鬼で
(笑)行っても行ってもプリント渡されて(笑)しんどくて
(笑)平衡とか出来なくて、説明してもらったら、出来るよ
うになって得意になった。
稲葉：生物は最初苦手でゼロから作ってもらった、金谷
先生、柳先生　２人のおかげで基礎を作ってもらった感
じ。
それからの緒方先生！おがTは考察、大森派じゃなかった
(笑)緒方派！がりがり書くのが緒方派(笑)大森先生は一か
らプロセスを行ってくれて、数学でいう証明みたいな。
緒方先生はこの問題はこう、みたいな短絡的に答えを教
えてくれて私も短絡的な考え方をしているから緒方派(笑)
すぐに答え出ないといやなの(笑)せっかちなの(笑)まとめ
ノート作ってて、最初から積み上げた物を作った。金谷
先生、柳先生、緒方先生のまとめを集約したノート。単
元別でルーズリーフで図説みたいに作ってました(笑)図説
のページとずっと見てたから図が変わればすぐにわかる
(笑)視覚的に覚える派。
石井：深瀧先生です。緒方先生は口頭、深瀧先生は書い
てくれるから、授業中とかでも見直しやすい。緒方先生
は図説。深瀧先生は全部書いてくれる。しかも絵が上手
い。
太田：石原先生です。尿生成が無理って言うと、尿生成

の全パターンのプリントくれて、次の授業までに解いて
こいって、それを解いてきて全部パターンを覚える。生
物はある程度は覚えることがすべて。そこまでもって
いってからの考察みたいな。考察もやってくれて、答え
出ても、実はこの言葉が、こういう意味で使われている
んだよって、深いところまで教えてくれて。自分で解い
たら気づかないようなところまで教えてくれて、それが
違う問題で繋がったりして、すごく面白いなって。

石井先生については
稲葉：私は、石井先生に７時半登校を宣言しました。朝
が弱くてこれは石井先生に言うしかないと思って石井先
生の授業の後、７時半までに登校しますって宣言しまし
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君たちにとって、代官山ってどんなとこ？
稲葉：先生の教え方がうまいなって思うのは代官山。

緒方先生とか、先生方がプロ過ぎて(笑)すごい！
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(笑)
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ゴミから育ててくれるみたいな(笑)
先生方のまかせっきりにしたのがよかった(笑)
石井：代官山は先生との距離が近い。河合は自分で行か
ないと面倒見てくれない。先生方が、代官山は授業でも
話しかけてくれるじゃないですか、それがありがたかっ
た。あと、先生、各教科先生を決めて信じる。先生の
言ったことは絶対みたいに、信じ抜くことが大切です。
太田：自分の高校の出身の人は、だいたい仙台の河合塾
か駿台の２択のどっちかなんですよ。
私もそこ行くと思ってて、でも親から絶対無理って、お
前の学力じゃ絶対無理って。やっぱり他の子聞いている
と、３浪でも落ちてる子いて。３浪したけど、結局受
かったので、ここに来て本当に良かったなって思ってま
す。本番は、ふり返ると、強気でいかないと、マジぶっ
倒すみたいにいかないと、できるもんもできないって、
めちゃめちゃ思いました。どんどん受験近づくと弱って
来るけど精神的に、自分を信じれるくらい努力して、頑
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高校出てからの予備校遍歴
高校は定時制でなくて通信制。全学の偏差値この間調べ
たんですけど46とかなんで。私立です。サッカーが強い
学校で。サッカーだけが全国屈指なんですけど。鹿島学
園の盛岡校があるんですよ。それの一期生なんですけ
ど。僕は。高卒の資格をとってから代ゼミ行ってから別
の渋谷の医系予備校行って代官山に来たって感じです。
そうですね。浪人としてやったのは3年ですけど。その別
の医系予備校も正直やってないんですよね。行ってな
い。後半行ってない。そこすごい縛るっていうのが特徴
で、でも実績が出てないんで、中に居る奴らから聞くと
どんどんすごい勢いで人が減っていっているみたいな。
毎年毎年、かなり減っているっていうのを聞きました。
僕通信で医系予備校行くって前に、何個か実際に回った
んですけど、やっぱりもう門前払いが多かったですね。
四浪相当で、通信制で、当時周期表って言葉も知らなく
て、いやまあ無理じゃないのみたいな。とりあえず3月ぐ
らいに話聞きに行こうとしたんですけどそれすらも拒絶
されたりしましたね。
でも1年前で私立に悉くボロクソにやられました。面接で
すね。全部2次試験落ちて、石井先生と山室先生とダブル
で面接って。俺はあの時のことは忘れないです。俺すご
い泣いてて、鼻水いっぱい出てて。もう大号泣でした。
鼻水たれているの分かってティッシュ貰って、石井先生
入ってこられて。一応岩手医科の歯学部は受かってたん
で。行くか行かないかみたいな。ギリギリまで迷ってま
したけど。自分がそもそも親に反抗するのがよくありま
せんでした。そうです、完全に若気の至りです。面接で
もなんでって言われたら若気の至りですとしか言いよう
が無くて。今は大丈夫ですって言っても向こうは信用し
てくれない。医学部によっては結構エグイ。君は6年間持
たないでしょとか言われて。そう言われてもなあみたい
な。持つか持たないか試してみませんかって言おうと思
いました(笑)。

名市か長崎か？
すっげえ山室先生と考えましたよね。出願する時に。俺
はこんだけいっぱい取ったのに失敗したくなかった。で
も、水物だし試験って。コケたら終了ですからね。たま
たま結果的に数学142/150取れているから良かったけど。
もしコケたら目も当てられない。だから、すっげえ考え
てくれて。で、先生一回本館戻ってもう一回2号館来てく
れたと思うんです、あの時。あの奥の、三階の奥の自習
席で。リサーチとか。確か河合と駿台で真逆に出ちゃっ
て。それも迷って。確か駿台の方が名市OK、河合が長崎
OK。出願は2月1日まででした。1月30日ぐらいまで迷っ
て、でも長崎に出すんだったらもうこの日に出さなきゃ
いけないみたいな。遠いから。必着だし。なんでもう30
で決めなきゃいけない。でもホント午後まで迷って、郵
便局しまるギリギリまで迷って、やっぱ名市かなって
なって、1年間名市だったし。山室先生も名市って言って
たし。結果的には本当に初志貫徹して良かった。

こっちに来て、印象に残った先生とかって
数学はもう全員。同じぐらい全員記憶に残りました。典
さんとか解法どんどん聞いてくれて、どんどん当てて
いって、「あ、こいつの解法の方が良いな」ってなって
悔しかったし、みんなから出ないと典さんが自分で書く
んですけど、それも思いつかなかったのも結構悔しかっ
たし、すごいそれが悔しくて、絶対誰も思いつかない解
法とかやってやろうって思って、2年目は我ながら、齋藤
創作解法みたいなのを結構作ったと思います。
典さんに見せました。で、これは良い、こっちの方が良
いねって何回か言われて、それが嬉しくて、何回も作っ
てました。
英語は、お世話になったのは朝岡先生で、すごい時間を
掛けてやってくれて、僕の頭の解答のプロセスを時間を
掛けて論理的に敷き詰めるタイプが好きで、それと朝岡
先生の1個ずつ時間を掛けてやるやり方が合っていて、す
ごいお世話になりました。直前期も国公立すごい大きな
英作文があるんですけど、それも全部朝岡先生に見ても
らって、21時ぐらいに終わるじゃないですか。21時に
なって帰ろうかってなったときにいきなり150字ぐらいの
英作持って行って添削して下さいって言って。迷惑です
ね。でホント申し訳ないなって思いながらもうでもあと
10日なんで勘弁してくれーって思いながら毎回見せに
行ってて。
ちょっと前に見せに行けばよかったんですが。ギリギリ
まで考えていて、次の日まで伸ばしたくないから、どう
してもその日に終わらせたくて見せに行ってました。受
かった後に朝岡先生に会う機会無くて、こないだ来て
「ありがとうございます」って言えてよかったです。(笑)
化学は、節田先生、池永先生、三上先生、3人。バランス
良くって感じです。問題は池永先生に結構貰ってて、暗
記するプリントとかまとめみたいなのは三上先生に、理

屈とかを聞く時は節田先生で、分けてました。結構分け
ることが多かったです。聞き方によって。数学でも同じ
問題で、これ色んなプロセス、色んな解法がありそうだ
なって思ったときは、同じ問題を色んな先生に聞いてい
ました。マックス多分7人ぐらいに聞いたことあります。
これはなんか深めれそうだなって思ったら全員に聞いて
一番これは使えると思った方法を取ったりパクってまし
た。
物理は1年目は寺澤先生の授業取ってて、その後小澤先生
の授業取ってて、どっちもすごい好きでしたね。あの二
人は話しててすごいリラックスできるので。やり方は違
います結構。寺澤先生の方がパワーで行くって感じで。
原理を中心にやるんですよ、確かに。でも計算の方法、
結局手動いた後にどういう風にやるかっての結構大事
だったんで。

マンスリーとかウィークリーはどういう位置づけにして

た
マンスリーは２年目は、マイナス50で考えていて全部。1
位結構取ったんですけど、全然自分の中では。50点引い
て考えてたんで。だから結局一回も1位取って無いんです
けど俺の中では。去年は去年でできるやつ居ましたね。
なんか入った時は結構思わなかったですけど、結果日医
の合格者の数とか見ると、結構優秀だったんだなって。
その前の年よりも優秀だったかもですね。俺カッコつけ
て、「全然、俺の一年目の時の方が頭良かったよ、ヤバ
いよ」って言ってカッコつけてたんですけど。それは
カッコ悪いですね、カッコつけちゃいました。みんな良
い所受かって良かったです。
日医11人すごいっすね。1割が代官山ですからね。媚び売
りますこれから。
土日国語と倫理があって、暗記の方が大事だと思ったか
ら。倫理はずっとノート開いていて、歩いている時間
は、移動時間は全部倫理のノート読んでいて、エレベー
ター乗る時もコンビニ行く時もずっと読んでて、二号館
で3Fから1Fに降りる時も読んでたし、ホントにずっと読
んでました。トイレにいる時も読んでて。まじで。
まあでもそんぐらいやったから入ったんですね。それが
何か力になったって信じてます。

1年目と2年目ですごい意識が変わった。
なんかものすごい鬼気の塊でしたね、2年目。毎日怖くて
怖くて。それが自分の努力で決まるものであれば覚悟で
きたんですけど。今自分がやっている勉強、努力と違う
ところでおそらく合格が決まってしまう可能性が高かっ
たので、それはなんか、努力すれば、勉強すれば消える
ものではなかったので。どんだけやってもしんどかった
ですね。
授業中もすごい真剣に受けてましたね。夏以降は全部一
番前の席で受けるようにしてて。
計トレとか最初から前だったですね。科目によって変え
てて。やっぱじっくり考えるタイプだったんで。バンバ

ン当てられるよりも、後ろでむーんふーん考えている方
が得意なので、それだと自分の時間に対する意識が低
かったので、テストもそうだし普段の勉強もそうだし、
時間意識してパンパンパンパン対応早く処理していかな
いといけないなって思ってて。それが自分の課題だと
思ってたから。やっぱ前にできるだけ行くようにして、
当てられやすくしてました。
石井先生の授業は1年目ずっと後ろで受けてて、ずーっと
後ろでむーんふーんって考えててこういうアプローチも
あるなこういうアプローチもあるなって、新しい情報を
得て確かにこういう考え方もあるなって考えていたんで
すけど。それが点になるかっていうと、なんないなって
思って。今年はもう点になることに集中しようって思っ
たんで。わざと前に来て、質問したことに対してすぐに
返せるような考え方にシフトしていこうってやってまし
た。
大分変わりました。点数でも、物理で、寺澤先生に文句
言った時がありましたね。マンスリーは1点2点で譲らな
かったんで。化学とかも結構あって。可能性低いけど、
点に貪欲で、めちゃくちゃ、良い意味で点に貪欲になっ
てたので。これで大丈夫って考え方あるでしょってすご
い譲らなくて。それで仮にダメだったとしてもそういう
のって記憶に残るから。本番で気を付けようと思うの
で。そういうやりとりも一回は行こうって思ってまし
た。ダメだったとしても良かったとしても1回、自分が
「ん？」って思ったことに対しては行って、やりとりを
やって、マンスリーは点数が上がるよりも、そのやりと
りが記憶に残ることが大事かなって思ったんで。ホント
にもうガムシャラにやってました。常に俺は一位じゃな
きゃいけないって思って今年。面接ですら周りの後追わ
ないといけないのに、学力で落ちたらどうしようもな
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いって思ってたから。学力だけは常に1位で居たかった
なって。でも最初１位だった時はマンスリー9連覇だーっ
て言ってて。俺1位9回取るからって。で5月で早速取られ
て。神武（神武航　日本医科大進学）に。めっちゃ出来
ました。俺と神武で半々くらい取った気がします。すご
い意識していたと思います。マンスリーの3日ぐらい前か
らお互い喋って無くて。ライバル意識で。結構すごかっ
たと思います。向こうも意識してくれてたと思います。
ああいう奴が一人居てくれたっていうのはデカかったで
すね。

朝から晩まで、代官山も先生も使い尽くした。
国立を受けるってなった時に、大手はやっぱり無いなっ
て思ってて。いっても知識全然無いし結局相談する相手
は絶対必要だと思ったんで医専だと思ったんです。1年目
で絶対先生は大丈夫だと思ったし、佐藤（絢飛）が普通
に信州受かってたの知ってたんで。まあ大丈夫かなって
いう。結局大丈夫でしたけど。勘が当たりました。本当
に代官山MEDICAL使い尽くしました。朝から晩まで。先
生も使いましたし。で、最高の結果が得られたんで。で
も一番最初に来たのが近畿だったんで。あれ正規でし
た。去年は面接で言われて精神的にすごいショックでア
イデンティティー崩壊みたいな感じだったんですけど。
やっぱり国立がターゲットとして一番あったので、そこ
にすごい自分の意識を持って行ったのもあるし。で、結
果自分が補欠にも入っていないってなるとショックは
ショックだけど、今受かっていたら入学金の事とかも考
えなきゃいけなくなるし、俺国公立も受けなきゃいけな
いから手間省けて良いなぐらいで終わって。日医も番号
なくて。やっぱ落ちたわ―ってなったけど、まあ入学金
払わなくて良いから結果オーライやろみたいな。
テキストはずっと配られたテキストしか使ってないで
す。国語も指定された問題集ずっと解いてました。問題
としてはそれだけです。精神的にキツかった時期とかは
常にキツかったーですねえ。夏もキツかったし、マンス
リーの点数が高くなればなるほどキツかったかな。300超
えていた時の方が結構しんどい。270、280の時の方が勉
強頑張んなきゃってなったからそっちに集中するんです
けど、330とか取っちゃうと、これもう面接じゃんって、
面接がヤバいんだよなってなっちゃうから。そうすると
どうしようもなくなっちゃうんで。そっち（面接）の時
の方が心配でしたね。

代官山MEDICAL来てなかったら
いや、受かってないと思います。てかもう一年も怪し
かったんで多分辞めてたと思いますね。受験を。振り
返ったら可能性低い戦いだったと思うので、もう一年希
望があるってなると。もっと色々話したかったんですが
俺にとって代官山って、めちゃめちゃ大きいです。学校
に行ってた記憶が小学校と代官山しかないんで。（笑）
ホントにデカいです。割合が。将来、医師になれなかっ
たら代官山で講師ですかね。あはははは（笑）何教える

んだろ。雇ってください。何かあったら。国試はそうで
すね、国公立はそこまで勉強なんかしないと思うけど、
一応ちょこちょこやっていかないとまずいんで。また気
が抜けてきて、また朝起きれなくなってきたんで。気を
入れ直して頑張ります。またここ戻ってくると代官山の
生活が、浮かびますね。確かによく思いだされます。二
号館行くと。しんどかったなあって。ホントに辛いと思
うんですけど、その辛さがやっぱり頑張れる原動力にな
るので。自分が受かった時を想像してそれを励みに頑
張ってほしいなって思います。本当に応援してます。本
当に頑張って欲しい。

高校出てからの予備校遍歴
高校は定時制でなくて通信制。全学の偏差値この間調べ
たんですけど46とかなんで。私立です。サッカーが強い
学校で。サッカーだけが全国屈指なんですけど。鹿島学
園の盛岡校があるんですよ。それの一期生なんですけ
ど。僕は。高卒の資格をとってから代ゼミ行ってから別
の渋谷の医系予備校行って代官山に来たって感じです。
そうですね。浪人としてやったのは3年ですけど。その別
の医系予備校も正直やってないんですよね。行ってな
い。後半行ってない。そこすごい縛るっていうのが特徴
で、でも実績が出てないんで、中に居る奴らから聞くと
どんどんすごい勢いで人が減っていっているみたいな。
毎年毎年、かなり減っているっていうのを聞きました。
僕通信で医系予備校行くって前に、何個か実際に回った
んですけど、やっぱりもう門前払いが多かったですね。
四浪相当で、通信制で、当時周期表って言葉も知らなく
て、いやまあ無理じゃないのみたいな。とりあえず3月ぐ
らいに話聞きに行こうとしたんですけどそれすらも拒絶
されたりしましたね。
でも1年前で私立に悉くボロクソにやられました。面接で
すね。全部2次試験落ちて、石井先生と山室先生とダブル
で面接って。俺はあの時のことは忘れないです。俺すご
い泣いてて、鼻水いっぱい出てて。もう大号泣でした。
鼻水たれているの分かってティッシュ貰って、石井先生
入ってこられて。一応岩手医科の歯学部は受かってたん
で。行くか行かないかみたいな。ギリギリまで迷ってま
したけど。自分がそもそも親に反抗するのがよくありま
せんでした。そうです、完全に若気の至りです。面接で
もなんでって言われたら若気の至りですとしか言いよう
が無くて。今は大丈夫ですって言っても向こうは信用し
てくれない。医学部によっては結構エグイ。君は6年間持
たないでしょとか言われて。そう言われてもなあみたい
な。持つか持たないか試してみませんかって言おうと思
いました(笑)。

名市か長崎か？
すっげえ山室先生と考えましたよね。出願する時に。俺
はこんだけいっぱい取ったのに失敗したくなかった。で
も、水物だし試験って。コケたら終了ですからね。たま
たま結果的に数学142/150取れているから良かったけど。
もしコケたら目も当てられない。だから、すっげえ考え
てくれて。で、先生一回本館戻ってもう一回2号館来てく
れたと思うんです、あの時。あの奥の、三階の奥の自習
席で。リサーチとか。確か河合と駿台で真逆に出ちゃっ
て。それも迷って。確か駿台の方が名市OK、河合が長崎
OK。出願は2月1日まででした。1月30日ぐらいまで迷っ
て、でも長崎に出すんだったらもうこの日に出さなきゃ
いけないみたいな。遠いから。必着だし。なんでもう30
で決めなきゃいけない。でもホント午後まで迷って、郵
便局しまるギリギリまで迷って、やっぱ名市かなって
なって、1年間名市だったし。山室先生も名市って言って
たし。結果的には本当に初志貫徹して良かった。

こっちに来て、印象に残った先生とかって
数学はもう全員。同じぐらい全員記憶に残りました。典
さんとか解法どんどん聞いてくれて、どんどん当てて
いって、「あ、こいつの解法の方が良いな」ってなって
悔しかったし、みんなから出ないと典さんが自分で書く
んですけど、それも思いつかなかったのも結構悔しかっ
たし、すごいそれが悔しくて、絶対誰も思いつかない解
法とかやってやろうって思って、2年目は我ながら、齋藤
創作解法みたいなのを結構作ったと思います。
典さんに見せました。で、これは良い、こっちの方が良
いねって何回か言われて、それが嬉しくて、何回も作っ
てました。
英語は、お世話になったのは朝岡先生で、すごい時間を
掛けてやってくれて、僕の頭の解答のプロセスを時間を
掛けて論理的に敷き詰めるタイプが好きで、それと朝岡
先生の1個ずつ時間を掛けてやるやり方が合っていて、す
ごいお世話になりました。直前期も国公立すごい大きな
英作文があるんですけど、それも全部朝岡先生に見ても
らって、21時ぐらいに終わるじゃないですか。21時に
なって帰ろうかってなったときにいきなり150字ぐらいの
英作持って行って添削して下さいって言って。迷惑です
ね。でホント申し訳ないなって思いながらもうでもあと
10日なんで勘弁してくれーって思いながら毎回見せに
行ってて。
ちょっと前に見せに行けばよかったんですが。ギリギリ
まで考えていて、次の日まで伸ばしたくないから、どう
してもその日に終わらせたくて見せに行ってました。受
かった後に朝岡先生に会う機会無くて、こないだ来て
「ありがとうございます」って言えてよかったです。(笑)
化学は、節田先生、池永先生、三上先生、3人。バランス
良くって感じです。問題は池永先生に結構貰ってて、暗
記するプリントとかまとめみたいなのは三上先生に、理

屈とかを聞く時は節田先生で、分けてました。結構分け
ることが多かったです。聞き方によって。数学でも同じ
問題で、これ色んなプロセス、色んな解法がありそうだ
なって思ったときは、同じ問題を色んな先生に聞いてい
ました。マックス多分7人ぐらいに聞いたことあります。
これはなんか深めれそうだなって思ったら全員に聞いて
一番これは使えると思った方法を取ったりパクってまし
た。
物理は1年目は寺澤先生の授業取ってて、その後小澤先生
の授業取ってて、どっちもすごい好きでしたね。あの二
人は話しててすごいリラックスできるので。やり方は違
います結構。寺澤先生の方がパワーで行くって感じで。
原理を中心にやるんですよ、確かに。でも計算の方法、
結局手動いた後にどういう風にやるかっての結構大事
だったんで。

マンスリーとかウィークリーはどういう位置づけにして

た
マンスリーは２年目は、マイナス50で考えていて全部。1
位結構取ったんですけど、全然自分の中では。50点引い
て考えてたんで。だから結局一回も1位取って無いんです
けど俺の中では。去年は去年でできるやつ居ましたね。
なんか入った時は結構思わなかったですけど、結果日医
の合格者の数とか見ると、結構優秀だったんだなって。
その前の年よりも優秀だったかもですね。俺カッコつけ
て、「全然、俺の一年目の時の方が頭良かったよ、ヤバ
いよ」って言ってカッコつけてたんですけど。それは
カッコ悪いですね、カッコつけちゃいました。みんな良
い所受かって良かったです。
日医11人すごいっすね。1割が代官山ですからね。媚び売
りますこれから。
土日国語と倫理があって、暗記の方が大事だと思ったか
ら。倫理はずっとノート開いていて、歩いている時間
は、移動時間は全部倫理のノート読んでいて、エレベー
ター乗る時もコンビニ行く時もずっと読んでて、二号館
で3Fから1Fに降りる時も読んでたし、ホントにずっと読
んでました。トイレにいる時も読んでて。まじで。
まあでもそんぐらいやったから入ったんですね。それが
何か力になったって信じてます。

1年目と2年目ですごい意識が変わった。
なんかものすごい鬼気の塊でしたね、2年目。毎日怖くて
怖くて。それが自分の努力で決まるものであれば覚悟で
きたんですけど。今自分がやっている勉強、努力と違う
ところでおそらく合格が決まってしまう可能性が高かっ
たので、それはなんか、努力すれば、勉強すれば消える
ものではなかったので。どんだけやってもしんどかった
ですね。
授業中もすごい真剣に受けてましたね。夏以降は全部一
番前の席で受けるようにしてて。
計トレとか最初から前だったですね。科目によって変え
てて。やっぱじっくり考えるタイプだったんで。バンバ

ン当てられるよりも、後ろでむーんふーん考えている方
が得意なので、それだと自分の時間に対する意識が低
かったので、テストもそうだし普段の勉強もそうだし、
時間意識してパンパンパンパン対応早く処理していかな
いといけないなって思ってて。それが自分の課題だと
思ってたから。やっぱ前にできるだけ行くようにして、
当てられやすくしてました。
石井先生の授業は1年目ずっと後ろで受けてて、ずーっと
後ろでむーんふーんって考えててこういうアプローチも
あるなこういうアプローチもあるなって、新しい情報を
得て確かにこういう考え方もあるなって考えていたんで
すけど。それが点になるかっていうと、なんないなって
思って。今年はもう点になることに集中しようって思っ
たんで。わざと前に来て、質問したことに対してすぐに
返せるような考え方にシフトしていこうってやってまし
た。
大分変わりました。点数でも、物理で、寺澤先生に文句
言った時がありましたね。マンスリーは1点2点で譲らな
かったんで。化学とかも結構あって。可能性低いけど、
点に貪欲で、めちゃくちゃ、良い意味で点に貪欲になっ
てたので。これで大丈夫って考え方あるでしょってすご
い譲らなくて。それで仮にダメだったとしてもそういう
のって記憶に残るから。本番で気を付けようと思うの
で。そういうやりとりも一回は行こうって思ってまし
た。ダメだったとしても良かったとしても1回、自分が
「ん？」って思ったことに対しては行って、やりとりを
やって、マンスリーは点数が上がるよりも、そのやりと
りが記憶に残ることが大事かなって思ったんで。ホント
にもうガムシャラにやってました。常に俺は一位じゃな
きゃいけないって思って今年。面接ですら周りの後追わ
ないといけないのに、学力で落ちたらどうしようもな
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いって思ってたから。学力だけは常に1位で居たかった
なって。でも最初１位だった時はマンスリー9連覇だーっ
て言ってて。俺1位9回取るからって。で5月で早速取られ
て。神武（神武航　日本医科大進学）に。めっちゃ出来
ました。俺と神武で半々くらい取った気がします。すご
い意識していたと思います。マンスリーの3日ぐらい前か
らお互い喋って無くて。ライバル意識で。結構すごかっ
たと思います。向こうも意識してくれてたと思います。
ああいう奴が一人居てくれたっていうのはデカかったで
すね。

朝から晩まで、代官山も先生も使い尽くした。
国立を受けるってなった時に、大手はやっぱり無いなっ
て思ってて。いっても知識全然無いし結局相談する相手
は絶対必要だと思ったんで医専だと思ったんです。1年目
で絶対先生は大丈夫だと思ったし、佐藤（絢飛）が普通
に信州受かってたの知ってたんで。まあ大丈夫かなって
いう。結局大丈夫でしたけど。勘が当たりました。本当
に代官山MEDICAL使い尽くしました。朝から晩まで。先
生も使いましたし。で、最高の結果が得られたんで。で
も一番最初に来たのが近畿だったんで。あれ正規でし
た。去年は面接で言われて精神的にすごいショックでア
イデンティティー崩壊みたいな感じだったんですけど。
やっぱり国立がターゲットとして一番あったので、そこ
にすごい自分の意識を持って行ったのもあるし。で、結
果自分が補欠にも入っていないってなるとショックは
ショックだけど、今受かっていたら入学金の事とかも考
えなきゃいけなくなるし、俺国公立も受けなきゃいけな
いから手間省けて良いなぐらいで終わって。日医も番号
なくて。やっぱ落ちたわ―ってなったけど、まあ入学金
払わなくて良いから結果オーライやろみたいな。
テキストはずっと配られたテキストしか使ってないで
す。国語も指定された問題集ずっと解いてました。問題
としてはそれだけです。精神的にキツかった時期とかは
常にキツかったーですねえ。夏もキツかったし、マンス
リーの点数が高くなればなるほどキツかったかな。300超
えていた時の方が結構しんどい。270、280の時の方が勉
強頑張んなきゃってなったからそっちに集中するんです
けど、330とか取っちゃうと、これもう面接じゃんって、
面接がヤバいんだよなってなっちゃうから。そうすると
どうしようもなくなっちゃうんで。そっち（面接）の時
の方が心配でしたね。

代官山MEDICAL来てなかったら
いや、受かってないと思います。てかもう一年も怪し
かったんで多分辞めてたと思いますね。受験を。振り
返ったら可能性低い戦いだったと思うので、もう一年希
望があるってなると。もっと色々話したかったんですが
俺にとって代官山って、めちゃめちゃ大きいです。学校
に行ってた記憶が小学校と代官山しかないんで。（笑）
ホントにデカいです。割合が。将来、医師になれなかっ
たら代官山で講師ですかね。あはははは（笑）何教える

んだろ。雇ってください。何かあったら。国試はそうで
すね、国公立はそこまで勉強なんかしないと思うけど、
一応ちょこちょこやっていかないとまずいんで。また気
が抜けてきて、また朝起きれなくなってきたんで。気を
入れ直して頑張ります。またここ戻ってくると代官山の
生活が、浮かびますね。確かによく思いだされます。二
号館行くと。しんどかったなあって。ホントに辛いと思
うんですけど、その辛さがやっぱり頑張れる原動力にな
るので。自分が受かった時を想像してそれを励みに頑
張ってほしいなって思います。本当に応援してます。本
当に頑張って欲しい。

高校出てからの予備校遍歴
高校は定時制でなくて通信制。全学の偏差値この間調べ
たんですけど46とかなんで。私立です。サッカーが強い
学校で。サッカーだけが全国屈指なんですけど。鹿島学
園の盛岡校があるんですよ。それの一期生なんですけ
ど。僕は。高卒の資格をとってから代ゼミ行ってから別
の渋谷の医系予備校行って代官山に来たって感じです。
そうですね。浪人としてやったのは3年ですけど。その別
の医系予備校も正直やってないんですよね。行ってな
い。後半行ってない。そこすごい縛るっていうのが特徴
で、でも実績が出てないんで、中に居る奴らから聞くと
どんどんすごい勢いで人が減っていっているみたいな。
毎年毎年、かなり減っているっていうのを聞きました。
僕通信で医系予備校行くって前に、何個か実際に回った
んですけど、やっぱりもう門前払いが多かったですね。
四浪相当で、通信制で、当時周期表って言葉も知らなく
て、いやまあ無理じゃないのみたいな。とりあえず3月ぐ
らいに話聞きに行こうとしたんですけどそれすらも拒絶
されたりしましたね。
でも1年前で私立に悉くボロクソにやられました。面接で
すね。全部2次試験落ちて、石井先生と山室先生とダブル
で面接って。俺はあの時のことは忘れないです。俺すご
い泣いてて、鼻水いっぱい出てて。もう大号泣でした。
鼻水たれているの分かってティッシュ貰って、石井先生
入ってこられて。一応岩手医科の歯学部は受かってたん
で。行くか行かないかみたいな。ギリギリまで迷ってま
したけど。自分がそもそも親に反抗するのがよくありま
せんでした。そうです、完全に若気の至りです。面接で
もなんでって言われたら若気の至りですとしか言いよう
が無くて。今は大丈夫ですって言っても向こうは信用し
てくれない。医学部によっては結構エグイ。君は6年間持
たないでしょとか言われて。そう言われてもなあみたい
な。持つか持たないか試してみませんかって言おうと思
いました(笑)。

名市か長崎か？
すっげえ山室先生と考えましたよね。出願する時に。俺
はこんだけいっぱい取ったのに失敗したくなかった。で
も、水物だし試験って。コケたら終了ですからね。たま
たま結果的に数学142/150取れているから良かったけど。
もしコケたら目も当てられない。だから、すっげえ考え
てくれて。で、先生一回本館戻ってもう一回2号館来てく
れたと思うんです、あの時。あの奥の、三階の奥の自習
席で。リサーチとか。確か河合と駿台で真逆に出ちゃっ
て。それも迷って。確か駿台の方が名市OK、河合が長崎
OK。出願は2月1日まででした。1月30日ぐらいまで迷っ
て、でも長崎に出すんだったらもうこの日に出さなきゃ
いけないみたいな。遠いから。必着だし。なんでもう30
で決めなきゃいけない。でもホント午後まで迷って、郵
便局しまるギリギリまで迷って、やっぱ名市かなって
なって、1年間名市だったし。山室先生も名市って言って
たし。結果的には本当に初志貫徹して良かった。

こっちに来て、印象に残った先生とかって
数学はもう全員。同じぐらい全員記憶に残りました。典
さんとか解法どんどん聞いてくれて、どんどん当てて
いって、「あ、こいつの解法の方が良いな」ってなって
悔しかったし、みんなから出ないと典さんが自分で書く
んですけど、それも思いつかなかったのも結構悔しかっ
たし、すごいそれが悔しくて、絶対誰も思いつかない解
法とかやってやろうって思って、2年目は我ながら、齋藤
創作解法みたいなのを結構作ったと思います。
典さんに見せました。で、これは良い、こっちの方が良
いねって何回か言われて、それが嬉しくて、何回も作っ
てました。
英語は、お世話になったのは朝岡先生で、すごい時間を
掛けてやってくれて、僕の頭の解答のプロセスを時間を
掛けて論理的に敷き詰めるタイプが好きで、それと朝岡
先生の1個ずつ時間を掛けてやるやり方が合っていて、す
ごいお世話になりました。直前期も国公立すごい大きな
英作文があるんですけど、それも全部朝岡先生に見ても
らって、21時ぐらいに終わるじゃないですか。21時に
なって帰ろうかってなったときにいきなり150字ぐらいの
英作持って行って添削して下さいって言って。迷惑です
ね。でホント申し訳ないなって思いながらもうでもあと
10日なんで勘弁してくれーって思いながら毎回見せに
行ってて。
ちょっと前に見せに行けばよかったんですが。ギリギリ
まで考えていて、次の日まで伸ばしたくないから、どう
してもその日に終わらせたくて見せに行ってました。受
かった後に朝岡先生に会う機会無くて、こないだ来て
「ありがとうございます」って言えてよかったです。(笑)
化学は、節田先生、池永先生、三上先生、3人。バランス
良くって感じです。問題は池永先生に結構貰ってて、暗
記するプリントとかまとめみたいなのは三上先生に、理

屈とかを聞く時は節田先生で、分けてました。結構分け
ることが多かったです。聞き方によって。数学でも同じ
問題で、これ色んなプロセス、色んな解法がありそうだ
なって思ったときは、同じ問題を色んな先生に聞いてい
ました。マックス多分7人ぐらいに聞いたことあります。
これはなんか深めれそうだなって思ったら全員に聞いて
一番これは使えると思った方法を取ったりパクってまし
た。
物理は1年目は寺澤先生の授業取ってて、その後小澤先生
の授業取ってて、どっちもすごい好きでしたね。あの二
人は話しててすごいリラックスできるので。やり方は違
います結構。寺澤先生の方がパワーで行くって感じで。
原理を中心にやるんですよ、確かに。でも計算の方法、
結局手動いた後にどういう風にやるかっての結構大事
だったんで。

マンスリーとかウィークリーはどういう位置づけにして

た
マンスリーは２年目は、マイナス50で考えていて全部。1
位結構取ったんですけど、全然自分の中では。50点引い
て考えてたんで。だから結局一回も1位取って無いんです
けど俺の中では。去年は去年でできるやつ居ましたね。
なんか入った時は結構思わなかったですけど、結果日医
の合格者の数とか見ると、結構優秀だったんだなって。
その前の年よりも優秀だったかもですね。俺カッコつけ
て、「全然、俺の一年目の時の方が頭良かったよ、ヤバ
いよ」って言ってカッコつけてたんですけど。それは
カッコ悪いですね、カッコつけちゃいました。みんな良
い所受かって良かったです。
日医11人すごいっすね。1割が代官山ですからね。媚び売
りますこれから。
土日国語と倫理があって、暗記の方が大事だと思ったか
ら。倫理はずっとノート開いていて、歩いている時間
は、移動時間は全部倫理のノート読んでいて、エレベー
ター乗る時もコンビニ行く時もずっと読んでて、二号館
で3Fから1Fに降りる時も読んでたし、ホントにずっと読
んでました。トイレにいる時も読んでて。まじで。
まあでもそんぐらいやったから入ったんですね。それが
何か力になったって信じてます。

1年目と2年目ですごい意識が変わった。
なんかものすごい鬼気の塊でしたね、2年目。毎日怖くて
怖くて。それが自分の努力で決まるものであれば覚悟で
きたんですけど。今自分がやっている勉強、努力と違う
ところでおそらく合格が決まってしまう可能性が高かっ
たので、それはなんか、努力すれば、勉強すれば消える
ものではなかったので。どんだけやってもしんどかった
ですね。
授業中もすごい真剣に受けてましたね。夏以降は全部一
番前の席で受けるようにしてて。
計トレとか最初から前だったですね。科目によって変え
てて。やっぱじっくり考えるタイプだったんで。バンバ

ン当てられるよりも、後ろでむーんふーん考えている方
が得意なので、それだと自分の時間に対する意識が低
かったので、テストもそうだし普段の勉強もそうだし、
時間意識してパンパンパンパン対応早く処理していかな
いといけないなって思ってて。それが自分の課題だと
思ってたから。やっぱ前にできるだけ行くようにして、
当てられやすくしてました。
石井先生の授業は1年目ずっと後ろで受けてて、ずーっと
後ろでむーんふーんって考えててこういうアプローチも
あるなこういうアプローチもあるなって、新しい情報を
得て確かにこういう考え方もあるなって考えていたんで
すけど。それが点になるかっていうと、なんないなって
思って。今年はもう点になることに集中しようって思っ
たんで。わざと前に来て、質問したことに対してすぐに
返せるような考え方にシフトしていこうってやってまし
た。
大分変わりました。点数でも、物理で、寺澤先生に文句
言った時がありましたね。マンスリーは1点2点で譲らな
かったんで。化学とかも結構あって。可能性低いけど、
点に貪欲で、めちゃくちゃ、良い意味で点に貪欲になっ
てたので。これで大丈夫って考え方あるでしょってすご
い譲らなくて。それで仮にダメだったとしてもそういう
のって記憶に残るから。本番で気を付けようと思うの
で。そういうやりとりも一回は行こうって思ってまし
た。ダメだったとしても良かったとしても1回、自分が
「ん？」って思ったことに対しては行って、やりとりを
やって、マンスリーは点数が上がるよりも、そのやりと
りが記憶に残ることが大事かなって思ったんで。ホント
にもうガムシャラにやってました。常に俺は一位じゃな
きゃいけないって思って今年。面接ですら周りの後追わ
ないといけないのに、学力で落ちたらどうしようもな
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いって思ってたから。学力だけは常に1位で居たかった
なって。でも最初１位だった時はマンスリー9連覇だーっ
て言ってて。俺1位9回取るからって。で5月で早速取られ
て。神武（神武航　日本医科大進学）に。めっちゃ出来
ました。俺と神武で半々くらい取った気がします。すご
い意識していたと思います。マンスリーの3日ぐらい前か
らお互い喋って無くて。ライバル意識で。結構すごかっ
たと思います。向こうも意識してくれてたと思います。
ああいう奴が一人居てくれたっていうのはデカかったで
すね。

朝から晩まで、代官山も先生も使い尽くした。
国立を受けるってなった時に、大手はやっぱり無いなっ
て思ってて。いっても知識全然無いし結局相談する相手
は絶対必要だと思ったんで医専だと思ったんです。1年目
で絶対先生は大丈夫だと思ったし、佐藤（絢飛）が普通
に信州受かってたの知ってたんで。まあ大丈夫かなって
いう。結局大丈夫でしたけど。勘が当たりました。本当
に代官山MEDICAL使い尽くしました。朝から晩まで。先
生も使いましたし。で、最高の結果が得られたんで。で
も一番最初に来たのが近畿だったんで。あれ正規でし
た。去年は面接で言われて精神的にすごいショックでア
イデンティティー崩壊みたいな感じだったんですけど。
やっぱり国立がターゲットとして一番あったので、そこ
にすごい自分の意識を持って行ったのもあるし。で、結
果自分が補欠にも入っていないってなるとショックは
ショックだけど、今受かっていたら入学金の事とかも考
えなきゃいけなくなるし、俺国公立も受けなきゃいけな
いから手間省けて良いなぐらいで終わって。日医も番号
なくて。やっぱ落ちたわ―ってなったけど、まあ入学金
払わなくて良いから結果オーライやろみたいな。
テキストはずっと配られたテキストしか使ってないで
す。国語も指定された問題集ずっと解いてました。問題
としてはそれだけです。精神的にキツかった時期とかは
常にキツかったーですねえ。夏もキツかったし、マンス
リーの点数が高くなればなるほどキツかったかな。300超
えていた時の方が結構しんどい。270、280の時の方が勉
強頑張んなきゃってなったからそっちに集中するんです
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面接がヤバいんだよなってなっちゃうから。そうすると
どうしようもなくなっちゃうんで。そっち（面接）の時
の方が心配でしたね。
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んでました。トイレにいる時も読んでて。まじで。
まあでもそんぐらいやったから入ったんですね。それが
何か力になったって信じてます。

1年目と2年目ですごい意識が変わった。
なんかものすごい鬼気の塊でしたね、2年目。毎日怖くて
怖くて。それが自分の努力で決まるものであれば覚悟で
きたんですけど。今自分がやっている勉強、努力と違う
ところでおそらく合格が決まってしまう可能性が高かっ
たので、それはなんか、努力すれば、勉強すれば消える
ものではなかったので。どんだけやってもしんどかった
ですね。
授業中もすごい真剣に受けてましたね。夏以降は全部一
番前の席で受けるようにしてて。
計トレとか最初から前だったですね。科目によって変え
てて。やっぱじっくり考えるタイプだったんで。バンバ

ン当てられるよりも、後ろでむーんふーん考えている方
が得意なので、それだと自分の時間に対する意識が低
かったので、テストもそうだし普段の勉強もそうだし、
時間意識してパンパンパンパン対応早く処理していかな
いといけないなって思ってて。それが自分の課題だと
思ってたから。やっぱ前にできるだけ行くようにして、
当てられやすくしてました。
石井先生の授業は1年目ずっと後ろで受けてて、ずーっと
後ろでむーんふーんって考えててこういうアプローチも
あるなこういうアプローチもあるなって、新しい情報を
得て確かにこういう考え方もあるなって考えていたんで
すけど。それが点になるかっていうと、なんないなって
思って。今年はもう点になることに集中しようって思っ
たんで。わざと前に来て、質問したことに対してすぐに
返せるような考え方にシフトしていこうってやってまし
た。
大分変わりました。点数でも、物理で、寺澤先生に文句
言った時がありましたね。マンスリーは1点2点で譲らな
かったんで。化学とかも結構あって。可能性低いけど、
点に貪欲で、めちゃくちゃ、良い意味で点に貪欲になっ
てたので。これで大丈夫って考え方あるでしょってすご
い譲らなくて。それで仮にダメだったとしてもそういう
のって記憶に残るから。本番で気を付けようと思うの
で。そういうやりとりも一回は行こうって思ってまし
た。ダメだったとしても良かったとしても1回、自分が
「ん？」って思ったことに対しては行って、やりとりを
やって、マンスリーは点数が上がるよりも、そのやりと
りが記憶に残ることが大事かなって思ったんで。ホント
にもうガムシャラにやってました。常に俺は一位じゃな
きゃいけないって思って今年。面接ですら周りの後追わ
ないといけないのに、学力で落ちたらどうしようもな
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いって思ってたから。学力だけは常に1位で居たかった
なって。でも最初１位だった時はマンスリー9連覇だーっ
て言ってて。俺1位9回取るからって。で5月で早速取られ
て。神武（神武航　日本医科大進学）に。めっちゃ出来
ました。俺と神武で半々くらい取った気がします。すご
い意識していたと思います。マンスリーの3日ぐらい前か
らお互い喋って無くて。ライバル意識で。結構すごかっ
たと思います。向こうも意識してくれてたと思います。
ああいう奴が一人居てくれたっていうのはデカかったで
すね。

朝から晩まで、代官山も先生も使い尽くした。
国立を受けるってなった時に、大手はやっぱり無いなっ
て思ってて。いっても知識全然無いし結局相談する相手
は絶対必要だと思ったんで医専だと思ったんです。1年目
で絶対先生は大丈夫だと思ったし、佐藤（絢飛）が普通
に信州受かってたの知ってたんで。まあ大丈夫かなって
いう。結局大丈夫でしたけど。勘が当たりました。本当
に代官山MEDICAL使い尽くしました。朝から晩まで。先
生も使いましたし。で、最高の結果が得られたんで。で
も一番最初に来たのが近畿だったんで。あれ正規でし
た。去年は面接で言われて精神的にすごいショックでア
イデンティティー崩壊みたいな感じだったんですけど。
やっぱり国立がターゲットとして一番あったので、そこ
にすごい自分の意識を持って行ったのもあるし。で、結
果自分が補欠にも入っていないってなるとショックは
ショックだけど、今受かっていたら入学金の事とかも考
えなきゃいけなくなるし、俺国公立も受けなきゃいけな
いから手間省けて良いなぐらいで終わって。日医も番号
なくて。やっぱ落ちたわ―ってなったけど、まあ入学金
払わなくて良いから結果オーライやろみたいな。
テキストはずっと配られたテキストしか使ってないで
す。国語も指定された問題集ずっと解いてました。問題
としてはそれだけです。精神的にキツかった時期とかは
常にキツかったーですねえ。夏もキツかったし、マンス
リーの点数が高くなればなるほどキツかったかな。300超
えていた時の方が結構しんどい。270、280の時の方が勉
強頑張んなきゃってなったからそっちに集中するんです
けど、330とか取っちゃうと、これもう面接じゃんって、
面接がヤバいんだよなってなっちゃうから。そうすると
どうしようもなくなっちゃうんで。そっち（面接）の時
の方が心配でしたね。

代官山MEDICAL来てなかったら
いや、受かってないと思います。てかもう一年も怪し
かったんで多分辞めてたと思いますね。受験を。振り
返ったら可能性低い戦いだったと思うので、もう一年希
望があるってなると。もっと色々話したかったんですが
俺にとって代官山って、めちゃめちゃ大きいです。学校
に行ってた記憶が小学校と代官山しかないんで。（笑）
ホントにデカいです。割合が。将来、医師になれなかっ
たら代官山で講師ですかね。あはははは（笑）何教える

んだろ。雇ってください。何かあったら。国試はそうで
すね、国公立はそこまで勉強なんかしないと思うけど、
一応ちょこちょこやっていかないとまずいんで。また気
が抜けてきて、また朝起きれなくなってきたんで。気を
入れ直して頑張ります。またここ戻ってくると代官山の
生活が、浮かびますね。確かによく思いだされます。二
号館行くと。しんどかったなあって。ホントに辛いと思
うんですけど、その辛さがやっぱり頑張れる原動力にな
るので。自分が受かった時を想像してそれを励みに頑
張ってほしいなって思います。本当に応援してます。本
当に頑張って欲しい。
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高校出てからの予備校遍歴
高校は定時制でなくて通信制。全学の偏差値この間調べ
たんですけど46とかなんで。私立です。サッカーが強い
学校で。サッカーだけが全国屈指なんですけど。鹿島学
園の盛岡校があるんですよ。それの一期生なんですけ
ど。僕は。高卒の資格をとってから代ゼミ行ってから別
の渋谷の医系予備校行って代官山に来たって感じです。
そうですね。浪人としてやったのは3年ですけど。その別
の医系予備校も正直やってないんですよね。行ってな
い。後半行ってない。そこすごい縛るっていうのが特徴
で、でも実績が出てないんで、中に居る奴らから聞くと
どんどんすごい勢いで人が減っていっているみたいな。
毎年毎年、かなり減っているっていうのを聞きました。
僕通信で医系予備校行くって前に、何個か実際に回った
んですけど、やっぱりもう門前払いが多かったですね。
四浪相当で、通信制で、当時周期表って言葉も知らなく
て、いやまあ無理じゃないのみたいな。とりあえず3月ぐ
らいに話聞きに行こうとしたんですけどそれすらも拒絶
されたりしましたね。
でも1年前で私立に悉くボロクソにやられました。面接で
すね。全部2次試験落ちて、石井先生と山室先生とダブル
で面接って。俺はあの時のことは忘れないです。俺すご
い泣いてて、鼻水いっぱい出てて。もう大号泣でした。
鼻水たれているの分かってティッシュ貰って、石井先生
入ってこられて。一応岩手医科の歯学部は受かってたん
で。行くか行かないかみたいな。ギリギリまで迷ってま
したけど。自分がそもそも親に反抗するのがよくありま
せんでした。そうです、完全に若気の至りです。面接で
もなんでって言われたら若気の至りですとしか言いよう
が無くて。今は大丈夫ですって言っても向こうは信用し
てくれない。医学部によっては結構エグイ。君は6年間持
たないでしょとか言われて。そう言われてもなあみたい
な。持つか持たないか試してみませんかって言おうと思
いました(笑)。

名市か長崎か？
すっげえ山室先生と考えましたよね。出願する時に。俺
はこんだけいっぱい取ったのに失敗したくなかった。で
も、水物だし試験って。コケたら終了ですからね。たま
たま結果的に数学142/150取れているから良かったけど。
もしコケたら目も当てられない。だから、すっげえ考え
てくれて。で、先生一回本館戻ってもう一回2号館来てく
れたと思うんです、あの時。あの奥の、三階の奥の自習
席で。リサーチとか。確か河合と駿台で真逆に出ちゃっ
て。それも迷って。確か駿台の方が名市OK、河合が長崎
OK。出願は2月1日まででした。1月30日ぐらいまで迷っ
て、でも長崎に出すんだったらもうこの日に出さなきゃ
いけないみたいな。遠いから。必着だし。なんでもう30
で決めなきゃいけない。でもホント午後まで迷って、郵
便局しまるギリギリまで迷って、やっぱ名市かなって
なって、1年間名市だったし。山室先生も名市って言って
たし。結果的には本当に初志貫徹して良かった。

こっちに来て、印象に残った先生とかって
数学はもう全員。同じぐらい全員記憶に残りました。典
さんとか解法どんどん聞いてくれて、どんどん当てて
いって、「あ、こいつの解法の方が良いな」ってなって
悔しかったし、みんなから出ないと典さんが自分で書く
んですけど、それも思いつかなかったのも結構悔しかっ
たし、すごいそれが悔しくて、絶対誰も思いつかない解
法とかやってやろうって思って、2年目は我ながら、齋藤
創作解法みたいなのを結構作ったと思います。
典さんに見せました。で、これは良い、こっちの方が良
いねって何回か言われて、それが嬉しくて、何回も作っ
てました。
英語は、お世話になったのは朝岡先生で、すごい時間を
掛けてやってくれて、僕の頭の解答のプロセスを時間を
掛けて論理的に敷き詰めるタイプが好きで、それと朝岡
先生の1個ずつ時間を掛けてやるやり方が合っていて、す
ごいお世話になりました。直前期も国公立すごい大きな
英作文があるんですけど、それも全部朝岡先生に見ても
らって、21時ぐらいに終わるじゃないですか。21時に
なって帰ろうかってなったときにいきなり150字ぐらいの
英作持って行って添削して下さいって言って。迷惑です
ね。でホント申し訳ないなって思いながらもうでもあと
10日なんで勘弁してくれーって思いながら毎回見せに
行ってて。
ちょっと前に見せに行けばよかったんですが。ギリギリ
まで考えていて、次の日まで伸ばしたくないから、どう
してもその日に終わらせたくて見せに行ってました。受
かった後に朝岡先生に会う機会無くて、こないだ来て
「ありがとうございます」って言えてよかったです。(笑)
化学は、節田先生、池永先生、三上先生、3人。バランス
良くって感じです。問題は池永先生に結構貰ってて、暗
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屈とかを聞く時は節田先生で、分けてました。結構分け
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た。
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の合格者の数とか見ると、結構優秀だったんだなって。
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んでました。トイレにいる時も読んでて。まじで。
まあでもそんぐらいやったから入ったんですね。それが
何か力になったって信じてます。
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たので、それはなんか、努力すれば、勉強すれば消える
ものではなかったので。どんだけやってもしんどかった
ですね。
授業中もすごい真剣に受けてましたね。夏以降は全部一
番前の席で受けるようにしてて。
計トレとか最初から前だったですね。科目によって変え
てて。やっぱじっくり考えるタイプだったんで。バンバ

ン当てられるよりも、後ろでむーんふーん考えている方
が得意なので、それだと自分の時間に対する意識が低
かったので、テストもそうだし普段の勉強もそうだし、
時間意識してパンパンパンパン対応早く処理していかな
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後ろでむーんふーんって考えててこういうアプローチも
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すけど。それが点になるかっていうと、なんないなって
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たんで。わざと前に来て、質問したことに対してすぐに
返せるような考え方にシフトしていこうってやってまし
た。
大分変わりました。点数でも、物理で、寺澤先生に文句
言った時がありましたね。マンスリーは1点2点で譲らな
かったんで。化学とかも結構あって。可能性低いけど、
点に貪欲で、めちゃくちゃ、良い意味で点に貪欲になっ
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すね。

朝から晩まで、代官山も先生も使い尽くした。
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常にキツかったーですねえ。夏もキツかったし、マンス
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すね、国公立はそこまで勉強なんかしないと思うけど、
一応ちょこちょこやっていかないとまずいんで。また気
が抜けてきて、また朝起きれなくなってきたんで。気を
入れ直して頑張ります。またここ戻ってくると代官山の
生活が、浮かびますね。確かによく思いだされます。二
号館行くと。しんどかったなあって。ホントに辛いと思
うんですけど、その辛さがやっぱり頑張れる原動力にな
るので。自分が受かった時を想像してそれを励みに頑
張ってほしいなって思います。本当に応援してます。本
当に頑張って欲しい。
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現役の時、昭和の成績開示したら、

高校出てからの予備校遍歴
高校は定時制でなくて通信制。全学の偏差値この間調べ
たんですけど46とかなんで。私立です。サッカーが強い
学校で。サッカーだけが全国屈指なんですけど。鹿島学
園の盛岡校があるんですよ。それの一期生なんですけ
ど。僕は。高卒の資格をとってから代ゼミ行ってから別
の渋谷の医系予備校行って代官山に来たって感じです。
そうですね。浪人としてやったのは3年ですけど。その別
の医系予備校も正直やってないんですよね。行ってな
い。後半行ってない。そこすごい縛るっていうのが特徴
で、でも実績が出てないんで、中に居る奴らから聞くと
どんどんすごい勢いで人が減っていっているみたいな。
毎年毎年、かなり減っているっていうのを聞きました。
僕通信で医系予備校行くって前に、何個か実際に回った
んですけど、やっぱりもう門前払いが多かったですね。
四浪相当で、通信制で、当時周期表って言葉も知らなく
て、いやまあ無理じゃないのみたいな。とりあえず3月ぐ
らいに話聞きに行こうとしたんですけどそれすらも拒絶
されたりしましたね。
でも1年前で私立に悉くボロクソにやられました。面接で
すね。全部2次試験落ちて、石井先生と山室先生とダブル
で面接って。俺はあの時のことは忘れないです。俺すご
い泣いてて、鼻水いっぱい出てて。もう大号泣でした。
鼻水たれているの分かってティッシュ貰って、石井先生
入ってこられて。一応岩手医科の歯学部は受かってたん
で。行くか行かないかみたいな。ギリギリまで迷ってま
したけど。自分がそもそも親に反抗するのがよくありま
せんでした。そうです、完全に若気の至りです。面接で
もなんでって言われたら若気の至りですとしか言いよう
が無くて。今は大丈夫ですって言っても向こうは信用し
てくれない。医学部によっては結構エグイ。君は6年間持
たないでしょとか言われて。そう言われてもなあみたい
な。持つか持たないか試してみませんかって言おうと思
いました(笑)。

名市か長崎か？
すっげえ山室先生と考えましたよね。出願する時に。俺
はこんだけいっぱい取ったのに失敗したくなかった。で
も、水物だし試験って。コケたら終了ですからね。たま
たま結果的に数学142/150取れているから良かったけど。
もしコケたら目も当てられない。だから、すっげえ考え
てくれて。で、先生一回本館戻ってもう一回2号館来てく
れたと思うんです、あの時。あの奥の、三階の奥の自習
席で。リサーチとか。確か河合と駿台で真逆に出ちゃっ
て。それも迷って。確か駿台の方が名市OK、河合が長崎
OK。出願は2月1日まででした。1月30日ぐらいまで迷っ
て、でも長崎に出すんだったらもうこの日に出さなきゃ
いけないみたいな。遠いから。必着だし。なんでもう30
で決めなきゃいけない。でもホント午後まで迷って、郵
便局しまるギリギリまで迷って、やっぱ名市かなって
なって、1年間名市だったし。山室先生も名市って言って
たし。結果的には本当に初志貫徹して良かった。

こっちに来て、印象に残った先生とかって
数学はもう全員。同じぐらい全員記憶に残りました。典
さんとか解法どんどん聞いてくれて、どんどん当てて
いって、「あ、こいつの解法の方が良いな」ってなって
悔しかったし、みんなから出ないと典さんが自分で書く
んですけど、それも思いつかなかったのも結構悔しかっ
たし、すごいそれが悔しくて、絶対誰も思いつかない解
法とかやってやろうって思って、2年目は我ながら、齋藤
創作解法みたいなのを結構作ったと思います。
典さんに見せました。で、これは良い、こっちの方が良
いねって何回か言われて、それが嬉しくて、何回も作っ
てました。
英語は、お世話になったのは朝岡先生で、すごい時間を
掛けてやってくれて、僕の頭の解答のプロセスを時間を
掛けて論理的に敷き詰めるタイプが好きで、それと朝岡
先生の1個ずつ時間を掛けてやるやり方が合っていて、す
ごいお世話になりました。直前期も国公立すごい大きな
英作文があるんですけど、それも全部朝岡先生に見ても
らって、21時ぐらいに終わるじゃないですか。21時に
なって帰ろうかってなったときにいきなり150字ぐらいの
英作持って行って添削して下さいって言って。迷惑です
ね。でホント申し訳ないなって思いながらもうでもあと
10日なんで勘弁してくれーって思いながら毎回見せに
行ってて。
ちょっと前に見せに行けばよかったんですが。ギリギリ
まで考えていて、次の日まで伸ばしたくないから、どう
してもその日に終わらせたくて見せに行ってました。受
かった後に朝岡先生に会う機会無くて、こないだ来て
「ありがとうございます」って言えてよかったです。(笑)
化学は、節田先生、池永先生、三上先生、3人。バランス
良くって感じです。問題は池永先生に結構貰ってて、暗
記するプリントとかまとめみたいなのは三上先生に、理

屈とかを聞く時は節田先生で、分けてました。結構分け
ることが多かったです。聞き方によって。数学でも同じ
問題で、これ色んなプロセス、色んな解法がありそうだ
なって思ったときは、同じ問題を色んな先生に聞いてい
ました。マックス多分7人ぐらいに聞いたことあります。
これはなんか深めれそうだなって思ったら全員に聞いて
一番これは使えると思った方法を取ったりパクってまし
た。
物理は1年目は寺澤先生の授業取ってて、その後小澤先生
の授業取ってて、どっちもすごい好きでしたね。あの二
人は話しててすごいリラックスできるので。やり方は違
います結構。寺澤先生の方がパワーで行くって感じで。
原理を中心にやるんですよ、確かに。でも計算の方法、
結局手動いた後にどういう風にやるかっての結構大事
だったんで。

マンスリーとかウィークリーはどういう位置づけにして

た
マンスリーは２年目は、マイナス50で考えていて全部。1
位結構取ったんですけど、全然自分の中では。50点引い
て考えてたんで。だから結局一回も1位取って無いんです
けど俺の中では。去年は去年でできるやつ居ましたね。
なんか入った時は結構思わなかったですけど、結果日医
の合格者の数とか見ると、結構優秀だったんだなって。
その前の年よりも優秀だったかもですね。俺カッコつけ
て、「全然、俺の一年目の時の方が頭良かったよ、ヤバ
いよ」って言ってカッコつけてたんですけど。それは
カッコ悪いですね、カッコつけちゃいました。みんな良
い所受かって良かったです。
日医11人すごいっすね。1割が代官山ですからね。媚び売
りますこれから。
土日国語と倫理があって、暗記の方が大事だと思ったか
ら。倫理はずっとノート開いていて、歩いている時間
は、移動時間は全部倫理のノート読んでいて、エレベー
ター乗る時もコンビニ行く時もずっと読んでて、二号館
で3Fから1Fに降りる時も読んでたし、ホントにずっと読
んでました。トイレにいる時も読んでて。まじで。
まあでもそんぐらいやったから入ったんですね。それが
何か力になったって信じてます。

1年目と2年目ですごい意識が変わった。
なんかものすごい鬼気の塊でしたね、2年目。毎日怖くて
怖くて。それが自分の努力で決まるものであれば覚悟で
きたんですけど。今自分がやっている勉強、努力と違う
ところでおそらく合格が決まってしまう可能性が高かっ
たので、それはなんか、努力すれば、勉強すれば消える
ものではなかったので。どんだけやってもしんどかった
ですね。
授業中もすごい真剣に受けてましたね。夏以降は全部一
番前の席で受けるようにしてて。
計トレとか最初から前だったですね。科目によって変え
てて。やっぱじっくり考えるタイプだったんで。バンバ

ン当てられるよりも、後ろでむーんふーん考えている方
が得意なので、それだと自分の時間に対する意識が低
かったので、テストもそうだし普段の勉強もそうだし、
時間意識してパンパンパンパン対応早く処理していかな
いといけないなって思ってて。それが自分の課題だと
思ってたから。やっぱ前にできるだけ行くようにして、
当てられやすくしてました。
石井先生の授業は1年目ずっと後ろで受けてて、ずーっと
後ろでむーんふーんって考えててこういうアプローチも
あるなこういうアプローチもあるなって、新しい情報を
得て確かにこういう考え方もあるなって考えていたんで
すけど。それが点になるかっていうと、なんないなって
思って。今年はもう点になることに集中しようって思っ
たんで。わざと前に来て、質問したことに対してすぐに
返せるような考え方にシフトしていこうってやってまし
た。
大分変わりました。点数でも、物理で、寺澤先生に文句
言った時がありましたね。マンスリーは1点2点で譲らな
かったんで。化学とかも結構あって。可能性低いけど、
点に貪欲で、めちゃくちゃ、良い意味で点に貪欲になっ
てたので。これで大丈夫って考え方あるでしょってすご
い譲らなくて。それで仮にダメだったとしてもそういう
のって記憶に残るから。本番で気を付けようと思うの
で。そういうやりとりも一回は行こうって思ってまし
た。ダメだったとしても良かったとしても1回、自分が
「ん？」って思ったことに対しては行って、やりとりを
やって、マンスリーは点数が上がるよりも、そのやりと
りが記憶に残ることが大事かなって思ったんで。ホント
にもうガムシャラにやってました。常に俺は一位じゃな
きゃいけないって思って今年。面接ですら周りの後追わ
ないといけないのに、学力で落ちたらどうしようもな

いって思ってたから。学力だけは常に1位で居たかった
なって。でも最初１位だった時はマンスリー9連覇だーっ
て言ってて。俺1位9回取るからって。で5月で早速取られ
て。神武（神武航　日本医科大進学）に。めっちゃ出来
ました。俺と神武で半々くらい取った気がします。すご
い意識していたと思います。マンスリーの3日ぐらい前か
らお互い喋って無くて。ライバル意識で。結構すごかっ
たと思います。向こうも意識してくれてたと思います。
ああいう奴が一人居てくれたっていうのはデカかったで
すね。

朝から晩まで、代官山も先生も使い尽くした。
国立を受けるってなった時に、大手はやっぱり無いなっ
て思ってて。いっても知識全然無いし結局相談する相手
は絶対必要だと思ったんで医専だと思ったんです。1年目
で絶対先生は大丈夫だと思ったし、佐藤（絢飛）が普通
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昭和での寮生活
なんか、寮によって大分カラーがあって。赤松と白樺っ
て言う二つの寮があるんですけど。今年は赤松の方が、
落ち着いた人多くて、白樺はすごいもう。そう、わーっ
て感じですね、見てると。現役ですか…んー。いやいる
にはいるんですけど。どうだろうなでも6:4くらいですか
ね。5.5：4.5とかだと思います。感覚としてはですけど半
分強は現役な感じがします。小森さん（小森秀一　昭和
大医学部進学）真面目ですよ。うちの寮、小森さんと僕
寮同じなんですけど、1番古いやつで。なんででも結構離
れてて寮自体が。

代官山を選んだ理由って
えっーと先輩で、桐蔭の先輩で、鶴町さん（鶴町綾子　
藤田医科大医学部進学）って言う人が。鶴町さんの紹介
でこういうとこがあるって知って。岩手ですかね。たし
か岩手が終わった日、岩手の1次が終わった日にもう今年
ダメだと思って。ははは。絶対に無理だなと思って。
市ヶ谷からそのままここに来ました。確か岩手とか杏林
前とか多分そのくらいで。もう初っ端の岩手でこてんぱ
んにやられて。で石井先生の話聞いて。確かお母さんと
一緒に2人で来ました。石井先生の話聞いて、もうここだ
なって思って。ほかにもいろいろ行こうって思ってたん
ですけど、いいやと思って。行かなかった。体験みたい
なのも行かずに決めました。でも寮自体、寮に、なん
だっけな、寮に入るのが確か3月？ぐらいだったんでそれ
に合わせて来ましたね。それまでは家でやってて。は
い、課題やって。課題めっちゃやりましたね。3月の1週
目くらいですかね。それで合わせて、こっちきて勉強し
てって感じでした。あー1ミリも遊んでないです。1回も
…絶対1年で決めると思ってたんで。

クラスは落ちまくりました
現役は塾はえっと、個別のとこ行ってて。まあ、あんま
り伸びなくてこのまま落ちたって感じで。岩手受けて、
もう無理だ、と思って。ははは。授業はいつも通路の方
に座ってたよね、前にはいけないけど、でも質問はした
いって感じでしたね。最初のクラス分けってM4ですね最
初は。最初M4で、多分3月中の勉強のやつが効いてM4で
やってA2まで落ちて、M4→A2→A1→A1ですね確か。は
い最初だけM4。夏前までM4でしたね。で点取れてなく
て、ドーンと落ちて、で上がって。でぐんぐん伸びてき
て、あーって。山室先生、夏くらいから見てくれて。そ
れからもう数学はもう安定しましたね。なんでしたっ
け、積分プリント？があれほんとに素晴らしいと思っ
て。あれでほんとに。もう怖くなくなった。てかもう積
分来いって感じでした。結構ありましたねあれ。はは
は。そうですね、毎回。僕は瞬発力的なものがあんまり
ないので。ははは。

岩手金沢両方落ちました…

岩手金沢でなんかしら…。なんか地方に弱くて。(笑)いや
分かんないです。地方はほんとに…なん、なんなんです
かね。気持ちの問題？岩手は多分数学が1番がむずくて、
多分僕解きに行きましたね。自信あったんで。(1)からな
んかあれ？ってなって。詰まっちゃって。10分、15分く
らい使いましたねそれで。なんかそれであーってなっ
て、もう死んでましたねその後は。多分、たしか物理が
簡単だったんですよ。物理で思うように取れなかったっ
ていうのと。多分あとはやっぱ英語が付いてこなかった
んだと思います。岩手はそうですね。前と違う感じでや
りにくかった。元々英語があんまり得意じゃない…。ま
あそうですね。やっぱ試験に備えてのことだから、なん
ていうか、例えば山室先生にも言われたように、なんか
順番、解く順番、そういうのは結構自分で試行錯誤して
ましたね。慈恵だめでしたねー。だめでしたねー慈恵。
順天とかは絶対無理ですね。英語がもう、終わんないで
す多分。んー。慈恵理科で若干ミスって、英語むずいで
す。しかも記述があるんで。もうちょっと馬が合わな
かったですね…。まあでも昭和で十分ですね。

去年の昭和の成績開示したら８点
今年の昭和の入試問題は多分差つかないですね。あ、英
語が確か、30分で終わったんですよ確かあのとき。英語
がぱーっと解けて、数学時間かけて、って感じでやった
のは覚えてます。去年とか数学8点だったんで。ほんとに
数学…。成績開示したんですけどね。8点っていう。
わーって。数学に関してはびっくりした。よく8点からそ
んな合格までいきました。いやーもう。夏、夏までで凄
い伸び…伸びましたね。本館戻りは絶対嫌だと思って。
もう周りが自習室の周りに結構真面目な人多かったん
で、もうついていこうと思って。自習室派ですね。は
い。ずーっと自習室。クラス落ちた時ってどうだったっ
けなー。A2のときは、ま、でも正直入塾する前に、その
本館スタートと思ってたんで。ほんとに、偏差値とかも
50いってなかったんであの時、なんで、なんかショッ
クっていうのはあんまなくて、だけどMには戻りたいと
は思ってました。どうなんですかね…でも最後なんかで
しくって、確か物理。代官山の物理…ってやばいですね
え。あれ解ければもう怖くないですよ。

代官山MEDICALの生活
入って、GWくらいまではちょっとあれかな、ペースも掴
めなかったですね。どうだったかな。まあでも最初メン
ブレしてましたね。メンブレって言っても、でも結構量
こなすって感じでしたね最初はずっと。量こなしてっ
て、なんか無駄な量をどんどん省くみたいな感じでした
ね。テキストずっとやってましたね。いやもう…あれは
…。いやでもやれば伸びるってわかってたんでもうひた
すらしがみついてましたね。夏過ぎで1個上がって次上が
れるかなと思ったけど、もうA1キープって感じで。梶
（梶浦淳史　日本医科大進学）とかに置いて行かれまし
た。陳さん（陳業隆　日本大医学部進学）とか。M3でし

たっけ確か最後。やー。頭良かったですね。

英語はひたすらやりまくった
やれる限り、阿里先生にいろいろ長文プリントとか貰っ
てひたすら。いやもう阿里先生、もう大先生って感じで
す。えもう…何枚やったんだろう…。いやわかんないで
す100は絶対いってたと思うんですけど。めっちゃ、
ばーって。もうどんどん…どんどん出てくるんで。文法
プリントも、はいありました。作文はあんまりやってな
かったです僕は。聖マあったっけな…。あーなんか。な
んかあった気がします。もう受かって蹴っちゃったから
どうでも…ははは。最初獨協ですね、確か。はい、獨協
に最初お金払って、正規で来て、で聖マ来て…。で聖マ
にも払って。そうですね、結局。でも昭和、安いから。
まあ仕方なくて、払わないわけにいきません。それでま
た1年、ってなっちゃったら死んじゃうな僕。ははは。石
井先生の言った通り、1年でなんとかなりました。100％
1年で決めると思ってたんで。元々そんなにないと思って
たのにM4とか入っちゃったから。自分にはもう…。クラ
ス落ちてちょうどよかったのかな。適正な位置に。落と
されたって感じですね。最初ほんとにA5とかで良かった
かなと思って。あー多分そうですね。

数学はMonthy Testずっと載ってました。
数学はもう山室先生。あと平野先生とか。平野先生も結
構質問しに行ってました。直前に授業してもらって、い
ろいろ杏林とかも対策してもらいました。山室先生は主
に積分のと、あと確率、最後確率のやつちょっとやっ
て、だったと思います。MTはそうですね、もう安定させ

てましたね。全部載ってましたね。ミスっても載るくら
いでした。夏からは。今回何位だったわみたいな。結構
モティベーションあがりましたね。齋藤拓真さん（名古
屋市立大医学部進学）とかね、あのへんは出来るし、時
間…なんていうか量もすごいし、朝いっつもいました多
分。はい。誰だっけな…森さん（森杏菜　杏林大医学部
進学）とかも。森さんどうだったっけ…森さんとか…6時
…僕で、確か7時くらいだったんで。6時台には絶対来て
たと思います。凄いですね精神力が。1週間だったら僕も
出来ますけど。1年てなると。考えられない。で、7時く
らい…いっつも7時とかだったので大体。ついてこうと
思ってやってましたね。

化学、物理は。
化学、原先生とか。丁寧ですねーー。もうなんか途中で
無機の知識が微妙ってことに気づいて。いや結構10月11
月とか。ちょっとやばいな、ってなって、授業の時に
もっかい全復習みたいな。高速授業みたいな感じでやっ
てもらって、危ねえ危ねえみたいな感じで。
原先生にはお世話になりましたね。
物理。いやー迷うな。寺澤先生と小澤先生なんですけ
ど。あーでも小澤先生ですかね。
結構質問、まあ寺澤先生ももちろん質問しに行ってたん
ですけど、小澤先生のマンツーマン取ってましたし。両
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す。板書がなんかかわいいんですよすごい。まあなんか
丁寧で。頭に入ってくるって感じで、はい。時々イラス
トとかも入ってて。あー寺澤先生もでもなんか、面白い
です、授業。すごい印象深いです。小澤先生イラスト書
いたりとか。質問行っても毎回丁寧に教えてもらって。
やーほんと、ありがたかったです。2人両方ともほら、原
理とかを大切にします。寺澤先生とかほんとに、誰でも
わかるって感じで。初めたばっかの人でもわかりやすい
ように説明してもらいましたね。M4でも全然もう分かっ
てないのは基礎ばっかり。基礎分かってないからって
言って、最初から、そういうなんか決められたコースみ
たいな、例えば単振動だったら、こうやって、この流れ
で解くっていう、もう流れを提示してくれるんで、どん
な問題来ても何でも解けるっていう感じです。円運動…
あーそういうのはありますね。ちゃんとこういう絵書い
てここが対応してるよって話もしてましたし。そういう
ルートがもう分かっているっていう、解き方が分かって
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現役の時と、一番自分が変わったと思うのって?
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て、テストとかも無いから、なんていうんだろう、競争
心も芽生えないっていうかそういうモチベーション的な
面もあんまりなかったし、そういう意味では勉強の、勉
強への姿勢が変わったと思います。森杏菜とかには敵わ
ない。勉強量ではもう全然敵わない。いや、もう、すご
いですよ。毎回いましたもん。毎回いるし、夜もいる
し、って感じで。なんで帰んないんだろうって感じ。は
はは。あと後ろは小川さん…（小川真由　日本医科大進
学）でしたっけ。小川さんとか、凄かったですねー。毎
回、多分一番遅くに帰ってたと思いますね。僕が2,3番目
ぐらいで帰って、最後に帰るって感じ。あの子だって藤
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全然喋ってなかったんで。はい。あんまり親しくしてな
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でもまあ気にしないっていうのはわかってるんですけ
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ちらかというと。はい。試験とかでも。岩手とか金沢2つ
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来たーって思って。いやもうどうでもいいやと思って。
杏林が来ててあれ結構いやーありがたかったですね。杏
林補欠ですね、確か103番とか。そうですね、なんか回り
遅かったですね。回り、最終的に120とかだったんで確
か。

合格に必要なものは目標大学を決めて、量を維持

すること！
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て変わったというか、頑張って変えたって感じですね。
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るっていうのを宣言しといた方が良いと思いますね。親
とかにも1年で決めるからみたいな。そういう意識って言
うのは、やっぱり意識の問題だと思いますね。やっぱあ
とは、起きるのに関してもやっぱ意識がないと、そうい
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うし、やっぱそういう面で意識ってのは大事だと思いま
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はい。なんで、そういう意識っていうのはほんと日々の
積み重ねなんで大事だと思います。振り返ってみて、辛
かった1年ですし、まあ…なんていうんだろう…思い出し
たくない1年ではあると思うんですけど、絶対自分のプラ
スにはなった1年だった、ですしそういう環境も素晴らし
いので、自分としてはありがたい1年でした。代官山じゃ
なかったら、いや受かんないですよ多分。ははは。いや
だってこんなに拘束するとこないじゃないですか(笑)。そ
ういう環境面も、なんていうか、恵まれてるんで、そう
いう部分もずっと念頭に置いて勉強した方がいいと思い
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やった方がいいなっていうのは思いましたね。自分とし
ては。思い出して、楽しかったなっていうよりは、辛
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出来ますけど。1年てなると。考えられない。で、7時く
らい…いっつも7時とかだったので大体。ついてこうと
思ってやってましたね。

化学、物理は。
化学、原先生とか。丁寧ですねーー。もうなんか途中で
無機の知識が微妙ってことに気づいて。いや結構10月11
月とか。ちょっとやばいな、ってなって、授業の時に
もっかい全復習みたいな。高速授業みたいな感じでやっ
てもらって、危ねえ危ねえみたいな感じで。
原先生にはお世話になりましたね。
物理。いやー迷うな。寺澤先生と小澤先生なんですけ
ど。あーでも小澤先生ですかね。
結構質問、まあ寺澤先生ももちろん質問しに行ってたん
ですけど、小澤先生のマンツーマン取ってましたし。両
方取ってたんですけど。小澤先生は、穏やかな感じで
す。板書がなんかかわいいんですよすごい。まあなんか
丁寧で。頭に入ってくるって感じで、はい。時々イラス
トとかも入ってて。あー寺澤先生もでもなんか、面白い
です、授業。すごい印象深いです。小澤先生イラスト書
いたりとか。質問行っても毎回丁寧に教えてもらって。
やーほんと、ありがたかったです。2人両方ともほら、原
理とかを大切にします。寺澤先生とかほんとに、誰でも
わかるって感じで。初めたばっかの人でもわかりやすい
ように説明してもらいましたね。M4でも全然もう分かっ
てないのは基礎ばっかり。基礎分かってないからって
言って、最初から、そういうなんか決められたコースみ
たいな、例えば単振動だったら、こうやって、この流れ
で解くっていう、もう流れを提示してくれるんで、どん
な問題来ても何でも解けるっていう感じです。円運動…
あーそういうのはありますね。ちゃんとこういう絵書い
てここが対応してるよって話もしてましたし。そういう
ルートがもう分かっているっていう、解き方が分かって
るっていう点ではすごい強かったですね。2人の良いとこ
取りって感じでしたね。もう、いや…ありがたかったで
す。

現役の時と、一番自分が変わったと思うのって?
んー。なんだろなー難しいな。勉強量もそうですけど。
なんだろう。やっぱりその、周りが見えるって言う環境
…環境ですかねやっぱり。そういう周りが、いままでそ
の個別の授業でそういう1人…模試とかでしかほんとにな
んも比べられない。自分の位置っていうのが分かんなく

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

て、テストとかも無いから、なんていうんだろう、競争
心も芽生えないっていうかそういうモチベーション的な
面もあんまりなかったし、そういう意味では勉強の、勉
強への姿勢が変わったと思います。森杏菜とかには敵わ
ない。勉強量ではもう全然敵わない。いや、もう、すご
いですよ。毎回いましたもん。毎回いるし、夜もいる
し、って感じで。なんで帰んないんだろうって感じ。は
はは。あと後ろは小川さん…（小川真由　日本医科大進
学）でしたっけ。小川さんとか、凄かったですねー。毎
回、多分一番遅くに帰ってたと思いますね。僕が2,3番目
ぐらいで帰って、最後に帰るって感じ。あの子だって藤
沢でしょ。やー考えられないですよ僕からしたら。でも
全然喋ってなかったんで。はい。あんまり親しくしてな
かったですね。クラスも違ったし。M、ずっとMって感
じだったんで凄いなーって思いながらやってました。

前半、夏前は「質より量」
そうですね。前半はもう質より量、ってか夏前とかはす
ごい質より量って感じで、とりあえず時間こなすって感
じで、後半は分かってきたら、質を重視してたと思いま
す自分としては。ははは。試行錯誤するのはありだと思
います。その都度その都度。軌道修正してました。MTの
前とかド緊張ですねもう。いうてド緊張してましたね。
でもまあ気にしないっていうのはわかってるんですけ
ど、まあ、やっぱクラス落ちると悔しいし、まあ上がっ
たら嬉しいし、っていうのはそういうので感情の起伏が
…あるのはしょうがないと思うんですど、まあ緊張はし
てましたね。でもなんか、本番には強いっぽいです。ど
ちらかというと。はい。試験とかでも。岩手とか金沢2つ
落ちたらめげるもんですけど、岩手だめだったけど杏林
来たーって思って。いやもうどうでもいいやと思って。
杏林が来ててあれ結構いやーありがたかったですね。杏
林補欠ですね、確か103番とか。そうですね、なんか回り
遅かったですね。回り、最終的に120とかだったんで確
か。

合格に必要なものは目標大学を決めて、量を維持

すること！
んー。あーえっと、量を維持する。目標大学を決める、
先生の言うことを素直に聞く。あとは…でもいろいろほ
んとに先生の言うこと聞いてれば受かるし、あとなんか
自分の、なんていうんだろうな…自分なりの作戦みたい
のを立てるっていうのはやっぱ重要だなとは思いまし
た。僕は生活はしっかりしてました。朝は結構起きてっ
て感じ。起きれない方なんですけどほんとは。ここへ来
て変わったというか、頑張って変えたって感じですね。
あとはやっぱ1年で、1浪とかの人はほんとに1年で決め
るっていうのを宣言しといた方が良いと思いますね。親
とかにも1年で決めるからみたいな。そういう意識って言
うのは、やっぱり意識の問題だと思いますね。やっぱあ
とは、起きるのに関してもやっぱ意識がないと、そうい
う元々起きれない人は意識しないと絶対起きれないだろ

うし、やっぱそういう面で意識ってのは大事だと思いま
す。意識の問題です。意識が…言いにくい部分ではあり
ますけど、実際僕は朝が弱くて実際意識を変えて起きて
たんで。いやもうほんとに、起きるって気がないとほん
と起きれないんで。7時に起きる7時に起きる7時に起き
るって。ははは。
はい。なんで、そういう意識っていうのはほんと日々の
積み重ねなんで大事だと思います。振り返ってみて、辛
かった1年ですし、まあ…なんていうんだろう…思い出し
たくない1年ではあると思うんですけど、絶対自分のプラ
スにはなった1年だった、ですしそういう環境も素晴らし
いので、自分としてはありがたい1年でした。代官山じゃ
なかったら、いや受かんないですよ多分。ははは。いや
だってこんなに拘束するとこないじゃないですか(笑)。そ
ういう環境面も、なんていうか、恵まれてるんで、そう
いう部分もずっと念頭に置いて勉強した方がいいと思い
ます。はい。あとは、ほんと1年は捨てるっていう思いで
やった方がいいなっていうのは思いましたね。自分とし
ては。思い出して、楽しかったなっていうよりは、辛
かったなって思う1年にした方が良いと思いますね僕的に
は。

昭和での寮生活
なんか、寮によって大分カラーがあって。赤松と白樺っ
て言う二つの寮があるんですけど。今年は赤松の方が、
落ち着いた人多くて、白樺はすごいもう。そう、わーっ
て感じですね、見てると。現役ですか…んー。いやいる
にはいるんですけど。どうだろうなでも6:4くらいですか
ね。5.5：4.5とかだと思います。感覚としてはですけど半
分強は現役な感じがします。小森さん（小森秀一　昭和
大医学部進学）真面目ですよ。うちの寮、小森さんと僕
寮同じなんですけど、1番古いやつで。なんででも結構離
れてて寮自体が。

代官山を選んだ理由って
えっーと先輩で、桐蔭の先輩で、鶴町さん（鶴町綾子　
藤田医科大医学部進学）って言う人が。鶴町さんの紹介
でこういうとこがあるって知って。岩手ですかね。たし
か岩手が終わった日、岩手の1次が終わった日にもう今年
ダメだと思って。ははは。絶対に無理だなと思って。
市ヶ谷からそのままここに来ました。確か岩手とか杏林
前とか多分そのくらいで。もう初っ端の岩手でこてんぱ
んにやられて。で石井先生の話聞いて。確かお母さんと
一緒に2人で来ました。石井先生の話聞いて、もうここだ
なって思って。ほかにもいろいろ行こうって思ってたん
ですけど、いいやと思って。行かなかった。体験みたい
なのも行かずに決めました。でも寮自体、寮に、なん
だっけな、寮に入るのが確か3月？ぐらいだったんでそれ
に合わせて来ましたね。それまでは家でやってて。は
い、課題やって。課題めっちゃやりましたね。3月の1週
目くらいですかね。それで合わせて、こっちきて勉強し
てって感じでした。あー1ミリも遊んでないです。1回も
…絶対1年で決めると思ってたんで。

クラスは落ちまくりました
現役は塾はえっと、個別のとこ行ってて。まあ、あんま
り伸びなくてこのまま落ちたって感じで。岩手受けて、
もう無理だ、と思って。ははは。授業はいつも通路の方
に座ってたよね、前にはいけないけど、でも質問はした
いって感じでしたね。最初のクラス分けってM4ですね最
初は。最初M4で、多分3月中の勉強のやつが効いてM4で
やってA2まで落ちて、M4→A2→A1→A1ですね確か。は
い最初だけM4。夏前までM4でしたね。で点取れてなく
て、ドーンと落ちて、で上がって。でぐんぐん伸びてき
て、あーって。山室先生、夏くらいから見てくれて。そ
れからもう数学はもう安定しましたね。なんでしたっ
け、積分プリント？があれほんとに素晴らしいと思っ
て。あれでほんとに。もう怖くなくなった。てかもう積
分来いって感じでした。結構ありましたねあれ。はは
は。そうですね、毎回。僕は瞬発力的なものがあんまり
ないので。ははは。

岩手金沢両方落ちました…

岩手金沢でなんかしら…。なんか地方に弱くて。(笑)いや
分かんないです。地方はほんとに…なん、なんなんです
かね。気持ちの問題？岩手は多分数学が1番がむずくて、
多分僕解きに行きましたね。自信あったんで。(1)からな
んかあれ？ってなって。詰まっちゃって。10分、15分く
らい使いましたねそれで。なんかそれであーってなっ
て、もう死んでましたねその後は。多分、たしか物理が
簡単だったんですよ。物理で思うように取れなかったっ
ていうのと。多分あとはやっぱ英語が付いてこなかった
んだと思います。岩手はそうですね。前と違う感じでや
りにくかった。元々英語があんまり得意じゃない…。ま
あそうですね。やっぱ試験に備えてのことだから、なん
ていうか、例えば山室先生にも言われたように、なんか
順番、解く順番、そういうのは結構自分で試行錯誤して
ましたね。慈恵だめでしたねー。だめでしたねー慈恵。
順天とかは絶対無理ですね。英語がもう、終わんないで
す多分。んー。慈恵理科で若干ミスって、英語むずいで
す。しかも記述があるんで。もうちょっと馬が合わな
かったですね…。まあでも昭和で十分ですね。

去年の昭和の成績開示したら８点
今年の昭和の入試問題は多分差つかないですね。あ、英
語が確か、30分で終わったんですよ確かあのとき。英語
がぱーっと解けて、数学時間かけて、って感じでやった
のは覚えてます。去年とか数学8点だったんで。ほんとに
数学…。成績開示したんですけどね。8点っていう。
わーって。数学に関してはびっくりした。よく8点からそ
んな合格までいきました。いやーもう。夏、夏までで凄
い伸び…伸びましたね。本館戻りは絶対嫌だと思って。
もう周りが自習室の周りに結構真面目な人多かったん
で、もうついていこうと思って。自習室派ですね。は
い。ずーっと自習室。クラス落ちた時ってどうだったっ
けなー。A2のときは、ま、でも正直入塾する前に、その
1号館スタートと思ってたんで。ほんとに、偏差値とかも
50いってなかったんであの時、なんで、なんかショッ
クっていうのはあんまなくて、だけどMには戻りたいと
は思ってました。どうなんですかね…でも最後なんかで
しくって、確か物理。代官山の物理…ってやばいですね
え。あれ解ければもう怖くないですよ。

代官山MEDICALの生活
入って、GWくらいまではちょっとあれかな、ペースも掴
めなかったですね。どうだったかな。まあでも最初メン
ブレしてましたね。メンブレって言っても、でも結構量
こなすって感じでしたね最初はずっと。量こなしてっ
て、なんか無駄な量をどんどん省くみたいな感じでした
ね。テキストずっとやってましたね。いやもう…あれは
…。いやでもやれば伸びるってわかってたんでもうひた
すらしがみついてましたね。夏過ぎで1個上がって次上が
れるかなと思ったけど、もうA1キープって感じで。梶
（梶浦淳史　日本医科大進学）とかに置いて行かれまし
た。陳さん（陳業隆　日本大医学部進学）とか。M3でし

たっけ確か最後。やー。頭良かったですね。

英語はひたすらやりまくった
やれる限り、阿里先生にいろいろ長文プリントとか貰っ
てひたすら。いやもう阿里先生、もう大先生って感じで
す。えもう…何枚やったんだろう…。いやわかんないで
す100は絶対いってたと思うんですけど。めっちゃ、
ばーって。もうどんどん…どんどん出てくるんで。文法
プリントも、はいありました。作文はあんまりやってな
かったです僕は。聖マあったっけな…。あーなんか。な
んかあった気がします。もう受かって蹴っちゃったから
どうでも…ははは。最初獨協ですね、確か。はい、獨協
に最初お金払って、正規で来て、で聖マ来て…。で聖マ
にも払って。そうですね、結局。でも昭和、安いから。
まあ仕方なくて、払わないわけにいきません。それでま
た1年、ってなっちゃったら死んじゃうな僕。ははは。石
井先生の言った通り、1年でなんとかなりました。100％
1年で決めると思ってたんで。元々そんなにないと思って
たのにM4とか入っちゃったから。自分にはもう…。クラ
ス落ちてちょうどよかったのかな。適正な位置に。落と
されたって感じですね。最初ほんとにA5とかで良かった
かなと思って。あー多分そうですね。

数学はMonthy Testずっと載ってました。
数学はもう山室先生。あと平野先生とか。平野先生も結
構質問しに行ってました。直前に授業してもらって、い
ろいろ杏林とかも対策してもらいました。山室先生は主
に積分のと、あと確率、最後確率のやつちょっとやっ
て、だったと思います。MTはそうですね、もう安定させ

てましたね。全部載ってましたね。ミスっても載るくら
いでした。夏からは。今回何位だったわみたいな。結構
モティベーションあがりましたね。齋藤拓真さん（名古
屋市立大医学部進学）とかね、あのへんは出来るし、時
間…なんていうか量もすごいし、朝いっつもいました多
分。はい。誰だっけな…森さん（森杏菜　杏林大医学部
進学）とかも。森さんどうだったっけ…森さんとか…6時
…僕で、確か7時くらいだったんで。6時台には絶対来て
たと思います。凄いですね精神力が。1週間だったら僕も
出来ますけど。1年てなると。考えられない。で、7時く
らい…いっつも7時とかだったので大体。ついてこうと
思ってやってましたね。

化学、物理は。
化学、原先生とか。丁寧ですねーー。もうなんか途中で
無機の知識が微妙ってことに気づいて。いや結構10月11
月とか。ちょっとやばいな、ってなって、授業の時に
もっかい全復習みたいな。高速授業みたいな感じでやっ
てもらって、危ねえ危ねえみたいな感じで。
原先生にはお世話になりましたね。
物理。いやー迷うな。寺澤先生と小澤先生なんですけ
ど。あーでも小澤先生ですかね。
結構質問、まあ寺澤先生ももちろん質問しに行ってたん
ですけど、小澤先生のマンツーマン取ってましたし。両
方取ってたんですけど。小澤先生は、穏やかな感じで
す。板書がなんかかわいいんですよすごい。まあなんか
丁寧で。頭に入ってくるって感じで、はい。時々イラス
トとかも入ってて。あー寺澤先生もでもなんか、面白い
です、授業。すごい印象深いです。小澤先生イラスト書
いたりとか。質問行っても毎回丁寧に教えてもらって。
やーほんと、ありがたかったです。2人両方ともほら、原
理とかを大切にします。寺澤先生とかほんとに、誰でも
わかるって感じで。初めたばっかの人でもわかりやすい
ように説明してもらいましたね。M4でも全然もう分かっ
てないのは基礎ばっかり。基礎分かってないからって
言って、最初から、そういうなんか決められたコースみ
たいな、例えば単振動だったら、こうやって、この流れ
で解くっていう、もう流れを提示してくれるんで、どん
な問題来ても何でも解けるっていう感じです。円運動…
あーそういうのはありますね。ちゃんとこういう絵書い
てここが対応してるよって話もしてましたし。そういう
ルートがもう分かっているっていう、解き方が分かって
るっていう点ではすごい強かったですね。2人の良いとこ
取りって感じでしたね。もう、いや…ありがたかったで
す。

現役の時と、一番自分が変わったと思うのって?
んー。なんだろなー難しいな。勉強量もそうですけど。
なんだろう。やっぱりその、周りが見えるって言う環境
…環境ですかねやっぱり。そういう周りが、いままでそ
の個別の授業でそういう1人…模試とかでしかほんとにな
んも比べられない。自分の位置っていうのが分かんなく
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て、テストとかも無いから、なんていうんだろう、競争
心も芽生えないっていうかそういうモチベーション的な
面もあんまりなかったし、そういう意味では勉強の、勉
強への姿勢が変わったと思います。森杏菜とかには敵わ
ない。勉強量ではもう全然敵わない。いや、もう、すご
いですよ。毎回いましたもん。毎回いるし、夜もいる
し、って感じで。なんで帰んないんだろうって感じ。は
はは。あと後ろは小川さん…（小川真由　日本医科大進
学）でしたっけ。小川さんとか、凄かったですねー。毎
回、多分一番遅くに帰ってたと思いますね。僕が2,3番目
ぐらいで帰って、最後に帰るって感じ。あの子だって藤
沢でしょ。やー考えられないですよ僕からしたら。でも
全然喋ってなかったんで。はい。あんまり親しくしてな
かったですね。クラスも違ったし。M、ずっとMって感
じだったんで凄いなーって思いながらやってました。

前半、夏前は「質より量」
そうですね。前半はもう質より量、ってか夏前とかはす
ごい質より量って感じで、とりあえず時間こなすって感
じで、後半は分かってきたら、質を重視してたと思いま
す自分としては。ははは。試行錯誤するのはありだと思
います。その都度その都度。軌道修正してました。MTの
前とかド緊張ですねもう。いうてド緊張してましたね。
でもまあ気にしないっていうのはわかってるんですけ
ど、まあ、やっぱクラス落ちると悔しいし、まあ上がっ
たら嬉しいし、っていうのはそういうので感情の起伏が
…あるのはしょうがないと思うんですど、まあ緊張はし
てましたね。でもなんか、本番には強いっぽいです。ど
ちらかというと。はい。試験とかでも。岩手とか金沢2つ
落ちたらめげるもんですけど、岩手だめだったけど杏林
来たーって思って。いやもうどうでもいいやと思って。
杏林が来ててあれ結構いやーありがたかったですね。杏
林補欠ですね、確か103番とか。そうですね、なんか回り
遅かったですね。回り、最終的に120とかだったんで確
か。

合格に必要なものは目標大学を決めて、量を維持

すること！
んー。あーえっと、量を維持する。目標大学を決める、
先生の言うことを素直に聞く。あとは…でもいろいろほ
んとに先生の言うこと聞いてれば受かるし、あとなんか
自分の、なんていうんだろうな…自分なりの作戦みたい
のを立てるっていうのはやっぱ重要だなとは思いまし
た。僕は生活はしっかりしてました。朝は結構起きてっ
て感じ。起きれない方なんですけどほんとは。ここへ来
て変わったというか、頑張って変えたって感じですね。
あとはやっぱ1年で、1浪とかの人はほんとに1年で決め
るっていうのを宣言しといた方が良いと思いますね。親
とかにも1年で決めるからみたいな。そういう意識って言
うのは、やっぱり意識の問題だと思いますね。やっぱあ
とは、起きるのに関してもやっぱ意識がないと、そうい
う元々起きれない人は意識しないと絶対起きれないだろ

うし、やっぱそういう面で意識ってのは大事だと思いま
す。意識の問題です。意識が…言いにくい部分ではあり
ますけど、実際僕は朝が弱くて実際意識を変えて起きて
たんで。いやもうほんとに、起きるって気がないとほん
と起きれないんで。7時に起きる7時に起きる7時に起き
るって。ははは。
はい。なんで、そういう意識っていうのはほんと日々の
積み重ねなんで大事だと思います。振り返ってみて、辛
かった1年ですし、まあ…なんていうんだろう…思い出し
たくない1年ではあると思うんですけど、絶対自分のプラ
スにはなった1年だった、ですしそういう環境も素晴らし
いので、自分としてはありがたい1年でした。代官山じゃ
なかったら、いや受かんないですよ多分。ははは。いや
だってこんなに拘束するとこないじゃないですか(笑)。そ
ういう環境面も、なんていうか、恵まれてるんで、そう
いう部分もずっと念頭に置いて勉強した方がいいと思い
ます。はい。あとは、ほんと1年は捨てるっていう思いで
やった方がいいなっていうのは思いましたね。自分とし
ては。思い出して、楽しかったなっていうよりは、辛
かったなって思う1年にした方が良いと思いますね僕的に
は。

昭和での寮生活
なんか、寮によって大分カラーがあって。赤松と白樺っ
て言う二つの寮があるんですけど。今年は赤松の方が、
落ち着いた人多くて、白樺はすごいもう。そう、わーっ
て感じですね、見てると。現役ですか…んー。いやいる
にはいるんですけど。どうだろうなでも6:4くらいですか
ね。5.5：4.5とかだと思います。感覚としてはですけど半
分強は現役な感じがします。小森さん（小森秀一　昭和
大医学部進学）真面目ですよ。うちの寮、小森さんと僕
寮同じなんですけど、1番古いやつで。なんででも結構離
れてて寮自体が。

代官山を選んだ理由って
えっーと先輩で、桐蔭の先輩で、鶴町さん（鶴町綾子　
藤田医科大医学部進学）って言う人が。鶴町さんの紹介
でこういうとこがあるって知って。岩手ですかね。たし
か岩手が終わった日、岩手の1次が終わった日にもう今年
ダメだと思って。ははは。絶対に無理だなと思って。
市ヶ谷からそのままここに来ました。確か岩手とか杏林
前とか多分そのくらいで。もう初っ端の岩手でこてんぱ
んにやられて。で石井先生の話聞いて。確かお母さんと
一緒に2人で来ました。石井先生の話聞いて、もうここだ
なって思って。ほかにもいろいろ行こうって思ってたん
ですけど、いいやと思って。行かなかった。体験みたい
なのも行かずに決めました。でも寮自体、寮に、なん
だっけな、寮に入るのが確か3月？ぐらいだったんでそれ
に合わせて来ましたね。それまでは家でやってて。は
い、課題やって。課題めっちゃやりましたね。3月の1週
目くらいですかね。それで合わせて、こっちきて勉強し
てって感じでした。あー1ミリも遊んでないです。1回も
…絶対1年で決めると思ってたんで。

クラスは落ちまくりました
現役は塾はえっと、個別のとこ行ってて。まあ、あんま
り伸びなくてこのまま落ちたって感じで。岩手受けて、
もう無理だ、と思って。ははは。授業はいつも通路の方
に座ってたよね、前にはいけないけど、でも質問はした
いって感じでしたね。最初のクラス分けってM4ですね最
初は。最初M4で、多分3月中の勉強のやつが効いてM4で
やってA2まで落ちて、M4→A2→A1→A1ですね確か。は
い最初だけM4。夏前までM4でしたね。で点取れてなく
て、ドーンと落ちて、で上がって。でぐんぐん伸びてき
て、あーって。山室先生、夏くらいから見てくれて。そ
れからもう数学はもう安定しましたね。なんでしたっ
け、積分プリント？があれほんとに素晴らしいと思っ
て。あれでほんとに。もう怖くなくなった。てかもう積
分来いって感じでした。結構ありましたねあれ。はは
は。そうですね、毎回。僕は瞬発力的なものがあんまり
ないので。ははは。

岩手金沢両方落ちました…

岩手金沢でなんかしら…。なんか地方に弱くて。(笑)いや
分かんないです。地方はほんとに…なん、なんなんです
かね。気持ちの問題？岩手は多分数学が1番がむずくて、
多分僕解きに行きましたね。自信あったんで。(1)からな
んかあれ？ってなって。詰まっちゃって。10分、15分く
らい使いましたねそれで。なんかそれであーってなっ
て、もう死んでましたねその後は。多分、たしか物理が
簡単だったんですよ。物理で思うように取れなかったっ
ていうのと。多分あとはやっぱ英語が付いてこなかった
んだと思います。岩手はそうですね。前と違う感じでや
りにくかった。元々英語があんまり得意じゃない…。ま
あそうですね。やっぱ試験に備えてのことだから、なん
ていうか、例えば山室先生にも言われたように、なんか
順番、解く順番、そういうのは結構自分で試行錯誤して
ましたね。慈恵だめでしたねー。だめでしたねー慈恵。
順天とかは絶対無理ですね。英語がもう、終わんないで
す多分。んー。慈恵理科で若干ミスって、英語むずいで
す。しかも記述があるんで。もうちょっと馬が合わな
かったですね…。まあでも昭和で十分ですね。

去年の昭和の成績開示したら８点
今年の昭和の入試問題は多分差つかないですね。あ、英
語が確か、30分で終わったんですよ確かあのとき。英語
がぱーっと解けて、数学時間かけて、って感じでやった
のは覚えてます。去年とか数学8点だったんで。ほんとに
数学…。成績開示したんですけどね。8点っていう。
わーって。数学に関してはびっくりした。よく8点からそ
んな合格までいきました。いやーもう。夏、夏までで凄
い伸び…伸びましたね。本館戻りは絶対嫌だと思って。
もう周りが自習室の周りに結構真面目な人多かったん
で、もうついていこうと思って。自習室派ですね。は
い。ずーっと自習室。クラス落ちた時ってどうだったっ
けなー。A2のときは、ま、でも正直入塾する前に、その
1号館スタートと思ってたんで。ほんとに、偏差値とかも
50いってなかったんであの時、なんで、なんかショッ
クっていうのはあんまなくて、だけどMには戻りたいと
は思ってました。どうなんですかね…でも最後なんかで
しくって、確か物理。代官山の物理…ってやばいですね
え。あれ解ければもう怖くないですよ。
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入って、GWくらいまではちょっとあれかな、ペースも掴
めなかったですね。どうだったかな。まあでも最初メン
ブレしてましたね。メンブレって言っても、でも結構量
こなすって感じでしたね最初はずっと。量こなしてっ
て、なんか無駄な量をどんどん省くみたいな感じでした
ね。テキストずっとやってましたね。いやもう…あれは
…。いやでもやれば伸びるってわかってたんでもうひた
すらしがみついてましたね。夏過ぎで1個上がって次上が
れるかなと思ったけど、もうA1キープって感じで。梶
（梶浦淳史　日本医科大進学）とかに置いて行かれまし
た。陳さん（陳業隆　日本大医学部進学）とか。M3でし

たっけ確か最後。やー。頭良かったですね。

英語はひたすらやりまくった
やれる限り、阿里先生にいろいろ長文プリントとか貰っ
てひたすら。いやもう阿里先生、もう大先生って感じで
す。えもう…何枚やったんだろう…。いやわかんないで
す100は絶対いってたと思うんですけど。めっちゃ、
ばーって。もうどんどん…どんどん出てくるんで。文法
プリントも、はいありました。作文はあんまりやってな
かったです僕は。聖マあったっけな…。あーなんか。な
んかあった気がします。もう受かって蹴っちゃったから
どうでも…ははは。最初獨協ですね、確か。はい、獨協
に最初お金払って、正規で来て、で聖マ来て…。で聖マ
にも払って。そうですね、結局。でも昭和、安いから。
まあ仕方なくて、払わないわけにいきません。それでま
た1年、ってなっちゃったら死んじゃうな僕。ははは。石
井先生の言った通り、1年でなんとかなりました。100％
1年で決めると思ってたんで。元々そんなにないと思って
たのにM4とか入っちゃったから。自分にはもう…。クラ
ス落ちてちょうどよかったのかな。適正な位置に。落と
されたって感じですね。最初ほんとにA5とかで良かった
かなと思って。あー多分そうですね。

数学はMonthy Testずっと載ってました。
数学はもう山室先生。あと平野先生とか。平野先生も結
構質問しに行ってました。直前に授業してもらって、い
ろいろ杏林とかも対策してもらいました。山室先生は主
に積分のと、あと確率、最後確率のやつちょっとやっ
て、だったと思います。MTはそうですね、もう安定させ

てましたね。全部載ってましたね。ミスっても載るくら
いでした。夏からは。今回何位だったわみたいな。結構
モティベーションあがりましたね。齋藤拓真さん（名古
屋市立大医学部進学）とかね、あのへんは出来るし、時
間…なんていうか量もすごいし、朝いっつもいました多
分。はい。誰だっけな…森さん（森杏菜　杏林大医学部
進学）とかも。森さんどうだったっけ…森さんとか…6時
…僕で、確か7時くらいだったんで。6時台には絶対来て
たと思います。凄いですね精神力が。1週間だったら僕も
出来ますけど。1年てなると。考えられない。で、7時く
らい…いっつも7時とかだったので大体。ついてこうと
思ってやってましたね。

化学、物理は。
化学、原先生とか。丁寧ですねーー。もうなんか途中で
無機の知識が微妙ってことに気づいて。いや結構10月11
月とか。ちょっとやばいな、ってなって、授業の時に
もっかい全復習みたいな。高速授業みたいな感じでやっ
てもらって、危ねえ危ねえみたいな感じで。
原先生にはお世話になりましたね。
物理。いやー迷うな。寺澤先生と小澤先生なんですけ
ど。あーでも小澤先生ですかね。
結構質問、まあ寺澤先生ももちろん質問しに行ってたん
ですけど、小澤先生のマンツーマン取ってましたし。両
方取ってたんですけど。小澤先生は、穏やかな感じで
す。板書がなんかかわいいんですよすごい。まあなんか
丁寧で。頭に入ってくるって感じで、はい。時々イラス
トとかも入ってて。あー寺澤先生もでもなんか、面白い
です、授業。すごい印象深いです。小澤先生イラスト書
いたりとか。質問行っても毎回丁寧に教えてもらって。
やーほんと、ありがたかったです。2人両方ともほら、原
理とかを大切にします。寺澤先生とかほんとに、誰でも
わかるって感じで。初めたばっかの人でもわかりやすい
ように説明してもらいましたね。M4でも全然もう分かっ
てないのは基礎ばっかり。基礎分かってないからって
言って、最初から、そういうなんか決められたコースみ
たいな、例えば単振動だったら、こうやって、この流れ
で解くっていう、もう流れを提示してくれるんで、どん
な問題来ても何でも解けるっていう感じです。円運動…
あーそういうのはありますね。ちゃんとこういう絵書い
てここが対応してるよって話もしてましたし。そういう
ルートがもう分かっているっていう、解き方が分かって
るっていう点ではすごい強かったですね。2人の良いとこ
取りって感じでしたね。もう、いや…ありがたかったで
す。

現役の時と、一番自分が変わったと思うのって?
んー。なんだろなー難しいな。勉強量もそうですけど。
なんだろう。やっぱりその、周りが見えるって言う環境
…環境ですかねやっぱり。そういう周りが、いままでそ
の個別の授業でそういう1人…模試とかでしかほんとにな
んも比べられない。自分の位置っていうのが分かんなく
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て、テストとかも無いから、なんていうんだろう、競争
心も芽生えないっていうかそういうモチベーション的な
面もあんまりなかったし、そういう意味では勉強の、勉
強への姿勢が変わったと思います。森杏菜とかには敵わ
ない。勉強量ではもう全然敵わない。いや、もう、すご
いですよ。毎回いましたもん。毎回いるし、夜もいる
し、って感じで。なんで帰んないんだろうって感じ。は
はは。あと後ろは小川さん…（小川真由　日本医科大進
学）でしたっけ。小川さんとか、凄かったですねー。毎
回、多分一番遅くに帰ってたと思いますね。僕が2,3番目
ぐらいで帰って、最後に帰るって感じ。あの子だって藤
沢でしょ。やー考えられないですよ僕からしたら。でも
全然喋ってなかったんで。はい。あんまり親しくしてな
かったですね。クラスも違ったし。M、ずっとMって感
じだったんで凄いなーって思いながらやってました。

前半、夏前は「質より量」
そうですね。前半はもう質より量、ってか夏前とかはす
ごい質より量って感じで、とりあえず時間こなすって感
じで、後半は分かってきたら、質を重視してたと思いま
す自分としては。ははは。試行錯誤するのはありだと思
います。その都度その都度。軌道修正してました。MTの
前とかド緊張ですねもう。いうてド緊張してましたね。
でもまあ気にしないっていうのはわかってるんですけ
ど、まあ、やっぱクラス落ちると悔しいし、まあ上がっ
たら嬉しいし、っていうのはそういうので感情の起伏が
…あるのはしょうがないと思うんですど、まあ緊張はし
てましたね。でもなんか、本番には強いっぽいです。ど
ちらかというと。はい。試験とかでも。岩手とか金沢2つ
落ちたらめげるもんですけど、岩手だめだったけど杏林
来たーって思って。いやもうどうでもいいやと思って。
杏林が来ててあれ結構いやーありがたかったですね。杏
林補欠ですね、確か103番とか。そうですね、なんか回り
遅かったですね。回り、最終的に120とかだったんで確
か。

合格に必要なものは目標大学を決めて、量を維持

すること！
んー。あーえっと、量を維持する。目標大学を決める、
先生の言うことを素直に聞く。あとは…でもいろいろほ
んとに先生の言うこと聞いてれば受かるし、あとなんか
自分の、なんていうんだろうな…自分なりの作戦みたい
のを立てるっていうのはやっぱ重要だなとは思いまし
た。僕は生活はしっかりしてました。朝は結構起きてっ
て感じ。起きれない方なんですけどほんとは。ここへ来
て変わったというか、頑張って変えたって感じですね。
あとはやっぱ1年で、1浪とかの人はほんとに1年で決め
るっていうのを宣言しといた方が良いと思いますね。親
とかにも1年で決めるからみたいな。そういう意識って言
うのは、やっぱり意識の問題だと思いますね。やっぱあ
とは、起きるのに関してもやっぱ意識がないと、そうい
う元々起きれない人は意識しないと絶対起きれないだろ

うし、やっぱそういう面で意識ってのは大事だと思いま
す。意識の問題です。意識が…言いにくい部分ではあり
ますけど、実際僕は朝が弱くて実際意識を変えて起きて
たんで。いやもうほんとに、起きるって気がないとほん
と起きれないんで。7時に起きる7時に起きる7時に起き
るって。ははは。
はい。なんで、そういう意識っていうのはほんと日々の
積み重ねなんで大事だと思います。振り返ってみて、辛
かった1年ですし、まあ…なんていうんだろう…思い出し
たくない1年ではあると思うんですけど、絶対自分のプラ
スにはなった1年だった、ですしそういう環境も素晴らし
いので、自分としてはありがたい1年でした。代官山じゃ
なかったら、いや受かんないですよ多分。ははは。いや
だってこんなに拘束するとこないじゃないですか(笑)。そ
ういう環境面も、なんていうか、恵まれてるんで、そう
いう部分もずっと念頭に置いて勉強した方がいいと思い
ます。はい。あとは、ほんと1年は捨てるっていう思いで
やった方がいいなっていうのは思いましたね。自分とし
ては。思い出して、楽しかったなっていうよりは、辛
かったなって思う1年にした方が良いと思いますね僕的に
は。
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昭和での寮生活
なんか、寮によって大分カラーがあって。赤松と白樺っ
て言う二つの寮があるんですけど。今年は赤松の方が、
落ち着いた人多くて、白樺はすごいもう。そう、わーっ
て感じですね、見てると。現役ですか…んー。いやいる
にはいるんですけど。どうだろうなでも6:4くらいですか
ね。5.5：4.5とかだと思います。感覚としてはですけど半
分強は現役な感じがします。小森さん（小森秀一　昭和
大医学部進学）真面目ですよ。うちの寮、小森さんと僕
寮同じなんですけど、1番古いやつで。なんででも結構離
れてて寮自体が。

代官山を選んだ理由って
えっーと先輩で、桐蔭の先輩で、鶴町さん（鶴町綾子　
藤田医科大医学部進学）って言う人が。鶴町さんの紹介
でこういうとこがあるって知って。岩手ですかね。たし
か岩手が終わった日、岩手の1次が終わった日にもう今年
ダメだと思って。ははは。絶対に無理だなと思って。
市ヶ谷からそのままここに来ました。確か岩手とか杏林
前とか多分そのくらいで。もう初っ端の岩手でこてんぱ
んにやられて。で石井先生の話聞いて。確かお母さんと
一緒に2人で来ました。石井先生の話聞いて、もうここだ
なって思って。ほかにもいろいろ行こうって思ってたん
ですけど、いいやと思って。行かなかった。体験みたい
なのも行かずに決めました。でも寮自体、寮に、なん
だっけな、寮に入るのが確か3月？ぐらいだったんでそれ
に合わせて来ましたね。それまでは家でやってて。は
い、課題やって。課題めっちゃやりましたね。3月の1週
目くらいですかね。それで合わせて、こっちきて勉強し
てって感じでした。あー1ミリも遊んでないです。1回も
…絶対1年で決めると思ってたんで。

クラスは落ちまくりました
現役は塾はえっと、個別のとこ行ってて。まあ、あんま
り伸びなくてこのまま落ちたって感じで。岩手受けて、
もう無理だ、と思って。ははは。授業はいつも通路の方
に座ってたよね、前にはいけないけど、でも質問はした
いって感じでしたね。最初のクラス分けってM4ですね最
初は。最初M4で、多分3月中の勉強のやつが効いてM4で
やってA2まで落ちて、M4→A2→A1→A1ですね確か。は
い最初だけM4。夏前までM4でしたね。で点取れてなく
て、ドーンと落ちて、で上がって。でぐんぐん伸びてき
て、あーって。山室先生、夏くらいから見てくれて。そ
れからもう数学はもう安定しましたね。なんでしたっ
け、積分プリント？があれほんとに素晴らしいと思っ
て。あれでほんとに。もう怖くなくなった。てかもう積
分来いって感じでした。結構ありましたねあれ。はは
は。そうですね、毎回。僕は瞬発力的なものがあんまり
ないので。ははは。

岩手金沢両方落ちました…

岩手金沢でなんかしら…。なんか地方に弱くて。(笑)いや
分かんないです。地方はほんとに…なん、なんなんです
かね。気持ちの問題？岩手は多分数学が1番がむずくて、
多分僕解きに行きましたね。自信あったんで。(1)からな
んかあれ？ってなって。詰まっちゃって。10分、15分く
らい使いましたねそれで。なんかそれであーってなっ
て、もう死んでましたねその後は。多分、たしか物理が
簡単だったんですよ。物理で思うように取れなかったっ
ていうのと。多分あとはやっぱ英語が付いてこなかった
んだと思います。岩手はそうですね。前と違う感じでや
りにくかった。元々英語があんまり得意じゃない…。ま
あそうですね。やっぱ試験に備えてのことだから、なん
ていうか、例えば山室先生にも言われたように、なんか
順番、解く順番、そういうのは結構自分で試行錯誤して
ましたね。慈恵だめでしたねー。だめでしたねー慈恵。
順天とかは絶対無理ですね。英語がもう、終わんないで
す多分。んー。慈恵理科で若干ミスって、英語むずいで
す。しかも記述があるんで。もうちょっと馬が合わな
かったですね…。まあでも昭和で十分ですね。

去年の昭和の成績開示したら８点
今年の昭和の入試問題は多分差つかないですね。あ、英
語が確か、30分で終わったんですよ確かあのとき。英語
がぱーっと解けて、数学時間かけて、って感じでやった
のは覚えてます。去年とか数学8点だったんで。ほんとに
数学…。成績開示したんですけどね。8点っていう。
わーって。数学に関してはびっくりした。よく8点からそ
んな合格までいきました。いやーもう。夏、夏までで凄
い伸び…伸びましたね。本館戻りは絶対嫌だと思って。
もう周りが自習室の周りに結構真面目な人多かったん
で、もうついていこうと思って。自習室派ですね。は
い。ずーっと自習室。クラス落ちた時ってどうだったっ
けなー。A2のときは、ま、でも正直入塾する前に、その
1号館スタートと思ってたんで。ほんとに、偏差値とかも
50いってなかったんであの時、なんで、なんかショッ
クっていうのはあんまなくて、だけどMには戻りたいと
は思ってました。どうなんですかね…でも最後なんかで
しくって、確か物理。代官山の物理…ってやばいですね
え。あれ解ければもう怖くないですよ。

代官山MEDICALの生活
入って、GWくらいまではちょっとあれかな、ペースも掴
めなかったですね。どうだったかな。まあでも最初メン
ブレしてましたね。メンブレって言っても、でも結構量
こなすって感じでしたね最初はずっと。量こなしてっ
て、なんか無駄な量をどんどん省くみたいな感じでした
ね。テキストずっとやってましたね。いやもう…あれは
…。いやでもやれば伸びるってわかってたんでもうひた
すらしがみついてましたね。夏過ぎで1個上がって次上が
れるかなと思ったけど、もうA1キープって感じで。梶
（梶浦淳史　日本医科大進学）とかに置いて行かれまし
た。陳さん（陳業隆　日本大医学部進学）とか。M3でし

たっけ確か最後。やー。頭良かったですね。

英語はひたすらやりまくった
やれる限り、阿里先生にいろいろ長文プリントとか貰っ
てひたすら。いやもう阿里先生、もう大先生って感じで
す。えもう…何枚やったんだろう…。いやわかんないで
す100は絶対いってたと思うんですけど。めっちゃ、
ばーって。もうどんどん…どんどん出てくるんで。文法
プリントも、はいありました。作文はあんまりやってな
かったです僕は。聖マあったっけな…。あーなんか。な
んかあった気がします。もう受かって蹴っちゃったから
どうでも…ははは。最初獨協ですね、確か。はい、獨協
に最初お金払って、正規で来て、で聖マ来て…。で聖マ
にも払って。そうですね、結局。でも昭和、安いから。
まあ仕方なくて、払わないわけにいきません。それでま
た1年、ってなっちゃったら死んじゃうな僕。ははは。石
井先生の言った通り、1年でなんとかなりました。100％
1年で決めると思ってたんで。元々そんなにないと思って
たのにM4とか入っちゃったから。自分にはもう…。クラ
ス落ちてちょうどよかったのかな。適正な位置に。落と
されたって感じですね。最初ほんとにA5とかで良かった
かなと思って。あー多分そうですね。

数学はMonthy Testずっと載ってました。
数学はもう山室先生。あと平野先生とか。平野先生も結
構質問しに行ってました。直前に授業してもらって、い
ろいろ杏林とかも対策してもらいました。山室先生は主
に積分のと、あと確率、最後確率のやつちょっとやっ
て、だったと思います。MTはそうですね、もう安定させ

てましたね。全部載ってましたね。ミスっても載るくら
いでした。夏からは。今回何位だったわみたいな。結構
モティベーションあがりましたね。齋藤拓真さん（名古
屋市立大医学部進学）とかね、あのへんは出来るし、時
間…なんていうか量もすごいし、朝いっつもいました多
分。はい。誰だっけな…森さん（森杏菜　杏林大医学部
進学）とかも。森さんどうだったっけ…森さんとか…6時
…僕で、確か7時くらいだったんで。6時台には絶対来て
たと思います。凄いですね精神力が。1週間だったら僕も
出来ますけど。1年てなると。考えられない。で、7時く
らい…いっつも7時とかだったので大体。ついてこうと
思ってやってましたね。

化学、物理は。
化学、原先生とか。丁寧ですねーー。もうなんか途中で
無機の知識が微妙ってことに気づいて。いや結構10月11
月とか。ちょっとやばいな、ってなって、授業の時に
もっかい全復習みたいな。高速授業みたいな感じでやっ
てもらって、危ねえ危ねえみたいな感じで。
原先生にはお世話になりましたね。
物理。いやー迷うな。寺澤先生と小澤先生なんですけ
ど。あーでも小澤先生ですかね。
結構質問、まあ寺澤先生ももちろん質問しに行ってたん
ですけど、小澤先生のマンツーマン取ってましたし。両
方取ってたんですけど。小澤先生は、穏やかな感じで
す。板書がなんかかわいいんですよすごい。まあなんか
丁寧で。頭に入ってくるって感じで、はい。時々イラス
トとかも入ってて。あー寺澤先生もでもなんか、面白い
です、授業。すごい印象深いです。小澤先生イラスト書
いたりとか。質問行っても毎回丁寧に教えてもらって。
やーほんと、ありがたかったです。2人両方ともほら、原
理とかを大切にします。寺澤先生とかほんとに、誰でも
わかるって感じで。初めたばっかの人でもわかりやすい
ように説明してもらいましたね。M4でも全然もう分かっ
てないのは基礎ばっかり。基礎分かってないからって
言って、最初から、そういうなんか決められたコースみ
たいな、例えば単振動だったら、こうやって、この流れ
で解くっていう、もう流れを提示してくれるんで、どん
な問題来ても何でも解けるっていう感じです。円運動…
あーそういうのはありますね。ちゃんとこういう絵書い
てここが対応してるよって話もしてましたし。そういう
ルートがもう分かっているっていう、解き方が分かって
るっていう点ではすごい強かったですね。2人の良いとこ
取りって感じでしたね。もう、いや…ありがたかったで
す。

現役の時と、一番自分が変わったと思うのって?
んー。なんだろなー難しいな。勉強量もそうですけど。
なんだろう。やっぱりその、周りが見えるって言う環境
…環境ですかねやっぱり。そういう周りが、いままでそ
の個別の授業でそういう1人…模試とかでしかほんとにな
んも比べられない。自分の位置っていうのが分かんなく

て、テストとかも無いから、なんていうんだろう、競争
心も芽生えないっていうかそういうモチベーション的な
面もあんまりなかったし、そういう意味では勉強の、勉
強への姿勢が変わったと思います。森杏菜とかには敵わ
ない。勉強量ではもう全然敵わない。いや、もう、すご
いですよ。毎回いましたもん。毎回いるし、夜もいる
し、って感じで。なんで帰んないんだろうって感じ。は
はは。あと後ろは小川さん…（小川真由　日本医科大進
学）でしたっけ。小川さんとか、凄かったですねー。毎
回、多分一番遅くに帰ってたと思いますね。僕が2,3番目
ぐらいで帰って、最後に帰るって感じ。あの子だって藤
沢でしょ。やー考えられないですよ僕からしたら。でも
全然喋ってなかったんで。はい。あんまり親しくしてな
かったですね。クラスも違ったし。M、ずっとMって感
じだったんで凄いなーって思いながらやってました。

前半、夏前は「質より量」
そうですね。前半はもう質より量、ってか夏前とかはす
ごい質より量って感じで、とりあえず時間こなすって感
じで、後半は分かってきたら、質を重視してたと思いま
す自分としては。ははは。試行錯誤するのはありだと思
います。その都度その都度。軌道修正してました。MTの
前とかド緊張ですねもう。いうてド緊張してましたね。
でもまあ気にしないっていうのはわかってるんですけ
ど、まあ、やっぱクラス落ちると悔しいし、まあ上がっ
たら嬉しいし、っていうのはそういうので感情の起伏が
…あるのはしょうがないと思うんですど、まあ緊張はし
てましたね。でもなんか、本番には強いっぽいです。ど
ちらかというと。はい。試験とかでも。岩手とか金沢2つ
落ちたらめげるもんですけど、岩手だめだったけど杏林
来たーって思って。いやもうどうでもいいやと思って。
杏林が来ててあれ結構いやーありがたかったですね。杏
林補欠ですね、確か103番とか。そうですね、なんか回り
遅かったですね。回り、最終的に120とかだったんで確
か。

合格に必要なものは目標大学を決めて、量を維持

すること！
んー。あーえっと、量を維持する。目標大学を決める、
先生の言うことを素直に聞く。あとは…でもいろいろほ
んとに先生の言うこと聞いてれば受かるし、あとなんか
自分の、なんていうんだろうな…自分なりの作戦みたい
のを立てるっていうのはやっぱ重要だなとは思いまし
た。僕は生活はしっかりしてました。朝は結構起きてっ
て感じ。起きれない方なんですけどほんとは。ここへ来
て変わったというか、頑張って変えたって感じですね。
あとはやっぱ1年で、1浪とかの人はほんとに1年で決め
るっていうのを宣言しといた方が良いと思いますね。親
とかにも1年で決めるからみたいな。そういう意識って言
うのは、やっぱり意識の問題だと思いますね。やっぱあ
とは、起きるのに関してもやっぱ意識がないと、そうい
う元々起きれない人は意識しないと絶対起きれないだろ

うし、やっぱそういう面で意識ってのは大事だと思いま
す。意識の問題です。意識が…言いにくい部分ではあり
ますけど、実際僕は朝が弱くて実際意識を変えて起きて
たんで。いやもうほんとに、起きるって気がないとほん
と起きれないんで。7時に起きる7時に起きる7時に起き
るって。ははは。
はい。なんで、そういう意識っていうのはほんと日々の
積み重ねなんで大事だと思います。振り返ってみて、辛
かった1年ですし、まあ…なんていうんだろう…思い出し
たくない1年ではあると思うんですけど、絶対自分のプラ
スにはなった1年だった、ですしそういう環境も素晴らし
いので、自分としてはありがたい1年でした。代官山じゃ
なかったら、いや受かんないですよ多分。ははは。いや
だってこんなに拘束するとこないじゃないですか(笑)。そ
ういう環境面も、なんていうか、恵まれてるんで、そう
いう部分もずっと念頭に置いて勉強した方がいいと思い
ます。はい。あとは、ほんと1年は捨てるっていう思いで
やった方がいいなっていうのは思いましたね。自分とし
ては。思い出して、楽しかったなっていうよりは、辛
かったなって思う1年にした方が良いと思いますね僕的に
は。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

26.9 61.7＋88点

8ヶ月後ヶ月後8
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日本医科大

杏林大医学部

東京女子医科大

北里大医学部

薄先生に教えられて

解らなかった問題なんてなかった。

最小限のやり方で最大限に

効果的な方法を教えてもらった。

薄先生に教えられて

解らなかった問題なんてなかった。

最小限のやり方で最大限に

効果的な方法を教えてもらった。
日本医科大進学　水野和佳子さん(渋谷教育学園渋谷高校卒)

前期２次合格

２次特待合格

２次正規合格

２次正規合格

昭和での寮生活
なんか、寮によって大分カラーがあって。赤松と白樺っ
て言う二つの寮があるんですけど。今年は赤松の方が、
落ち着いた人多くて、白樺はすごいもう。そう、わーっ
て感じですね、見てると。現役ですか…んー。いやいる
にはいるんですけど。どうだろうなでも6:4くらいですか
ね。5.5：4.5とかだと思います。感覚としてはですけど半
分強は現役な感じがします。小森さん（小森秀一　昭和
大医学部進学）真面目ですよ。うちの寮、小森さんと僕
寮同じなんですけど、1番古いやつで。なんででも結構離
れてて寮自体が。

代官山を選んだ理由って
えっーと先輩で、桐蔭の先輩で、鶴町さん（鶴町綾子　
藤田医科大医学部進学）って言う人が。鶴町さんの紹介
でこういうとこがあるって知って。岩手ですかね。たし
か岩手が終わった日、岩手の1次が終わった日にもう今年
ダメだと思って。ははは。絶対に無理だなと思って。
市ヶ谷からそのままここに来ました。確か岩手とか杏林
前とか多分そのくらいで。もう初っ端の岩手でこてんぱ
んにやられて。で石井先生の話聞いて。確かお母さんと
一緒に2人で来ました。石井先生の話聞いて、もうここだ
なって思って。ほかにもいろいろ行こうって思ってたん
ですけど、いいやと思って。行かなかった。体験みたい
なのも行かずに決めました。でも寮自体、寮に、なん
だっけな、寮に入るのが確か3月？ぐらいだったんでそれ
に合わせて来ましたね。それまでは家でやってて。は
い、課題やって。課題めっちゃやりましたね。3月の1週
目くらいですかね。それで合わせて、こっちきて勉強し
てって感じでした。あー1ミリも遊んでないです。1回も
…絶対1年で決めると思ってたんで。

クラスは落ちまくりました
現役は塾はえっと、個別のとこ行ってて。まあ、あんま
り伸びなくてこのまま落ちたって感じで。岩手受けて、
もう無理だ、と思って。ははは。授業はいつも通路の方
に座ってたよね、前にはいけないけど、でも質問はした
いって感じでしたね。最初のクラス分けってM4ですね最
初は。最初M4で、多分3月中の勉強のやつが効いてM4で
やってA2まで落ちて、M4→A2→A1→A1ですね確か。は
い最初だけM4。夏前までM4でしたね。で点取れてなく
て、ドーンと落ちて、で上がって。でぐんぐん伸びてき
て、あーって。山室先生、夏くらいから見てくれて。そ
れからもう数学はもう安定しましたね。なんでしたっ
け、積分プリント？があれほんとに素晴らしいと思っ
て。あれでほんとに。もう怖くなくなった。てかもう積
分来いって感じでした。結構ありましたねあれ。はは
は。そうですね、毎回。僕は瞬発力的なものがあんまり
ないので。ははは。

岩手金沢両方落ちました…

岩手金沢でなんかしら…。なんか地方に弱くて。(笑)いや
分かんないです。地方はほんとに…なん、なんなんです
かね。気持ちの問題？岩手は多分数学が1番がむずくて、
多分僕解きに行きましたね。自信あったんで。(1)からな
んかあれ？ってなって。詰まっちゃって。10分、15分く
らい使いましたねそれで。なんかそれであーってなっ
て、もう死んでましたねその後は。多分、たしか物理が
簡単だったんですよ。物理で思うように取れなかったっ
ていうのと。多分あとはやっぱ英語が付いてこなかった
んだと思います。岩手はそうですね。前と違う感じでや
りにくかった。元々英語があんまり得意じゃない…。ま
あそうですね。やっぱ試験に備えてのことだから、なん
ていうか、例えば山室先生にも言われたように、なんか
順番、解く順番、そういうのは結構自分で試行錯誤して
ましたね。慈恵だめでしたねー。だめでしたねー慈恵。
順天とかは絶対無理ですね。英語がもう、終わんないで
す多分。んー。慈恵理科で若干ミスって、英語むずいで
す。しかも記述があるんで。もうちょっと馬が合わな
かったですね…。まあでも昭和で十分ですね。

去年の昭和の成績開示したら８点
今年の昭和の入試問題は多分差つかないですね。あ、英
語が確か、30分で終わったんですよ確かあのとき。英語
がぱーっと解けて、数学時間かけて、って感じでやった
のは覚えてます。去年とか数学8点だったんで。ほんとに
数学…。成績開示したんですけどね。8点っていう。
わーって。数学に関してはびっくりした。よく8点からそ
んな合格までいきました。いやーもう。夏、夏までで凄
い伸び…伸びましたね。本館戻りは絶対嫌だと思って。
もう周りが自習室の周りに結構真面目な人多かったん
で、もうついていこうと思って。自習室派ですね。は
い。ずーっと自習室。クラス落ちた時ってどうだったっ
けなー。A2のときは、ま、でも正直入塾する前に、その
1号館スタートと思ってたんで。ほんとに、偏差値とかも
50いってなかったんであの時、なんで、なんかショッ
クっていうのはあんまなくて、だけどMには戻りたいと
は思ってました。どうなんですかね…でも最後なんかで
しくって、確か物理。代官山の物理…ってやばいですね
え。あれ解ければもう怖くないですよ。

代官山MEDICALの生活
入って、GWくらいまではちょっとあれかな、ペースも掴
めなかったですね。どうだったかな。まあでも最初メン
ブレしてましたね。メンブレって言っても、でも結構量
こなすって感じでしたね最初はずっと。量こなしてっ
て、なんか無駄な量をどんどん省くみたいな感じでした
ね。テキストずっとやってましたね。いやもう…あれは
…。いやでもやれば伸びるってわかってたんでもうひた
すらしがみついてましたね。夏過ぎで1個上がって次上が
れるかなと思ったけど、もうA1キープって感じで。梶
（梶浦淳史　日本医科大進学）とかに置いて行かれまし
た。陳さん（陳業隆　日本大医学部進学）とか。M3でし

たっけ確か最後。やー。頭良かったですね。

英語はひたすらやりまくった
やれる限り、阿里先生にいろいろ長文プリントとか貰っ
てひたすら。いやもう阿里先生、もう大先生って感じで
す。えもう…何枚やったんだろう…。いやわかんないで
す100は絶対いってたと思うんですけど。めっちゃ、
ばーって。もうどんどん…どんどん出てくるんで。文法
プリントも、はいありました。作文はあんまりやってな
かったです僕は。聖マあったっけな…。あーなんか。な
んかあった気がします。もう受かって蹴っちゃったから
どうでも…ははは。最初獨協ですね、確か。はい、獨協
に最初お金払って、正規で来て、で聖マ来て…。で聖マ
にも払って。そうですね、結局。でも昭和、安いから。
まあ仕方なくて、払わないわけにいきません。それでま
た1年、ってなっちゃったら死んじゃうな僕。ははは。石
井先生の言った通り、1年でなんとかなりました。100％
1年で決めると思ってたんで。元々そんなにないと思って
たのにM4とか入っちゃったから。自分にはもう…。クラ
ス落ちてちょうどよかったのかな。適正な位置に。落と
されたって感じですね。最初ほんとにA5とかで良かった
かなと思って。あー多分そうですね。

数学はMonthy Testずっと載ってました。
数学はもう山室先生。あと平野先生とか。平野先生も結
構質問しに行ってました。直前に授業してもらって、い
ろいろ杏林とかも対策してもらいました。山室先生は主
に積分のと、あと確率、最後確率のやつちょっとやっ
て、だったと思います。MTはそうですね、もう安定させ

てましたね。全部載ってましたね。ミスっても載るくら
いでした。夏からは。今回何位だったわみたいな。結構
モティベーションあがりましたね。齋藤拓真さん（名古
屋市立大医学部進学）とかね、あのへんは出来るし、時
間…なんていうか量もすごいし、朝いっつもいました多
分。はい。誰だっけな…森さん（森杏菜　杏林大医学部
進学）とかも。森さんどうだったっけ…森さんとか…6時
…僕で、確か7時くらいだったんで。6時台には絶対来て
たと思います。凄いですね精神力が。1週間だったら僕も
出来ますけど。1年てなると。考えられない。で、7時く
らい…いっつも7時とかだったので大体。ついてこうと
思ってやってましたね。

化学、物理は。
化学、原先生とか。丁寧ですねーー。もうなんか途中で
無機の知識が微妙ってことに気づいて。いや結構10月11
月とか。ちょっとやばいな、ってなって、授業の時に
もっかい全復習みたいな。高速授業みたいな感じでやっ
てもらって、危ねえ危ねえみたいな感じで。
原先生にはお世話になりましたね。
物理。いやー迷うな。寺澤先生と小澤先生なんですけ
ど。あーでも小澤先生ですかね。
結構質問、まあ寺澤先生ももちろん質問しに行ってたん
ですけど、小澤先生のマンツーマン取ってましたし。両
方取ってたんですけど。小澤先生は、穏やかな感じで
す。板書がなんかかわいいんですよすごい。まあなんか
丁寧で。頭に入ってくるって感じで、はい。時々イラス
トとかも入ってて。あー寺澤先生もでもなんか、面白い
です、授業。すごい印象深いです。小澤先生イラスト書
いたりとか。質問行っても毎回丁寧に教えてもらって。
やーほんと、ありがたかったです。2人両方ともほら、原
理とかを大切にします。寺澤先生とかほんとに、誰でも
わかるって感じで。初めたばっかの人でもわかりやすい
ように説明してもらいましたね。M4でも全然もう分かっ
てないのは基礎ばっかり。基礎分かってないからって
言って、最初から、そういうなんか決められたコースみ
たいな、例えば単振動だったら、こうやって、この流れ
で解くっていう、もう流れを提示してくれるんで、どん
な問題来ても何でも解けるっていう感じです。円運動…
あーそういうのはありますね。ちゃんとこういう絵書い
てここが対応してるよって話もしてましたし。そういう
ルートがもう分かっているっていう、解き方が分かって
るっていう点ではすごい強かったですね。2人の良いとこ
取りって感じでしたね。もう、いや…ありがたかったで
す。

現役の時と、一番自分が変わったと思うのって?
んー。なんだろなー難しいな。勉強量もそうですけど。
なんだろう。やっぱりその、周りが見えるって言う環境
…環境ですかねやっぱり。そういう周りが、いままでそ
の個別の授業でそういう1人…模試とかでしかほんとにな
んも比べられない。自分の位置っていうのが分かんなく

て、テストとかも無いから、なんていうんだろう、競争
心も芽生えないっていうかそういうモチベーション的な
面もあんまりなかったし、そういう意味では勉強の、勉
強への姿勢が変わったと思います。森杏菜とかには敵わ
ない。勉強量ではもう全然敵わない。いや、もう、すご
いですよ。毎回いましたもん。毎回いるし、夜もいる
し、って感じで。なんで帰んないんだろうって感じ。は
はは。あと後ろは小川さん…（小川真由　日本医科大進
学）でしたっけ。小川さんとか、凄かったですねー。毎
回、多分一番遅くに帰ってたと思いますね。僕が2,3番目
ぐらいで帰って、最後に帰るって感じ。あの子だって藤
沢でしょ。やー考えられないですよ僕からしたら。でも
全然喋ってなかったんで。はい。あんまり親しくしてな
かったですね。クラスも違ったし。M、ずっとMって感
じだったんで凄いなーって思いながらやってました。

前半、夏前は「質より量」
そうですね。前半はもう質より量、ってか夏前とかはす
ごい質より量って感じで、とりあえず時間こなすって感
じで、後半は分かってきたら、質を重視してたと思いま
す自分としては。ははは。試行錯誤するのはありだと思
います。その都度その都度。軌道修正してました。MTの
前とかド緊張ですねもう。いうてド緊張してましたね。
でもまあ気にしないっていうのはわかってるんですけ
ど、まあ、やっぱクラス落ちると悔しいし、まあ上がっ
たら嬉しいし、っていうのはそういうので感情の起伏が
…あるのはしょうがないと思うんですど、まあ緊張はし
てましたね。でもなんか、本番には強いっぽいです。ど
ちらかというと。はい。試験とかでも。岩手とか金沢2つ
落ちたらめげるもんですけど、岩手だめだったけど杏林
来たーって思って。いやもうどうでもいいやと思って。
杏林が来ててあれ結構いやーありがたかったですね。杏
林補欠ですね、確か103番とか。そうですね、なんか回り
遅かったですね。回り、最終的に120とかだったんで確
か。

合格に必要なものは目標大学を決めて、量を維持

すること！
んー。あーえっと、量を維持する。目標大学を決める、
先生の言うことを素直に聞く。あとは…でもいろいろほ
んとに先生の言うこと聞いてれば受かるし、あとなんか
自分の、なんていうんだろうな…自分なりの作戦みたい
のを立てるっていうのはやっぱ重要だなとは思いまし
た。僕は生活はしっかりしてました。朝は結構起きてっ
て感じ。起きれない方なんですけどほんとは。ここへ来
て変わったというか、頑張って変えたって感じですね。
あとはやっぱ1年で、1浪とかの人はほんとに1年で決め
るっていうのを宣言しといた方が良いと思いますね。親
とかにも1年で決めるからみたいな。そういう意識って言
うのは、やっぱり意識の問題だと思いますね。やっぱあ
とは、起きるのに関してもやっぱ意識がないと、そうい
う元々起きれない人は意識しないと絶対起きれないだろ

うし、やっぱそういう面で意識ってのは大事だと思いま
す。意識の問題です。意識が…言いにくい部分ではあり
ますけど、実際僕は朝が弱くて実際意識を変えて起きて
たんで。いやもうほんとに、起きるって気がないとほん
と起きれないんで。7時に起きる7時に起きる7時に起き
るって。ははは。
はい。なんで、そういう意識っていうのはほんと日々の
積み重ねなんで大事だと思います。振り返ってみて、辛
かった1年ですし、まあ…なんていうんだろう…思い出し
たくない1年ではあると思うんですけど、絶対自分のプラ
スにはなった1年だった、ですしそういう環境も素晴らし
いので、自分としてはありがたい1年でした。代官山じゃ
なかったら、いや受かんないですよ多分。ははは。いや
だってこんなに拘束するとこないじゃないですか(笑)。そ
ういう環境面も、なんていうか、恵まれてるんで、そう
いう部分もずっと念頭に置いて勉強した方がいいと思い
ます。はい。あとは、ほんと1年は捨てるっていう思いで
やった方がいいなっていうのは思いましたね。自分とし
ては。思い出して、楽しかったなっていうよりは、辛
かったなって思う1年にした方が良いと思いますね僕的に
は。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

26.9 61.7＋88点

8ヶ月後ヶ月後8

合格の軌跡

物理偏差値総合得点 
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2018年

日本医科大

杏林大医学部

東京女子医科大

北里大医学部

薄先生に教えられて

解らなかった問題なんてなかった。

最小限のやり方で最大限に

効果的な方法を教えてもらった。

薄先生に教えられて

解らなかった問題なんてなかった。

最小限のやり方で最大限に

効果的な方法を教えてもらった。
日本医科大進学　水野和佳子さん(渋谷教育学園渋谷高校卒)

前期２次合格

２次特待合格

２次正規合格

２次正規合格
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2018年

日本医科大

杏林大医学部

国際医療福祉大医学部

昭和大医学部

東京女子医科大

はじめ化学の偏差値30。

一番伸びた科目はやっぱり化学!!

節田先生の例えのおかげで

はじめ化学の偏差値30。

一番伸びた科目はやっぱり化学!!

節田先生の例えのおかげで
日本医科大進学　井上里菜さん(東洋英和女学院高校卒)

前期２次合格

２次正規合格

２次正規合格

Ⅰ期２次特待合格

２次正規合格

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

今年日医には代官山から11人も進学してて。

たくさん知り合いがいて楽しい。
井上：現役で行っていた塾の先生に紹介されて知りまし
た。代官山MEDICALは他の塾より、カリキュラムもしっ
かりしてるし、実際拘束力もあったし本当によかった。
私3月末ごろに入塾するまで毎日遊んでて。私さきどり課
題の数学を4日で終わらせたんです。あのときは頑張りま
した。
今年1次受かったのは、日医、昭和、女子医、杏林、国際
医療福祉、岩手、東邦、北里で、2次受けた日医、昭和、
女子医、杏林、国際医療が受かって全勝でした。昭和は
特待だったしめっちゃ行きたかったです、寮大好きだ
し。特待のビリッケツだったかもしれないけど、昭和の
特待と日医は迷いました。
水野：私も知り合いの方が浪人するなら代官山MEDICAL
いいよって薦めてくれて１番最初に代官山MEDICALに親
と話を聞きに来てそれで決めました。親は1年過ごす場所
なので偏らないように、他もしっかりと見て決めた方が
いいとは言われたんですけど、私は早く決めて勉強した
ほうが良いなって（笑）昭和の2期終わってすぐだったか
な。それから1年代官山で頑張って1次受かったのは10校
（国際医療福祉、岩手、順天、近畿、女子医、東北医科
薬科、東邦、日医、北里、杏林）。国際と岩手と順天の
３校が２次被っちゃって順天受けにいきました。
井上：今年日医には代官山から11人も進学してて。神武
くんとか、マナとかミナミとか酒井。カジカジ（梶浦）
はプレゼンの時とかほんと面白かった。たくさん知り合
いがいて楽しい。たくさんいるからいいですよ。

絶対クラス上がってやるって思った。
水野：一番初めM4で。私順天行きたかったんでM4で順
天ありえないとか悔しくて、クラス上がんなきゃって授
業で一番前座ってました。クラスが上がる基準に授業態
度ってあったので、ちゃんとしようって(笑)。絶対クラス
上がってやるって。数学はできなかったからStandard。
数学偏差値40だったから復習でいっぱい解き直して、苦

キ(笑)英語の授業を受けるというか、石井先生の授業を受
けに行ってた感じです。
水野：石井先生の授業は英語だけの授業じゃなかったよ
ね、特別な授業だった。いろんなこと教えてもらった、
医学部のこととか、お医者さんのこととか、傾向とか受
験のこととか、ほんといろんなこと。授業あると毎回頑
張んなきゃって思えた。

薄先生に教えられて解らなかった問題なんてな

かったですね。
井上：薄先生のすごいモチベーションを上げてくれると
ころが好きです。授業もわかりやすいし、それだけじゃ
なくて復習しようという気にさせてくれる。授業分かり
やすくてもそれで終わっちゃうんじゃなくて。その先の
復習のことまでフォローあるところがいい！ほんとイイ
人です。単科はめっちゃ取りました！マンツーは取らな
かった、どの教科も。けど、単科はめっちゃとった。山
室先生の計トレもめっちゃやってましたよ。
水野：私も薄先生好きです(笑)先生の同じやり方で全部が
解けるようにしてくれるのが良かったです。「テキスト
の問題が解ける」じゃなくて、こういう問題はこう解く
んだって教えてくれました。薄先生に教えられて解らな
かった問題なんてなかったですね。最小のやり方でいろ
いろと効果的な方法を教えてもらった!
井上：そうそう、めっちゃそれ!! 
水野：ね、ほんとお世話になってました。

池永先生からの『大量』で『いい問題』をこなして化

学の苦手意識もなくなっていった。
水野：池永先生はすごいプリントくれるんですよ。終わ
らないっていう人もいたけど、ちゃんと私は全部終わら
せました、ほんとに全部。私の場合は苦手意識があった
んで、特に高分子化合物とか大量の問題を解いていくう
ちに「おっ、これいけるぞ」って。覚えてくとかじゃな
くて、その場でどうしようかなって解く。日医とか難関
校はやった問題がまんま出るわけじゃないし、その場で
考える力が必要で。国立の問題も入ってていい問題ばっ
かり選んでくれてた。プリントもらうときも、大量でも
先生に「これはいつまでにやってきます」って宣言して
自分に課してやってました。先生にやりすぎだって言わ
れるくらい。初めは池永先生すごく怖かったんですけ
ど、1回プリントもらいに行ったときすごく親身に対応し
てくれたんで、この先生なら話聞いてくれるかもしれな
いと思って行きまくってました(笑)夏からマンツーもとっ
て。2学期からM2に上がれました。
井上：私ほんとに化学できなかったんですけど、せっ
ちゃん(節田先生)は、まとめ方がきれい。それに授業がス
ムーズにいく感じが好きでした。せっちゃんは例えが
めっちゃ変で独特なんですよね(笑)ヨウ素のとこでゴキブ
リとか死体とか例えにだして話すんですよね(笑)死体めっ
ちゃ出てくる。高分子でも蝶々も飛ぶんです!(笑)それが
強烈で覚えやすい(笑)

水野：例えがめっちゃ楽しかった。記憶に残るよね。
井上：うん、だから単科も全部取ってました、すごい好
きで!印象が強くて忘れない。好きだけど質問にはあんま
りいかなかった、片思いな感じ？直前のせっちゃんの単
科でやったところ受験の時ほとんど当たってるんです
よ。日医は脂肪酸出て、もうこれのおかげで受かったよ
うなもんで
す！ほんと助かりました！問題見た瞬間・・・せっちゃ
ん！！ってなりました(笑)これはやるしかないって!!
水野：私も。理科は満点近かったと思う。鳥肌たったよ
ね。
井上：化学で救われた。なんか日医は英語でテンパっ
ちゃってたから。でも自由英作文は、『自分の性格で直
したいところ』びっちり書いた！あれは『傑作』って
言っていい!）
水野：今年は文字数指定なくて、「書けるだけ書け」
だったよね。私も書いた。

緒方先生は生徒ひとりひとりをしっかり見てくれてて

把握してくれてた。
井上／水野：緒方先生ラブ！（笑）
水野：緒方先生には怒られ続けてて、1回泣かされたこと
あります、すごくダレてたとき。化学と数学に力入れす
ぎて生物やってなくて。クラス上がって気緩んでるん
じゃない？受かっても杏林ぐらいじゃないの？って。2浪
で慈恵かってまで言われて。でも、それくらいはっきり
言う先生ってありがたい。ここで切り替えなきゃって、
その後私マンスリーで１位取ったんですよ！陳くん（日
大医学部進学）に1位取られて２位になったこともあった
けど。やっぱり言われて悔しかったし、見返さなきゃ、
負けるかって頑張りました。緒方先生は叱るだけじゃな
くてほんとに落ち込んでる時も声をかけてくれてて、気
にかけてもらってた。すごく支えになったし、特に生徒
を大事にしてくれてて、生徒ひとりひとりをしっかり見
てくれてて、わかってくれてるーって(泣)。
井上：全員把握してくれてるよね。
水野：そう、だから言われないように頑張んなきゃっ
て。
井上：緒方先生はすごい課題とかいっぱい出すじゃない
ですか、やるべきことを明確にしてくれるところが“ラ
ブ”です。毎週、「これをやる」とか、「テストの直しを
全部だして」とか。宿題が多くて、私ほんとにやらされ
ないとやらないから（笑）好きなことしかできないから
ほんと有り難くて。
井上：緒方先生は授業に集中できる環境づくりがめっ
ちゃいい。素晴らしいですっ。授業中すごい目が合うん
ですよ！一人ひとりと目を合わせてくれて、目力がすご
くて「そうだよなっ！」ってこっち見ながら問いかけて
くるんです（笑）授業中、3、4回目があう。
水野：目力すごい!!(笑)すごい目合うよね。あと覚えてく
れてる。授業中みんなで演習したりして問題解いている
とき、どういう風に解いてたか緒方先生はちゃんと見て

て覚えてくれてる。当ててもいないし（私から）言って
もないのに「お前あの問題こんな風に解いてたよね」っ
て怒られたことあった。見てくれてるんだなぁってビッ
クリした。
井上：怒られてばっかりじゃん!!でも先生わかってたんだ
と思う、怒られて伸びるタイプだって。私ほめられたこ
としかないもん。私ほめられて伸びるタイプ。生徒に合
わせてくれてたよね。
水野：うん、私怒られて伸びるタイプなんだと思う。あ
と考察の対策してたってこともあるんだろうけど、今年
の日医の考察簡単だった。
井上：今年どうしたんだってくらい。理科は結構点数稼
げたよね。
井上：一番伸びた科目はやっぱり化学!!節田先生のたとえ
のおかげで。
水野：私は数学かな。日医は大問最後解けなかったけ
ど、体感は日医を除いて、杏林とかもすっごい出来た
し、数学伸びたと思う。おかげで杏林(特待)できた。

時間的バランスはとれていなかったけど、4教科触

れるようにはしていました。
水野：時間で予定を立てるとそれ通りにいかなくて、例
えば数学1時間やろうと思っても続かないし、息詰まっ
ちゃうから、付箋にやらなきゃいけないこと、やるこ
と、やりたいこと、やった方が良い事とかに分けて。リ
ストアップして机に貼ってました。1週間くらいで取り換
えて。時間的バランスはとれていなかったけど、4教科触
れるようにはしていました。あと、ストップウォッチを
いつも持ってて、予習するときもこの問題は何分で解こ
うって大体の目標時間を決めつつやったり、帰ってから
は振り返りみたいな感じで結果表みたいな、今日終わっ
た事とかを書き留めてました。それから苦手ノート作っ
とくのもいいですよ。漠然とさらうよりは、自分はここ
が苦手だと思った所を書き留めていく。そうすると伸び
ていく実感もわくし、やりがいが持てた。やってきては
いるわけで、苦手なとこはその都度書いてく感じで。
井上：私も今日何を覚えたのかとかを、歩きながらと
か、お風呂に入りながら思い返してました。途中でだん

だん回数は減ってきてたんですけど。最後に同じクラス
になった友達と話したりして(笑)ちょっとしたときに思い
出すようにしてました。
水野：自習は自習室派と教室派と別れてたよね。遠藤さ
ん（獨協医科進学）とか教室派だった。私は自習室派。
井上：私も自習室。隣の坂口くん（聖マリ進学）は途中
から教室でやってた。

来年受験する後輩に向けて
水野：先生にもたくさん頼ったほうがいいと思う。自分
では見えないことを教えてくれます。自分で勉強をでき
る環境を先生に聞きながら探すことが大切だと思いま
す。Weekly Testもちゃんと受けて!
井上：A5にいたとき絶対上がろうと思ってたからマンス
リー緊張したけど、そのうちしなくなって。点数が上
がってくるにつれてマンスリーに慣れてきてるだけじゃ
ないかなって怖くなったこともあったんです。けど、実
際受かってマンスリーは指針になってたし大事です。あ
とテキスト。
水野：テキストめっちゃいいよね。
井上：ちゃんとやった方がいいです！自分だけの力で問
題が解けるようになるまで何回も。もし代官山来てな
かったら終わってました。駿台とか行ってたら絶対遊ん
でただろうし、1年間無駄にしてましたよきっと。この拘
束力がいいんです。先生たちがすごくいいからやる気も
出ました。

だらだらしてたら、ライバルに怒られた。
水野：ライバルみたいな友達ができるのもいい。
Monthly・Weekly Testとかあるし、自然とライバルみた
いな人(お互いを見ながら)が出来るので尚更やる気が出ま
した！一緒に勉強できたのが◎。
井上：そうなんですよ。ご飯とか食べて私がだらだらし
てたら「ほら、早くやるよ！」ってすごい怒られまし
た。自習も途中で私飽きちゃうんですよ。でも隣みると
ガツガツってやってて私もやんなきゃって。ほんとにあ
りがとう。ついてくよ。

手なところは□を書き足したりしてやってました。

めっちゃ下だったからやる気に溢れてました(笑)下

からスタートで気合い入りすぎて
井上：私最初はA5。でもそれが良かった。めっちゃ下
だったからやる気に溢れてました(笑)下からのスタートで
気合い入りすぎて、もう授業でやったことは全部やって
ました！化学はBasic、英語はHighだったけど、他は
Standard。特に化学は偏差値30とかだったからすごく苦
手だったのでとにかくテキストやりました。もう全部を
化学につぎ込んでいたぐらい。

出来るか出来ないか考えて限界を決める前に、とり

あえずやってみようって思った。
井上：「去年はやりたいことを全部やった年、今年はや
るべきことを全部やる年」って心に決めて課題、予習、
復習全部やりました。出来るか出来ないか考えて限界を
決める前に、とりあえずやってみようと思ってひたすら
理想を追求しました。M1まで上がるぞって思ってみた
り、去年偏差値30台だった化学を１番の得意科目にしよ
うと本気でやったり、、、ムチャクチャかもしれないけ
ど、それで本当に伸びました。

石井先生の授業は英語だけじゃなく、いろんなこと

教えてもらった。
水野：石井先生の授業は常に1番前の右席に座ってまし
た。他の授業もそうしてたんですけど1番前で受けると、
先生との距離感も近いし、良く聞こえるし、目合うし(笑)
後ろの席に座ったこともあるんですけど前のひとが気に
なったりしてあまり集中できなかったんですよね。前に
座ってたせいか問題当てられまくってました！和訳は毎
授業当ててもらってました。
井上：石井先生の授業は他の授業とは全然違う緊張感が
すごいあって、なんかヒヤヒヤしてました(笑)当てられそ
うになったり、うわぁ次来るかなぁってめっちゃドキド
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今年日医には代官山から11人も進学してて。

たくさん知り合いがいて楽しい。
井上：現役で行っていた塾の先生に紹介されて知りまし
た。代官山MEDICALは他の塾より、カリキュラムもしっ
かりしてるし、実際拘束力もあったし本当によかった。
私3月末ごろに入塾するまで毎日遊んでて。私さきどり課
題の数学を4日で終わらせたんです。あのときは頑張りま
した。
今年1次受かったのは、日医、昭和、女子医、杏林、国際
医療福祉、岩手、東邦、北里で、2次受けた日医、昭和、
女子医、杏林、国際医療が受かって全勝でした。昭和は
特待だったしめっちゃ行きたかったです、寮大好きだ
し。特待のビリッケツだったかもしれないけど、昭和の
特待と日医は迷いました。
水野：私も知り合いの方が浪人するなら代官山MEDICAL
いいよって薦めてくれて１番最初に代官山MEDICALに親
と話を聞きに来てそれで決めました。親は1年過ごす場所
なので偏らないように、他もしっかりと見て決めた方が
いいとは言われたんですけど、私は早く決めて勉強した
ほうが良いなって（笑）昭和の2期終わってすぐだったか
な。それから1年代官山で頑張って1次受かったのは10校
（国際医療福祉、岩手、順天、近畿、女子医、東北医科
薬科、東邦、日医、北里、杏林）。国際と岩手と順天の
３校が２次被っちゃって順天受けにいきました。
井上：今年日医には代官山から11人も進学してて。神武
くんとか、マナとかミナミとか酒井。カジカジ（梶浦）
はプレゼンの時とかほんと面白かった。たくさん知り合
いがいて楽しい。たくさんいるからいいですよ。

絶対クラス上がってやるって思った。
水野：一番初めM4で。私順天行きたかったんでM4で順
天ありえないとか悔しくて、クラス上がんなきゃって授
業で一番前座ってました。クラスが上がる基準に授業態
度ってあったので、ちゃんとしようって(笑)。絶対クラス
上がってやるって。数学はできなかったからStandard。
数学偏差値40だったから復習でいっぱい解き直して、苦

キ(笑)英語の授業を受けるというか、石井先生の授業を受
けに行ってた感じです。
水野：石井先生の授業は英語だけの授業じゃなかったよ
ね、特別な授業だった。いろんなこと教えてもらった、
医学部のこととか、お医者さんのこととか、傾向とか受
験のこととか、ほんといろんなこと。授業あると毎回頑
張んなきゃって思えた。

薄先生に教えられて解らなかった問題なんてな

かったですね。
井上：薄先生のすごいモチベーションを上げてくれると
ころが好きです。授業もわかりやすいし、それだけじゃ
なくて復習しようという気にさせてくれる。授業分かり
やすくてもそれで終わっちゃうんじゃなくて。その先の
復習のことまでフォローあるところがいい！ほんとイイ
人です。単科はめっちゃ取りました！マンツーは取らな
かった、どの教科も。けど、単科はめっちゃとった。山
室先生の計トレもめっちゃやってましたよ。
水野：私も薄先生好きです(笑)先生の同じやり方で全部が
解けるようにしてくれるのが良かったです。「テキスト
の問題が解ける」じゃなくて、こういう問題はこう解く
んだって教えてくれました。薄先生に教えられて解らな
かった問題なんてなかったですね。最小のやり方でいろ
いろと効果的な方法を教えてもらった!
井上：そうそう、めっちゃそれ!! 
水野：ね、ほんとお世話になってました。

池永先生からの『大量』で『いい問題』をこなして化

学の苦手意識もなくなっていった。
水野：池永先生はすごいプリントくれるんですよ。終わ
らないっていう人もいたけど、ちゃんと私は全部終わら
せました、ほんとに全部。私の場合は苦手意識があった
んで、特に高分子化合物とか大量の問題を解いていくう
ちに「おっ、これいけるぞ」って。覚えてくとかじゃな
くて、その場でどうしようかなって解く。日医とか難関
校はやった問題がまんま出るわけじゃないし、その場で
考える力が必要で。国立の問題も入ってていい問題ばっ
かり選んでくれてた。プリントもらうときも、大量でも
先生に「これはいつまでにやってきます」って宣言して
自分に課してやってました。先生にやりすぎだって言わ
れるくらい。初めは池永先生すごく怖かったんですけ
ど、1回プリントもらいに行ったときすごく親身に対応し
てくれたんで、この先生なら話聞いてくれるかもしれな
いと思って行きまくってました(笑)夏からマンツーもとっ
て。2学期からM2に上がれました。
井上：私ほんとに化学できなかったんですけど、せっ
ちゃん(節田先生)は、まとめ方がきれい。それに授業がス
ムーズにいく感じが好きでした。せっちゃんは例えが
めっちゃ変で独特なんですよね(笑)ヨウ素のとこでゴキブ
リとか死体とか例えにだして話すんですよね(笑)死体めっ
ちゃ出てくる。高分子でも蝶々も飛ぶんです!(笑)それが
強烈で覚えやすい(笑)

水野：例えがめっちゃ楽しかった。記憶に残るよね。
井上：うん、だから単科も全部取ってました、すごい好
きで!印象が強くて忘れない。好きだけど質問にはあんま
りいかなかった、片思いな感じ？直前のせっちゃんの単
科でやったところ受験の時ほとんど当たってるんです
よ。日医は脂肪酸出て、もうこれのおかげで受かったよ
うなもんで
す！ほんと助かりました！問題見た瞬間・・・せっちゃ
ん！！ってなりました(笑)これはやるしかないって!!
水野：私も。理科は満点近かったと思う。鳥肌たったよ
ね。
井上：化学で救われた。なんか日医は英語でテンパっ
ちゃってたから。でも自由英作文は、『自分の性格で直
したいところ』びっちり書いた！あれは『傑作』って
言っていい!）
水野：今年は文字数指定なくて、「書けるだけ書け」
だったよね。私も書いた。

緒方先生は生徒ひとりひとりをしっかり見てくれてて

把握してくれてた。
井上／水野：緒方先生ラブ！（笑）
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た。自習も途中で私飽きちゃうんですよ。でも隣みると
ガツガツってやってて私もやんなきゃって。ほんとにあ
りがとう。ついてくよ。

手なところは□を書き足したりしてやってました。

めっちゃ下だったからやる気に溢れてました(笑)下

からスタートで気合い入りすぎて
井上：私最初はA5。でもそれが良かった。めっちゃ下
だったからやる気に溢れてました(笑)下からのスタートで
気合い入りすぎて、もう授業でやったことは全部やって
ました！化学はBasic、英語はHighだったけど、他は
Standard。特に化学は偏差値30とかだったからすごく苦
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井上：「去年はやりたいことを全部やった年、今年はや
るべきことを全部やる年」って心に決めて課題、予習、
復習全部やりました。出来るか出来ないか考えて限界を
決める前に、とりあえずやってみようと思ってひたすら
理想を追求しました。M1まで上がるぞって思ってみた
り、去年偏差値30台だった化学を１番の得意科目にしよ
うと本気でやったり、、、ムチャクチャかもしれないけ
ど、それで本当に伸びました。

石井先生の授業は英語だけじゃなく、いろんなこと

教えてもらった。
水野：石井先生の授業は常に1番前の右席に座ってまし
た。他の授業もそうしてたんですけど1番前で受けると、
先生との距離感も近いし、良く聞こえるし、目合うし(笑)
後ろの席に座ったこともあるんですけど前のひとが気に
なったりしてあまり集中できなかったんですよね。前に
座ってたせいか問題当てられまくってました！和訳は毎
授業当ててもらってました。
井上：石井先生の授業は他の授業とは全然違う緊張感が
すごいあって、なんかヒヤヒヤしてました(笑)当てられそ
うになったり、うわぁ次来るかなぁってめっちゃドキド
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

今年日医には代官山から11人も進学してて。

たくさん知り合いがいて楽しい。
井上：現役で行っていた塾の先生に紹介されて知りまし
た。代官山MEDICALは他の塾より、カリキュラムもしっ
かりしてるし、実際拘束力もあったし本当によかった。
私3月末ごろに入塾するまで毎日遊んでて。私さきどり課
題の数学を4日で終わらせたんです。あのときは頑張りま
した。
今年1次受かったのは、日医、昭和、女子医、杏林、国際
医療福祉、岩手、東邦、北里で、2次受けた日医、昭和、
女子医、杏林、国際医療が受かって全勝でした。昭和は
特待だったしめっちゃ行きたかったです、寮大好きだ
し。特待のビリッケツだったかもしれないけど、昭和の
特待と日医は迷いました。
水野：私も知り合いの方が浪人するなら代官山MEDICAL
いいよって薦めてくれて１番最初に代官山MEDICALに親
と話を聞きに来てそれで決めました。親は1年過ごす場所
なので偏らないように、他もしっかりと見て決めた方が
いいとは言われたんですけど、私は早く決めて勉強した
ほうが良いなって（笑）昭和の2期終わってすぐだったか
な。それから1年代官山で頑張って1次受かったのは10校
（国際医療福祉、岩手、順天、近畿、女子医、東北医科
薬科、東邦、日医、北里、杏林）。国際と岩手と順天の
３校が２次被っちゃって順天受けにいきました。
井上：今年日医には代官山から11人も進学してて。神武
くんとか、マナとかミナミとか酒井。カジカジ（梶浦）
はプレゼンの時とかほんと面白かった。たくさん知り合
いがいて楽しい。たくさんいるからいいですよ。

絶対クラス上がってやるって思った。
水野：一番初めM4で。私順天行きたかったんでM4で順
天ありえないとか悔しくて、クラス上がんなきゃって授
業で一番前座ってました。クラスが上がる基準に授業態
度ってあったので、ちゃんとしようって(笑)。絶対クラス
上がってやるって。数学はできなかったからStandard。
数学偏差値40だったから復習でいっぱい解き直して、苦

キ(笑)英語の授業を受けるというか、石井先生の授業を受
けに行ってた感じです。
水野：石井先生の授業は英語だけの授業じゃなかったよ
ね、特別な授業だった。いろんなこと教えてもらった、
医学部のこととか、お医者さんのこととか、傾向とか受
験のこととか、ほんといろんなこと。授業あると毎回頑
張んなきゃって思えた。

薄先生に教えられて解らなかった問題なんてな

かったですね。
井上：薄先生のすごいモチベーションを上げてくれると
ころが好きです。授業もわかりやすいし、それだけじゃ
なくて復習しようという気にさせてくれる。授業分かり
やすくてもそれで終わっちゃうんじゃなくて。その先の
復習のことまでフォローあるところがいい！ほんとイイ
人です。単科はめっちゃ取りました！マンツーは取らな
かった、どの教科も。けど、単科はめっちゃとった。山
室先生の計トレもめっちゃやってましたよ。
水野：私も薄先生好きです(笑)先生の同じやり方で全部が
解けるようにしてくれるのが良かったです。「テキスト
の問題が解ける」じゃなくて、こういう問題はこう解く
んだって教えてくれました。薄先生に教えられて解らな
かった問題なんてなかったですね。最小のやり方でいろ
いろと効果的な方法を教えてもらった!
井上：そうそう、めっちゃそれ!! 
水野：ね、ほんとお世話になってました。

池永先生からの『大量』で『いい問題』をこなして化

学の苦手意識もなくなっていった。
水野：池永先生はすごいプリントくれるんですよ。終わ
らないっていう人もいたけど、ちゃんと私は全部終わら
せました、ほんとに全部。私の場合は苦手意識があった
んで、特に高分子化合物とか大量の問題を解いていくう
ちに「おっ、これいけるぞ」って。覚えてくとかじゃな
くて、その場でどうしようかなって解く。日医とか難関
校はやった問題がまんま出るわけじゃないし、その場で
考える力が必要で。国立の問題も入ってていい問題ばっ
かり選んでくれてた。プリントもらうときも、大量でも
先生に「これはいつまでにやってきます」って宣言して
自分に課してやってました。先生にやりすぎだって言わ
れるくらい。初めは池永先生すごく怖かったんですけ
ど、1回プリントもらいに行ったときすごく親身に対応し
てくれたんで、この先生なら話聞いてくれるかもしれな
いと思って行きまくってました(笑)夏からマンツーもとっ
て。2学期からM2に上がれました。
井上：私ほんとに化学できなかったんですけど、せっ
ちゃん(節田先生)は、まとめ方がきれい。それに授業がス
ムーズにいく感じが好きでした。せっちゃんは例えが
めっちゃ変で独特なんですよね(笑)ヨウ素のとこでゴキブ
リとか死体とか例えにだして話すんですよね(笑)死体めっ
ちゃ出てくる。高分子でも蝶々も飛ぶんです!(笑)それが
強烈で覚えやすい(笑)

水野：例えがめっちゃ楽しかった。記憶に残るよね。
井上：うん、だから単科も全部取ってました、すごい好
きで！印象が強くて忘れない。好きだけど質問にはあん
まりいかなかった、片思いな感じ？直前のせっちゃんの
単科でやったところ受験の時ほとんど当たってるんです
よ。日医は脂肪酸出て、もうこれのおかげで受かったよ
うなもんで
す！ほんと助かりました！問題見た瞬間・・・せっちゃ
ん！！ってなりました(笑)これはやるしかないって!!
水野：私も。理科は満点近かったと思う。鳥肌たったよ
ね。
井上：化学で救われた。なんか日医は英語でテンパっ
ちゃってたから。でも自由英作文は、『自分の性格で直
したいところ』びっちり書いた！あれは『傑作』って
言っていい！
水野：今年は文字数指定なくて、「書けるだけ書け」
だったよね。私も書いた。

緒方先生は生徒ひとりひとりをしっかり見てくれてて

把握してくれてた。
井上／水野：緒方先生ラブ！（笑）
水野：緒方先生には怒られ続けてて、1回泣かされたこと
あります、すごくダレてたとき。化学と数学に力入れす
ぎて生物やってなくて。クラス上がって気緩んでるん
じゃない？受かっても杏林ぐらいじゃないの？って。2浪
で慈恵かってまで言われて。でも、それくらいはっきり
言う先生ってありがたい。ここで切り替えなきゃって、
その後私マンスリーで１位取ったんですよ！陳くん（日
大医学部進学）に1位取られて２位になったこともあった
けど。やっぱり言われて悔しかったし、見返さなきゃ、
負けるかって頑張りました。緒方先生は叱るだけじゃな
くてほんとに落ち込んでる時も声をかけてくれてて、気
にかけてもらってた。すごく支えになったし、特に生徒
を大事にしてくれてて、生徒ひとりひとりをしっかり見
てくれてて、わかってくれてるーって(泣)。
井上：全員把握してくれてるよね。
水野：そう、だから言われないように頑張んなきゃっ
て。
井上：緒方先生はすごい課題とかいっぱい出すじゃない
ですか、やるべきことを明確にしてくれるところが“ラ
ブ”です。毎週、「これをやる」とか、「テストの直しを
全部だして」とか。宿題が多くて、私ほんとにやらされ
ないとやらないから（笑）好きなことしかできないから
ほんと有り難くて。
井上：緒方先生は授業に集中できる環境づくりがめっ
ちゃいい。素晴らしいですっ。授業中すごい目が合うん
ですよ！一人ひとりと目を合わせてくれて、目力がすご
くて「そうだよなっ！」ってこっち見ながら問いかけて
くるんです（笑）授業中、3、4回目があう。
水野：目力すごい!!(笑)すごい目合うよね。あと覚えてく
れてる。授業中みんなで演習したりして問題解いている
とき、どういう風に解いてたか緒方先生はちゃんと見て

て覚えてくれてる。当ててもいないし（私から）言って
もないのに「お前あの問題こんな風に解いてたよね」っ
て怒られたことあった。見てくれてるんだなぁってビッ
クリした。
井上：怒られてばっかりじゃん!!でも先生わかってたんだ
と思う、怒られて伸びるタイプだって。私ほめられたこ
としかないもん。私ほめられて伸びるタイプ。生徒に合
わせてくれてたよね。
水野：うん、私怒られて伸びるタイプなんだと思う。あ
と考察の対策してたってこともあるんだろうけど、今年
の日医の考察簡単だった。
井上：今年どうしたんだってくらい。理科は結構点数稼
げたよね。
井上：一番伸びた科目はやっぱり化学!!節田先生のたとえ
のおかげで。
水野：私は数学かな。日医は大問最後解けなかったけ
ど、体感は日医を除いて、杏林とかもすっごい出来た
し、数学伸びたと思う。おかげで杏林(特待)できた。

時間的バランスはとれていなかったけど、4教科触

れるようにはしていました。
水野：時間で予定を立てるとそれ通りにいかなくて、例
えば数学1時間やろうと思っても続かないし、息詰まっ
ちゃうから、付箋にやらなきゃいけないこと、やるこ
と、やりたいこと、やった方が良い事とかに分けて。リ
ストアップして机に貼ってました。1週間くらいで取り換
えて。時間的バランスはとれていなかったけど、4教科触
れるようにはしていました。あと、ストップウォッチを
いつも持ってて、予習するときもこの問題は何分で解こ
うって大体の目標時間を決めつつやったり、帰ってから
は振り返りみたいな感じで結果表みたいな、今日終わっ
た事とかを書き留めてました。それから苦手ノート作っ
とくのもいいですよ。漠然とさらうよりは、自分はここ
が苦手だと思った所を書き留めていく。そうすると伸び
ていく実感もわくし、やりがいが持てた。やってきては
いるわけで、苦手なとこはその都度書いてく感じで。
井上：私も今日何を覚えたのかとかを、歩きながらと
か、お風呂に入りながら思い返してました。途中でだん

だん回数は減ってきてたんですけど。最後に同じクラス
になった友達と話したりして(笑)ちょっとしたときに思い
出すようにしてました。
水野：自習は自習室派と教室派と別れてたよね。遠藤さ
ん（獨協医科進学）とか教室派だった。私は自習室派。
井上：私も自習室。隣の坂口くん（聖マリ進学）は途中
から教室でやってた。

来年受験する後輩に向けて
水野：先生にもたくさん頼ったほうがいいと思う。自分
では見えないことを教えてくれます。自分で勉強をでき
る環境を先生に聞きながら探すことが大切だと思いま
す。Weekly Testもちゃんと受けて!
井上：A5にいたとき絶対上がろうと思ってたからマンス
リー緊張したけど、そのうちしなくなって。点数が上
がってくるにつれてマンスリーに慣れてきてるだけじゃ
ないかなって怖くなったこともあったんです。けど、実
際受かってマンスリーは指針になってたし大事です。あ
とテキスト。
水野：テキストめっちゃいいよね。
井上：ちゃんとやった方がいいです！自分だけの力で問
題が解けるようになるまで何回も。もし代官山来てな
かったら終わってました。駿台とか行ってたら絶対遊ん
でただろうし、1年間無駄にしてましたよきっと。この拘
束力がいいんです。先生たちがすごくいいからやる気も
出ました。

だらだらしてたら、ライバルに怒られた。
水野：ライバルみたいな友達ができるのもいい。
Monthly・Weekly Testとかあるし、自然とライバルみた
いな人(お互いを見ながら)が出来るので尚更やる気が出ま
した！一緒に勉強できたのが◎。
井上：そうなんですよ。ご飯とか食べて私がだらだらし
てたら「ほら、早くやるよ！」ってすごい怒られまし
た。自習も途中で私飽きちゃうんですよ。でも隣みると
ガツガツってやってて私もやんなきゃって。ほんとにあ
りがとう。ついてくよ。

手なところは□を書き足したりしてやってました。

めっちゃ下だったからやる気に溢れてました(笑)下

からスタートで気合い入りすぎて
井上：私最初はA5。でもそれが良かった。めっちゃ下
だったからやる気に溢れてました(笑)下からのスタートで
気合い入りすぎて、もう授業でやったことは全部やって
ました！化学はBasic、英語はHighだったけど、他は
Standard。特に化学は偏差値30とかだったからすごく苦
手だったのでとにかくテキストやりました。もう全部を
化学につぎ込んでいたぐらい。

出来るか出来ないか考えて限界を決める前に、とり

あえずやってみようって思った。
井上：「去年はやりたいことを全部やった年、今年はや
るべきことを全部やる年」って心に決めて課題、予習、
復習全部やりました。出来るか出来ないか考えて限界を
決める前に、とりあえずやってみようと思ってひたすら
理想を追求しました。M1まで上がるぞって思ってみた
り、去年偏差値30台だった化学を１番の得意科目にしよ
うと本気でやったり、、、ムチャクチャかもしれないけ
ど、それで本当に伸びました。

石井先生の授業は英語だけじゃなく、いろんなこと

教えてもらった。
水野：石井先生の授業は常に1番前の右席に座ってまし
た。他の授業もそうしてたんですけど1番前で受けると、
先生との距離感も近いし、良く聞こえるし、目合うし(笑)
後ろの席に座ったこともあるんですけど前のひとが気に
なったりしてあまり集中できなかったんですよね。前に
座ってたせいか問題当てられまくってました！和訳は毎
授業当ててもらってました。
井上：石井先生の授業は他の授業とは全然違う緊張感が
すごいあって、なんかヒヤヒヤしてました(笑)当てられそ
うになったり、うわぁ次来るかなぁってめっちゃドキド

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

今年日医には代官山から11人も進学してて。

たくさん知り合いがいて楽しい。
井上：現役で行っていた塾の先生に紹介されて知りまし
た。代官山MEDICALは他の塾より、カリキュラムもしっ
かりしてるし、実際拘束力もあったし本当によかった。
私3月末ごろに入塾するまで毎日遊んでて。私さきどり課
題の数学を4日で終わらせたんです。あのときは頑張りま
した。
今年1次受かったのは、日医、昭和、女子医、杏林、国際
医療福祉、岩手、東邦、北里で、2次受けた日医、昭和、
女子医、杏林、国際医療が受かって全勝でした。昭和は
特待だったしめっちゃ行きたかったです、寮大好きだ
し。特待のビリッケツだったかもしれないけど、昭和の
特待と日医は迷いました。
水野：私も知り合いの方が浪人するなら代官山MEDICAL
いいよって薦めてくれて１番最初に代官山MEDICALに親
と話を聞きに来てそれで決めました。親は1年過ごす場所
なので偏らないように、他もしっかりと見て決めた方が
いいとは言われたんですけど、私は早く決めて勉強した
ほうが良いなって（笑）昭和の2期終わってすぐだったか
な。それから1年代官山で頑張って1次受かったのは10校
（国際医療福祉、岩手、順天、近畿、女子医、東北医科
薬科、東邦、日医、北里、杏林）。国際と岩手と順天の
３校が２次被っちゃって順天受けにいきました。
井上：今年日医には代官山から11人も進学してて。神武
くんとか、マナとかミナミとか酒井。カジカジ（梶浦）
はプレゼンの時とかほんと面白かった。たくさん知り合
いがいて楽しい。たくさんいるからいいですよ。

絶対クラス上がってやるって思った。
水野：一番初めM4で。私順天行きたかったんでM4で順
天ありえないとか悔しくて、クラス上がんなきゃって授
業で一番前座ってました。クラスが上がる基準に授業態
度ってあったので、ちゃんとしようって(笑)。絶対クラス
上がってやるって。数学はできなかったからStandard。
数学偏差値40だったから復習でいっぱい解き直して、苦

キ(笑)英語の授業を受けるというか、石井先生の授業を受
けに行ってた感じです。
水野：石井先生の授業は英語だけの授業じゃなかったよ
ね、特別な授業だった。いろんなこと教えてもらった、
医学部のこととか、お医者さんのこととか、傾向とか受
験のこととか、ほんといろんなこと。授業あると毎回頑
張んなきゃって思えた。

薄先生に教えられて解らなかった問題なんてな

かったですね。
井上：薄先生のすごいモチベーションを上げてくれると
ころが好きです。授業もわかりやすいし、それだけじゃ
なくて復習しようという気にさせてくれる。授業分かり
やすくてもそれで終わっちゃうんじゃなくて。その先の
復習のことまでフォローあるところがいい！ほんとイイ
人です。単科はめっちゃ取りました！マンツーは取らな
かった、どの教科も。けど、単科はめっちゃとった。山
室先生の計トレもめっちゃやってましたよ。
水野：私も薄先生好きです(笑)先生の同じやり方で全部が
解けるようにしてくれるのが良かったです。「テキスト
の問題が解ける」じゃなくて、こういう問題はこう解く
んだって教えてくれました。薄先生に教えられて解らな
かった問題なんてなかったですね。最小のやり方でいろ
いろと効果的な方法を教えてもらった!
井上：そうそう、めっちゃそれ!! 
水野：ね、ほんとお世話になってました。

池永先生からの『大量』で『いい問題』をこなして化

学の苦手意識もなくなっていった。
水野：池永先生はすごいプリントくれるんですよ。終わ
らないっていう人もいたけど、ちゃんと私は全部終わら
せました、ほんとに全部。私の場合は苦手意識があった
んで、特に高分子化合物とか大量の問題を解いていくう
ちに「おっ、これいけるぞ」って。覚えてくとかじゃな
くて、その場でどうしようかなって解く。日医とか難関
校はやった問題がまんま出るわけじゃないし、その場で
考える力が必要で。国立の問題も入ってていい問題ばっ
かり選んでくれてた。プリントもらうときも、大量でも
先生に「これはいつまでにやってきます」って宣言して
自分に課してやってました。先生にやりすぎだって言わ
れるくらい。初めは池永先生すごく怖かったんですけ
ど、1回プリントもらいに行ったときすごく親身に対応し
てくれたんで、この先生なら話聞いてくれるかもしれな
いと思って行きまくってました(笑)夏からマンツーもとっ
て。2学期からM2に上がれました。
井上：私ほんとに化学できなかったんですけど、せっ
ちゃん(節田先生)は、まとめ方がきれい。それに授業がス
ムーズにいく感じが好きでした。せっちゃんは例えが
めっちゃ変で独特なんですよね(笑)ヨウ素のとこでゴキブ
リとか死体とか例えにだして話すんですよね(笑)死体めっ
ちゃ出てくる。高分子でも蝶々も飛ぶんです!(笑)それが
強烈で覚えやすい(笑)

水野：例えがめっちゃ楽しかった。記憶に残るよね。
井上：うん、だから単科も全部取ってました、すごい好
きで！印象が強くて忘れない。好きだけど質問にはあん
まりいかなかった、片思いな感じ？直前のせっちゃんの
単科でやったところ受験の時ほとんど当たってるんです
よ。日医は脂肪酸出て、もうこれのおかげで受かったよ
うなもんで
す！ほんと助かりました！問題見た瞬間・・・せっちゃ
ん！！ってなりました(笑)これはやるしかないって!!
水野：私も。理科は満点近かったと思う。鳥肌たったよ
ね。
井上：化学で救われた。なんか日医は英語でテンパっ
ちゃってたから。でも自由英作文は、『自分の性格で直
したいところ』びっちり書いた！あれは『傑作』って
言っていい！
水野：今年は文字数指定なくて、「書けるだけ書け」
だったよね。私も書いた。

緒方先生は生徒ひとりひとりをしっかり見てくれてて

把握してくれてた。
井上／水野：緒方先生ラブ！（笑）
水野：緒方先生には怒られ続けてて、1回泣かされたこと
あります、すごくダレてたとき。化学と数学に力入れす
ぎて生物やってなくて。クラス上がって気緩んでるん
じゃない？受かっても杏林ぐらいじゃないの？って。2浪
で慈恵かってまで言われて。でも、それくらいはっきり
言う先生ってありがたい。ここで切り替えなきゃって、
その後私マンスリーで１位取ったんですよ！陳くん（日
大医学部進学）に1位取られて２位になったこともあった
けど。やっぱり言われて悔しかったし、見返さなきゃ、
負けるかって頑張りました。緒方先生は叱るだけじゃな
くてほんとに落ち込んでる時も声をかけてくれてて、気
にかけてもらってた。すごく支えになったし、特に生徒
を大事にしてくれてて、生徒ひとりひとりをしっかり見
てくれてて、わかってくれてるーって(泣)。
井上：全員把握してくれてるよね。
水野：そう、だから言われないように頑張んなきゃっ
て。
井上：緒方先生はすごい課題とかいっぱい出すじゃない
ですか、やるべきことを明確にしてくれるところが“ラ
ブ”です。毎週、「これをやる」とか、「テストの直しを
全部だして」とか。宿題が多くて、私ほんとにやらされ
ないとやらないから（笑）好きなことしかできないから
ほんと有り難くて。
井上：緒方先生は授業に集中できる環境づくりがめっ
ちゃいい。素晴らしいですっ。授業中すごい目が合うん
ですよ！一人ひとりと目を合わせてくれて、目力がすご
くて「そうだよなっ！」ってこっち見ながら問いかけて
くるんです（笑）授業中、3、4回目があう。
水野：目力すごい!!(笑)すごい目合うよね。あと覚えてく
れてる。授業中みんなで演習したりして問題解いている
とき、どういう風に解いてたか緒方先生はちゃんと見て

て覚えてくれてる。当ててもいないし（私から）言って
もないのに「お前あの問題こんな風に解いてたよね」っ
て怒られたことあった。見てくれてるんだなぁってビッ
クリした。
井上：怒られてばっかりじゃん!!でも先生わかってたんだ
と思う、怒られて伸びるタイプだって。私ほめられたこ
としかないもん。私ほめられて伸びるタイプ。生徒に合
わせてくれてたよね。
水野：うん、私怒られて伸びるタイプなんだと思う。あ
と考察の対策してたってこともあるんだろうけど、今年
の日医の考察簡単だった。
井上：今年どうしたんだってくらい。理科は結構点数稼
げたよね。
井上：一番伸びた科目はやっぱり化学!!節田先生のたとえ
のおかげで。
水野：私は数学かな。日医は大問最後解けなかったけ
ど、体感は日医を除いて、杏林とかもすっごい出来た
し、数学伸びたと思う。おかげで杏林(特待)できた。

時間的バランスはとれていなかったけど、4教科触

れるようにはしていました。
水野：時間で予定を立てるとそれ通りにいかなくて、例
えば数学1時間やろうと思っても続かないし、息詰まっ
ちゃうから、付箋にやらなきゃいけないこと、やるこ
と、やりたいこと、やった方が良い事とかに分けて。リ
ストアップして机に貼ってました。1週間くらいで取り換
えて。時間的バランスはとれていなかったけど、4教科触
れるようにはしていました。あと、ストップウォッチを
いつも持ってて、予習するときもこの問題は何分で解こ
うって大体の目標時間を決めつつやったり、帰ってから
は振り返りみたいな感じで結果表みたいな、今日終わっ
た事とかを書き留めてました。それから苦手ノート作っ
とくのもいいですよ。漠然とさらうよりは、自分はここ
が苦手だと思った所を書き留めていく。そうすると伸び
ていく実感もわくし、やりがいが持てた。やってきては
いるわけで、苦手なとこはその都度書いてく感じで。
井上：私も今日何を覚えたのかとかを、歩きながらと
か、お風呂に入りながら思い返してました。途中でだん

だん回数は減ってきてたんですけど。最後に同じクラス
になった友達と話したりして(笑)ちょっとしたときに思い
出すようにしてました。
水野：自習は自習室派と教室派と別れてたよね。遠藤さ
ん（獨協医科進学）とか教室派だった。私は自習室派。
井上：私も自習室。隣の坂口くん（聖マリ進学）は途中
から教室でやってた。

来年受験する後輩に向けて
水野：先生にもたくさん頼ったほうがいいと思う。自分
では見えないことを教えてくれます。自分で勉強をでき
る環境を先生に聞きながら探すことが大切だと思いま
す。Weekly Testもちゃんと受けて!
井上：A5にいたとき絶対上がろうと思ってたからマンス
リー緊張したけど、そのうちしなくなって。点数が上
がってくるにつれてマンスリーに慣れてきてるだけじゃ
ないかなって怖くなったこともあったんです。けど、実
際受かってマンスリーは指針になってたし大事です。あ
とテキスト。
水野：テキストめっちゃいいよね。
井上：ちゃんとやった方がいいです！自分だけの力で問
題が解けるようになるまで何回も。もし代官山来てな
かったら終わってました。駿台とか行ってたら絶対遊ん
でただろうし、1年間無駄にしてましたよきっと。この拘
束力がいいんです。先生たちがすごくいいからやる気も
出ました。

だらだらしてたら、ライバルに怒られた。
水野：ライバルみたいな友達ができるのもいい。
Monthly・Weekly Testとかあるし、自然とライバルみた
いな人(お互いを見ながら)が出来るので尚更やる気が出ま
した！一緒に勉強できたのが◎。
井上：そうなんですよ。ご飯とか食べて私がだらだらし
てたら「ほら、早くやるよ！」ってすごい怒られまし
た。自習も途中で私飽きちゃうんですよ。でも隣みると
ガツガツってやってて私もやんなきゃって。ほんとにあ
りがとう。ついてくよ。
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合格の軌跡

英語偏差値総合得点 

手なところは□を書き足したりしてやってました。

めっちゃ下だったからやる気に溢れてました(笑)下

からスタートで気合い入りすぎて
井上：私最初はA5。でもそれが良かった。めっちゃ下
だったからやる気に溢れてました(笑)下からのスタートで
気合い入りすぎて、もう授業でやったことは全部やって
ました！化学はBasic、英語はHighだったけど、他は
Standard。特に化学は偏差値30とかだったからすごく苦
手だったのでとにかくテキストやりました。もう全部を
化学につぎ込んでいたぐらい。

出来るか出来ないか考えて限界を決める前に、とり

あえずやってみようって思った。
井上：「去年はやりたいことを全部やった年、今年はや
るべきことを全部やる年」って心に決めて課題、予習、
復習全部やりました。出来るか出来ないか考えて限界を
決める前に、とりあえずやってみようと思ってひたすら
理想を追求しました。M1まで上がるぞって思ってみた
り、去年偏差値30台だった化学を１番の得意科目にしよ
うと本気でやったり、、、ムチャクチャかもしれないけ
ど、それで本当に伸びました。

石井先生の授業は英語だけじゃなく、いろんなこと

教えてもらった。
水野：石井先生の授業は常に1番前の右席に座ってまし
た。他の授業もそうしてたんですけど1番前で受けると、
先生との距離感も近いし、良く聞こえるし、目合うし(笑)
後ろの席に座ったこともあるんですけど前のひとが気に
なったりしてあまり集中できなかったんですよね。前に
座ってたせいか問題当てられまくってました！和訳は毎
授業当ててもらってました。
井上：石井先生の授業は他の授業とは全然違う緊張感が
すごいあって、なんかヒヤヒヤしてました(笑)当てられそ
うになったり、うわぁ次来るかなぁってめっちゃドキド
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今年日医には代官山から11人も進学してて。

たくさん知り合いがいて楽しい。
井上：現役で行っていた塾の先生に紹介されて知りまし
た。代官山MEDICALは他の塾より、カリキュラムもしっ
かりしてるし、実際拘束力もあったし本当によかった。
私3月末ごろに入塾するまで毎日遊んでて。私さきどり課
題の数学を4日で終わらせたんです。あのときは頑張りま
した。
今年1次受かったのは、日医、昭和、女子医、杏林、国際
医療福祉、岩手、東邦、北里で、2次受けた日医、昭和、
女子医、杏林、国際医療が受かって全勝でした。昭和は
特待だったしめっちゃ行きたかったです、寮大好きだ
し。特待のビリッケツだったかもしれないけど、昭和の
特待と日医は迷いました。
水野：私も知り合いの方が浪人するなら代官山MEDICAL
いいよって薦めてくれて１番最初に代官山MEDICALに親
と話を聞きに来てそれで決めました。親は1年過ごす場所
なので偏らないように、他もしっかりと見て決めた方が
いいとは言われたんですけど、私は早く決めて勉強した
ほうが良いなって（笑）昭和の2期終わってすぐだったか
な。それから1年代官山で頑張って1次受かったのは10校
（国際医療福祉、岩手、順天、近畿、女子医、東北医科
薬科、東邦、日医、北里、杏林）。国際と岩手と順天の
３校が２次被っちゃって順天受けにいきました。
井上：今年日医には代官山から11人も進学してて。神武
くんとか、マナとかミナミとか酒井。カジカジ（梶浦）
はプレゼンの時とかほんと面白かった。たくさん知り合
いがいて楽しい。たくさんいるからいいですよ。

絶対クラス上がってやるって思った。
水野：一番初めM4で。私順天行きたかったんでM4で順
天ありえないとか悔しくて、クラス上がんなきゃって授
業で一番前座ってました。クラスが上がる基準に授業態
度ってあったので、ちゃんとしようって(笑)。絶対クラス
上がってやるって。数学はできなかったからStandard。
数学偏差値40だったから復習でいっぱい解き直して、苦

キ(笑)英語の授業を受けるというか、石井先生の授業を受
けに行ってた感じです。
水野：石井先生の授業は英語だけの授業じゃなかったよ
ね、特別な授業だった。いろんなこと教えてもらった、
医学部のこととか、お医者さんのこととか、傾向とか受
験のこととか、ほんといろんなこと。授業あると毎回頑
張んなきゃって思えた。

薄先生に教えられて解らなかった問題なんてな

かったですね。
井上：薄先生のすごいモチベーションを上げてくれると
ころが好きです。授業もわかりやすいし、それだけじゃ
なくて復習しようという気にさせてくれる。授業分かり
やすくてもそれで終わっちゃうんじゃなくて。その先の
復習のことまでフォローあるところがいい！ほんとイイ
人です。単科はめっちゃ取りました！マンツーは取らな
かった、どの教科も。けど、単科はめっちゃとった。山
室先生の計トレもめっちゃやってましたよ。
水野：私も薄先生好きです(笑)先生の同じやり方で全部が
解けるようにしてくれるのが良かったです。「テキスト
の問題が解ける」じゃなくて、こういう問題はこう解く
んだって教えてくれました。薄先生に教えられて解らな
かった問題なんてなかったですね。最小のやり方でいろ
いろと効果的な方法を教えてもらった!
井上：そうそう、めっちゃそれ!! 
水野：ね、ほんとお世話になってました。

池永先生からの『大量』で『いい問題』をこなして化

学の苦手意識もなくなっていった。
水野：池永先生はすごいプリントくれるんですよ。終わ
らないっていう人もいたけど、ちゃんと私は全部終わら
せました、ほんとに全部。私の場合は苦手意識があった
んで、特に高分子化合物とか大量の問題を解いていくう
ちに「おっ、これいけるぞ」って。覚えてくとかじゃな
くて、その場でどうしようかなって解く。日医とか難関
校はやった問題がまんま出るわけじゃないし、その場で
考える力が必要で。国立の問題も入ってていい問題ばっ
かり選んでくれてた。プリントもらうときも、大量でも
先生に「これはいつまでにやってきます」って宣言して
自分に課してやってました。先生にやりすぎだって言わ
れるくらい。初めは池永先生すごく怖かったんですけ
ど、1回プリントもらいに行ったときすごく親身に対応し
てくれたんで、この先生なら話聞いてくれるかもしれな
いと思って行きまくってました(笑)夏からマンツーもとっ
て。2学期からM2に上がれました。
井上：私ほんとに化学できなかったんですけど、せっ
ちゃん(節田先生)は、まとめ方がきれい。それに授業がス
ムーズにいく感じが好きでした。せっちゃんは例えが
めっちゃ変で独特なんですよね(笑)ヨウ素のとこでゴキブ
リとか死体とか例えにだして話すんですよね(笑)死体めっ
ちゃ出てくる。高分子でも蝶々も飛ぶんです!(笑)それが
強烈で覚えやすい(笑)

水野：例えがめっちゃ楽しかった。記憶に残るよね。
井上：うん、だから単科も全部取ってました、すごい好
きで!印象が強くて忘れない。好きだけど質問にはあんま
りいかなかった、片思いな感じ？直前のせっちゃんの単
科でやったところ受験の時ほとんど当たってるんです
よ。日医は脂肪酸出て、もうこれのおかげで受かったよ
うなもんで
す！ほんと助かりました！問題見た瞬間・・・せっちゃ
ん！！ってなりました(笑)これはやるしかないって!!
水野：私も。理科は満点近かったと思う。鳥肌たったよ
ね。
井上：化学で救われた。なんか日医は英語でテンパっ
ちゃってたから。でも自由英作文は、『自分の性格で直
したいところ』びっちり書いた！あれは『傑作』って
言っていい!）
水野：今年は文字数指定なくて、「書けるだけ書け」
だったよね。私も書いた。

緒方先生は生徒ひとりひとりをしっかり見てくれてて

把握してくれてた。
井上／水野：緒方先生ラブ！（笑）
水野：緒方先生には怒られ続けてて、1回泣かされたこと
あります、すごくダレてたとき。化学と数学に力入れす
ぎて生物やってなくて。クラス上がって気緩んでるん
じゃない？受かっても杏林ぐらいじゃないの？って。2浪
で慈恵かってまで言われて。でも、それくらいはっきり
言う先生ってありがたい。ここで切り替えなきゃって、
その後私マンスリーで１位取ったんですよ！陳くん（日
大医学部進学）に1位取られて２位になったこともあった
けど。やっぱり言われて悔しかったし、見返さなきゃ、
負けるかって頑張りました。緒方先生は叱るだけじゃな
くてほんとに落ち込んでる時も声をかけてくれてて、気
にかけてもらってた。すごく支えになったし、特に生徒
を大事にしてくれてて、生徒ひとりひとりをしっかり見
てくれてて、わかってくれてるーって(泣)。
井上：全員把握してくれてるよね。
水野：そう、だから言われないように頑張んなきゃっ
て。
井上：緒方先生はすごい課題とかいっぱい出すじゃない
ですか、やるべきことを明確にしてくれるところが“ラ
ブ”です。毎週、「これをやる」とか、「テストの直しを
全部だして」とか。宿題が多くて、私ほんとにやらされ
ないとやらないから（笑）好きなことしかできないから
ほんと有り難くて。
井上：緒方先生は授業に集中できる環境づくりがめっ
ちゃいい。素晴らしいですっ。授業中すごい目が合うん
ですよ！一人ひとりと目を合わせてくれて、目力がすご
くて「そうだよなっ！」ってこっち見ながら問いかけて
くるんです（笑）授業中、3、4回目があう。
水野：目力すごい!!(笑)すごい目合うよね。あと覚えてく
れてる。授業中みんなで演習したりして問題解いている
とき、どういう風に解いてたか緒方先生はちゃんと見て

て覚えてくれてる。当ててもいないし（私から）言って
もないのに「お前あの問題こんな風に解いてたよね」っ
て怒られたことあった。見てくれてるんだなぁってビッ
クリした。
井上：怒られてばっかりじゃん!!でも先生わかってたんだ
と思う、怒られて伸びるタイプだって。私ほめられたこ
としかないもん。私ほめられて伸びるタイプ。生徒に合
わせてくれてたよね。
水野：うん、私怒られて伸びるタイプなんだと思う。あ
と考察の対策してたってこともあるんだろうけど、今年
の日医の考察簡単だった。
井上：今年どうしたんだってくらい。理科は結構点数稼
げたよね。
井上：一番伸びた科目はやっぱり化学!!節田先生のたとえ
のおかげで。
水野：私は数学かな。日医は大問最後解けなかったけ
ど、体感は日医を除いて、杏林とかもすっごい出来た
し、数学伸びたと思う。おかげで杏林(特待)できた。

時間的バランスはとれていなかったけど、4教科触

れるようにはしていました。
水野：時間で予定を立てるとそれ通りにいかなくて、例
えば数学1時間やろうと思っても続かないし、息詰まっ
ちゃうから、付箋にやらなきゃいけないこと、やるこ
と、やりたいこと、やった方が良い事とかに分けて。リ
ストアップして机に貼ってました。1週間くらいで取り換
えて。時間的バランスはとれていなかったけど、4教科触
れるようにはしていました。あと、ストップウォッチを
いつも持ってて、予習するときもこの問題は何分で解こ
うって大体の目標時間を決めつつやったり、帰ってから
は振り返りみたいな感じで結果表みたいな、今日終わっ
た事とかを書き留めてました。それから苦手ノート作っ
とくのもいいですよ。漠然とさらうよりは、自分はここ
が苦手だと思った所を書き留めていく。そうすると伸び
ていく実感もわくし、やりがいが持てた。やってきては
いるわけで、苦手なとこはその都度書いてく感じで。
井上：私も今日何を覚えたのかとかを、歩きながらと
か、お風呂に入りながら思い返してました。途中でだん

だん回数は減ってきてたんですけど。最後に同じクラス
になった友達と話したりして(笑)ちょっとしたときに思い
出すようにしてました。
水野：自習は自習室派と教室派と別れてたよね。遠藤さ
ん（獨協医科進学）とか教室派だった。私は自習室派。
井上：私も自習室。隣の坂口くん（聖マリ進学）は途中
から教室でやってた。

来年受験する後輩に向けて
水野：先生にもたくさん頼ったほうがいいと思う。自分
では見えないことを教えてくれます。自分で勉強をでき
る環境を先生に聞きながら探すことが大切だと思いま
す。Weekly Testもちゃんと受けて!
井上：A5にいたとき絶対上がろうと思ってたからマンス
リー緊張したけど、そのうちしなくなって。点数が上
がってくるにつれてマンスリーに慣れてきてるだけじゃ
ないかなって怖くなったこともあったんです。けど、実
際受かってマンスリーは指針になってたし大事です。あ
とテキスト。
水野：テキストめっちゃいいよね。
井上：ちゃんとやった方がいいです！自分だけの力で問
題が解けるようになるまで何回も。もし代官山来てな
かったら終わってました。駿台とか行ってたら絶対遊ん
でただろうし、1年間無駄にしてましたよきっと。この拘
束力がいいんです。先生たちがすごくいいからやる気も
出ました。

だらだらしてたら、ライバルに怒られた。
水野：ライバルみたいな友達ができるのもいい。
Monthly・Weekly Testとかあるし、自然とライバルみた
いな人(お互いを見ながら)が出来るので尚更やる気が出ま
した！一緒に勉強できたのが◎。
井上：そうなんですよ。ご飯とか食べて私がだらだらし
てたら「ほら、早くやるよ！」ってすごい怒られまし
た。自習も途中で私飽きちゃうんですよ。でも隣みると
ガツガツってやってて私もやんなきゃって。ほんとにあ
りがとう。ついてくよ。

手なところは□を書き足したりしてやってました。

めっちゃ下だったからやる気に溢れてました(笑)下

からスタートで気合い入りすぎて
井上：私最初はA5。でもそれが良かった。めっちゃ下
だったからやる気に溢れてました(笑)下からのスタートで
気合い入りすぎて、もう授業でやったことは全部やって
ました！化学はBasic、英語はHighだったけど、他は
Standard。特に化学は偏差値30とかだったからすごく苦
手だったのでとにかくテキストやりました。もう全部を
化学につぎ込んでいたぐらい。

出来るか出来ないか考えて限界を決める前に、とり

あえずやってみようって思った。
井上：「去年はやりたいことを全部やった年、今年はや
るべきことを全部やる年」って心に決めて課題、予習、
復習全部やりました。出来るか出来ないか考えて限界を
決める前に、とりあえずやってみようと思ってひたすら
理想を追求しました。M1まで上がるぞって思ってみた
り、去年偏差値30台だった化学を１番の得意科目にしよ
うと本気でやったり、、、ムチャクチャかもしれないけ
ど、それで本当に伸びました。

石井先生の授業は英語だけじゃなく、いろんなこと

教えてもらった。
水野：石井先生の授業は常に1番前の右席に座ってまし
た。他の授業もそうしてたんですけど1番前で受けると、
先生との距離感も近いし、良く聞こえるし、目合うし(笑)
後ろの席に座ったこともあるんですけど前のひとが気に
なったりしてあまり集中できなかったんですよね。前に
座ってたせいか問題当てられまくってました！和訳は毎
授業当ててもらってました。
井上：石井先生の授業は他の授業とは全然違う緊張感が
すごいあって、なんかヒヤヒヤしてました(笑)当てられそ
うになったり、うわぁ次来るかなぁってめっちゃドキド

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

今年日医には代官山から11人も進学してて。

たくさん知り合いがいて楽しい。
井上：現役で行っていた塾の先生に紹介されて知りまし
た。代官山MEDICALは他の塾より、カリキュラムもしっ
かりしてるし、実際拘束力もあったし本当によかった。
私3月末ごろに入塾するまで毎日遊んでて。私さきどり課
題の数学を4日で終わらせたんです。あのときは頑張りま
した。
今年1次受かったのは、日医、昭和、女子医、杏林、国際
医療福祉、岩手、東邦、北里で、2次受けた日医、昭和、
女子医、杏林、国際医療が受かって全勝でした。昭和は
特待だったしめっちゃ行きたかったです、寮大好きだ
し。特待のビリッケツだったかもしれないけど、昭和の
特待と日医は迷いました。
水野：私も知り合いの方が浪人するなら代官山MEDICAL
いいよって薦めてくれて１番最初に代官山MEDICALに親
と話を聞きに来てそれで決めました。親は1年過ごす場所
なので偏らないように、他もしっかりと見て決めた方が
いいとは言われたんですけど、私は早く決めて勉強した
ほうが良いなって（笑）昭和の2期終わってすぐだったか
な。それから1年代官山で頑張って1次受かったのは10校
（国際医療福祉、岩手、順天、近畿、女子医、東北医科
薬科、東邦、日医、北里、杏林）。国際と岩手と順天の
３校が２次被っちゃって順天受けにいきました。
井上：今年日医には代官山から11人も進学してて。神武
くんとか、マナとかミナミとか酒井。カジカジ（梶浦）
はプレゼンの時とかほんと面白かった。たくさん知り合
いがいて楽しい。たくさんいるからいいですよ。

絶対クラス上がってやるって思った。
水野：一番初めM4で。私順天行きたかったんでM4で順
天ありえないとか悔しくて、クラス上がんなきゃって授
業で一番前座ってました。クラスが上がる基準に授業態
度ってあったので、ちゃんとしようって(笑)。絶対クラス
上がってやるって。数学はできなかったからStandard。
数学偏差値40だったから復習でいっぱい解き直して、苦

キ(笑)英語の授業を受けるというか、石井先生の授業を受
けに行ってた感じです。
水野：石井先生の授業は英語だけの授業じゃなかったよ
ね、特別な授業だった。いろんなこと教えてもらった、
医学部のこととか、お医者さんのこととか、傾向とか受
験のこととか、ほんといろんなこと。授業あると毎回頑
張んなきゃって思えた。

薄先生に教えられて解らなかった問題なんてな

かったですね。
井上：薄先生のすごいモチベーションを上げてくれると
ころが好きです。授業もわかりやすいし、それだけじゃ
なくて復習しようという気にさせてくれる。授業分かり
やすくてもそれで終わっちゃうんじゃなくて。その先の
復習のことまでフォローあるところがいい！ほんとイイ
人です。単科はめっちゃ取りました！マンツーは取らな
かった、どの教科も。けど、単科はめっちゃとった。山
室先生の計トレもめっちゃやってましたよ。
水野：私も薄先生好きです(笑)先生の同じやり方で全部が
解けるようにしてくれるのが良かったです。「テキスト
の問題が解ける」じゃなくて、こういう問題はこう解く
んだって教えてくれました。薄先生に教えられて解らな
かった問題なんてなかったですね。最小のやり方でいろ
いろと効果的な方法を教えてもらった!
井上：そうそう、めっちゃそれ!! 
水野：ね、ほんとお世話になってました。

池永先生からの『大量』で『いい問題』をこなして化

学の苦手意識もなくなっていった。
水野：池永先生はすごいプリントくれるんですよ。終わ
らないっていう人もいたけど、ちゃんと私は全部終わら
せました、ほんとに全部。私の場合は苦手意識があった
んで、特に高分子化合物とか大量の問題を解いていくう
ちに「おっ、これいけるぞ」って。覚えてくとかじゃな
くて、その場でどうしようかなって解く。日医とか難関
校はやった問題がまんま出るわけじゃないし、その場で
考える力が必要で。国立の問題も入ってていい問題ばっ
かり選んでくれてた。プリントもらうときも、大量でも
先生に「これはいつまでにやってきます」って宣言して
自分に課してやってました。先生にやりすぎだって言わ
れるくらい。初めは池永先生すごく怖かったんですけ
ど、1回プリントもらいに行ったときすごく親身に対応し
てくれたんで、この先生なら話聞いてくれるかもしれな
いと思って行きまくってました(笑)夏からマンツーもとっ
て。2学期からM2に上がれました。
井上：私ほんとに化学できなかったんですけど、せっ
ちゃん(節田先生)は、まとめ方がきれい。それに授業がス
ムーズにいく感じが好きでした。せっちゃんは例えが
めっちゃ変で独特なんですよね(笑)ヨウ素のとこでゴキブ
リとか死体とか例えにだして話すんですよね(笑)死体めっ
ちゃ出てくる。高分子でも蝶々も飛ぶんです!(笑)それが
強烈で覚えやすい(笑)

水野：例えがめっちゃ楽しかった。記憶に残るよね。
井上：うん、だから単科も全部取ってました、すごい好
きで!印象が強くて忘れない。好きだけど質問にはあんま
りいかなかった、片思いな感じ？直前のせっちゃんの単
科でやったところ受験の時ほとんど当たってるんです
よ。日医は脂肪酸出て、もうこれのおかげで受かったよ
うなもんで
す！ほんと助かりました！問題見た瞬間・・・せっちゃ
ん！！ってなりました(笑)これはやるしかないって!!
水野：私も。理科は満点近かったと思う。鳥肌たったよ
ね。
井上：化学で救われた。なんか日医は英語でテンパっ
ちゃってたから。でも自由英作文は、『自分の性格で直
したいところ』びっちり書いた！あれは『傑作』って
言っていい!）
水野：今年は文字数指定なくて、「書けるだけ書け」
だったよね。私も書いた。

緒方先生は生徒ひとりひとりをしっかり見てくれてて

把握してくれてた。
井上／水野：緒方先生ラブ！（笑）
水野：緒方先生には怒られ続けてて、1回泣かされたこと
あります、すごくダレてたとき。化学と数学に力入れす
ぎて生物やってなくて。クラス上がって気緩んでるん
じゃない？受かっても杏林ぐらいじゃないの？って。2浪
で慈恵かってまで言われて。でも、それくらいはっきり
言う先生ってありがたい。ここで切り替えなきゃって、
その後私マンスリーで１位取ったんですよ！陳くん（日
大医学部進学）に1位取られて２位になったこともあった
けど。やっぱり言われて悔しかったし、見返さなきゃ、
負けるかって頑張りました。緒方先生は叱るだけじゃな
くてほんとに落ち込んでる時も声をかけてくれてて、気
にかけてもらってた。すごく支えになったし、特に生徒
を大事にしてくれてて、生徒ひとりひとりをしっかり見
てくれてて、わかってくれてるーって(泣)。
井上：全員把握してくれてるよね。
水野：そう、だから言われないように頑張んなきゃっ
て。
井上：緒方先生はすごい課題とかいっぱい出すじゃない
ですか、やるべきことを明確にしてくれるところが“ラ
ブ”です。毎週、「これをやる」とか、「テストの直しを
全部だして」とか。宿題が多くて、私ほんとにやらされ
ないとやらないから（笑）好きなことしかできないから
ほんと有り難くて。
井上：緒方先生は授業に集中できる環境づくりがめっ
ちゃいい。素晴らしいですっ。授業中すごい目が合うん
ですよ！一人ひとりと目を合わせてくれて、目力がすご
くて「そうだよなっ！」ってこっち見ながら問いかけて
くるんです（笑）授業中、3、4回目があう。
水野：目力すごい!!(笑)すごい目合うよね。あと覚えてく
れてる。授業中みんなで演習したりして問題解いている
とき、どういう風に解いてたか緒方先生はちゃんと見て

て覚えてくれてる。当ててもいないし（私から）言って
もないのに「お前あの問題こんな風に解いてたよね」っ
て怒られたことあった。見てくれてるんだなぁってビッ
クリした。
井上：怒られてばっかりじゃん!!でも先生わかってたんだ
と思う、怒られて伸びるタイプだって。私ほめられたこ
としかないもん。私ほめられて伸びるタイプ。生徒に合
わせてくれてたよね。
水野：うん、私怒られて伸びるタイプなんだと思う。あ
と考察の対策してたってこともあるんだろうけど、今年
の日医の考察簡単だった。
井上：今年どうしたんだってくらい。理科は結構点数稼
げたよね。
井上：一番伸びた科目はやっぱり化学!!節田先生のたとえ
のおかげで。
水野：私は数学かな。日医は大問最後解けなかったけ
ど、体感は日医を除いて、杏林とかもすっごい出来た
し、数学伸びたと思う。おかげで杏林(特待)できた。

時間的バランスはとれていなかったけど、4教科触

れるようにはしていました。
水野：時間で予定を立てるとそれ通りにいかなくて、例
えば数学1時間やろうと思っても続かないし、息詰まっ
ちゃうから、付箋にやらなきゃいけないこと、やるこ
と、やりたいこと、やった方が良い事とかに分けて。リ
ストアップして机に貼ってました。1週間くらいで取り換
えて。時間的バランスはとれていなかったけど、4教科触
れるようにはしていました。あと、ストップウォッチを
いつも持ってて、予習するときもこの問題は何分で解こ
うって大体の目標時間を決めつつやったり、帰ってから
は振り返りみたいな感じで結果表みたいな、今日終わっ
た事とかを書き留めてました。それから苦手ノート作っ
とくのもいいですよ。漠然とさらうよりは、自分はここ
が苦手だと思った所を書き留めていく。そうすると伸び
ていく実感もわくし、やりがいが持てた。やってきては
いるわけで、苦手なとこはその都度書いてく感じで。
井上：私も今日何を覚えたのかとかを、歩きながらと
か、お風呂に入りながら思い返してました。途中でだん

だん回数は減ってきてたんですけど。最後に同じクラス
になった友達と話したりして(笑)ちょっとしたときに思い
出すようにしてました。
水野：自習は自習室派と教室派と別れてたよね。遠藤さ
ん（獨協医科進学）とか教室派だった。私は自習室派。
井上：私も自習室。隣の坂口くん（聖マリ進学）は途中
から教室でやってた。

来年受験する後輩に向けて
水野：先生にもたくさん頼ったほうがいいと思う。自分
では見えないことを教えてくれます。自分で勉強をでき
る環境を先生に聞きながら探すことが大切だと思いま
す。Weekly Testもちゃんと受けて!
井上：A5にいたとき絶対上がろうと思ってたからマンス
リー緊張したけど、そのうちしなくなって。点数が上
がってくるにつれてマンスリーに慣れてきてるだけじゃ
ないかなって怖くなったこともあったんです。けど、実
際受かってマンスリーは指針になってたし大事です。あ
とテキスト。
水野：テキストめっちゃいいよね。
井上：ちゃんとやった方がいいです！自分だけの力で問
題が解けるようになるまで何回も。もし代官山来てな
かったら終わってました。駿台とか行ってたら絶対遊ん
でただろうし、1年間無駄にしてましたよきっと。この拘
束力がいいんです。先生たちがすごくいいからやる気も
出ました。

だらだらしてたら、ライバルに怒られた。
水野：ライバルみたいな友達ができるのもいい。
Monthly・Weekly Testとかあるし、自然とライバルみた
いな人(お互いを見ながら)が出来るので尚更やる気が出ま
した！一緒に勉強できたのが◎。
井上：そうなんですよ。ご飯とか食べて私がだらだらし
てたら「ほら、早くやるよ！」ってすごい怒られまし
た。自習も途中で私飽きちゃうんですよ。でも隣みると
ガツガツってやってて私もやんなきゃって。ほんとにあ
りがとう。ついてくよ。
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英語偏差値総合得点 

手なところは□を書き足したりしてやってました。

めっちゃ下だったからやる気に溢れてました(笑)下

からスタートで気合い入りすぎて
井上：私最初はA5。でもそれが良かった。めっちゃ下
だったからやる気に溢れてました(笑)下からのスタートで
気合い入りすぎて、もう授業でやったことは全部やって
ました！化学はBasic、英語はHighだったけど、他は
Standard。特に化学は偏差値30とかだったからすごく苦
手だったのでとにかくテキストやりました。もう全部を
化学につぎ込んでいたぐらい。

出来るか出来ないか考えて限界を決める前に、とり

あえずやってみようって思った。
井上：「去年はやりたいことを全部やった年、今年はや
るべきことを全部やる年」って心に決めて課題、予習、
復習全部やりました。出来るか出来ないか考えて限界を
決める前に、とりあえずやってみようと思ってひたすら
理想を追求しました。M1まで上がるぞって思ってみた
り、去年偏差値30台だった化学を１番の得意科目にしよ
うと本気でやったり、、、ムチャクチャかもしれないけ
ど、それで本当に伸びました。

石井先生の授業は英語だけじゃなく、いろんなこと

教えてもらった。
水野：石井先生の授業は常に1番前の右席に座ってまし
た。他の授業もそうしてたんですけど1番前で受けると、
先生との距離感も近いし、良く聞こえるし、目合うし(笑)
後ろの席に座ったこともあるんですけど前のひとが気に
なったりしてあまり集中できなかったんですよね。前に
座ってたせいか問題当てられまくってました！和訳は毎
授業当ててもらってました。
井上：石井先生の授業は他の授業とは全然違う緊張感が
すごいあって、なんかヒヤヒヤしてました(笑)当てられそ
うになったり、うわぁ次来るかなぁってめっちゃドキド
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マンスリー後に第一志望の

日本医科大学に見学に行って
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代官山MEDICALとの出会い
現役の時は河合塾マナビスですね。映像のやつです。さ
ぼりたい放題で余裕でさぼってました。いや、なんか自
分でできる人にとっては自分のペースで部活もやりつつ
できるんだと思うんですけど、そんなことはできません
でした私は。部活バレーやってました。
現役は1次どこも出てなかったです。
浪人が決まったのは、2月8日に日大が終わってもう駄目
だと思って。しばらく予備校探ししないで遊んでまし
た。齋藤剛熙さん(日本大医学部進学)から紹介は受けて
て、親が繋がってて医学部の情報を入手してきて、どこ
行ってたんだい？みたいな(笑)母と2人で来ました。石井
先生とお話しして。で、3月17日とか。え、いやーなんて
言われたかな？なんかまあ、そうだまず山室先生に、な
んか卒業旅行とか行ってたの？みんな始めてるよ、遅い
でしょみたいな軽く言われて。はい。最初A6です。は
い。まあなんかもともと現役生のころは全然勉強できて
なかったんでBasicスタートは悪くないと思いつつ。

入試の結果
1次は全部で８あって、えーと、岩手、金沢、杏林、日
医、北里、聖マリ、日大、帝京
受けたのは、えーと１０かな？あ、１１だ。落ちたのが
昭和と東医と東邦です。
合格は聖マリと日医だけですね。日医もダメだと思いま
した、正直あの番号だと。162ですね。後ろ10人しかい
なくて。172までなんで。
でなんか日医で節田先生がやったやつガチで出ました。
あーもうドンピシャでしたね。
入試で脂肪酸のやつドンピシャ当たって。数学たぶん、
どうだろう途中点もらってても４割５分とかかな？４割
ちょいしかいってないと思います。途中点はないんです
かね？でも日医はけっこう書いた分だけくれる説があっ
たっぽくて、まぁできるだけ書いてきたんですけど。
英語は今年は、難しくはなかったですね。まぁ、内容は
けっこうなんかトランプ政権がなんとかみたいななんか
よく分かんない問題だったんですけど、問題自体はそん
なんでもなかったと思う。生物はなんか１年前のウナギ
の問題がすごいトリッキーなやつだったんで、それより
は全然緩いかなって思って。生物今年４９人いて物理６
の生物４くらいかな？簡単だったからいっぱい入ってき
たんですかね？でも物理もけっこう２ミスだったとか３
ミスだったって人ばっかりであんまり差はなかったと。
生物も２ミスとか３ミスですね。数学で取れた人もあん
まいないと思うんでまあ、中にはいると思いますけど。
数学はほんとにやばかったです(笑)んー、答えまで行き着
いたところはなかったですね。いっぱい書いてきました
よ。
まあ１番２番ちゃんと解いて４番の(1)の領域図示すると
こまではオッケーだったんですよ、で後３番を半分ちょ
いぐらいまでやってって感じです。終了です (笑)５番は
捨てました(笑)

でも日医は９０分で３題だと思って３題完答してこいっ
て言われたんで…。１問３０分かけていいからって言わ
れてめっちゃゆっくりやってました。作戦勝ちかもしれ
ませんね。
もう整数も全部書き出して書いて、確率も全部書いて。
いやでも書けば受かるじゃないですか、そう思って。

代官山MEDICALでの友人関係
盛夫（鈴木盛夫　東京医科大進学）勘弁してください
よ、ほんとに。盛夫とは最初A6で一緒でしたからね。
あ、陳君（陳業隆　日本大医学部進学）は普通に話した
んですよね。生物の資料集の問題出し合って。あと最後
の方だと２号館行ってからはけっこう人と話してて近藤
悟（帝京大医学部進学）とか保坂さん（保坂洵　獨協医
科大進学）とか仲良かったですね最後の方はけっこう。
日医１次出てたので。いやー来てほしかったですね。再
受がいるんですけど再受でもけっこうな、東大の法学出
た人とか。けっこうハイスペックな。どうだろうな、た
ぶん片手で収まるくらい。外語大出た人とかかなりハイ
スペックな方たちが。英語ペラペラだし。

代官山MEDICALで勉強スタート
んー、最初は結構9時に来るような、最初の1ヶ月はだら
だらしててやっぱあれなんすよ。英語が結構最初全然で
きなくてちょっと焦って、4月のマンスリー終わって結果
が返ってきてから石井先生のとこ行って相談したんです
けどそこでなんか、その結果を見て石井先生が梶浦君は
現役生のとき全然勉強しなかったんだねって言われてそ
れだいぶグサッときましてそこでもうスイッチ入りまし
たね。4月の終わりぐらいだった。そうですね、まあそれ
からはちゃんと7時に来るようになって。そのとき7時着
だと5時半に家出てましたね。がんばりました。そんで夏
2号館行ってからなんか、2号館のメンバーの山内さん
（山内健　聖マリアンナ医科大進学）とか近藤悟とか保
坂さんが階段で話してるのまる聞きして、なんかあの人
たちA1とかでめっちゃできるのに俺なんか今年で受かん
のかなってすごい焦ってこれ自分A3でやばいんだろう
なってすごい焦り始めて、そっからちゃんと6時半に行こ
うと思って始発5時10分に、家5時に出て5時10分の電車
に乗ってちゃんと6時半に来るようにしてたら1週間で肺
気胸になりました。7月の終わりとかでした。あ、休んで
はいないんですよ。病院で遅れてきたり早退はあったん
ですけど。けっこうしんどかったです。本館と2号館の行
き来だけでオオゥみたいな感じ。(笑)でもまあ、けっこう
軽かったみたいでそんなに。はい。入院する必要とかは
なかったです。原因はもうストレスかな？としか言われ
なかったです(笑)で、夜はすぐ帰ってました。

英語は大西先生にお世話になりました。
ここ入って来て英語で印象に残った先生はそうですね。
夏以降、大西先生の授業取ってたんですけどなんかあの
人だいぶ押してるんですよ。なんだろうな、関西弁です

ごい親しみやすいと言うかけっこうフランクに話してく
れるので。一応母が兵庫の方で割とそっちの親戚は多い
んですよ。大西先生…1学期の授業聞いててこの人の長文
読解が合ってそれですごい良いなと思って。ここをこう
言う表現ってけっこう重要だからここはゆっくりしっか
り理解しながら読むべきだし、情報がないからここは読
み飛ばしても平気だし、そういう全体の読み方っていう
か流れをつかむ。結構そういうことを教えてくれたん
で。すごいそれでこの読み方いいなって思って、この人
がいいって思って。実戦でもけっこう使えたと思います
ね。大西先生の授業って知識も単語がどうやってできた
かみたいな話もちょいちょいしてくれてて。互換とかあ
るじゃないですか接続詞とかそれでなんとなく意味をこ
う、予測しながら読むみたいな。なんか分かんないのが
あってもそれで対処できるし、細かい単語の知識も増や
してもらえたり、知識武装をするという点で良かったと
思う。

数学と理科について
数学は村上先生にずっと見ててもらってて、彼流の公式
とかもあったりしてそれも教えてもらいつつやってたん
ですけど、もともとベーシックスタートだと難しい問題
にあんまり触れていなかったんで、ちょっと捻られたら
解けないみたいな感じだったんですけど、ベーシックか
らスタに上がったその中間くらいのレベルのやつを夏明
けてからずっとやってて、それでちょっとは追いついた
のかな2号館の人たちに。しんどかったですね。全然もう
予習で何も手つかなくて。
けっこう冬の前、12月の頭だったかな。そこから本番ま
で何やったらいいかっていう計画まで立ててもらって、
それに従って最後はやってましたね、どこの何年の過去
問がいいからこれやっとこうみたいな、ここはあんまや
んなくていいからみたいな。
山室先生の計トレとかはしんどかった。でも実際あーい
うテクニックも本番で使いましたし。本番に近かったん
で。なんか難しい問題を簡単に考えるというか。
前期はけっこう五十嵐先生にプリントもらってたりしま
した。化学は、理論は原先生と有機は節田先生そんな感
じでした。
マンスリー前に2日ぐらいあったら今までやった所までは
終わるくらいのスピードでやってたんで。まあ割りとマ
ンスリー前は理科ばっかやってました。とりあえず点数
取りたかったんで(笑)。数学はコスパあんまり良くない
じゃないですか。
それで夏迎える前に授業でやったところは４周かな、セ
ミナー終わってて化学は。
あと数学は何かけっこう膨大じゃないですか量が。化学
は割と限られてるんで。なんか単元の数で言ったらそん
なに。化学は一通り覚えないといけないけど、でもその
単元…融合問題とかないんで全然数学と違って。そこが
出れば解けるようにしとこうって。構造決定やったのは
ほんとにけっこう後半の方だったので。あんまり出てな

かったのかな？蒸気圧あー、めっちゃ嫌いでした。それ
でそうだ冬に節田先生に日医対策として、やっぱ日医は
難しい問題を解きなれてないとダメだって言われてけっ
こう難しめの問題とか貰って、気体の蒸気圧とかもやっ
たし理想気体とそういう話もやったりそこでけっこう鍛
えてもらったのかな。レベル１がこんぐらいでレベル２
がこんぐらいでってレベル３こんぐらいでってレベル分
けてくれてそれがすごい分かりやすかった。

ご飯食べながら、友達に超マイナー生物知識クイズ

出してもらった。(笑)
暗記は得意だったんで。有機とか覚えるところは全部や
りました。生物はなんか陳君がとりあえず資料集極めて
たんでこいつに勝ちてぇって思って(笑)ご飯食べながら、
超マイナー生物知識クイズだしてもらって、お前そんな
ん出ねーよみたいなやつばっかやってました(笑)そうです
ね(笑)なんか昼それやんのが結構楽しくて。でも、当時俺
もそこまで行ってたと思うんだけど、どの辺のページの
どこポジションに何があってってのは大体、もうほんと
にあの人に勝ちたくて陳業隆に。呉（呉崇禎　獨協医科
大進学）とかも結構できたし。髙田ひかる（東邦大医学
部進学）もできたし赤岡（赤岡春菜　日本医科大進学）
もできましたね。あと井上里菜（日本医科大進学）も
バァーって伸びてきて生物。けっこうフワフワしてます
よね、あの人。でも、集中力半端じゃないんですよ。日
曜日も席一切立たずにやってたと思いますよ。自習室で
は、坂口（坂口知仁　聖マリアンナ医科大進学）とか山
内さんがいて反対側が小川隆志（東京医科大進学）と
か。えっと、入ってすぐ左の手前で向こう向きで立ち上
がったらちょうど見える位置だったんですよ、井上里菜
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が。あいつやってんなって思って(笑)

石井先生のオッケーが嬉しかった
石井先生の授業で心に刺さった言葉…なんだろうな毎回
の授業が刺激的すぎて(笑)もうほんとにあの人の授業は緊
張感とかあったしピリッとしてたしそれで毎回モティ
ベーションがガァーって上がって、けっこう内部事情と
か聞けるじゃないですか医学部の、それが面白かった
し。やっぱスイッチ入ってその勉強してなかったんだ
ねって言われてグサッと刺さってスイッチ入ってから
も、１番前に座る勇気はなかったですけど２番目に座っ
て。
当てられました(笑)答えられたらオッケーって言われたら
けっこう嬉しいし、励みになって。はい、答えられない
とめっちゃへこみましたその時は(笑)けっこうメンタル弱
いんで、けっこう盛夫とか陳君とか今日当てられてちゃ
んと正解出来てよかったわー、ダメだったわ―みたいな
話を授業終わった後しながらやってましたね。結構最初
の方はまだなんか本館の中では割と上位にいたと思うん
で。そこじゃ割と自信を持って授業で発言出来てたんで
すけど最後M1,2,3で周り英語めっちゃできる人しかいな
くて肩身を狭い思いを。
いやほんとなんか、飯塚尚子さん（東京女子医科大進
学）とか井上里菜も水野さん（水野和佳子　日本医科大
進学）もいたし、なんかもう間違えるのが怖すぎて最後
の方ちょっと消極的になってましたね。めっちゃ後ろか
ら２番目とかに座って。ちゃんとA1の時までは2番目に
いたんですけどちょっと最後はダメでしたね。当たりた
くなかったです(笑)でも英作文当てられたりして、ドポン
コツな解答前に書いたりして、それでも石井先生が笑っ
てなんか梶浦君は場を和ませようとしてくれているん
だって言ってくれたり(笑)あれがなかったらほんとに折れ
てましたね心、ほんとにできないんすけどちゃんとそう
やっていじってくれてたんでまだ保てたですよ。英作が
ほんとにできなかったんですよ(笑)日医は自由英作でし
た。そうなんですよね、書けるだけ書いてきました。
そうだ後１０月ぐらいにその時A1だったのかな？A1の時
に授業中作文当てられたりして、そうやっていじられた
りしつつ石井先生が梶浦君日医受けるっしょ？行けるっ
しょ？みたいな軽い感じで言われてその辺から日医意識
し始めた。ほんと全然考えてもいなかったんで日本医
大ってなんだよどこだよみたいな。そっから毎月マンス
リー後に千駄木校舎に通ってました。はい、ふらっと
行って新病院でけーって。実は石井先生に言われてから
日医第１志望でした10月くらいから。夏までは東医、東
邦、日大ラインまでだと思ってて。A6スタートだと2ラ
ンク上げても日医…あ、東医、東邦、日大ラインなんで
すよね(笑)そっからやっぱ徐々に上がってそだ、あと大森
先生にけっこう今下慧星さんの話を聞いてて日医受かっ
た人の話を。で、あの人も数学苦手だったらしくて。な
んかその人の話をすごい聞いたり。ランキングの下のと
ころに載るか載らないかくらいのところにいつもいたっ

て聞いて生物と化学は上位で英語はそこそこで。で、お
前も今下になるんだって(笑)大森先生にずっと言われて
て、それもけっこうデカかったすね日医目指すきっかけ
としては。今下さん生物相当極めてたんすよね。偏差値
80とか言ってました。いや暗記は全然苦じゃないです
ね。

第一志望を決め、そこに通った。家と代官山の往復

以外では、日医に通ったくらいだった。
まあ朝は絶対早く来た方がいいですよね、ちゃんと第１
志望１個決めてもうそこに通うことですね。もうその学
校を愛することですね。ほんと俺世界で１番日医のこと
愛してるからみたいなこと言いながらやってて。マンス
リー終わってから自己採して１７時とかには終わるじゃ
ないですか。電車でふらっと行ってぐるぐる。外をぐ
るっと歩いて。ほんとモティベーション上がるんすよ、
そこで絶対ここ来てやるわと思って。
石井先生の初回の授業までにちゃんと第１希望決めなさ
いって、なんだろうなちゃんと自分が好きにならないと
両想いになれないんだからみたいな話をしててそれが
ずっと頭残ってて日医のことを愛そうと思って。
家と代官山の往復以外で外行ったのはほんとその東医１
回くらいと日医に通ったのくらいでしたね(笑)受かって良
かったっす、ホントに。
日医からTELあってほんと手震えましたもん、えホントで
すか！？って。
　日本医科大学のなんちゃら教育センターなんちゃらで
ございますみたいな、くり上げ合格の御報告をみたい
な、え、ホントですかって、マジっすか！？って聞い
ちゃいましたもん(笑)なんか入学の意志があるかどうかを
確認したいんですけど、入学を希望しますってもちろん
(笑)
あとたぶん１番石井先生の信者になることですかね。
だってあの人って、２０年くらいですかここ？大学入っ
て石井先生のこと知ってる先輩も多いし、代官山
MEDICALでやってるって、それで何百人も医学部受から
せてきてる人だから信じてれば絶対受かると思うしもう
あの人の信者になってやってれば絶対どこでも行けるん
じゃないかと思いますね。
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けっこうなんかトランプ政権がなんとかみたいななんか
よく分かんない問題だったんですけど、問題自体はそん
なんでもなかったと思う。生物はなんか１年前のウナギ
の問題がすごいトリッキーなやつだったんで、それより
は全然緩いかなって思って。生物今年４９人いて物理６
の生物４くらいかな？簡単だったからいっぱい入ってき
たんですかね？でも物理もけっこう２ミスだったとか３
ミスだったって人ばっかりであんまり差はなかったと。
生物も２ミスとか３ミスですね。数学で取れた人もあん
まいないと思うんでまあ、中にはいると思いますけど。
数学はほんとにやばかったです(笑)んー、答えまで行き着
いたところはなかったですね。いっぱい書いてきました
よ。
まあ１番２番ちゃんと解いて４番の(1)の領域図示すると
こまではオッケーだったんですよ、で後３番を半分ちょ
いぐらいまでやってって感じです。終了です (笑)５番は
捨てました(笑)

でも日医は９０分で３題だと思って３題完答してこいっ
て言われたんで…。１問３０分かけていいからって言わ
れてめっちゃゆっくりやってました。作戦勝ちかもしれ
ませんね。
もう整数も全部書き出して書いて、確率も全部書いて。
いやでも書けば受かるじゃないですか、そう思って。

代官山MEDICALでの友人関係
盛夫（鈴木盛夫　東京医科大進学）勘弁してください
よ、ほんとに。盛夫とは最初A6で一緒でしたからね。
あ、陳君（陳業隆　日本大医学部進学）は普通に話した
んですよね。生物の資料集の問題出し合って。あと最後
の方だと２号館行ってからはけっこう人と話してて近藤
悟（帝京大医学部進学）とか保坂さん（保坂洵　獨協医
科大進学）とか仲良かったですね最後の方はけっこう。
日医１次出てたので。いやー来てほしかったですね。再
受がいるんですけど再受でもけっこうな、東大の法学出
た人とか。けっこうハイスペックな。どうだろうな、た
ぶん片手で収まるくらい。外語大出た人とかかなりハイ
スペックな方たちが。英語ペラペラだし。

代官山MEDICALで勉強スタート
んー、最初は結構9時に来るような、最初の1ヶ月はだら
だらしててやっぱあれなんすよ。英語が結構最初全然で
きなくてちょっと焦って、4月のマンスリー終わって結果
が返ってきてから石井先生のとこ行って相談したんです
けどそこでなんか、その結果を見て石井先生が梶浦君は
現役生のとき全然勉強しなかったんだねって言われてそ
れだいぶグサッときましてそこでもうスイッチ入りまし
たね。4月の終わりぐらいだった。そうですね、まあそれ
からはちゃんと7時に来るようになって。そのとき7時着
だと5時半に家出てましたね。がんばりました。そんで夏
2号館行ってからなんか、2号館のメンバーの山内さん
（山内健　聖マリアンナ医科大進学）とか近藤悟とか保
坂さんが階段で話してるのまる聞きして、なんかあの人
たちA1とかでめっちゃできるのに俺なんか今年で受かん
のかなってすごい焦ってこれ自分A3でやばいんだろう
なってすごい焦り始めて、そっからちゃんと6時半に行こ
うと思って始発5時10分に、家5時に出て5時10分の電車
に乗ってちゃんと6時半に来るようにしてたら1週間で肺
気胸になりました。7月の終わりとかでした。あ、休んで
はいないんですよ。病院で遅れてきたり早退はあったん
ですけど。けっこうしんどかったです。本館と2号館の行
き来だけでオオゥみたいな感じ。(笑)でもまあ、けっこう
軽かったみたいでそんなに。はい。入院する必要とかは
なかったです。原因はもうストレスかな？としか言われ
なかったです(笑)で、夜はすぐ帰ってました。

英語は大西先生にお世話になりました。
ここ入って来て英語で印象に残った先生はそうですね。
夏以降、大西先生の授業取ってたんですけどなんかあの
人だいぶ押してるんですよ。なんだろうな、関西弁です

ごい親しみやすいと言うかけっこうフランクに話してく
れるので。一応母が兵庫の方で割とそっちの親戚は多い
んですよ。大西先生…1学期の授業聞いててこの人の長文
読解が合ってそれですごい良いなと思って。ここをこう
言う表現ってけっこう重要だからここはゆっくりしっか
り理解しながら読むべきだし、情報がないからここは読
み飛ばしても平気だし、そういう全体の読み方っていう
か流れをつかむ。結構そういうことを教えてくれたん
で。すごいそれでこの読み方いいなって思って、この人
がいいって思って。実戦でもけっこう使えたと思います
ね。大西先生の授業って知識も単語がどうやってできた
かみたいな話もちょいちょいしてくれてて。互換とかあ
るじゃないですか接続詞とかそれでなんとなく意味をこ
う、予測しながら読むみたいな。なんか分かんないのが
あってもそれで対処できるし、細かい単語の知識も増や
してもらえたり、知識武装をするという点で良かったと
思う。

数学と理科について
数学は村上先生にずっと見ててもらってて、彼流の公式
とかもあったりしてそれも教えてもらいつつやってたん
ですけど、もともとベーシックスタートだと難しい問題
にあんまり触れていなかったんで、ちょっと捻られたら
解けないみたいな感じだったんですけど、ベーシックか
らスタに上がったその中間くらいのレベルのやつを夏明
けてからずっとやってて、それでちょっとは追いついた
のかな2号館の人たちに。しんどかったですね。全然もう
予習で何も手つかなくて。
けっこう冬の前、12月の頭だったかな。そこから本番ま
で何やったらいいかっていう計画まで立ててもらって、
それに従って最後はやってましたね、どこの何年の過去
問がいいからこれやっとこうみたいな、ここはあんまや
んなくていいからみたいな。
山室先生の計トレとかはしんどかった。でも実際あーい
うテクニックも本番で使いましたし。本番に近かったん
で。なんか難しい問題を簡単に考えるというか。
前期はけっこう五十嵐先生にプリントもらってたりしま
した。化学は、理論は原先生と有機は節田先生そんな感
じでした。
マンスリー前に2日ぐらいあったら今までやった所までは
終わるくらいのスピードでやってたんで。まあ割りとマ
ンスリー前は理科ばっかやってました。とりあえず点数
取りたかったんで(笑)。数学はコスパあんまり良くない
じゃないですか。
それで夏迎える前に授業でやったところは４周かな、セ
ミナー終わってて化学は。
あと数学は何かけっこう膨大じゃないですか量が。化学
は割と限られてるんで。なんか単元の数で言ったらそん
なに。化学は一通り覚えないといけないけど、でもその
単元…融合問題とかないんで全然数学と違って。そこが
出れば解けるようにしとこうって。構造決定やったのは
ほんとにけっこう後半の方だったので。あんまり出てな

かったのかな？蒸気圧あー、めっちゃ嫌いでした。それ
でそうだ冬に節田先生に日医対策として、やっぱ日医は
難しい問題を解きなれてないとダメだって言われてけっ
こう難しめの問題とか貰って、気体の蒸気圧とかもやっ
たし理想気体とそういう話もやったりそこでけっこう鍛
えてもらったのかな。レベル１がこんぐらいでレベル２
がこんぐらいでってレベル３こんぐらいでってレベル分
けてくれてそれがすごい分かりやすかった。

ご飯食べながら、友達に超マイナー生物知識クイズ

出してもらった。(笑)
暗記は得意だったんで。有機とか覚えるところは全部や
りました。生物はなんか陳君がとりあえず資料集極めて
たんでこいつに勝ちてぇって思って(笑)ご飯食べながら、
超マイナー生物知識クイズだしてもらって、お前そんな
ん出ねーよみたいなやつばっかやってました(笑)そうです
ね(笑)なんか昼それやんのが結構楽しくて。でも、当時俺
もそこまで行ってたと思うんだけど、どの辺のページの
どこポジションに何があってってのは大体、もうほんと
にあの人に勝ちたくて陳業隆に。呉（呉崇禎　獨協医科
大進学）とかも結構できたし。髙田ひかる（東邦大医学
部進学）もできたし赤岡（赤岡春菜　日本医科大進学）
もできましたね。あと井上里菜（日本医科大進学）も
バァーって伸びてきて生物。けっこうフワフワしてます
よね、あの人。でも、集中力半端じゃないんですよ。日
曜日も席一切立たずにやってたと思いますよ。自習室で
は、坂口（坂口知仁　聖マリアンナ医科大進学）とか山
内さんがいて反対側が小川隆志（東京医科大進学）と
か。えっと、入ってすぐ左の手前で向こう向きで立ち上
がったらちょうど見える位置だったんですよ、井上里菜
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が。あいつやってんなって思って(笑)

石井先生のオッケーが嬉しかった
石井先生の授業で心に刺さった言葉…なんだろうな毎回
の授業が刺激的すぎて(笑)もうほんとにあの人の授業は緊
張感とかあったしピリッとしてたしそれで毎回モティ
ベーションがガァーって上がって、けっこう内部事情と
か聞けるじゃないですか医学部の、それが面白かった
し。やっぱスイッチ入ってその勉強してなかったんだ
ねって言われてグサッと刺さってスイッチ入ってから
も、１番前に座る勇気はなかったですけど２番目に座っ
て。
当てられました(笑)答えられたらオッケーって言われたら
けっこう嬉しいし、励みになって。はい、答えられない
とめっちゃへこみましたその時は(笑)けっこうメンタル弱
いんで、けっこう盛夫とか陳君とか今日当てられてちゃ
んと正解出来てよかったわー、ダメだったわ―みたいな
話を授業終わった後しながらやってましたね。結構最初
の方はまだなんか本館の中では割と上位にいたと思うん
で。そこじゃ割と自信を持って授業で発言出来てたんで
すけど最後M1,2,3で周り英語めっちゃできる人しかいな
くて肩身を狭い思いを。
いやほんとなんか、飯塚尚子さん（東京女子医科大進
学）とか井上里菜も水野さん（水野和佳子　日本医科大
進学）もいたし、なんかもう間違えるのが怖すぎて最後
の方ちょっと消極的になってましたね。めっちゃ後ろか
ら２番目とかに座って。ちゃんとA1の時までは2番目に
いたんですけどちょっと最後はダメでしたね。当たりた
くなかったです(笑)でも英作文当てられたりして、ドポン
コツな解答前に書いたりして、それでも石井先生が笑っ
てなんか梶浦君は場を和ませようとしてくれているん
だって言ってくれたり(笑)あれがなかったらほんとに折れ
てましたね心、ほんとにできないんすけどちゃんとそう
やっていじってくれてたんでまだ保てたですよ。英作が
ほんとにできなかったんですよ(笑)日医は自由英作でし
た。そうなんですよね、書けるだけ書いてきました。
そうだ後１０月ぐらいにその時A1だったのかな？A1の時
に授業中作文当てられたりして、そうやっていじられた
りしつつ石井先生が梶浦君日医受けるっしょ？行けるっ
しょ？みたいな軽い感じで言われてその辺から日医意識
し始めた。ほんと全然考えてもいなかったんで日本医
大ってなんだよどこだよみたいな。そっから毎月マンス
リー後に千駄木校舎に通ってました。はい、ふらっと
行って新病院でけーって。実は石井先生に言われてから
日医第１志望でした10月くらいから。夏までは東医、東
邦、日大ラインまでだと思ってて。A6スタートだと2ラ
ンク上げても日医…あ、東医、東邦、日大ラインなんで
すよね(笑)そっからやっぱ徐々に上がってそだ、あと大森
先生にけっこう今下慧星さんの話を聞いてて日医受かっ
た人の話を。で、あの人も数学苦手だったらしくて。な
んかその人の話をすごい聞いたり。ランキングの下のと
ころに載るか載らないかくらいのところにいつもいたっ

て聞いて生物と化学は上位で英語はそこそこで。で、お
前も今下になるんだって(笑)大森先生にずっと言われて
て、それもけっこうデカかったすね日医目指すきっかけ
としては。今下さん生物相当極めてたんすよね。偏差値
80とか言ってました。いや暗記は全然苦じゃないです
ね。

第一志望を決め、そこに通った。家と代官山の往復

以外では、日医に通ったくらいだった。
まあ朝は絶対早く来た方がいいですよね、ちゃんと第１
志望１個決めてもうそこに通うことですね。もうその学
校を愛することですね。ほんと俺世界で１番日医のこと
愛してるからみたいなこと言いながらやってて。マンス
リー終わってから自己採して１７時とかには終わるじゃ
ないですか。電車でふらっと行ってぐるぐる。外をぐ
るっと歩いて。ほんとモティベーション上がるんすよ、
そこで絶対ここ来てやるわと思って。
石井先生の初回の授業までにちゃんと第１希望決めなさ
いって、なんだろうなちゃんと自分が好きにならないと
両想いになれないんだからみたいな話をしててそれが
ずっと頭残ってて日医のことを愛そうと思って。
家と代官山の往復以外で外行ったのはほんとその東医１
回くらいと日医に通ったのくらいでしたね(笑)受かって良
かったっす、ホントに。
日医からTELあってほんと手震えましたもん、えホントで
すか！？って。
　日本医科大学のなんちゃら教育センターなんちゃらで
ございますみたいな、くり上げ合格の御報告をみたい
な、え、ホントですかって、マジっすか！？って聞い
ちゃいましたもん(笑)なんか入学の意志があるかどうかを
確認したいんですけど、入学を希望しますってもちろん
(笑)
あとたぶん１番石井先生の信者になることですかね。
だってあの人って、２０年くらいですかここ？大学入っ
て石井先生のこと知ってる先輩も多いし、代官山
MEDICALでやってるって、それで何百人も医学部受から
せてきてる人だから信じてれば絶対受かると思うしもう
あの人の信者になってやってれば絶対どこでも行けるん
じゃないかと思いますね。
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代官山MEDICALとの出会い
現役の時は河合塾マナビスですね。映像のやつです。さ
ぼりたい放題で余裕でさぼってました。いや、なんか自
分でできる人にとっては自分のペースで部活もやりつつ
できるんだと思うんですけど、そんなことはできません
でした私は。部活バレーやってました。
現役は1次どこも出てなかったです。
浪人が決まったのは、2月8日に日大が終わってもう駄目
だと思って。しばらく予備校探ししないで遊んでまし
た。齋藤剛熙さん(日本大医学部進学)から紹介は受けて
て、親が繋がってて医学部の情報を入手してきて、どこ
行ってたんだい？みたいな(笑)母と2人で来ました。石井
先生とお話しして。で、3月17日とか。え、いやーなんて
言われたかな？なんかまあ、そうだまず山室先生に、な
んか卒業旅行とか行ってたの？みんな始めてるよ、遅い
でしょみたいな軽く言われて。はい。最初A6です。は
い。まあなんかもともと現役生のころは全然勉強できて
なかったんでBasicスタートは悪くないと思いつつ。

入試の結果
1次は全部で８あって、えーと、岩手、金沢、杏林、日
医、北里、聖マリ、日大、帝京
受けたのは、えーと１０かな？あ、１１だ。落ちたのが
昭和と東医と東邦です。
合格は聖マリと日医だけですね。日医もダメだと思いま
した、正直あの番号だと。162ですね。後ろ10人しかい
なくて。172までなんで。
でなんか日医で節田先生がやったやつガチで出ました。
あーもうドンピシャでしたね。
入試で脂肪酸のやつドンピシャ当たって。数学たぶん、
どうだろう途中点もらってても４割５分とかかな？４割
ちょいしかいってないと思います。途中点はないんです
かね？でも日医はけっこう書いた分だけくれる説があっ
たっぽくて、まぁできるだけ書いてきたんですけど。
英語は今年は、難しくはなかったですね。まぁ、内容は
けっこうなんかトランプ政権がなんとかみたいななんか
よく分かんない問題だったんですけど、問題自体はそん
なんでもなかったと思う。生物はなんか１年前のウナギ
の問題がすごいトリッキーなやつだったんで、それより
は全然緩いかなって思って。生物今年４９人いて物理６
の生物４くらいかな？簡単だったからいっぱい入ってき
たんですかね？でも物理もけっこう２ミスだったとか３
ミスだったって人ばっかりであんまり差はなかったと。
生物も２ミスとか３ミスですね。数学で取れた人もあん
まいないと思うんでまあ、中にはいると思いますけど。
数学はほんとにやばかったです(笑)んー、答えまで行き着
いたところはなかったですね。いっぱい書いてきました
よ。
まあ１番２番ちゃんと解いて４番の(1)の領域図示すると
こまではオッケーだったんですよ、で後３番を半分ちょ
いぐらいまでやってって感じです。終了です (笑)５番は
捨てました(笑)

でも日医は９０分で３題だと思って３題完答してこいっ
て言われたんで…。１問３０分かけていいからって言わ
れてめっちゃゆっくりやってました。作戦勝ちかもしれ
ませんね。
もう整数も全部書き出して書いて、確率も全部書いて。
いやでも書けば受かるじゃないですか、そう思って。

代官山MEDICALでの友人関係
盛夫（鈴木盛夫　東京医科大進学）勘弁してください
よ、ほんとに。盛夫とは最初A6で一緒でしたからね。
あ、陳君（陳業隆　日本大医学部進学）は普通に話した
んですよね。生物の資料集の問題出し合って。あと最後
の方だと２号館行ってからはけっこう人と話してて近藤
悟（帝京大医学部進学）とか保坂さん（保坂洵　獨協医
科大進学）とか仲良かったですね最後の方はけっこう。
日医１次出てたので。いやー来てほしかったですね。再
受がいるんですけど再受でもけっこうな、東大の法学出
た人とか。けっこうハイスペックな。どうだろうな、た
ぶん片手で収まるくらい。外語大出た人とかかなりハイ
スペックな方たちが。英語ペラペラだし。

代官山MEDICALで勉強スタート
んー、最初は結構9時に来るような、最初の1ヶ月はだら
だらしててやっぱあれなんすよ。英語が結構最初全然で
きなくてちょっと焦って、4月のマンスリー終わって結果
が返ってきてから石井先生のとこ行って相談したんです
けどそこでなんか、その結果を見て石井先生が梶浦君は
現役生のとき全然勉強しなかったんだねって言われてそ
れだいぶグサッときましてそこでもうスイッチ入りまし
たね。4月の終わりぐらいだった。そうですね、まあそれ
からはちゃんと7時に来るようになって。そのとき7時着
だと5時半に家出てましたね。がんばりました。そんで夏
2号館行ってからなんか、2号館のメンバーの山内さん
（山内健　聖マリアンナ医科大進学）とか近藤悟とか保
坂さんが階段で話してるのまる聞きして、なんかあの人
たちA1とかでめっちゃできるのに俺なんか今年で受かん
のかなってすごい焦ってこれ自分A3でやばいんだろう
なってすごい焦り始めて、そっからちゃんと6時半に行こ
うと思って始発5時10分に、家5時に出て5時10分の電車
に乗ってちゃんと6時半に来るようにしてたら1週間で肺
気胸になりました。7月の終わりとかでした。あ、休んで
はいないんですよ。病院で遅れてきたり早退はあったん
ですけど。けっこうしんどかったです。本館と2号館の行
き来だけでオオゥみたいな感じ。(笑)でもまあ、けっこう
軽かったみたいでそんなに。はい。入院する必要とかは
なかったです。原因はもうストレスかな？としか言われ
なかったです(笑)で、夜はすぐ帰ってました。

英語は大西先生にお世話になりました。
ここ入って来て英語で印象に残った先生はそうですね。
夏以降、大西先生の授業取ってたんですけどなんかあの
人だいぶ押してるんですよ。なんだろうな、関西弁です

ごい親しみやすいと言うかけっこうフランクに話してく
れるので。一応母が兵庫の方で割とそっちの親戚は多い
んですよ。大西先生…1学期の授業聞いててこの人の長文
読解が合ってそれですごい良いなと思って。ここをこう
言う表現ってけっこう重要だからここはゆっくりしっか
り理解しながら読むべきだし、情報がないからここは読
み飛ばしても平気だし、そういう全体の読み方っていう
か流れをつかむ。結構そういうことを教えてくれたん
で。すごいそれでこの読み方いいなって思って、この人
がいいって思って。実戦でもけっこう使えたと思います
ね。大西先生の授業って知識も単語がどうやってできた
かみたいな話もちょいちょいしてくれてて。互換とかあ
るじゃないですか接続詞とかそれでなんとなく意味をこ
う、予測しながら読むみたいな。なんか分かんないのが
あってもそれで対処できるし、細かい単語の知識も増や
してもらえたり、知識武装をするという点で良かったと
思う。

数学と理科について
数学は村上先生にずっと見ててもらってて、彼流の公式
とかもあったりしてそれも教えてもらいつつやってたん
ですけど、もともとベーシックスタートだと難しい問題
にあんまり触れていなかったんで、ちょっと捻られたら
解けないみたいな感じだったんですけど、ベーシックか
らスタに上がったその中間くらいのレベルのやつを夏明
けてからずっとやってて、それでちょっとは追いついた
のかな2号館の人たちに。しんどかったですね。全然もう
予習で何も手つかなくて。
けっこう冬の前、12月の頭だったかな。そこから本番ま
で何やったらいいかっていう計画まで立ててもらって、
それに従って最後はやってましたね、どこの何年の過去
問がいいからこれやっとこうみたいな、ここはあんまや
んなくていいからみたいな。
山室先生の計トレとかはしんどかった。でも実際あーい
うテクニックも本番で使いましたし。本番に近かったん
で。なんか難しい問題を簡単に考えるというか。
前期はけっこう五十嵐先生にプリントもらってたりしま
した。化学は、理論は原先生と有機は節田先生そんな感
じでした。
マンスリー前に2日ぐらいあったら今までやった所までは
終わるくらいのスピードでやってたんで。まあ割りとマ
ンスリー前は理科ばっかやってました。とりあえず点数
取りたかったんで(笑)。数学はコスパあんまり良くない
じゃないですか。
それで夏迎える前に授業でやったところは４周かな、セ
ミナー終わってて化学は。
あと数学は何かけっこう膨大じゃないですか量が。化学
は割と限られてるんで。なんか単元の数で言ったらそん
なに。化学は一通り覚えないといけないけど、でもその
単元…融合問題とかないんで全然数学と違って。そこが
出れば解けるようにしとこうって。構造決定やったのは
ほんとにけっこう後半の方だったので。あんまり出てな

かったのかな？蒸気圧あー、めっちゃ嫌いでした。それ
でそうだ冬に節田先生に日医対策として、やっぱ日医は
難しい問題を解きなれてないとダメだって言われてけっ
こう難しめの問題とか貰って、気体の蒸気圧とかもやっ
たし理想気体とそういう話もやったりそこでけっこう鍛
えてもらったのかな。レベル１がこんぐらいでレベル２
がこんぐらいでってレベル３こんぐらいでってレベル分
けてくれてそれがすごい分かりやすかった。

ご飯食べながら、友達に超マイナー生物知識クイズ

出してもらった。(笑)
暗記は得意だったんで。有機とか覚えるところは全部や
りました。生物はなんか陳君がとりあえず資料集極めて
たんでこいつに勝ちてぇって思って(笑)ご飯食べながら、
超マイナー生物知識クイズだしてもらって、お前そんな
ん出ねーよみたいなやつばっかやってました(笑)そうです
ね(笑)なんか昼それやんのが結構楽しくて。でも、当時俺
もそこまで行ってたと思うんだけど、どの辺のページの
どこポジションに何があってってのは大体、もうほんと
にあの人に勝ちたくて陳業隆に。呉（呉崇禎　獨協医科
大進学）とかも結構できたし。髙田ひかる（東邦大医学
部進学）もできたし赤岡（赤岡春菜　日本医科大進学）
もできましたね。あと井上里菜（日本医科大進学）も
バァーって伸びてきて生物。けっこうフワフワしてます
よね、あの人。でも、集中力半端じゃないんですよ。日
曜日も席一切立たずにやってたと思いますよ。自習室で
は、坂口（坂口知仁　聖マリアンナ医科大進学）とか山
内さんがいて反対側が小川隆志（東京医科大進学）と
か。えっと、入ってすぐ左の手前で向こう向きで立ち上
がったらちょうど見える位置だったんですよ、井上里菜
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が。あいつやってんなって思って(笑)

石井先生のオッケーが嬉しかった
石井先生の授業で心に刺さった言葉…なんだろうな毎回
の授業が刺激的すぎて(笑)もうほんとにあの人の授業は緊
張感とかあったしピリッとしてたしそれで毎回モティ
ベーションがガァーって上がって、けっこう内部事情と
か聞けるじゃないですか医学部の、それが面白かった
し。やっぱスイッチ入ってその勉強してなかったんだ
ねって言われてグサッと刺さってスイッチ入ってから
も、１番前に座る勇気はなかったですけど２番目に座っ
て。
当てられました(笑)答えられたらオッケーって言われたら
けっこう嬉しいし、励みになって。はい、答えられない
とめっちゃへこみましたその時は(笑)けっこうメンタル弱
いんで、けっこう盛夫とか陳君とか今日当てられてちゃ
んと正解出来てよかったわー、ダメだったわ―みたいな
話を授業終わった後しながらやってましたね。結構最初
の方はまだなんか本館の中では割と上位にいたと思うん
で。そこじゃ割と自信を持って授業で発言出来てたんで
すけど最後M1,2,3で周り英語めっちゃできる人しかいな
くて肩身を狭い思いを。
いやほんとなんか、飯塚尚子さん（東京女子医科大進
学）とか井上里菜も水野さん（水野和佳子　日本医科大
進学）もいたし、なんかもう間違えるのが怖すぎて最後
の方ちょっと消極的になってましたね。めっちゃ後ろか
ら２番目とかに座って。ちゃんとA1の時までは2番目に
いたんですけどちょっと最後はダメでしたね。当たりた
くなかったです(笑)でも英作文当てられたりして、ドポン
コツな解答前に書いたりして、それでも石井先生が笑っ
てなんか梶浦君は場を和ませようとしてくれているん
だって言ってくれたり(笑)あれがなかったらほんとに折れ
てましたね心、ほんとにできないんすけどちゃんとそう
やっていじってくれてたんでまだ保てたですよ。英作が
ほんとにできなかったんですよ(笑)日医は自由英作でし
た。そうなんですよね、書けるだけ書いてきました。
そうだ後１０月ぐらいにその時A1だったのかな？A1の時
に授業中作文当てられたりして、そうやっていじられた
りしつつ石井先生が梶浦君日医受けるっしょ？行けるっ
しょ？みたいな軽い感じで言われてその辺から日医意識
し始めた。ほんと全然考えてもいなかったんで日本医
大ってなんだよどこだよみたいな。そっから毎月マンス
リー後に千駄木校舎に通ってました。はい、ふらっと
行って新病院でけーって。実は石井先生に言われてから
日医第１志望でした10月くらいから。夏までは東医、東
邦、日大ラインまでだと思ってて。A6スタートだと2ラ
ンク上げても日医…あ、東医、東邦、日大ラインなんで
すよね(笑)そっからやっぱ徐々に上がってそだ、あと大森
先生にけっこう今下慧星さんの話を聞いてて日医受かっ
た人の話を。で、あの人も数学苦手だったらしくて。な
んかその人の話をすごい聞いたり。ランキングの下のと
ころに載るか載らないかくらいのところにいつもいたっ

て聞いて生物と化学は上位で英語はそこそこで。で、お
前も今下になるんだって(笑)大森先生にずっと言われて
て、それもけっこうデカかったすね日医目指すきっかけ
としては。今下さん生物相当極めてたんすよね。偏差値
80とか言ってました。いや暗記は全然苦じゃないです
ね。

第一志望を決め、そこに通った。家と代官山の往復

以外では、日医に通ったくらいだった。
まあ朝は絶対早く来た方がいいですよね、ちゃんと第１
志望１個決めてもうそこに通うことですね。もうその学
校を愛することですね。ほんと俺世界で１番日医のこと
愛してるからみたいなこと言いながらやってて。マンス
リー終わってから自己採して１７時とかには終わるじゃ
ないですか。電車でふらっと行ってぐるぐる。外をぐ
るっと歩いて。ほんとモティベーション上がるんすよ、
そこで絶対ここ来てやるわと思って。
石井先生の初回の授業までにちゃんと第１希望決めなさ
いって、なんだろうなちゃんと自分が好きにならないと
両想いになれないんだからみたいな話をしててそれが
ずっと頭残ってて日医のことを愛そうと思って。
家と代官山の往復以外で外行ったのはほんとその東医１
回くらいと日医に通ったのくらいでしたね(笑)受かって良
かったっす、ホントに。
日医からTELあってほんと手震えましたもん、えホントで
すか！？って。
　日本医科大学のなんちゃら教育センターなんちゃらで
ございますみたいな、くり上げ合格の御報告をみたい
な、え、ホントですかって、マジっすか！？って聞い
ちゃいましたもん(笑)なんか入学の意志があるかどうかを
確認したいんですけど、入学を希望しますってもちろん
(笑)
あとたぶん１番石井先生の信者になることですかね。
だってあの人って、２０年くらいですかここ？大学入っ
て石井先生のこと知ってる先輩も多いし、代官山
MEDICALでやってるって、それで何百人も医学部受から
せてきてる人だから信じてれば絶対受かると思うしもう
あの人の信者になってやってれば絶対どこでも行けるん
じゃないかと思いますね。

代官山MEDICALとの出会い
現役の時は河合塾マナビスですね。映像のやつです。さ
ぼりたい放題で余裕でさぼってました。いや、なんか自
分でできる人にとっては自分のペースで部活もやりつつ
できるんだと思うんですけど、そんなことはできません
でした私は。部活バレーやってました。
現役は1次どこも出てなかったです。
浪人が決まったのは、2月8日に日大が終わってもう駄目
だと思って。しばらく予備校探ししないで遊んでまし
た。齋藤剛熙さん(日本大医学部進学)から紹介は受けて
て、親が繋がってて医学部の情報を入手してきて、どこ
行ってたんだい？みたいな(笑)母と2人で来ました。石井
先生とお話しして。で、3月17日とか。え、いやーなんて
言われたかな？なんかまあ、そうだまず山室先生に、な
んか卒業旅行とか行ってたの？みんな始めてるよ、遅い
でしょみたいな軽く言われて。はい。最初A6です。は
い。まあなんかもともと現役生のころは全然勉強できて
なかったんでBasicスタートは悪くないと思いつつ。

入試の結果
1次は全部で８あって、えーと、岩手、金沢、杏林、日
医、北里、聖マリ、日大、帝京
受けたのは、えーと１０かな？あ、１１だ。落ちたのが
昭和と東医と東邦です。
合格は聖マリと日医だけですね。日医もダメだと思いま
した、正直あの番号だと。162ですね。後ろ10人しかい
なくて。172までなんで。
でなんか日医で節田先生がやったやつガチで出ました。
あーもうドンピシャでしたね。
入試で脂肪酸のやつドンピシャ当たって。数学たぶん、
どうだろう途中点もらってても４割５分とかかな？４割
ちょいしかいってないと思います。途中点はないんです
かね？でも日医はけっこう書いた分だけくれる説があっ
たっぽくて、まぁできるだけ書いてきたんですけど。
英語は今年は、難しくはなかったですね。まぁ、内容は
けっこうなんかトランプ政権がなんとかみたいななんか
よく分かんない問題だったんですけど、問題自体はそん
なんでもなかったと思う。生物はなんか１年前のウナギ
の問題がすごいトリッキーなやつだったんで、それより
は全然緩いかなって思って。生物今年４９人いて物理６
の生物４くらいかな？簡単だったからいっぱい入ってき
たんですかね？でも物理もけっこう２ミスだったとか３
ミスだったって人ばっかりであんまり差はなかったと。
生物も２ミスとか３ミスですね。数学で取れた人もあん
まいないと思うんでまあ、中にはいると思いますけど。
数学はほんとにやばかったです(笑)んー、答えまで行き着
いたところはなかったですね。いっぱい書いてきました
よ。
まあ１番２番ちゃんと解いて４番の(1)の領域図示すると
こまではオッケーだったんですよ、で後３番を半分ちょ
いぐらいまでやってって感じです。終了です (笑)５番は
捨てました(笑)

でも日医は９０分で３題だと思って３題完答してこいっ
て言われたんで…。１問３０分かけていいからって言わ
れてめっちゃゆっくりやってました。作戦勝ちかもしれ
ませんね。
もう整数も全部書き出して書いて、確率も全部書いて。
いやでも書けば受かるじゃないですか、そう思って。

代官山MEDICALでの友人関係
盛夫（鈴木盛夫　東京医科大進学）勘弁してください
よ、ほんとに。盛夫とは最初A6で一緒でしたからね。
あ、陳君（陳業隆　日本大医学部進学）は普通に話した
んですよね。生物の資料集の問題出し合って。あと最後
の方だと２号館行ってからはけっこう人と話してて近藤
悟（帝京大医学部進学）とか保坂さん（保坂洵　獨協医
科大進学）とか仲良かったですね最後の方はけっこう。
日医１次出てたので。いやー来てほしかったですね。再
受がいるんですけど再受でもけっこうな、東大の法学出
た人とか。けっこうハイスペックな。どうだろうな、た
ぶん片手で収まるくらい。外語大出た人とかかなりハイ
スペックな方たちが。英語ペラペラだし。

代官山MEDICALで勉強スタート
んー、最初は結構9時に来るような、最初の1ヶ月はだら
だらしててやっぱあれなんすよ。英語が結構最初全然で
きなくてちょっと焦って、4月のマンスリー終わって結果
が返ってきてから石井先生のとこ行って相談したんです
けどそこでなんか、その結果を見て石井先生が梶浦君は
現役生のとき全然勉強しなかったんだねって言われてそ
れだいぶグサッときましてそこでもうスイッチ入りまし
たね。4月の終わりぐらいだった。そうですね、まあそれ
からはちゃんと7時に来るようになって。そのとき7時着
だと5時半に家出てましたね。がんばりました。そんで夏
2号館行ってからなんか、2号館のメンバーの山内さん
（山内健　聖マリアンナ医科大進学）とか近藤悟とか保
坂さんが階段で話してるのまる聞きして、なんかあの人
たちA1とかでめっちゃできるのに俺なんか今年で受かん
のかなってすごい焦ってこれ自分A3でやばいんだろう
なってすごい焦り始めて、そっからちゃんと6時半に行こ
うと思って始発5時10分に、家5時に出て5時10分の電車
に乗ってちゃんと6時半に来るようにしてたら1週間で肺
気胸になりました。7月の終わりとかでした。あ、休んで
はいないんですよ。病院で遅れてきたり早退はあったん
ですけど。けっこうしんどかったです。本館と2号館の行
き来だけでオオゥみたいな感じ。(笑)でもまあ、けっこう
軽かったみたいでそんなに。はい。入院する必要とかは
なかったです。原因はもうストレスかな？としか言われ
なかったです(笑)で、夜はすぐ帰ってました。

英語は大西先生にお世話になりました。
ここ入って来て英語で印象に残った先生はそうですね。
夏以降、大西先生の授業取ってたんですけどなんかあの
人だいぶ押してるんですよ。なんだろうな、関西弁です

ごい親しみやすいと言うかけっこうフランクに話してく
れるので。一応母が兵庫の方で割とそっちの親戚は多い
んですよ。大西先生…1学期の授業聞いててこの人の長文
読解が合ってそれですごい良いなと思って。ここをこう
言う表現ってけっこう重要だからここはゆっくりしっか
り理解しながら読むべきだし、情報がないからここは読
み飛ばしても平気だし、そういう全体の読み方っていう
か流れをつかむ。結構そういうことを教えてくれたん
で。すごいそれでこの読み方いいなって思って、この人
がいいって思って。実戦でもけっこう使えたと思います
ね。大西先生の授業って知識も単語がどうやってできた
かみたいな話もちょいちょいしてくれてて。互換とかあ
るじゃないですか接続詞とかそれでなんとなく意味をこ
う、予測しながら読むみたいな。なんか分かんないのが
あってもそれで対処できるし、細かい単語の知識も増や
してもらえたり、知識武装をするという点で良かったと
思う。

数学と理科について
数学は村上先生にずっと見ててもらってて、彼流の公式
とかもあったりしてそれも教えてもらいつつやってたん
ですけど、もともとベーシックスタートだと難しい問題
にあんまり触れていなかったんで、ちょっと捻られたら
解けないみたいな感じだったんですけど、ベーシックか
らスタに上がったその中間くらいのレベルのやつを夏明
けてからずっとやってて、それでちょっとは追いついた
のかな2号館の人たちに。しんどかったですね。全然もう
予習で何も手つかなくて。
けっこう冬の前、12月の頭だったかな。そこから本番ま
で何やったらいいかっていう計画まで立ててもらって、
それに従って最後はやってましたね、どこの何年の過去
問がいいからこれやっとこうみたいな、ここはあんまや
んなくていいからみたいな。
山室先生の計トレとかはしんどかった。でも実際あーい
うテクニックも本番で使いましたし。本番に近かったん
で。なんか難しい問題を簡単に考えるというか。
前期はけっこう五十嵐先生にプリントもらってたりしま
した。化学は、理論は原先生と有機は節田先生そんな感
じでした。
マンスリー前に2日ぐらいあったら今までやった所までは
終わるくらいのスピードでやってたんで。まあ割りとマ
ンスリー前は理科ばっかやってました。とりあえず点数
取りたかったんで(笑)。数学はコスパあんまり良くない
じゃないですか。
それで夏迎える前に授業でやったところは４周かな、セ
ミナー終わってて化学は。
あと数学は何かけっこう膨大じゃないですか量が。化学
は割と限られてるんで。なんか単元の数で言ったらそん
なに。化学は一通り覚えないといけないけど、でもその
単元…融合問題とかないんで全然数学と違って。そこが
出れば解けるようにしとこうって。構造決定やったのは
ほんとにけっこう後半の方だったので。あんまり出てな

かったのかな？蒸気圧あー、めっちゃ嫌いでした。それ
でそうだ冬に節田先生に日医対策として、やっぱ日医は
難しい問題を解きなれてないとダメだって言われてけっ
こう難しめの問題とか貰って、気体の蒸気圧とかもやっ
たし理想気体とそういう話もやったりそこでけっこう鍛
えてもらったのかな。レベル１がこんぐらいでレベル２
がこんぐらいでってレベル３こんぐらいでってレベル分
けてくれてそれがすごい分かりやすかった。

ご飯食べながら、友達に超マイナー生物知識クイズ

出してもらった。(笑)
暗記は得意だったんで。有機とか覚えるところは全部や
りました。生物はなんか陳君がとりあえず資料集極めて
たんでこいつに勝ちてぇって思って(笑)ご飯食べながら、
超マイナー生物知識クイズだしてもらって、お前そんな
ん出ねーよみたいなやつばっかやってました(笑)そうです
ね(笑)なんか昼それやんのが結構楽しくて。でも、当時俺
もそこまで行ってたと思うんだけど、どの辺のページの
どこポジションに何があってってのは大体、もうほんと
にあの人に勝ちたくて陳業隆に。呉（呉崇禎　獨協医科
大進学）とかも結構できたし。髙田ひかる（東邦大医学
部進学）もできたし赤岡（赤岡春菜　日本医科大進学）
もできましたね。あと井上里菜（日本医科大進学）も
バァーって伸びてきて生物。けっこうフワフワしてます
よね、あの人。でも、集中力半端じゃないんですよ。日
曜日も席一切立たずにやってたと思いますよ。自習室で
は、坂口（坂口知仁　聖マリアンナ医科大進学）とか山
内さんがいて反対側が小川隆志（東京医科大進学）と
か。えっと、入ってすぐ左の手前で向こう向きで立ち上
がったらちょうど見える位置だったんですよ、井上里菜

が。あいつやってんなって思って(笑)

石井先生のオッケーが嬉しかった
石井先生の授業で心に刺さった言葉…なんだろうな毎回
の授業が刺激的すぎて(笑)もうほんとにあの人の授業は緊
張感とかあったしピリッとしてたしそれで毎回モティ
ベーションがガァーって上がって、けっこう内部事情と
か聞けるじゃないですか医学部の、それが面白かった
し。やっぱスイッチ入ってその勉強してなかったんだ
ねって言われてグサッと刺さってスイッチ入ってから
も、１番前に座る勇気はなかったですけど２番目に座っ
て。
当てられました(笑)答えられたらオッケーって言われたら
けっこう嬉しいし、励みになって。はい、答えられない
とめっちゃへこみましたその時は(笑)けっこうメンタル弱
いんで、けっこう盛夫とか陳君とか今日当てられてちゃ
んと正解出来てよかったわー、ダメだったわ―みたいな
話を授業終わった後しながらやってましたね。結構最初
の方はまだなんか本館の中では割と上位にいたと思うん
で。そこじゃ割と自信を持って授業で発言出来てたんで
すけど最後M1,2,3で周り英語めっちゃできる人しかいな
くて肩身を狭い思いを。
いやほんとなんか、飯塚尚子さん（東京女子医科大進
学）とか井上里菜も水野さん（水野和佳子　日本医科大
進学）もいたし、なんかもう間違えるのが怖すぎて最後
の方ちょっと消極的になってましたね。めっちゃ後ろか
ら２番目とかに座って。ちゃんとA1の時までは2番目に
いたんですけどちょっと最後はダメでしたね。当たりた
くなかったです(笑)でも英作文当てられたりして、ドポン
コツな解答前に書いたりして、それでも石井先生が笑っ
てなんか梶浦君は場を和ませようとしてくれているん
だって言ってくれたり(笑)あれがなかったらほんとに折れ
てましたね心、ほんとにできないんすけどちゃんとそう
やっていじってくれてたんでまだ保てたですよ。英作が
ほんとにできなかったんですよ(笑)日医は自由英作でし
た。そうなんですよね、書けるだけ書いてきました。
そうだ後１０月ぐらいにその時A1だったのかな？A1の時
に授業中作文当てられたりして、そうやっていじられた
りしつつ石井先生が梶浦君日医受けるっしょ？行けるっ
しょ？みたいな軽い感じで言われてその辺から日医意識
し始めた。ほんと全然考えてもいなかったんで日本医
大ってなんだよどこだよみたいな。そっから毎月マンス
リー後に千駄木校舎に通ってました。はい、ふらっと
行って新病院でけーって。実は石井先生に言われてから
日医第１志望でした10月くらいから。夏までは東医、東
邦、日大ラインまでだと思ってて。A6スタートだと2ラ
ンク上げても日医…あ、東医、東邦、日大ラインなんで
すよね(笑)そっからやっぱ徐々に上がってそだ、あと大森
先生にけっこう今下慧星さんの話を聞いてて日医受かっ
た人の話を。で、あの人も数学苦手だったらしくて。な
んかその人の話をすごい聞いたり。ランキングの下のと
ころに載るか載らないかくらいのところにいつもいたっ

て聞いて生物と化学は上位で英語はそこそこで。で、お
前も今下になるんだって(笑)大森先生にずっと言われて
て、それもけっこうデカかったすね日医目指すきっかけ
としては。今下さん生物相当極めてたんすよね。偏差値
80とか言ってました。いや暗記は全然苦じゃないです
ね。

第一志望を決め、そこに通った。家と代官山の往復

以外では、日医に通ったくらいだった。
まあ朝は絶対早く来た方がいいですよね、ちゃんと第１
志望１個決めてもうそこに通うことですね。もうその学
校を愛することですね。ほんと俺世界で１番日医のこと
愛してるからみたいなこと言いながらやってて。マンス
リー終わってから自己採して１７時とかには終わるじゃ
ないですか。電車でふらっと行ってぐるぐる。外をぐ
るっと歩いて。ほんとモティベーション上がるんすよ、
そこで絶対ここ来てやるわと思って。
石井先生の初回の授業までにちゃんと第１希望決めなさ
いって、なんだろうなちゃんと自分が好きにならないと
両想いになれないんだからみたいな話をしててそれが
ずっと頭残ってて日医のことを愛そうと思って。
家と代官山の往復以外で外行ったのはほんとその東医１
回くらいと日医に通ったのくらいでしたね(笑)受かって良
かったっす、ホントに。
日医からTELあってほんと手震えましたもん、えホントで
すか！？って。
　日本医科大学のなんちゃら教育センターなんちゃらで
ございますみたいな、くり上げ合格の御報告をみたい
な、え、ホントですかって、マジっすか！？って聞い
ちゃいましたもん(笑)なんか入学の意志があるかどうかを
確認したいんですけど、入学を希望しますってもちろん
(笑)
あとたぶん１番石井先生の信者になることですかね。
だってあの人って、２０年くらいですかここ？大学入っ
て石井先生のこと知ってる先輩も多いし、代官山
MEDICALでやってるって、それで何百人も医学部受から
せてきてる人だから信じてれば絶対受かると思うしもう
あの人の信者になってやってれば絶対どこでも行けるん
じゃないかと思いますね。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

代官山MEDICALとの出会い
現役の時は河合塾マナビスですね。映像のやつです。さ
ぼりたい放題で余裕でさぼってました。いや、なんか自
分でできる人にとっては自分のペースで部活もやりつつ
できるんだと思うんですけど、そんなことはできません
でした私は。部活バレーやってました。
現役は1次どこも出てなかったです。
浪人が決まったのは、2月8日に日大が終わってもう駄目
だと思って。しばらく予備校探ししないで遊んでまし
た。齋藤剛熙さん(日本大医学部進学)から紹介は受けて
て、親が繋がってて医学部の情報を入手してきて、どこ
行ってたんだい？みたいな(笑)母と2人で来ました。石井
先生とお話しして。で、3月17日とか。え、いやーなんて
言われたかな？なんかまあ、そうだまず山室先生に、な
んか卒業旅行とか行ってたの？みんな始めてるよ、遅い
でしょみたいな軽く言われて。はい。最初A6です。は
い。まあなんかもともと現役生のころは全然勉強できて
なかったんでBasicスタートは悪くないと思いつつ。

入試の結果
1次は全部で８あって、えーと、岩手、金沢、杏林、日
医、北里、聖マリ、日大、帝京
受けたのは、えーと１０かな？あ、１１だ。落ちたのが
昭和と東医と東邦です。
合格は聖マリと日医だけですね。日医もダメだと思いま
した、正直あの番号だと。162ですね。後ろ10人しかい
なくて。172までなんで。
でなんか日医で節田先生がやったやつガチで出ました。
あーもうドンピシャでしたね。
入試で脂肪酸のやつドンピシャ当たって。数学たぶん、
どうだろう途中点もらってても４割５分とかかな？４割
ちょいしかいってないと思います。途中点はないんです
かね？でも日医はけっこう書いた分だけくれる説があっ
たっぽくて、まぁできるだけ書いてきたんですけど。
英語は今年は、難しくはなかったですね。まぁ、内容は
けっこうなんかトランプ政権がなんとかみたいななんか
よく分かんない問題だったんですけど、問題自体はそん
なんでもなかったと思う。生物はなんか１年前のウナギ
の問題がすごいトリッキーなやつだったんで、それより
は全然緩いかなって思って。生物今年４９人いて物理６
の生物４くらいかな？簡単だったからいっぱい入ってき
たんですかね？でも物理もけっこう２ミスだったとか３
ミスだったって人ばっかりであんまり差はなかったと。
生物も２ミスとか３ミスですね。数学で取れた人もあん
まいないと思うんでまあ、中にはいると思いますけど。
数学はほんとにやばかったです(笑)んー、答えまで行き着
いたところはなかったですね。いっぱい書いてきました
よ。
まあ１番２番ちゃんと解いて４番の(1)の領域図示すると
こまではオッケーだったんですよ、で後３番を半分ちょ
いぐらいまでやってって感じです。終了です (笑)５番は
捨てました(笑)

でも日医は９０分で３題だと思って３題完答してこいっ
て言われたんで…。１問３０分かけていいからって言わ
れてめっちゃゆっくりやってました。作戦勝ちかもしれ
ませんね。
もう整数も全部書き出して書いて、確率も全部書いて。
いやでも書けば受かるじゃないですか、そう思って。

代官山MEDICALでの友人関係
盛夫（鈴木盛夫　東京医科大進学）勘弁してください
よ、ほんとに。盛夫とは最初A6で一緒でしたからね。
あ、陳君（陳業隆　日本大医学部進学）は普通に話した
んですよね。生物の資料集の問題出し合って。あと最後
の方だと２号館行ってからはけっこう人と話してて近藤
悟（帝京大医学部進学）とか保坂さん（保坂洵　獨協医
科大進学）とか仲良かったですね最後の方はけっこう。
日医１次出てたので。いやー来てほしかったですね。再
受がいるんですけど再受でもけっこうな、東大の法学出
た人とか。けっこうハイスペックな。どうだろうな、た
ぶん片手で収まるくらい。外語大出た人とかかなりハイ
スペックな方たちが。英語ペラペラだし。

代官山MEDICALで勉強スタート
んー、最初は結構9時に来るような、最初の1ヶ月はだら
だらしててやっぱあれなんすよ。英語が結構最初全然で
きなくてちょっと焦って、4月のマンスリー終わって結果
が返ってきてから石井先生のとこ行って相談したんです
けどそこでなんか、その結果を見て石井先生が梶浦君は
現役生のとき全然勉強しなかったんだねって言われてそ
れだいぶグサッときましてそこでもうスイッチ入りまし
たね。4月の終わりぐらいだった。そうですね、まあそれ
からはちゃんと7時に来るようになって。そのとき7時着
だと5時半に家出てましたね。がんばりました。そんで夏
2号館行ってからなんか、2号館のメンバーの山内さん
（山内健　聖マリアンナ医科大進学）とか近藤悟とか保
坂さんが階段で話してるのまる聞きして、なんかあの人
たちA1とかでめっちゃできるのに俺なんか今年で受かん
のかなってすごい焦ってこれ自分A3でやばいんだろう
なってすごい焦り始めて、そっからちゃんと6時半に行こ
うと思って始発5時10分に、家5時に出て5時10分の電車
に乗ってちゃんと6時半に来るようにしてたら1週間で肺
気胸になりました。7月の終わりとかでした。あ、休んで
はいないんですよ。病院で遅れてきたり早退はあったん
ですけど。けっこうしんどかったです。本館と2号館の行
き来だけでオオゥみたいな感じ。(笑)でもまあ、けっこう
軽かったみたいでそんなに。はい。入院する必要とかは
なかったです。原因はもうストレスかな？としか言われ
なかったです(笑)で、夜はすぐ帰ってました。

英語は大西先生にお世話になりました。
ここ入って来て英語で印象に残った先生はそうですね。
夏以降、大西先生の授業取ってたんですけどなんかあの
人だいぶ押してるんですよ。なんだろうな、関西弁です

ごい親しみやすいと言うかけっこうフランクに話してく
れるので。一応母が兵庫の方で割とそっちの親戚は多い
んですよ。大西先生…1学期の授業聞いててこの人の長文
読解が合ってそれですごい良いなと思って。ここをこう
言う表現ってけっこう重要だからここはゆっくりしっか
り理解しながら読むべきだし、情報がないからここは読
み飛ばしても平気だし、そういう全体の読み方っていう
か流れをつかむ。結構そういうことを教えてくれたん
で。すごいそれでこの読み方いいなって思って、この人
がいいって思って。実戦でもけっこう使えたと思います
ね。大西先生の授業って知識も単語がどうやってできた
かみたいな話もちょいちょいしてくれてて。互換とかあ
るじゃないですか接続詞とかそれでなんとなく意味をこ
う、予測しながら読むみたいな。なんか分かんないのが
あってもそれで対処できるし、細かい単語の知識も増や
してもらえたり、知識武装をするという点で良かったと
思う。

数学と理科について
数学は村上先生にずっと見ててもらってて、彼流の公式
とかもあったりしてそれも教えてもらいつつやってたん
ですけど、もともとベーシックスタートだと難しい問題
にあんまり触れていなかったんで、ちょっと捻られたら
解けないみたいな感じだったんですけど、ベーシックか
らスタに上がったその中間くらいのレベルのやつを夏明
けてからずっとやってて、それでちょっとは追いついた
のかな2号館の人たちに。しんどかったですね。全然もう
予習で何も手つかなくて。
けっこう冬の前、12月の頭だったかな。そこから本番ま
で何やったらいいかっていう計画まで立ててもらって、
それに従って最後はやってましたね、どこの何年の過去
問がいいからこれやっとこうみたいな、ここはあんまや
んなくていいからみたいな。
山室先生の計トレとかはしんどかった。でも実際あーい
うテクニックも本番で使いましたし。本番に近かったん
で。なんか難しい問題を簡単に考えるというか。
前期はけっこう五十嵐先生にプリントもらってたりしま
した。化学は、理論は原先生と有機は節田先生そんな感
じでした。
マンスリー前に2日ぐらいあったら今までやった所までは
終わるくらいのスピードでやってたんで。まあ割りとマ
ンスリー前は理科ばっかやってました。とりあえず点数
取りたかったんで(笑)。数学はコスパあんまり良くない
じゃないですか。
それで夏迎える前に授業でやったところは４周かな、セ
ミナー終わってて化学は。
あと数学は何かけっこう膨大じゃないですか量が。化学
は割と限られてるんで。なんか単元の数で言ったらそん
なに。化学は一通り覚えないといけないけど、でもその
単元…融合問題とかないんで全然数学と違って。そこが
出れば解けるようにしとこうって。構造決定やったのは
ほんとにけっこう後半の方だったので。あんまり出てな

かったのかな？蒸気圧あー、めっちゃ嫌いでした。それ
でそうだ冬に節田先生に日医対策として、やっぱ日医は
難しい問題を解きなれてないとダメだって言われてけっ
こう難しめの問題とか貰って、気体の蒸気圧とかもやっ
たし理想気体とそういう話もやったりそこでけっこう鍛
えてもらったのかな。レベル１がこんぐらいでレベル２
がこんぐらいでってレベル３こんぐらいでってレベル分
けてくれてそれがすごい分かりやすかった。

ご飯食べながら、友達に超マイナー生物知識クイズ

出してもらった。(笑)
暗記は得意だったんで。有機とか覚えるところは全部や
りました。生物はなんか陳君がとりあえず資料集極めて
たんでこいつに勝ちてぇって思って(笑)ご飯食べながら、
超マイナー生物知識クイズだしてもらって、お前そんな
ん出ねーよみたいなやつばっかやってました(笑)そうです
ね(笑)なんか昼それやんのが結構楽しくて。でも、当時俺
もそこまで行ってたと思うんだけど、どの辺のページの
どこポジションに何があってってのは大体、もうほんと
にあの人に勝ちたくて陳業隆に。呉（呉崇禎　獨協医科
大進学）とかも結構できたし。髙田ひかる（東邦大医学
部進学）もできたし赤岡（赤岡春菜　日本医科大進学）
もできましたね。あと井上里菜（日本医科大進学）も
バァーって伸びてきて生物。けっこうフワフワしてます
よね、あの人。でも、集中力半端じゃないんですよ。日
曜日も席一切立たずにやってたと思いますよ。自習室で
は、坂口（坂口知仁　聖マリアンナ医科大進学）とか山
内さんがいて反対側が小川隆志（東京医科大進学）と
か。えっと、入ってすぐ左の手前で向こう向きで立ち上
がったらちょうど見える位置だったんですよ、井上里菜
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が。あいつやってんなって思って(笑)

石井先生のオッケーが嬉しかった
石井先生の授業で心に刺さった言葉…なんだろうな毎回
の授業が刺激的すぎて(笑)もうほんとにあの人の授業は緊
張感とかあったしピリッとしてたしそれで毎回モティ
ベーションがガァーって上がって、けっこう内部事情と
か聞けるじゃないですか医学部の、それが面白かった
し。やっぱスイッチ入ってその勉強してなかったんだ
ねって言われてグサッと刺さってスイッチ入ってから
も、１番前に座る勇気はなかったですけど２番目に座っ
て。
当てられました(笑)答えられたらオッケーって言われたら
けっこう嬉しいし、励みになって。はい、答えられない
とめっちゃへこみましたその時は(笑)けっこうメンタル弱
いんで、けっこう盛夫とか陳君とか今日当てられてちゃ
んと正解出来てよかったわー、ダメだったわ―みたいな
話を授業終わった後しながらやってましたね。結構最初
の方はまだなんか本館の中では割と上位にいたと思うん
で。そこじゃ割と自信を持って授業で発言出来てたんで
すけど最後M1,2,3で周り英語めっちゃできる人しかいな
くて肩身を狭い思いを。
いやほんとなんか、飯塚尚子さん（東京女子医科大進
学）とか井上里菜も水野さん（水野和佳子　日本医科大
進学）もいたし、なんかもう間違えるのが怖すぎて最後
の方ちょっと消極的になってましたね。めっちゃ後ろか
ら２番目とかに座って。ちゃんとA1の時までは2番目に
いたんですけどちょっと最後はダメでしたね。当たりた
くなかったです(笑)でも英作文当てられたりして、ドポン
コツな解答前に書いたりして、それでも石井先生が笑っ
てなんか梶浦君は場を和ませようとしてくれているん
だって言ってくれたり(笑)あれがなかったらほんとに折れ
てましたね心、ほんとにできないんすけどちゃんとそう
やっていじってくれてたんでまだ保てたですよ。英作が
ほんとにできなかったんですよ(笑)日医は自由英作でし
た。そうなんですよね、書けるだけ書いてきました。
そうだ後１０月ぐらいにその時A1だったのかな？A1の時
に授業中作文当てられたりして、そうやっていじられた
りしつつ石井先生が梶浦君日医受けるっしょ？行けるっ
しょ？みたいな軽い感じで言われてその辺から日医意識
し始めた。ほんと全然考えてもいなかったんで日本医
大ってなんだよどこだよみたいな。そっから毎月マンス
リー後に千駄木校舎に通ってました。はい、ふらっと
行って新病院でけーって。実は石井先生に言われてから
日医第１志望でした10月くらいから。夏までは東医、東
邦、日大ラインまでだと思ってて。A6スタートだと2ラ
ンク上げても日医…あ、東医、東邦、日大ラインなんで
すよね(笑)そっからやっぱ徐々に上がってそだ、あと大森
先生にけっこう今下慧星さん（日本医科大学進学）の話
を聞いてて日医受かった人の話を。で、あの人も数学苦
手だったらしくて。なんかその人の話をすごい聞いた
り。ランキングの下のところに載るか載らないかくらい

のところにいつもいたって聞いて生物と化学は上位で英
語はそこそこで。で、お前も今下になるんだって(笑)大森
先生にずっと言われてて、それもけっこうデカかったす
ね日医目指すきっかけとしては。今下さん生物相当極め
てたんすよね。偏差値80とか言ってました。いや暗記は
全然苦じゃないですね。

第一志望を決め、そこに通った。家と代官山の往復

以外では、日医に通ったくらいだった。
まあ朝は絶対早く来た方がいいですよね、ちゃんと第１
志望１個決めてもうそこに通うことですね。もうその学
校を愛することですね。ほんと俺世界で１番日医のこと
愛してるからみたいなこと言いながらやってて。マンス
リー終わってから自己採して１７時とかには終わるじゃ
ないですか。電車でふらっと行ってぐるぐる。外をぐ
るっと歩いて。ほんとモティベーション上がるんすよ、
そこで絶対ここ来てやるわと思って。
石井先生の初回の授業までにちゃんと第１希望決めなさ
いって、なんだろうなちゃんと自分が好きにならないと
両想いになれないんだからみたいな話をしててそれが
ずっと頭残ってて日医のことを愛そうと思って。
家と代官山の往復以外で外行ったのはほんとその東医１
回くらいと日医に通ったのくらいでしたね(笑)受かって良
かったっす、ホントに。
日医からTELあってほんと手震えましたもん、えホントで
すか！？って。
　日本医科大学のなんちゃら教育センターでございます
みたいな、くり上げ合格の御報告をみたいな、え、ホン
トですかって、マジっすか！？って聞いちゃいましたも
ん(笑)なんか入学の意志があるかどうかを確認したいんで
すけど、「入学を希望します」ってもちろん(笑)
あとたぶん１番、石井先生の信者になることですかね。
だってあの人って、２０年くらいですかここ？大学入っ
て石井先生のこと知ってる先輩も多いし、代官山
MEDICALでやってるって、それで数え切れないくらいの
人を医学部受からせてきてる人だから信じてれば絶対受
かると思うし、もうあの人の信者になってやってれば絶
対どこでも行けるんじゃないかと思いますね。

代官山MEDICALとの出会い
現役の時は河合塾マナビスですね。映像のやつです。さ
ぼりたい放題で余裕でさぼってました。いや、なんか自
分でできる人にとっては自分のペースで部活もやりつつ
できるんだと思うんですけど、そんなことはできません
でした私は。部活バレーやってました。
現役は1次どこも出てなかったです。
浪人が決まったのは、2月8日に日大が終わってもう駄目
だと思って。しばらく予備校探ししないで遊んでまし
た。齋藤剛熙さん(日本大医学部進学)から紹介は受けて
て、親が繋がってて医学部の情報を入手してきて、どこ
行ってたんだい？みたいな(笑)母と2人で来ました。石井
先生とお話しして。で、3月17日とか。え、いやーなんて
言われたかな？なんかまあ、そうだまず山室先生に、な
んか卒業旅行とか行ってたの？みんな始めてるよ、遅い
でしょみたいな軽く言われて。はい。最初A6です。は
い。まあなんかもともと現役生のころは全然勉強できて
なかったんでBasicスタートは悪くないと思いつつ。

入試の結果
1次は全部で８あって、えーと、岩手、金沢、杏林、日
医、北里、聖マリ、日大、帝京
受けたのは、えーと１０かな？あ、１１だ。落ちたのが
昭和と東医と東邦です。
合格は聖マリと日医だけですね。日医もダメだと思いま
した、正直あの番号だと。162ですね。後ろ10人しかい
なくて。172までなんで。
でなんか日医で節田先生がやったやつガチで出ました。
あーもうドンピシャでしたね。
入試で脂肪酸のやつドンピシャ当たって。数学たぶん、
どうだろう途中点もらってても４割５分とかかな？４割
ちょいしかいってないと思います。途中点はないんです
かね？でも日医はけっこう書いた分だけくれる説があっ
たっぽくて、まぁできるだけ書いてきたんですけど。
英語は今年は、難しくはなかったですね。まぁ、内容は
けっこうなんかトランプ政権がなんとかみたいななんか
よく分かんない問題だったんですけど、問題自体はそん
なんでもなかったと思う。生物はなんか１年前のウナギ
の問題がすごいトリッキーなやつだったんで、それより
は全然緩いかなって思って。生物今年４９人いて物理６
の生物４くらいかな？簡単だったからいっぱい入ってき
たんですかね？でも物理もけっこう２ミスだったとか３
ミスだったって人ばっかりであんまり差はなかったと。
生物も２ミスとか３ミスですね。数学で取れた人もあん
まいないと思うんでまあ、中にはいると思いますけど。
数学はほんとにやばかったです(笑)んー、答えまで行き着
いたところはなかったですね。いっぱい書いてきました
よ。
まあ１番２番ちゃんと解いて４番の(1)の領域図示すると
こまではオッケーだったんですよ、で後３番を半分ちょ
いぐらいまでやってって感じです。終了です (笑)５番は
捨てました(笑)

でも日医は９０分で３題だと思って３題完答してこいっ
て言われたんで…。１問３０分かけていいからって言わ
れてめっちゃゆっくりやってました。作戦勝ちかもしれ
ませんね。
もう整数も全部書き出して書いて、確率も全部書いて。
いやでも書けば受かるじゃないですか、そう思って。

代官山MEDICALでの友人関係
盛夫（鈴木盛夫　東京医科大進学）勘弁してください
よ、ほんとに。盛夫とは最初A6で一緒でしたからね。
あ、陳君（陳業隆　日本大医学部進学）は普通に話した
んですよね。生物の資料集の問題出し合って。あと最後
の方だと２号館行ってからはけっこう人と話してて近藤
悟（帝京大医学部進学）とか保坂さん（保坂洵　獨協医
科大進学）とか仲良かったですね最後の方はけっこう。
日医１次出てたので。いやー来てほしかったですね。再
受がいるんですけど再受でもけっこうな、東大の法学出
た人とか。けっこうハイスペックな。どうだろうな、た
ぶん片手で収まるくらい。外語大出た人とかかなりハイ
スペックな方たちが。英語ペラペラだし。

代官山MEDICALで勉強スタート
んー、最初は結構9時に来るような、最初の1ヶ月はだら
だらしててやっぱあれなんすよ。英語が結構最初全然で
きなくてちょっと焦って、4月のマンスリー終わって結果
が返ってきてから石井先生のとこ行って相談したんです
けどそこでなんか、その結果を見て石井先生が梶浦君は
現役生のとき全然勉強しなかったんだねって言われてそ
れだいぶグサッときましてそこでもうスイッチ入りまし
たね。4月の終わりぐらいだった。そうですね、まあそれ
からはちゃんと7時に来るようになって。そのとき7時着
だと5時半に家出てましたね。がんばりました。そんで夏
2号館行ってからなんか、2号館のメンバーの山内さん
（山内健　聖マリアンナ医科大進学）とか近藤悟とか保
坂さんが階段で話してるのまる聞きして、なんかあの人
たちA1とかでめっちゃできるのに俺なんか今年で受かん
のかなってすごい焦ってこれ自分A3でやばいんだろう
なってすごい焦り始めて、そっからちゃんと6時半に行こ
うと思って始発5時10分に、家5時に出て5時10分の電車
に乗ってちゃんと6時半に来るようにしてたら1週間で肺
気胸になりました。7月の終わりとかでした。あ、休んで
はいないんですよ。病院で遅れてきたり早退はあったん
ですけど。けっこうしんどかったです。本館と2号館の行
き来だけでオオゥみたいな感じ。(笑)でもまあ、けっこう
軽かったみたいでそんなに。はい。入院する必要とかは
なかったです。原因はもうストレスかな？としか言われ
なかったです(笑)で、夜はすぐ帰ってました。

英語は大西先生にお世話になりました。
ここ入って来て英語で印象に残った先生はそうですね。
夏以降、大西先生の授業取ってたんですけどなんかあの
人だいぶ押してるんですよ。なんだろうな、関西弁です

ごい親しみやすいと言うかけっこうフランクに話してく
れるので。一応母が兵庫の方で割とそっちの親戚は多い
んですよ。大西先生…1学期の授業聞いててこの人の長文
読解が合ってそれですごい良いなと思って。ここをこう
言う表現ってけっこう重要だからここはゆっくりしっか
り理解しながら読むべきだし、情報がないからここは読
み飛ばしても平気だし、そういう全体の読み方っていう
か流れをつかむ。結構そういうことを教えてくれたん
で。すごいそれでこの読み方いいなって思って、この人
がいいって思って。実戦でもけっこう使えたと思います
ね。大西先生の授業って知識も単語がどうやってできた
かみたいな話もちょいちょいしてくれてて。互換とかあ
るじゃないですか接続詞とかそれでなんとなく意味をこ
う、予測しながら読むみたいな。なんか分かんないのが
あってもそれで対処できるし、細かい単語の知識も増や
してもらえたり、知識武装をするという点で良かったと
思う。

数学と理科について
数学は村上先生にずっと見ててもらってて、彼流の公式
とかもあったりしてそれも教えてもらいつつやってたん
ですけど、もともとベーシックスタートだと難しい問題
にあんまり触れていなかったんで、ちょっと捻られたら
解けないみたいな感じだったんですけど、ベーシックか
らスタに上がったその中間くらいのレベルのやつを夏明
けてからずっとやってて、それでちょっとは追いついた
のかな2号館の人たちに。しんどかったですね。全然もう
予習で何も手つかなくて。
けっこう冬の前、12月の頭だったかな。そこから本番ま
で何やったらいいかっていう計画まで立ててもらって、
それに従って最後はやってましたね、どこの何年の過去
問がいいからこれやっとこうみたいな、ここはあんまや
んなくていいからみたいな。
山室先生の計トレとかはしんどかった。でも実際あーい
うテクニックも本番で使いましたし。本番に近かったん
で。なんか難しい問題を簡単に考えるというか。
前期はけっこう五十嵐先生にプリントもらってたりしま
した。化学は、理論は原先生と有機は節田先生そんな感
じでした。
マンスリー前に2日ぐらいあったら今までやった所までは
終わるくらいのスピードでやってたんで。まあ割りとマ
ンスリー前は理科ばっかやってました。とりあえず点数
取りたかったんで(笑)。数学はコスパあんまり良くない
じゃないですか。
それで夏迎える前に授業でやったところは４周かな、セ
ミナー終わってて化学は。
あと数学は何かけっこう膨大じゃないですか量が。化学
は割と限られてるんで。なんか単元の数で言ったらそん
なに。化学は一通り覚えないといけないけど、でもその
単元…融合問題とかないんで全然数学と違って。そこが
出れば解けるようにしとこうって。構造決定やったのは
ほんとにけっこう後半の方だったので。あんまり出てな

かったのかな？蒸気圧あー、めっちゃ嫌いでした。それ
でそうだ冬に節田先生に日医対策として、やっぱ日医は
難しい問題を解きなれてないとダメだって言われてけっ
こう難しめの問題とか貰って、気体の蒸気圧とかもやっ
たし理想気体とそういう話もやったりそこでけっこう鍛
えてもらったのかな。レベル１がこんぐらいでレベル２
がこんぐらいでってレベル３こんぐらいでってレベル分
けてくれてそれがすごい分かりやすかった。

ご飯食べながら、友達に超マイナー生物知識クイズ

出してもらった。(笑)
暗記は得意だったんで。有機とか覚えるところは全部や
りました。生物はなんか陳君がとりあえず資料集極めて
たんでこいつに勝ちてぇって思って(笑)ご飯食べながら、
超マイナー生物知識クイズだしてもらって、お前そんな
ん出ねーよみたいなやつばっかやってました(笑)そうです
ね(笑)なんか昼それやんのが結構楽しくて。でも、当時俺
もそこまで行ってたと思うんだけど、どの辺のページの
どこポジションに何があってってのは大体、もうほんと
にあの人に勝ちたくて陳業隆に。呉（呉崇禎　獨協医科
大進学）とかも結構できたし。髙田ひかる（東邦大医学
部進学）もできたし赤岡（赤岡春菜　日本医科大進学）
もできましたね。あと井上里菜（日本医科大進学）も
バァーって伸びてきて生物。けっこうフワフワしてます
よね、あの人。でも、集中力半端じゃないんですよ。日
曜日も席一切立たずにやってたと思いますよ。自習室で
は、坂口（坂口知仁　聖マリアンナ医科大進学）とか山
内さんがいて反対側が小川隆志（東京医科大進学）と
か。えっと、入ってすぐ左の手前で向こう向きで立ち上
がったらちょうど見える位置だったんですよ、井上里菜

が。あいつやってんなって思って(笑)

石井先生のオッケーが嬉しかった
石井先生の授業で心に刺さった言葉…なんだろうな毎回
の授業が刺激的すぎて(笑)もうほんとにあの人の授業は緊
張感とかあったしピリッとしてたしそれで毎回モティ
ベーションがガァーって上がって、けっこう内部事情と
か聞けるじゃないですか医学部の、それが面白かった
し。やっぱスイッチ入ってその勉強してなかったんだ
ねって言われてグサッと刺さってスイッチ入ってから
も、１番前に座る勇気はなかったですけど２番目に座っ
て。
当てられました(笑)答えられたらオッケーって言われたら
けっこう嬉しいし、励みになって。はい、答えられない
とめっちゃへこみましたその時は(笑)けっこうメンタル弱
いんで、けっこう盛夫とか陳君とか今日当てられてちゃ
んと正解出来てよかったわー、ダメだったわ―みたいな
話を授業終わった後しながらやってましたね。結構最初
の方はまだなんか本館の中では割と上位にいたと思うん
で。そこじゃ割と自信を持って授業で発言出来てたんで
すけど最後M1,2,3で周り英語めっちゃできる人しかいな
くて肩身を狭い思いを。
いやほんとなんか、飯塚尚子さん（東京女子医科大進
学）とか井上里菜も水野さん（水野和佳子　日本医科大
進学）もいたし、なんかもう間違えるのが怖すぎて最後
の方ちょっと消極的になってましたね。めっちゃ後ろか
ら２番目とかに座って。ちゃんとA1の時までは2番目に
いたんですけどちょっと最後はダメでしたね。当たりた
くなかったです(笑)でも英作文当てられたりして、ドポン
コツな解答前に書いたりして、それでも石井先生が笑っ
てなんか梶浦君は場を和ませようとしてくれているん
だって言ってくれたり(笑)あれがなかったらほんとに折れ
てましたね心、ほんとにできないんすけどちゃんとそう
やっていじってくれてたんでまだ保てたですよ。英作が
ほんとにできなかったんですよ(笑)日医は自由英作でし
た。そうなんですよね、書けるだけ書いてきました。
そうだ後１０月ぐらいにその時A1だったのかな？A1の時
に授業中作文当てられたりして、そうやっていじられた
りしつつ石井先生が梶浦君日医受けるっしょ？行けるっ
しょ？みたいな軽い感じで言われてその辺から日医意識
し始めた。ほんと全然考えてもいなかったんで日本医
大ってなんだよどこだよみたいな。そっから毎月マンス
リー後に千駄木校舎に通ってました。はい、ふらっと
行って新病院でけーって。実は石井先生に言われてから
日医第１志望でした10月くらいから。夏までは東医、東
邦、日大ラインまでだと思ってて。A6スタートだと2ラ
ンク上げても日医…あ、東医、東邦、日大ラインなんで
すよね(笑)そっからやっぱ徐々に上がってそだ、あと大森
先生にけっこう今下慧星さん（日本医科大学進学）の話
を聞いてて日医受かった人の話を。で、あの人も数学苦
手だったらしくて。なんかその人の話をすごい聞いた
り。ランキングの下のところに載るか載らないかくらい

のところにいつもいたって聞いて生物と化学は上位で英
語はそこそこで。で、お前も今下になるんだって(笑)大森
先生にずっと言われてて、それもけっこうデカかったす
ね日医目指すきっかけとしては。今下さん生物相当極め
てたんすよね。偏差値80とか言ってました。いや暗記は
全然苦じゃないですね。

第一志望を決め、そこに通った。家と代官山の往復

以外では、日医に通ったくらいだった。
まあ朝は絶対早く来た方がいいですよね、ちゃんと第１
志望１個決めてもうそこに通うことですね。もうその学
校を愛することですね。ほんと俺世界で１番日医のこと
愛してるからみたいなこと言いながらやってて。マンス
リー終わってから自己採して１７時とかには終わるじゃ
ないですか。電車でふらっと行ってぐるぐる。外をぐ
るっと歩いて。ほんとモティベーション上がるんすよ、
そこで絶対ここ来てやるわと思って。
石井先生の初回の授業までにちゃんと第１希望決めなさ
いって、なんだろうなちゃんと自分が好きにならないと
両想いになれないんだからみたいな話をしててそれが
ずっと頭残ってて日医のことを愛そうと思って。
家と代官山の往復以外で外行ったのはほんとその東医１
回くらいと日医に通ったのくらいでしたね(笑)受かって良
かったっす、ホントに。
日医からTELあってほんと手震えましたもん、えホントで
すか！？って。
　日本医科大学のなんちゃら教育センターでございます
みたいな、くり上げ合格の御報告をみたいな、え、ホン
トですかって、マジっすか！？って聞いちゃいましたも
ん(笑)なんか入学の意志があるかどうかを確認したいんで
すけど、「入学を希望します」ってもちろん(笑)
あとたぶん１番、石井先生の信者になることですかね。
だってあの人って、２０年くらいですかここ？大学入っ
て石井先生のこと知ってる先輩も多いし、代官山
MEDICALでやってるって、それで数え切れないくらいの
人を医学部受からせてきてる人だから信じてれば絶対受
かると思うし、もうあの人の信者になってやってれば絶
対どこでも行けるんじゃないかと思いますね。
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乗りやすい性格を分かった上で、

上手く乗せて導いてもらった！
東京医科大進学　鈴木盛夫君(本庄東高校卒)

代官山MEDICALに入る経緯は
自分がここの話聞いた時に合格しすぎてて胡散臭いなと
思ってたんですけど、入る時にここの生徒さんでいまだ
に名前は憶えてないんですけどちょっとガタイのいい子
に自分が来校者としてその子に挨拶したんですよ、そし
たら、その子にもちゃんと挨拶されて、こんないい子い
るんなら俺も上手くいけそうだなと思いました。そうで
す、ちょうど山室先生が案内してくれたんです。で、そ
の時にすれ違った子もちゃんとあいさつ出来てたからそ
ういう素直な子が高校時代俺伸びるって言われてきたん
で「あ、素直だな」って思ってそんな子と一緒に勉強で
きればいいなと思って来ました、それが今でも憶えてい
る理由です。

最初のクラスはA6でした。
A6です。梶浦（梶浦淳史　日本医科大進学）とかいまし
た、受かった連中で言えば梶浦、陳さん（陳業隆　日本
大医学部進学）、亀森さん（亀森智弘　岩手医科大進
学）、俺ぐらいかな…井上さん（井上里菜　日本医科大
進学）も。英語の成績はほんとひどい、なんで受かった
んだろう？たぶん運すね（笑）。俺東医の最後の英語の
マーク全部勘っすもん、どうせ落ちたと思って（笑）あ
と朝岡先生の授業の時に過去問の問題傾向の分析でどれ
くらい出てるよっていう、設問１２３４５６７８９、２
０までのここの毎回のパーセンテージ的なやつ。最初の
授業に配ってあって、それで過去にこれくらいの確率で
出てるよみたいな、その時覚えてたやつは塗ったと思い
ます。それが当たってたかもしんない。
東医ってまず化学死んでますね。今年数学むずかった、
物理が超激簡単で満点近い。あと英語です。ほんと須藤
さん（須藤幹　東京医科大進学）、正規でもいいんじゃ
ないかなって思いますけどね。今年、東医行ったの代官
山７人くらいいますね。東医とかはマークですし、日医
まで行く実力が欲しいからやってましたけど、日医絶対
受かるもんだと思ってましたもんね。やっぱ朝早く来れ
なかったのが、12月の日に、俺はこの日までに朝起きれ
なかったら日医無理だと思ってた日に、遅刻しました
（笑）。朝です、朝６時にちゃんと来るってのが大事だ
と思います。６時に来て寝ないで勉強する、６時に来て
８時くらいまで寝てるとかはダメなんですけど、６時に
来てちゃんと９時まで勉強して、で授業受けて、その時
は９時で残らず秒で帰っていいと思うんすけど。朝来て
勉強するのが絶対いいっす、あと大学生活になってから
もたぶんめっちゃ便利っす。最初A6なのは実力通りだと
思ってます。マジで実力通りですよ。

５月の合格座談会聞いてて、来年俺は何言おうか

考えてた(笑)
教科の中で得意なものはないっすね、全部苦手ですよ強
いて言うなら。だって俺の英語の成績見てドン引きされ
てましたよ。物理も最後のマンスリーの１個前も１９点
だし。化学は最後のマンスリー１６点ですよ。取れてる

時なんて１年で１回だけでしたよ（笑）英語でお世話に
なった大西先生と、あと加藤先生のプリントも良かった
し、岩瀬先生のプリントも最後まで使ってたし、みんな
印象深いって感じで。５月の合格座談会聞いてて「あ
あ、俺も来年これ言うんだな」と思って、何言おうか考
えてたんですけど(笑)、どうしてもその先生系、物理も数
学も英語もそうなんですけど誰が良かったって言ったら
全員良かったと思いますほんとに、ここの先生の質と言
うか。大西先生はめちゃめちゃ感謝してますよ、あー、
まず俺の雑談を軽く受け流してくれるとこが良かったで
すね、サバサバしてるとこが。やりやすい、自分の性格
上こうじゃないですか。なんで適当に流してくれる先生
じゃないと進まないんですよ基本授業が。だからその辺
はめっちゃ良かったですね。

化学はドラちゃん(龍先生)と原先生！
化学は俺はずっと原先生と、原先生が最初の夏で、秋は
龍さん！ドラちゃんって呼んでるんですよ。龍ってドラ
ゴンの龍じゃないですか。で高橋先生の授業を受けて
て、ほんとに過去問演習やってたくらいですね、自分で
やらなきゃ意味ないじゃないですか、そう考えると分か
んなかったとこ聞ける先生がいればいいって感じだった
んで。原先生も丁寧なんですけど、原先生も俺の話受け
流すんでそこが良かったなって。基本的にはそうですよ
ね。先生の教え方だって、印象に残ったって言うか覚え
られたから良かったんだろうなと思いましたどの先生
も。

物理で印象に残った先生は…。
それはもう、てか物理のメンツが濃すぎるって問題もあ
るんですけど、だって寺澤先生を筆頭にして小澤先生、
野村先生、で俺の愛する田山先生と。田山先生はやっぱ
り、教え方がなんだろ、俺の授業しかやってないのかは
分かんないんですけど名言をまとめてくれるんですよ。
１日１個は田山の名言ドドンッみたいなやってくれるん
ですけど、それでポイントポイントまとめてくれたので
あとで見返すとか、その試験期直前、普段見返さないん
ですけど。焦って何しようってなった時に見返すって心
の安定が保てるっていうのが。良かったっすね。基本的
には俺が煽ったりしますけど、デデン！コンデンサーは
こう解け！みたいな。こう解けっていう図があって、こ
ういう風に解けってやったり、１番覚えてるの…あっ、
単振動は円運動の射影かな？あとは、大体物理忘れてき
ましたね、名言コーナーが俺のマンツーの楽しみだっ
たってのは覚えてるんですけど。

考え方が分かっても計算が遅く点にならない人、計

トレの授業は神だった！
数学と言ったら五十嵐先生ですかね、授業の黒板も丁寧
にやってくれるし、とってもいいなと思いました。典さ
んとかもいろんな解法作ってくれるし、典さんの授業の

解法はとっても良かったなと思います。で、あとやっぱ
り（笑）あ、そうです、中村先生！前期の中村先生の授
業なかったら俺数学は終わってたかなってくらいは良
かったなと思います。中村先生の授業は最初にまとめて
やってくれるんですけど。ノート見やすいっす、合って
る先生っていったらやっぱり中村先生の授業は自分に
あってたなと思いました。
あとは….山室先生の授業が計トレ、ほんとに計トレの授
業は神だと思います。授業はめっちゃ神だと思います
（笑）先生の授業まずやってる内容めっちゃ良くないで
すか？ちゃんと数学をやらない感じと言うか。何て言う
んだろうな。現役時代に俺計算遅くて、計算もっとやる
必要あるかなって思ってたんで代官山来て、時間割見
て、この計トレって授業なんだろうなと思って山室先生
に来てくっちゃべるじゃないですか、めっちゃいい。数
学の授業の計トレは絶対続けてやった方がいいっす、後
半はテスト形式になったじゃないですか。実際に慣れ
るって意味もあると思うんですけど、俺はそれするより
はもっと計トレを先生が1学期とかでやってた内容をやっ
た方が良かったかなと思います。計トレの授業はマジ神
でしたね、俺は思いますあれ復習しても良いと思うし、
計算苦手な人多いと思うんすよ数学苦手な人、考え方が
分かっても結局計算が遅いと点数に入んないみたいなこ
とを、それ考えると計トレの授業やっぱ神で、やっぱり
伝家の宝刀「山室プリント」あれは至高の作品としてそ
ろそろ本として出版されるの待ってるんですけど。買い
ます買います（笑）実際、積分400問プリントはいいっす
ね、後半の確率プリントもやってたんで、数学やりたい
なって思った時に。なんやかんや終わりましたもんね。
でも俺は確率よりも積分かなやっぱり、自分の方で実に
なったなって思ったのが積分すね、なんか１回最初に
やった問題の類題がもっかい来るじゃないですかあの辺
は好きです。俺にはもう関係ないんでどんどん増やして
もらっていいですよ（笑）これ追加分盛夫からって言っ
て増やしてもらっていいですよ（笑）でもほんとにあの
プリント何回もやるべきですよ、あのプリントと計トレ
の問題、前期の計トレマジで絶対やった方がいいと思い
ます。夜間は典さんです、ほんとにただ淡々と計算をす
る時間ほんとに、うちの高校じゃなかったんでそれはマ
ジでここ特有でもっと宣伝してもいいと思うんですけど
ね、HPもそろそろいろいろ更新しても良いと思うんです
よね。見てます、俺らけっこうネタにしてますよ。けっ
こう今年も受かりましたよね？

高橋先生の面接対策で東医と埼玉医受かった！
あ、高橋先生の面接対策は絶対出た方がいい。あれはマ
ジで使えます。普通にしゃべっててこういう会話の傾向
があるから面接でこう聞かれた時にこう答えすぎちゃう
みたいな、例えば自分だったらいろいろしゃべっちゃう
からしゃべんないようにするってのも重要だし、しゃべ
んないってよりも１～１０までしゃべることも俺は１５
までしゃべっちゃうんですけどそれを２まで絞るみたい

なそういう、簡単に言うとそういう感じなんですけど。
無理っすよ、そんなん無理っすよ(笑)結局普通にやっ
ちゃったんですけども、高橋先生の授業受けてから東医
受かったし埼玉取れたんでやっぱ受けて良かったと思っ
て。

基本休まない。1年で終わらせる気だった。
東医十分じゃないっす、だってここでもっと勉強したら
もっといい先生いるし、先生めっちゃいいっすよ、これ
は嘘とかじゃなくて、「あ、いるんだな」って思いまし
た。
だからちゃんと授業聞いて、言われたことも、終わった
後のテストもレビューもやっていけば。レビューデー来
てましたし。朝以外は来てたからなんとかなったっての
はあるけど。
基本休まない。１年で終わらせる気だったんで、まあ１
浪のうちは休まないかなって思うんですけど。あとは梶
ちゃんとかがいたからかな、あいつ来てるけどおれ来な
いとか論外だなってのはあったんで。偏差値は18ぐらい
上がりましたね、43から61くらいまでになりましたね。
モティベーションによかったらいいなぐらいで。いやま
じめにやらないとは違いますよ。でも代官山にいるうち
はなると思い込んでやった方がいいと思う、こんなんい
らないからと思ってるのは絶対よくないっすね。だって
自分が代官山にいた時に先輩の読んで、自分だったらこ
う言ってほしいなみたいなところがあって、それは１８
校受けて１次５つで２次３つしか受かってない事と朝絶
対起きてきてほしいこととマンスリーを月１のモティ
ベーションにして勉強をし続けることは割と良かった
なってことをこの３つなんで。(笑)

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

石井先生の授業について
1年間、受けた授業で先生の言ってる言葉正しいって言う
か、ほんとにそうだなと思います。例えば、夜勉強しす
ぎるとセンチメンタルになるとか、生活リズムと成績の
上下は相関関係があるとか、それは絶対そうだなと思い
ました。英語の授業も受けるんですけど、石井先生の授
業の１番いいところってのは受験のモティベーションに
なる言葉ってのをちゃんと聞いとくのはあの授業がある
意味だと思います。話の内容として受験に対する心構え
とかは聞いといてどの人にも必要だなって、俺がそう
思ってることを石井先生も口に出してたんで、俺はこの
予備校が合ってたんだなっていう感じがありました。
あっ今思い出したんですけど、先生と面談した時に石井
先生が言ってた受験に恋愛は要らないってことと勉強に
はやるべき時期があるってことを言ってて、それは俺が
高校３年間でこれを守ろうと思ってたことなんで、じゃ
あこの先生は考え方が俺と一緒だから合うんじゃないか
なと思ってきたこともありますね。他にもありました。
完全に忘れてました。でも１番印象に残ったのはあの素
直な子がいて、ほんとに素直な子がいると学校自体も雰
囲気よくなるし、勉強もちゃんと先生の言う事聞いて勉
強してるやつがいると自分もしようっていう気持ちにな
るんで、そういった生徒が揃ってるんじゃないかなと
思って来ました。まあ実際いるんで、ここの学生は基本
的に来るんじゃないですかね？他の予備校のやつとかの
話し聞いてると結構普通にここはいい環境だなって思い
ます。ほんとに環境はいいっす、と他の学校の話を聞い
て思いました。環境めっちゃいいっす。

自習室の環境も恵まれていた。
自習室は、隣が女の子で千田ちゃん（千田知佳　東北医
科薬科大医学部進学）だったんですけど、千田ちゃん、
俺、で飯塚さん（飯塚尚子　東京女子医科大進学）だっ
たんですよ両サイド女子で、俺緊張しちゃってその辺は
しょうがないっす。高校共学ですよ、共学だからって女
子に慣れているわけじゃないっす。ちょっとそれはまぁ
言い訳と言うか、人によるんであれなんですけど、自習
室の環境としては誰も見てないと思わないでちゃんと見
てると思って勉強してほしいなって。俺はやってました
よ、俺東邦受ける時、ちょうどその日梅が咲いたんです
よ、家の近くの。受験期直前に梅が咲いて絶対東邦受
かったなって思ったんですよ。落ちました。マジで、逆
に落ちたと思ってた東医受かってるんで。分かんないっ
す。俺から言うメッセージはとにかく朝早く来いって、
ほんとそれ一言でいいっすよ、それ一言でもいいぐらい
朝は朝早く来て…朝早く来るだけじゃないですよ、朝早
く来て9時まで勉強する、したら夜早く寝る。ほんとに
やってないからこそ今できないっすよ(笑)
今出来ないから浪人期間中に体を造っておくっていうの
は重要だと思います。もう言いたいこと全部言えたん
で。話してるうちにテンション上がっちゃいました。代
官山じゃなかったら東医までは受からなかったと思いま

す。実際環境はめっちゃいいんで、いることは絶対必要
ですマジ、先生の質はめっちゃいいっすよ。ありがとう
ございました。
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に自分が来校者としてその子に挨拶したんですよ、そし
たら、その子にもちゃんと挨拶されて、こんないい子い
るんなら俺も上手くいけそうだなと思いました。そうで
す、ちょうど山室先生が案内してくれたんです。で、そ
の時にすれ違った子もちゃんとあいさつ出来てたからそ
ういう素直な子が高校時代俺伸びるって言われてきたん
で「あ、素直だな」って思ってそんな子と一緒に勉強で
きればいいなと思って来ました、それが今でも憶えてい
る理由です。

最初のクラスはA6でした。
A6です。梶浦（梶浦淳史　日本医科大進学）とかいまし
た、受かった連中で言えば梶浦、陳さん（陳業隆　日本
大医学部進学）、亀森さん（亀森智弘　岩手医科大進
学）、俺ぐらいかな…井上さん（井上里菜　日本医科大
進学）も。英語の成績はほんとひどい、なんで受かった
んだろう？たぶん運すね（笑）。俺東医の最後の英語の
マーク全部勘っすもん、どうせ落ちたと思って（笑）あ
と朝岡先生の授業の時に過去問の問題傾向の分析でどれ
くらい出てるよっていう、設問１２３４５６７８９、２
０までのここの毎回のパーセンテージ的なやつ。最初の
授業に配ってあって、それで過去にこれくらいの確率で
出てるよみたいな、その時覚えてたやつは塗ったと思い
ます。それが当たってたかもしんない。
東医ってまず化学死んでますね。今年数学むずかった、
物理が超激簡単で満点近い。あと英語です。ほんと須藤
さん（須藤幹　東京医科大進学）、正規でもいいんじゃ
ないかなって思いますけどね。今年、東医行ったの代官
山７人くらいいますね。東医とかはマークですし、日医
まで行く実力が欲しいからやってましたけど、日医絶対
受かるもんだと思ってましたもんね。やっぱ朝早く来れ
なかったのが、12月の日に、俺はこの日までに朝起きれ
なかったら日医無理だと思ってた日に、遅刻しました
（笑）。朝です、朝６時にちゃんと来るってのが大事だ
と思います。６時に来て寝ないで勉強する、６時に来て
８時くらいまで寝てるとかはダメなんですけど、６時に
来てちゃんと９時まで勉強して、で授業受けて、その時
は９時で残らず秒で帰っていいと思うんすけど。朝来て
勉強するのが絶対いいっす、あと大学生活になってから
もたぶんめっちゃ便利っす。最初A6なのは実力通りだと
思ってます。マジで実力通りですよ。

５月の合格座談会聞いてて、来年俺は何言おうか

考えてた(笑)
教科の中で得意なものはないっすね、全部苦手ですよ強
いて言うなら。だって俺の英語の成績見てドン引きされ
てましたよ。物理も最後のマンスリーの１個前も１９点
だし。化学は最後のマンスリー１６点ですよ。取れてる

時なんて１年で１回だけでしたよ（笑）英語でお世話に
なった大西先生と、あと加藤先生のプリントも良かった
し、岩瀬先生のプリントも最後まで使ってたし、みんな
印象深いって感じで。５月の合格座談会聞いてて「あ
あ、俺も来年これ言うんだな」と思って、何言おうか考
えてたんですけど(笑)、どうしてもその先生系、物理も数
学も英語もそうなんですけど誰が良かったって言ったら
全員良かったと思いますほんとに、ここの先生の質と言
うか。大西先生はめちゃめちゃ感謝してますよ、あー、
まず俺の雑談を軽く受け流してくれるとこが良かったで
すね、サバサバしてるとこが。やりやすい、自分の性格
上こうじゃないですか。なんで適当に流してくれる先生
じゃないと進まないんですよ基本授業が。だからその辺
はめっちゃ良かったですね。

化学はドラちゃん(龍先生)と原先生！
化学は俺はずっと原先生と、原先生が最初の夏で、秋は
龍さん！ドラちゃんって呼んでるんですよ。龍ってドラ
ゴンの龍じゃないですか。で高橋先生の授業を受けて
て、ほんとに過去問演習やってたくらいですね、自分で
やらなきゃ意味ないじゃないですか、そう考えると分か
んなかったとこ聞ける先生がいればいいって感じだった
んで。原先生も丁寧なんですけど、原先生も俺の話受け
流すんでそこが良かったなって。基本的にはそうですよ
ね。先生の教え方だって、印象に残ったって言うか覚え
られたから良かったんだろうなと思いましたどの先生
も。

物理で印象に残った先生は…。
それはもう、てか物理のメンツが濃すぎるって問題もあ
るんですけど、だって寺澤先生を筆頭にして小澤先生、
野村先生、で俺の愛する田山先生と。田山先生はやっぱ
り、教え方がなんだろ、俺の授業しかやってないのかは
分かんないんですけど名言をまとめてくれるんですよ。
１日１個は田山の名言ドドンッみたいなやってくれるん
ですけど、それでポイントポイントまとめてくれたので
あとで見返すとか、その試験期直前、普段見返さないん
ですけど。焦って何しようってなった時に見返すって心
の安定が保てるっていうのが。良かったっすね。基本的
には俺が煽ったりしますけど、デデン！コンデンサーは
こう解け！みたいな。こう解けっていう図があって、こ
ういう風に解けってやったり、１番覚えてるの…あっ、
単振動は円運動の射影かな？あとは、大体物理忘れてき
ましたね、名言コーナーが俺のマンツーの楽しみだっ
たってのは覚えてるんですけど。

考え方が分かっても計算が遅く点にならない人、計

トレの授業は神だった！
数学と言ったら五十嵐先生ですかね、授業の黒板も丁寧
にやってくれるし、とってもいいなと思いました。典さ
んとかもいろんな解法作ってくれるし、典さんの授業の

解法はとっても良かったなと思います。で、あとやっぱ
り（笑）あ、そうです、中村先生！前期の中村先生の授
業なかったら俺数学は終わってたかなってくらいは良
かったなと思います。中村先生の授業は最初にまとめて
やってくれるんですけど。ノート見やすいっす、合って
る先生っていったらやっぱり中村先生の授業は自分に
あってたなと思いました。
あとは….山室先生の授業が計トレ、ほんとに計トレの授
業は神だと思います。授業はめっちゃ神だと思います
（笑）先生の授業まずやってる内容めっちゃ良くないで
すか？ちゃんと数学をやらない感じと言うか。何て言う
んだろうな。現役時代に俺計算遅くて、計算もっとやる
必要あるかなって思ってたんで代官山来て、時間割見
て、この計トレって授業なんだろうなと思って山室先生
に来てくっちゃべるじゃないですか、めっちゃいい。数
学の授業の計トレは絶対続けてやった方がいいっす、後
半はテスト形式になったじゃないですか。実際に慣れ
るって意味もあると思うんですけど、俺はそれするより
はもっと計トレを先生が1学期とかでやってた内容をやっ
た方が良かったかなと思います。計トレの授業はマジ神
でしたね、俺は思いますあれ復習しても良いと思うし、
計算苦手な人多いと思うんすよ数学苦手な人、考え方が
分かっても結局計算が遅いと点数に入んないみたいなこ
とを、それ考えると計トレの授業やっぱ神で、やっぱり
伝家の宝刀「山室プリント」あれは至高の作品としてそ
ろそろ本として出版されるの待ってるんですけど。買い
ます買います（笑）実際、積分400問プリントはいいっす
ね、後半の確率プリントもやってたんで、数学やりたい
なって思った時に。なんやかんや終わりましたもんね。
でも俺は確率よりも積分かなやっぱり、自分の方で実に
なったなって思ったのが積分すね、なんか１回最初に
やった問題の類題がもっかい来るじゃないですかあの辺
は好きです。俺にはもう関係ないんでどんどん増やして
もらっていいですよ（笑）これ追加分盛夫からって言っ
て増やしてもらっていいですよ（笑）でもほんとにあの
プリント何回もやるべきですよ、あのプリントと計トレ
の問題、前期の計トレマジで絶対やった方がいいと思い
ます。夜間は典さんです、ほんとにただ淡々と計算をす
る時間ほんとに、うちの高校じゃなかったんでそれはマ
ジでここ特有でもっと宣伝してもいいと思うんですけど
ね、HPもそろそろいろいろ更新しても良いと思うんです
よね。見てます、俺らけっこうネタにしてますよ。けっ
こう今年も受かりましたよね？

高橋先生の面接対策で東医と埼玉医受かった！
あ、高橋先生の面接対策は絶対出た方がいい。あれはマ
ジで使えます。普通にしゃべっててこういう会話の傾向
があるから面接でこう聞かれた時にこう答えすぎちゃう
みたいな、例えば自分だったらいろいろしゃべっちゃう
からしゃべんないようにするってのも重要だし、しゃべ
んないってよりも１～１０までしゃべることも俺は１５
までしゃべっちゃうんですけどそれを２まで絞るみたい

なそういう、簡単に言うとそういう感じなんですけど。
無理っすよ、そんなん無理っすよ(笑)結局普通にやっ
ちゃったんですけども、高橋先生の授業受けてから東医
受かったし埼玉取れたんでやっぱ受けて良かったと思っ
て。

基本休まない。1年で終わらせる気だった。
東医十分じゃないっす、だってここでもっと勉強したら
もっといい先生いるし、先生めっちゃいいっすよ、これ
は嘘とかじゃなくて、「あ、いるんだな」って思いまし
た。
だからちゃんと授業聞いて、言われたことも、終わった
後のテストもレビューもやっていけば。レビューデー来
てましたし。朝以外は来てたからなんとかなったっての
はあるけど。
基本休まない。１年で終わらせる気だったんで、まあ１
浪のうちは休まないかなって思うんですけど。あとは梶
ちゃんとかがいたからかな、あいつ来てるけどおれ来な
いとか論外だなってのはあったんで。偏差値は18ぐらい
上がりましたね、43から61くらいまでになりましたね。
モティベーションによかったらいいなぐらいで。いやま
じめにやらないとは違いますよ。でも代官山にいるうち
はなると思い込んでやった方がいいと思う、こんなんい
らないからと思ってるのは絶対よくないっすね。だって
自分が代官山にいた時に先輩の読んで、自分だったらこ
う言ってほしいなみたいなところがあって、それは１８
校受けて１次５つで２次３つしか受かってない事と朝絶
対起きてきてほしいこととマンスリーを月１のモティ
ベーションにして勉強をし続けることは割と良かった
なってことをこの３つなんで。(笑)

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

石井先生の授業について
1年間、受けた授業で先生の言ってる言葉正しいって言う
か、ほんとにそうだなと思います。例えば、夜勉強しす
ぎるとセンチメンタルになるとか、生活リズムと成績の
上下は相関関係があるとか、それは絶対そうだなと思い
ました。英語の授業も受けるんですけど、石井先生の授
業の１番いいところってのは受験のモティベーションに
なる言葉ってのをちゃんと聞いとくのはあの授業がある
意味だと思います。話の内容として受験に対する心構え
とかは聞いといてどの人にも必要だなって、俺がそう
思ってることを石井先生も口に出してたんで、俺はこの
予備校が合ってたんだなっていう感じがありました。
あっ今思い出したんですけど、先生と面談した時に石井
先生が言ってた受験に恋愛は要らないってことと勉強に
はやるべき時期があるってことを言ってて、それは俺が
高校３年間でこれを守ろうと思ってたことなんで、じゃ
あこの先生は考え方が俺と一緒だから合うんじゃないか
なと思ってきたこともありますね。他にもありました。
完全に忘れてました。でも１番印象に残ったのはあの素
直な子がいて、ほんとに素直な子がいると学校自体も雰
囲気よくなるし、勉強もちゃんと先生の言う事聞いて勉
強してるやつがいると自分もしようっていう気持ちにな
るんで、そういった生徒が揃ってるんじゃないかなと
思って来ました。まあ実際いるんで、ここの学生は基本
的に来るんじゃないですかね？他の予備校のやつとかの
話し聞いてると結構普通にここはいい環境だなって思い
ます。ほんとに環境はいいっす、と他の学校の話を聞い
て思いました。環境めっちゃいいっす。

自習室の環境も恵まれていた。
自習室は、隣が女の子で千田ちゃん（千田知佳　東北医
科薬科大医学部進学）だったんですけど、千田ちゃん、
俺、で飯塚さん（飯塚尚子　東京女子医科大進学）だっ
たんですよ両サイド女子で、俺緊張しちゃってその辺は
しょうがないっす。高校共学ですよ、共学だからって女
子に慣れているわけじゃないっす。ちょっとそれはまぁ
言い訳と言うか、人によるんであれなんですけど、自習
室の環境としては誰も見てないと思わないでちゃんと見
てると思って勉強してほしいなって。俺はやってました
よ、俺東邦受ける時、ちょうどその日梅が咲いたんです
よ、家の近くの。受験期直前に梅が咲いて絶対東邦受
かったなって思ったんですよ。落ちました。マジで、逆
に落ちたと思ってた東医受かってるんで。分かんないっ
す。俺から言うメッセージはとにかく朝早く来いって、
ほんとそれ一言でいいっすよ、それ一言でもいいぐらい
朝は朝早く来て…朝早く来るだけじゃないですよ、朝早
く来て9時まで勉強する、したら夜早く寝る。ほんとに
やってないからこそ今できないっすよ(笑)
今出来ないから浪人期間中に体を造っておくっていうの
は重要だと思います。もう言いたいこと全部言えたん
で。話してるうちにテンション上がっちゃいました。代
官山じゃなかったら東医までは受からなかったと思いま

す。実際環境はめっちゃいいんで、いることは絶対必要
ですマジ、先生の質はめっちゃいいっすよ。ありがとう
ございました。
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には俺が煽ったりしますけど、デデン！コンデンサーは
こう解け！みたいな。こう解けっていう図があって、こ
ういう風に解けってやったり、１番覚えてるの…あっ、
単振動は円運動の射影かな？あとは、大体物理忘れてき
ましたね、名言コーナーが俺のマンツーの楽しみだっ
たってのは覚えてるんですけど。

考え方が分かっても計算が遅く点にならない人、計

トレの授業は神だった！
数学と言ったら五十嵐先生ですかね、授業の黒板も丁寧
にやってくれるし、とってもいいなと思いました。典さ
んとかもいろんな解法作ってくれるし、典さんの授業の

解法はとっても良かったなと思います。あ、そうです、
中村先生！前期の中村先生の授業なかったら俺数学は終
わってたかなってくらいは良かったなと思います。中村
先生の授業は最初にまとめてやってくれるんですけど。
ノート見やすいっす、合ってる先生っていったらやっぱ
り中村先生の授業は自分にあってたなと思いました。
あとは…、山室先生の授業が計トレ、ほんとに計トレの
授業は神だと思います。授業はめっちゃ神だと思います
（笑）先生の授業まずやってる内容めっちゃ良くないで
すか？ちゃんと数学をやらない感じと言うか。何て言う
んだろうな。現役時代に俺計算遅くて、計算もっとやる
必要あるかなって思ってたんで代官山来て、時間割見
て、この計トレって授業なんだろうなと思って山室先生
に来てくっちゃべるじゃないですか、めっちゃいい。数
学の授業の計トレは絶対続けてやった方がいいっす、後
半はテスト形式になったじゃないですか。実際に慣れ
るって意味もあると思うんですけど、俺はそれするより
はもっと計トレを先生が1学期とかでやってた内容をやっ
た方が良かったかなと思います。計トレの授業はマジ神
でしたね、俺は思いますあれ復習しても良いと思うし、
計算苦手な人多いと思うんすよ数学苦手な人、考え方が
分かっても結局計算が遅いと点数に入んないみたいなこ
とを、それ考えると計トレの授業やっぱ神で、やっぱり
伝家の宝刀「山室プリント」あれは至高の作品としてそ
ろそろ本として出版されるの待ってるんですけど。買い
ます買います（笑）実際、積分400問プリントはいいっす
ね、後半の確率プリントもやってたんで、数学やりたい
なって思った時に。なんやかんや終わりましたもんね。
でも俺は確率よりも積分かなやっぱり、自分の方で実に
なったなって思ったのが積分すね、なんか１回最初に
やった問題の類題がもっかい来るじゃないですかあの辺
は好きです。俺にはもう関係ないんでどんどん増やして
もらっていいですよ（笑）これ追加分盛夫からって言っ
て増やしてもらっていいですよ（笑）でもほんとにあの
プリント何回もやるべきですよ、あのプリントと計トレ
の問題、前期の計トレマジで絶対やった方がいいと思い
ます。夜間は典さんです、ほんとにただ淡々と計算をす
る時間ほんとに、うちの高校じゃなかったんでそれはマ
ジでここ特有でもっと宣伝してもいいと思うんですけど
ね、HPもそろそろいろいろ更新しても良いと思うんです
よね。見てます、俺らけっこうネタにしてますよ。けっ
こう今年も受かりましたよね？

高橋先生の面接対策で東医と埼玉医受かった！
あ、高橋先生の面接対策は絶対出た方がいい。あれはマ
ジで使えます。普通にしゃべっててこういう会話の傾向
があるから面接でこう聞かれた時にこう答えすぎちゃう
みたいな、例えば自分だったらいろいろしゃべっちゃう
からしゃべんないようにするってのも重要だし、しゃべ
んないってよりも１～１０までしゃべることも俺は１５
までしゃべっちゃうんですけどそれを２まで絞るみたい
なそういう、簡単に言うとそういう感じなんですけど。

無理っすよ、そんなん無理っすよ(笑)結局普通にやっ
ちゃったんですけども、高橋先生の授業受けてから東医
受かったし埼玉取れたんでやっぱ受けて良かったと思っ
て。

基本休まない。1年で終わらせる気だった。
東医十分じゃないっす、だってここでもっと勉強したら
もっといい先生いるし、先生めっちゃいいっすよ、これ
は嘘とかじゃなくて、「あ、いるんだな」って思いまし
た。
だからちゃんと授業聞いて、言われたことも、終わった
後のテストもレビューもやっていけば。レビューデー来
てましたし。朝以外は来てたからなんとかなったっての
はあるけど。
基本休まない。１年で終わらせる気だったんで、まあ１
浪のうちは休まないかなって思うんですけど。あとは梶
ちゃんとかがいたからかな、あいつ来てるけどおれ来な
いとか論外だなってのはあったんで。偏差値は18ぐらい
上がりましたね、43から61くらいまでになりましたね。
モティベーションによかったらいいなぐらいで。いやま
じめにやらないとは違いますよ。でも代官山にいるうち
はなると思い込んでやった方がいいと思う、こんなんい
らないからと思ってるのは絶対よくないっすね。だって
自分が代官山にいた時に先輩の読んで、自分だったらこ
う言ってほしいなみたいなところがあって、それは１８
校受けて１次５つで２次３つしか受かってない事と朝絶
対起きてきてほしいこととマンスリーを月１のモティ
ベーションにして勉強をし続けることは割と良かった
なってことをこの３つなんで。(笑)

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

石井先生の授業について
1年間、受けた授業で先生の言ってる言葉正しいって言う
か、ほんとにそうだなと思います。例えば、夜勉強しす
ぎるとセンチメンタルになるとか、生活リズムと成績の
上下は相関関係があるとか、それは絶対そうだなと思い
ました。英語の授業も受けるんですけど、石井先生の授
業の１番いいところってのは受験のモティベーションに
なる言葉ってのをちゃんと聞いとくのはあの授業がある
意味だと思います。話の内容として受験に対する心構え
とかは聞いといてどの人にも必要だなって、俺がそう
思ってることを石井先生も口に出してたんで、俺はこの
予備校が合ってたんだなっていう感じがありました。
あっ今思い出したんですけど、先生と面談した時に石井
先生が言ってた受験に恋愛は要らないってことと勉強に
はやるべき時期があるってことを言ってて、それは俺が
高校３年間でこれを守ろうと思ってたことなんで、じゃ
あこの先生は考え方が俺と一緒だから合うんじゃないか
なと思ってきたこともありますね。他にもありました。
完全に忘れてました。でも１番印象に残ったのはあの素
直な子がいて、ほんとに素直な子がいると学校自体も雰
囲気よくなるし、勉強もちゃんと先生の言う事聞いて勉
強してるやつがいると自分もしようっていう気持ちにな
るんで、そういった生徒が揃ってるんじゃないかなと
思って来ました。まあ実際いるんで、ここの学生は基本
的に来るんじゃないですかね？他の予備校のやつとかの
話し聞いてると結構普通にここはいい環境だなって思い
ます。ほんとに環境はいいっす、と他の学校の話を聞い
て思いました。環境めっちゃいいっす。

自習室の環境も恵まれていた。
自習室は、隣が女の子で千田ちゃん（千田知佳　東北医
科薬科大医学部進学）だったんですけど、千田ちゃん、
俺、で飯塚さん（飯塚尚子　東京女子医科大進学）だっ
たんですよ両サイド女子で、俺緊張しちゃってその辺は
しょうがないっす。高校共学ですよ、共学だからって女
子に慣れているわけじゃないっす。ちょっとそれはまぁ
言い訳と言うか、人によるんであれなんですけど、自習
室の環境としては誰も見てないと思わないでちゃんと見
てると思って勉強してほしいなって。俺はやってました
よ、俺東邦受ける時、ちょうどその日梅が咲いたんです
よ、家の近くの。受験期直前に梅が咲いて絶対東邦受
かったなって思ったんですよ。落ちました。マジで、逆
に落ちたと思ってた東医受かってるんで。分かんないっ
す。俺から言うメッセージはとにかく朝早く来いって、
ほんとそれ一言でいいっすよ、それ一言でもいいぐらい
朝は朝早く来て…朝早く来るだけじゃないですよ、朝早
く来て9時まで勉強する、したら夜早く寝る。ほんとに
やってないからこそ今できないっすよ(笑)
今出来ないから浪人期間中に体を造っておくっていうの
は重要だと思います。もう言いたいこと全部言えたん
で。話してるうちにテンション上がっちゃいました。代
官山じゃなかったら東医までは受からなかったと思いま

す。実際環境はめっちゃいいんで、いることは絶対必要
ですマジ、先生の質はめっちゃいいっすよ。ありがとう
ございました。

代官山MEDICALに入る経緯は
自分がここの話聞いた時に合格しすぎてて胡散臭いなと
思ってたんですけど、入る時にここの生徒さんでいまだ
に名前は憶えてないんですけどちょっとガタイのいい子
に自分が来校者としてその子に挨拶したんですよ、そし
たら、その子にもちゃんと挨拶されて、こんないい子い
るんなら俺も上手くいけそうだなと思いました。そうで
す、ちょうど山室先生が案内してくれたんです。で、そ
の時にすれ違った子もちゃんとあいさつ出来てたからそ
ういう素直な子が高校時代俺伸びるって言われてきたん
で「あ、素直だな」って思ってそんな子と一緒に勉強で
きればいいなと思って来ました、それが今でも憶えてい
る理由です。

最初のクラスはA6でした。
A6です。梶浦（梶浦淳史　日本医科大進学）とかいまし
た、受かった連中で言えば梶浦、陳さん（陳業隆　日本
大医学部進学）、亀森さん（亀森智弘　岩手医科大進
学）、俺ぐらいかな…井上さん（井上里菜　日本医科大
進学）も。英語の成績はほんとひどい、なんで受かった
んだろう？たぶん運すね（笑）。俺東医の最後の英語の
マーク全部勘っすもん、どうせ落ちたと思って（笑）あ
と朝岡先生の授業の時に過去問の問題傾向の分析でどれ
くらい出てるよっていう、設問１２３４５６７８９、２
０までのここの毎回のパーセンテージ的なやつ。最初の
授業に配ってあって、それで過去にこれくらいの確率で
出てるよみたいな、その時覚えてたやつは塗ったと思い
ます。それが当たってたかもしんない。
東医ってまず化学死んでますね。今年数学むずかった、
物理が超激簡単で満点近い。あと英語です。ほんと須藤
さん（須藤幹　東京医科大進学）、正規でもいいんじゃ
ないかなって思いますけどね。今年、東医行ったの代官
山７人くらいいますね。東医とかはマークですし、日医
まで行く実力が欲しいからやってましたけど、日医絶対
受かるもんだと思ってましたもんね。やっぱ朝早く来れ
なかったのが、12月の日に、俺はこの日までに朝起きれ
なかったら日医無理だと思ってた日に、遅刻しました
（笑）。朝です、朝６時にちゃんと来るってのが大事だ
と思います。６時に来て寝ないで勉強する、６時に来て
８時くらいまで寝てるとかはダメなんですけど、６時に
来てちゃんと９時まで勉強して、で授業受けて、その時
は９時で残らず秒で帰っていいと思うんすけど。朝来て
勉強するのが絶対いいっす、あと大学生活になってから
もたぶんめっちゃ便利っす。最初A6なのは実力通りだと
思ってます。マジで実力通りですよ。

５月の合格座談会聞いてて、来年俺は何言おうか

考えてた(笑)
教科の中で得意なものはないっすね、全部苦手ですよ強
いて言うなら。だって俺の英語の成績見てドン引きされ
てましたよ。物理も最後のマンスリーの１個前も１９点
だし。化学は最後のマンスリー１６点ですよ。取れてる

時なんて１年で１回だけでしたよ（笑）英語でお世話に
なった大西先生と、あと加藤先生のプリントも良かった
し、岩瀬先生のプリントも最後まで使ってたし、みんな
印象深いって感じで。５月の合格座談会聞いてて「あ
あ、俺も来年これ言うんだな」と思って、何言おうか考
えてたんですけど(笑)、どうしてもその先生系、物理も数
学も英語もそうなんですけど誰が良かったって言ったら
全員良かったと思いますほんとに、ここの先生の質と言
うか。大西先生はめちゃめちゃ感謝してますよ、あー、
まず俺の雑談を軽く受け流してくれるとこが良かったで
すね、サバサバしてるとこが。やりやすい、自分の性格
上こうじゃないですか。なんで適当に流してくれる先生
じゃないと進まないんですよ基本授業が。だからその辺
はめっちゃ良かったですね。

化学はドラちゃん(龍先生)と原先生！
化学は俺はずっと原先生と、原先生が最初の夏で、秋は
龍さん！ドラちゃんって呼んでるんですよ。龍ってドラ
ゴンの龍じゃないですか。で高橋先生の授業を受けて
て、ほんとに過去問演習やってたくらいですね、自分で
やらなきゃ意味ないじゃないですか、そう考えると分か
んなかったとこ聞ける先生がいればいいって感じだった
んで。原先生も丁寧なんですけど、原先生も俺の話受け
流すんでそこが良かったなって。基本的にはそうですよ
ね。先生の教え方だって、印象に残ったって言うか覚え
られたから良かったんだろうなと思いましたどの先生
も。

物理で印象に残った先生は…。
それはもう、てか物理のメンツが濃すぎるって問題もあ
るんですけど、だって寺澤先生を筆頭にして小澤先生、
野村先生、で俺の愛する田山先生と。田山先生はやっぱ
り、教え方がなんだろ、俺の授業しかやってないのかは
分かんないんですけど名言をまとめてくれるんですよ。
１日１個は田山の名言ドドンッみたいなやってくれるん
ですけど、それでポイントポイントまとめてくれたので
あとで見返すとか、その試験期直前、普段見返さないん
ですけど。焦って何しようってなった時に見返すって心
の安定が保てるっていうのが。良かったっすね。基本的
には俺が煽ったりしますけど、デデン！コンデンサーは
こう解け！みたいな。こう解けっていう図があって、こ
ういう風に解けってやったり、１番覚えてるの…あっ、
単振動は円運動の射影かな？あとは、大体物理忘れてき
ましたね、名言コーナーが俺のマンツーの楽しみだっ
たってのは覚えてるんですけど。

考え方が分かっても計算が遅く点にならない人、計

トレの授業は神だった！
数学と言ったら五十嵐先生ですかね、授業の黒板も丁寧
にやってくれるし、とってもいいなと思いました。典さ
んとかもいろんな解法作ってくれるし、典さんの授業の

解法はとっても良かったなと思います。あ、そうです、
中村先生！前期の中村先生の授業なかったら俺数学は終
わってたかなってくらいは良かったなと思います。中村
先生の授業は最初にまとめてやってくれるんですけど。
ノート見やすいっす、合ってる先生っていったらやっぱ
り中村先生の授業は自分にあってたなと思いました。
あとは…、山室先生の授業が計トレ、ほんとに計トレの
授業は神だと思います。授業はめっちゃ神だと思います
（笑）先生の授業まずやってる内容めっちゃ良くないで
すか？ちゃんと数学をやらない感じと言うか。何て言う
んだろうな。現役時代に俺計算遅くて、計算もっとやる
必要あるかなって思ってたんで代官山来て、時間割見
て、この計トレって授業なんだろうなと思って山室先生
に来てくっちゃべるじゃないですか、めっちゃいい。数
学の授業の計トレは絶対続けてやった方がいいっす、後
半はテスト形式になったじゃないですか。実際に慣れ
るって意味もあると思うんですけど、俺はそれするより
はもっと計トレを先生が1学期とかでやってた内容をやっ
た方が良かったかなと思います。計トレの授業はマジ神
でしたね、俺は思いますあれ復習しても良いと思うし、
計算苦手な人多いと思うんすよ数学苦手な人、考え方が
分かっても結局計算が遅いと点数に入んないみたいなこ
とを、それ考えると計トレの授業やっぱ神で、やっぱり
伝家の宝刀「山室プリント」あれは至高の作品としてそ
ろそろ本として出版されるの待ってるんですけど。買い
ます買います（笑）実際、積分400問プリントはいいっす
ね、後半の確率プリントもやってたんで、数学やりたい
なって思った時に。なんやかんや終わりましたもんね。
でも俺は確率よりも積分かなやっぱり、自分の方で実に
なったなって思ったのが積分すね、なんか１回最初に
やった問題の類題がもっかい来るじゃないですかあの辺
は好きです。俺にはもう関係ないんでどんどん増やして
もらっていいですよ（笑）これ追加分盛夫からって言っ
て増やしてもらっていいですよ（笑）でもほんとにあの
プリント何回もやるべきですよ、あのプリントと計トレ
の問題、前期の計トレマジで絶対やった方がいいと思い
ます。夜間は典さんです、ほんとにただ淡々と計算をす
る時間ほんとに、うちの高校じゃなかったんでそれはマ
ジでここ特有でもっと宣伝してもいいと思うんですけど
ね、HPもそろそろいろいろ更新しても良いと思うんです
よね。見てます、俺らけっこうネタにしてますよ。けっ
こう今年も受かりましたよね？

高橋先生の面接対策で東医と埼玉医受かった！
あ、高橋先生の面接対策は絶対出た方がいい。あれはマ
ジで使えます。普通にしゃべっててこういう会話の傾向
があるから面接でこう聞かれた時にこう答えすぎちゃう
みたいな、例えば自分だったらいろいろしゃべっちゃう
からしゃべんないようにするってのも重要だし、しゃべ
んないってよりも１～１０までしゃべることも俺は１５
までしゃべっちゃうんですけどそれを２まで絞るみたい
なそういう、簡単に言うとそういう感じなんですけど。

無理っすよ、そんなん無理っすよ(笑)結局普通にやっ
ちゃったんですけども、高橋先生の授業受けてから東医
受かったし埼玉取れたんでやっぱ受けて良かったと思っ
て。

基本休まない。1年で終わらせる気だった。
東医十分じゃないっす、だってここでもっと勉強したら
もっといい先生いるし、先生めっちゃいいっすよ、これ
は嘘とかじゃなくて、「あ、いるんだな」って思いまし
た。
だからちゃんと授業聞いて、言われたことも、終わった
後のテストもレビューもやっていけば。レビューデー来
てましたし。朝以外は来てたからなんとかなったっての
はあるけど。
基本休まない。１年で終わらせる気だったんで、まあ１
浪のうちは休まないかなって思うんですけど。あとは梶
ちゃんとかがいたからかな、あいつ来てるけどおれ来な
いとか論外だなってのはあったんで。偏差値は18ぐらい
上がりましたね、43から61くらいまでになりましたね。
モティベーションによかったらいいなぐらいで。いやま
じめにやらないとは違いますよ。でも代官山にいるうち
はなると思い込んでやった方がいいと思う、こんなんい
らないからと思ってるのは絶対よくないっすね。だって
自分が代官山にいた時に先輩の読んで、自分だったらこ
う言ってほしいなみたいなところがあって、それは１８
校受けて１次５つで２次３つしか受かってない事と朝絶
対起きてきてほしいこととマンスリーを月１のモティ
ベーションにして勉強をし続けることは割と良かった
なってことをこの３つなんで。(笑)

石井先生の授業について
1年間、受けた授業で先生の言ってる言葉正しいって言う
か、ほんとにそうだなと思います。例えば、夜勉強しす
ぎるとセンチメンタルになるとか、生活リズムと成績の
上下は相関関係があるとか、それは絶対そうだなと思い
ました。英語の授業も受けるんですけど、石井先生の授
業の１番いいところってのは受験のモティベーションに
なる言葉ってのをちゃんと聞いとくのはあの授業がある
意味だと思います。話の内容として受験に対する心構え
とかは聞いといてどの人にも必要だなって、俺がそう
思ってることを石井先生も口に出してたんで、俺はこの
予備校が合ってたんだなっていう感じがありました。
あっ今思い出したんですけど、先生と面談した時に石井
先生が言ってた受験に恋愛は要らないってことと勉強に
はやるべき時期があるってことを言ってて、それは俺が
高校３年間でこれを守ろうと思ってたことなんで、じゃ
あこの先生は考え方が俺と一緒だから合うんじゃないか
なと思ってきたこともありますね。他にもありました。
完全に忘れてました。でも１番印象に残ったのはあの素
直な子がいて、ほんとに素直な子がいると学校自体も雰
囲気よくなるし、勉強もちゃんと先生の言う事聞いて勉
強してるやつがいると自分もしようっていう気持ちにな
るんで、そういった生徒が揃ってるんじゃないかなと
思って来ました。まあ実際いるんで、ここの学生は基本
的に来るんじゃないですかね？他の予備校のやつとかの
話し聞いてると結構普通にここはいい環境だなって思い
ます。ほんとに環境はいいっす、と他の学校の話を聞い
て思いました。環境めっちゃいいっす。

自習室の環境も恵まれていた。
自習室は、隣が女の子で千田ちゃん（千田知佳　東北医
科薬科大医学部進学）だったんですけど、千田ちゃん、
俺、で飯塚さん（飯塚尚子　東京女子医科大進学）だっ
たんですよ両サイド女子で、俺緊張しちゃってその辺は
しょうがないっす。高校共学ですよ、共学だからって女
子に慣れているわけじゃないっす。ちょっとそれはまぁ
言い訳と言うか、人によるんであれなんですけど、自習
室の環境としては誰も見てないと思わないでちゃんと見
てると思って勉強してほしいなって。俺はやってました
よ、俺東邦受ける時、ちょうどその日梅が咲いたんです
よ、家の近くの。受験期直前に梅が咲いて絶対東邦受
かったなって思ったんですよ。落ちました。マジで、逆
に落ちたと思ってた東医受かってるんで。分かんないっ
す。俺から言うメッセージはとにかく朝早く来いって、
ほんとそれ一言でいいっすよ、それ一言でもいいぐらい
朝は朝早く来て…朝早く来るだけじゃないですよ、朝早
く来て9時まで勉強する、したら夜早く寝る。ほんとに
やってないからこそ今できないっすよ(笑)
今出来ないから浪人期間中に体を造っておくっていうの
は重要だと思います。もう言いたいこと全部言えたん
で。話してるうちにテンション上がっちゃいました。代
官山じゃなかったら東医までは受からなかったと思いま

す。実際環境はめっちゃいいんで、いることは絶対必要
ですマジ、先生の質はめっちゃいいっすよ。ありがとう
ございました。
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代官山MEDICALに入る経緯は
自分がここの話聞いた時に合格しすぎてて胡散臭いなと
思ってたんですけど、入る時にここの生徒さんでいまだ
に名前は憶えてないんですけどちょっとガタイのいい子
に自分が来校者としてその子に挨拶したんですよ、そし
たら、その子にもちゃんと挨拶されて、こんないい子い
るんなら俺も上手くいけそうだなと思いました。そうで
す、ちょうど山室先生が案内してくれたんです。で、そ
の時にすれ違った子もちゃんとあいさつ出来てたからそ
ういう素直な子が高校時代俺伸びるって言われてきたん
で「あ、素直だな」って思ってそんな子と一緒に勉強で
きればいいなと思って来ました、それが今でも憶えてい
る理由です。

最初のクラスはA6でした。
A6です。梶浦（梶浦淳史　日本医科大進学）とかいまし
た、受かった連中で言えば梶浦、陳さん（陳業隆　日本
大医学部進学）、亀森さん（亀森智弘　岩手医科大進
学）、俺ぐらいかな…井上さん（井上里菜　日本医科大
進学）も。英語の成績はほんとひどい、なんで受かった
んだろう？たぶん運すね（笑）。俺東医の最後の英語の
マーク全部勘っすもん、どうせ落ちたと思って（笑）あ
と朝岡先生の授業の時に過去問の問題傾向の分析でどれ
くらい出てるよっていう、設問１２３４５６７８９、２
０までのここの毎回のパーセンテージ的なやつ。最初の
授業に配ってあって、それで過去にこれくらいの確率で
出てるよみたいな、その時覚えてたやつは塗ったと思い
ます。それが当たってたかもしんない。
東医ってまず化学死んでますね。今年数学むずかった、
物理が超激簡単で満点近い。あと英語です。ほんと須藤
さん（須藤幹　東京医科大進学）、正規でもいいんじゃ
ないかなって思いますけどね。今年、東医行ったの代官
山７人くらいいますね。東医とかはマークですし、日医
まで行く実力が欲しいからやってましたけど、日医絶対
受かるもんだと思ってましたもんね。やっぱ朝早く来れ
なかったのが、12月の日に、俺はこの日までに朝起きれ
なかったら日医無理だと思ってた日に、遅刻しました
（笑）。朝です、朝６時にちゃんと来るってのが大事だ
と思います。６時に来て寝ないで勉強する、６時に来て
８時くらいまで寝てるとかはダメなんですけど、６時に
来てちゃんと９時まで勉強して、で授業受けて、その時
は９時で残らず秒で帰っていいと思うんすけど。朝来て
勉強するのが絶対いいっす、あと大学生活になってから
もたぶんめっちゃ便利っす。最初A6なのは実力通りだと
思ってます。マジで実力通りですよ。

５月の合格座談会聞いてて、来年俺は何言おうか

考えてた(笑)
教科の中で得意なものはないっすね、全部苦手ですよ強
いて言うなら。だって俺の英語の成績見てドン引きされ
てましたよ。物理も最後のマンスリーの１個前も１９点
だし。化学は最後のマンスリー１６点ですよ。取れてる

時なんて１年で１回だけでしたよ（笑）英語でお世話に
なった大西先生と、あと加藤先生のプリントも良かった
し、岩瀬先生のプリントも最後まで使ってたし、みんな
印象深いって感じで。５月の合格座談会聞いてて「あ
あ、俺も来年これ言うんだな」と思って、何言おうか考
えてたんですけど(笑)、どうしてもその先生系、物理も数
学も英語もそうなんですけど誰が良かったって言ったら
全員良かったと思いますほんとに、ここの先生の質と言
うか。大西先生はめちゃめちゃ感謝してますよ、あー、
まず俺の雑談を軽く受け流してくれるとこが良かったで
すね、サバサバしてるとこが。やりやすい、自分の性格
上こうじゃないですか。なんで適当に流してくれる先生
じゃないと進まないんですよ基本授業が。だからその辺
はめっちゃ良かったですね。

化学はドラちゃん(龍先生)と原先生！
化学は俺はずっと原先生と、原先生が最初の夏で、秋は
龍さん！ドラちゃんって呼んでるんですよ。龍ってドラ
ゴンの龍じゃないですか。で高橋先生の授業を受けて
て、ほんとに過去問演習やってたくらいですね、自分で
やらなきゃ意味ないじゃないですか、そう考えると分か
んなかったとこ聞ける先生がいればいいって感じだった
んで。原先生も丁寧なんですけど、原先生も俺の話受け
流すんでそこが良かったなって。基本的にはそうですよ
ね。先生の教え方だって、印象に残ったって言うか覚え
られたから良かったんだろうなと思いましたどの先生
も。

物理で印象に残った先生は…。
それはもう、てか物理のメンツが濃すぎるって問題もあ
るんですけど、だって寺澤先生を筆頭にして小澤先生、
野村先生、で俺の愛する田山先生と。田山先生はやっぱ
り、教え方がなんだろ、俺の授業しかやってないのかは
分かんないんですけど名言をまとめてくれるんですよ。
１日１個は田山の名言ドドンッみたいなやってくれるん
ですけど、それでポイントポイントまとめてくれたので
あとで見返すとか、その試験期直前、普段見返さないん
ですけど。焦って何しようってなった時に見返すって心
の安定が保てるっていうのが。良かったっすね。基本的
には俺が煽ったりしますけど、デデン！コンデンサーは
こう解け！みたいな。こう解けっていう図があって、こ
ういう風に解けってやったり、１番覚えてるの…あっ、
単振動は円運動の射影かな？あとは、大体物理忘れてき
ましたね、名言コーナーが俺のマンツーの楽しみだっ
たってのは覚えてるんですけど。

考え方が分かっても計算が遅く点にならない人、計

トレの授業は神だった！
数学と言ったら五十嵐先生ですかね、授業の黒板も丁寧
にやってくれるし、とってもいいなと思いました。典さ
んとかもいろんな解法作ってくれるし、典さんの授業の

解法はとっても良かったなと思います。で、あとやっぱ
り（笑）あ、そうです、中村先生！前期の中村先生の授
業なかったら俺数学は終わってたかなってくらいは良
かったなと思います。中村先生の授業は最初にまとめて
やってくれるんですけど。ノート見やすいっす、合って
る先生っていったらやっぱり中村先生の授業は自分に
あってたなと思いました。
あとは….山室先生の授業が計トレ、ほんとに計トレの授
業は神だと思います。授業はめっちゃ神だと思います
（笑）先生の授業まずやってる内容めっちゃ良くないで
すか？ちゃんと数学をやらない感じと言うか。何て言う
んだろうな。現役時代に俺計算遅くて、計算もっとやる
必要あるかなって思ってたんで代官山来て、時間割見
て、この計トレって授業なんだろうなと思って山室先生
に来てくっちゃべるじゃないですか、めっちゃいい。数
学の授業の計トレは絶対続けてやった方がいいっす、後
半はテスト形式になったじゃないですか。実際に慣れ
るって意味もあると思うんですけど、俺はそれするより
はもっと計トレを先生が1学期とかでやってた内容をやっ
た方が良かったかなと思います。計トレの授業はマジ神
でしたね、俺は思いますあれ復習しても良いと思うし、
計算苦手な人多いと思うんすよ数学苦手な人、考え方が
分かっても結局計算が遅いと点数に入んないみたいなこ
とを、それ考えると計トレの授業やっぱ神で、やっぱり
伝家の宝刀「山室プリント」あれは至高の作品としてそ
ろそろ本として出版されるの待ってるんですけど。買い
ます買います（笑）実際、積分400問プリントはいいっす
ね、後半の確率プリントもやってたんで、数学やりたい
なって思った時に。なんやかんや終わりましたもんね。
でも俺は確率よりも積分かなやっぱり、自分の方で実に
なったなって思ったのが積分すね、なんか１回最初に
やった問題の類題がもっかい来るじゃないですかあの辺
は好きです。俺にはもう関係ないんでどんどん増やして
もらっていいですよ（笑）これ追加分盛夫からって言っ
て増やしてもらっていいですよ（笑）でもほんとにあの
プリント何回もやるべきですよ、あのプリントと計トレ
の問題、前期の計トレマジで絶対やった方がいいと思い
ます。夜間は典さんです、ほんとにただ淡々と計算をす
る時間ほんとに、うちの高校じゃなかったんでそれはマ
ジでここ特有でもっと宣伝してもいいと思うんですけど
ね、HPもそろそろいろいろ更新しても良いと思うんです
よね。見てます、俺らけっこうネタにしてますよ。けっ
こう今年も受かりましたよね？

高橋先生の面接対策で東医と埼玉医受かった！
あ、高橋先生の面接対策は絶対出た方がいい。あれはマ
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までしゃべっちゃうんですけどそれを２まで絞るみたい

なそういう、簡単に言うとそういう感じなんですけど。
無理っすよ、そんなん無理っすよ(笑)結局普通にやっ
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受かったし埼玉取れたんでやっぱ受けて良かったと思っ
て。

基本休まない。1年で終わらせる気だった。
東医十分じゃないっす、だってここでもっと勉強したら
もっといい先生いるし、先生めっちゃいいっすよ、これ
は嘘とかじゃなくて、「あ、いるんだな」って思いまし
た。
だからちゃんと授業聞いて、言われたことも、終わった
後のテストもレビューもやっていけば。レビューデー来
てましたし。朝以外は来てたからなんとかなったっての
はあるけど。
基本休まない。１年で終わらせる気だったんで、まあ１
浪のうちは休まないかなって思うんですけど。あとは梶
ちゃんとかがいたからかな、あいつ来てるけどおれ来な
いとか論外だなってのはあったんで。偏差値は18ぐらい
上がりましたね、43から61くらいまでになりましたね。
モティベーションによかったらいいなぐらいで。いやま
じめにやらないとは違いますよ。でも代官山にいるうち
はなると思い込んでやった方がいいと思う、こんなんい
らないからと思ってるのは絶対よくないっすね。だって
自分が代官山にいた時に先輩の読んで、自分だったらこ
う言ってほしいなみたいなところがあって、それは１８
校受けて１次５つで２次３つしか受かってない事と朝絶
対起きてきてほしいこととマンスリーを月１のモティ
ベーションにして勉強をし続けることは割と良かった
なってことをこの３つなんで。(笑)
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るんで、そういった生徒が揃ってるんじゃないかなと
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自習室は、隣が女の子で千田ちゃん（千田知佳　東北医
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たんですよ両サイド女子で、俺緊張しちゃってその辺は
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子に慣れているわけじゃないっす。ちょっとそれはまぁ
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よ、俺東邦受ける時、ちょうどその日梅が咲いたんです
よ、家の近くの。受験期直前に梅が咲いて絶対東邦受
かったなって思ったんですよ。落ちました。マジで、逆
に落ちたと思ってた東医受かってるんで。分かんないっ
す。俺から言うメッセージはとにかく朝早く来いって、
ほんとそれ一言でいいっすよ、それ一言でもいいぐらい
朝は朝早く来て…朝早く来るだけじゃないですよ、朝早
く来て9時まで勉強する、したら夜早く寝る。ほんとに
やってないからこそ今できないっすよ(笑)
今出来ないから浪人期間中に体を造っておくっていうの
は重要だと思います。もう言いたいこと全部言えたん
で。話してるうちにテンション上がっちゃいました。代
官山じゃなかったら東医までは受からなかったと思いま

す。実際環境はめっちゃいいんで、いることは絶対必要
ですマジ、先生の質はめっちゃいいっすよ。ありがとう
ございました。

代官山MEDICALに入る経緯は
自分がここの話聞いた時に合格しすぎてて胡散臭いなと
思ってたんですけど、入る時にここの生徒さんでいまだ
に名前は憶えてないんですけどちょっとガタイのいい子
に自分が来校者としてその子に挨拶したんですよ、そし
たら、その子にもちゃんと挨拶されて、こんないい子い
るんなら俺も上手くいけそうだなと思いました。そうで
す、ちょうど山室先生が案内してくれたんです。で、そ
の時にすれ違った子もちゃんとあいさつ出来てたからそ
ういう素直な子が高校時代俺伸びるって言われてきたん
で「あ、素直だな」って思ってそんな子と一緒に勉強で
きればいいなと思って来ました、それが今でも憶えてい
る理由です。

最初のクラスはA6でした。
A6です。梶浦（梶浦淳史　日本医科大進学）とかいまし
た、受かった連中で言えば梶浦、陳さん（陳業隆　日本
大医学部進学）、亀森さん（亀森智弘　岩手医科大進
学）、俺ぐらいかな…井上さん（井上里菜　日本医科大
進学）も。英語の成績はほんとひどい、なんで受かった
んだろう？たぶん運すね（笑）。俺東医の最後の英語の
マーク全部勘っすもん、どうせ落ちたと思って（笑）あ
と朝岡先生の授業の時に過去問の問題傾向の分析でどれ
くらい出てるよっていう、設問１２３４５６７８９、２
０までのここの毎回のパーセンテージ的なやつ。最初の
授業に配ってあって、それで過去にこれくらいの確率で
出てるよみたいな、その時覚えてたやつは塗ったと思い
ます。それが当たってたかもしんない。
東医ってまず化学死んでますね。今年数学むずかった、
物理が超激簡単で満点近い。あと英語です。ほんと須藤
さん（須藤幹　東京医科大進学）、正規でもいいんじゃ
ないかなって思いますけどね。今年、東医行ったの代官
山７人くらいいますね。東医とかはマークですし、日医
まで行く実力が欲しいからやってましたけど、日医絶対
受かるもんだと思ってましたもんね。やっぱ朝早く来れ
なかったのが、12月の日に、俺はこの日までに朝起きれ
なかったら日医無理だと思ってた日に、遅刻しました
（笑）。朝です、朝６時にちゃんと来るってのが大事だ
と思います。６時に来て寝ないで勉強する、６時に来て
８時くらいまで寝てるとかはダメなんですけど、６時に
来てちゃんと９時まで勉強して、で授業受けて、その時
は９時で残らず秒で帰っていいと思うんすけど。朝来て
勉強するのが絶対いいっす、あと大学生活になってから
もたぶんめっちゃ便利っす。最初A6なのは実力通りだと
思ってます。マジで実力通りですよ。

５月の合格座談会聞いてて、来年俺は何言おうか

考えてた(笑)
教科の中で得意なものはないっすね、全部苦手ですよ強
いて言うなら。だって俺の英語の成績見てドン引きされ
てましたよ。物理も最後のマンスリーの１個前も１９点
だし。化学は最後のマンスリー１６点ですよ。取れてる

時なんて１年で１回だけでしたよ（笑）英語でお世話に
なった大西先生と、あと加藤先生のプリントも良かった
し、岩瀬先生のプリントも最後まで使ってたし、みんな
印象深いって感じで。５月の合格座談会聞いてて「あ
あ、俺も来年これ言うんだな」と思って、何言おうか考
えてたんですけど(笑)、どうしてもその先生系、物理も数
学も英語もそうなんですけど誰が良かったって言ったら
全員良かったと思いますほんとに、ここの先生の質と言
うか。大西先生はめちゃめちゃ感謝してますよ、あー、
まず俺の雑談を軽く受け流してくれるとこが良かったで
すね、サバサバしてるとこが。やりやすい、自分の性格
上こうじゃないですか。なんで適当に流してくれる先生
じゃないと進まないんですよ基本授業が。だからその辺
はめっちゃ良かったですね。

化学はドラちゃん(龍先生)と原先生！
化学は俺はずっと原先生と、原先生が最初の夏で、秋は
龍さん！ドラちゃんって呼んでるんですよ。龍ってドラ
ゴンの龍じゃないですか。で高橋先生の授業を受けて
て、ほんとに過去問演習やってたくらいですね、自分で
やらなきゃ意味ないじゃないですか、そう考えると分か
んなかったとこ聞ける先生がいればいいって感じだった
んで。原先生も丁寧なんですけど、原先生も俺の話受け
流すんでそこが良かったなって。基本的にはそうですよ
ね。先生の教え方だって、印象に残ったって言うか覚え
られたから良かったんだろうなと思いましたどの先生
も。

物理で印象に残った先生は…。
それはもう、てか物理のメンツが濃すぎるって問題もあ
るんですけど、だって寺澤先生を筆頭にして小澤先生、
野村先生、で俺の愛する田山先生と。田山先生はやっぱ
り、教え方がなんだろ、俺の授業しかやってないのかは
分かんないんですけど名言をまとめてくれるんですよ。
１日１個は田山の名言ドドンッみたいなやってくれるん
ですけど、それでポイントポイントまとめてくれたので
あとで見返すとか、その試験期直前、普段見返さないん
ですけど。焦って何しようってなった時に見返すって心
の安定が保てるっていうのが。良かったっすね。基本的
には俺が煽ったりしますけど、デデン！コンデンサーは
こう解け！みたいな。こう解けっていう図があって、こ
ういう風に解けってやったり、１番覚えてるの…あっ、
単振動は円運動の射影かな？あとは、大体物理忘れてき
ましたね、名言コーナーが俺のマンツーの楽しみだっ
たってのは覚えてるんですけど。

考え方が分かっても計算が遅く点にならない人、計

トレの授業は神だった！
数学と言ったら五十嵐先生ですかね、授業の黒板も丁寧
にやってくれるし、とってもいいなと思いました。典さ
んとかもいろんな解法作ってくれるし、典さんの授業の

解法はとっても良かったなと思います。で、あとやっぱ
り（笑）あ、そうです、中村先生！前期の中村先生の授
業なかったら俺数学は終わってたかなってくらいは良
かったなと思います。中村先生の授業は最初にまとめて
やってくれるんですけど。ノート見やすいっす、合って
る先生っていったらやっぱり中村先生の授業は自分に
あってたなと思いました。
あとは….山室先生の授業が計トレ、ほんとに計トレの授
業は神だと思います。授業はめっちゃ神だと思います
（笑）先生の授業まずやってる内容めっちゃ良くないで
すか？ちゃんと数学をやらない感じと言うか。何て言う
んだろうな。現役時代に俺計算遅くて、計算もっとやる
必要あるかなって思ってたんで代官山来て、時間割見
て、この計トレって授業なんだろうなと思って山室先生
に来てくっちゃべるじゃないですか、めっちゃいい。数
学の授業の計トレは絶対続けてやった方がいいっす、後
半はテスト形式になったじゃないですか。実際に慣れ
るって意味もあると思うんですけど、俺はそれするより
はもっと計トレを先生が1学期とかでやってた内容をやっ
た方が良かったかなと思います。計トレの授業はマジ神
でしたね、俺は思いますあれ復習しても良いと思うし、
計算苦手な人多いと思うんすよ数学苦手な人、考え方が
分かっても結局計算が遅いと点数に入んないみたいなこ
とを、それ考えると計トレの授業やっぱ神で、やっぱり
伝家の宝刀「山室プリント」あれは至高の作品としてそ
ろそろ本として出版されるの待ってるんですけど。買い
ます買います（笑）実際、積分400問プリントはいいっす
ね、後半の確率プリントもやってたんで、数学やりたい
なって思った時に。なんやかんや終わりましたもんね。
でも俺は確率よりも積分かなやっぱり、自分の方で実に
なったなって思ったのが積分すね、なんか１回最初に
やった問題の類題がもっかい来るじゃないですかあの辺
は好きです。俺にはもう関係ないんでどんどん増やして
もらっていいですよ（笑）これ追加分盛夫からって言っ
て増やしてもらっていいですよ（笑）でもほんとにあの
プリント何回もやるべきですよ、あのプリントと計トレ
の問題、前期の計トレマジで絶対やった方がいいと思い
ます。夜間は典さんです、ほんとにただ淡々と計算をす
る時間ほんとに、うちの高校じゃなかったんでそれはマ
ジでここ特有でもっと宣伝してもいいと思うんですけど
ね、HPもそろそろいろいろ更新しても良いと思うんです
よね。見てます、俺らけっこうネタにしてますよ。けっ
こう今年も受かりましたよね？

高橋先生の面接対策で東医と埼玉医受かった！
あ、高橋先生の面接対策は絶対出た方がいい。あれはマ
ジで使えます。普通にしゃべっててこういう会話の傾向
があるから面接でこう聞かれた時にこう答えすぎちゃう
みたいな、例えば自分だったらいろいろしゃべっちゃう
からしゃべんないようにするってのも重要だし、しゃべ
んないってよりも１～１０までしゃべることも俺は１５
までしゃべっちゃうんですけどそれを２まで絞るみたい

なそういう、簡単に言うとそういう感じなんですけど。
無理っすよ、そんなん無理っすよ(笑)結局普通にやっ
ちゃったんですけども、高橋先生の授業受けてから東医
受かったし埼玉取れたんでやっぱ受けて良かったと思っ
て。

基本休まない。1年で終わらせる気だった。
東医十分じゃないっす、だってここでもっと勉強したら
もっといい先生いるし、先生めっちゃいいっすよ、これ
は嘘とかじゃなくて、「あ、いるんだな」って思いまし
た。
だからちゃんと授業聞いて、言われたことも、終わった
後のテストもレビューもやっていけば。レビューデー来
てましたし。朝以外は来てたからなんとかなったっての
はあるけど。
基本休まない。１年で終わらせる気だったんで、まあ１
浪のうちは休まないかなって思うんですけど。あとは梶
ちゃんとかがいたからかな、あいつ来てるけどおれ来な
いとか論外だなってのはあったんで。偏差値は18ぐらい
上がりましたね、43から61くらいまでになりましたね。
モティベーションによかったらいいなぐらいで。いやま
じめにやらないとは違いますよ。でも代官山にいるうち
はなると思い込んでやった方がいいと思う、こんなんい
らないからと思ってるのは絶対よくないっすね。だって
自分が代官山にいた時に先輩の読んで、自分だったらこ
う言ってほしいなみたいなところがあって、それは１８
校受けて１次５つで２次３つしか受かってない事と朝絶
対起きてきてほしいこととマンスリーを月１のモティ
ベーションにして勉強をし続けることは割と良かった
なってことをこの３つなんで。(笑)

石井先生の授業について
1年間、受けた授業で先生の言ってる言葉正しいって言う
か、ほんとにそうだなと思います。例えば、夜勉強しす
ぎるとセンチメンタルになるとか、生活リズムと成績の
上下は相関関係があるとか、それは絶対そうだなと思い
ました。英語の授業も受けるんですけど、石井先生の授
業の１番いいところってのは受験のモティベーションに
なる言葉ってのをちゃんと聞いとくのはあの授業がある
意味だと思います。話の内容として受験に対する心構え
とかは聞いといてどの人にも必要だなって、俺がそう
思ってることを石井先生も口に出してたんで、俺はこの
予備校が合ってたんだなっていう感じがありました。
あっ今思い出したんですけど、先生と面談した時に石井
先生が言ってた受験に恋愛は要らないってことと勉強に
はやるべき時期があるってことを言ってて、それは俺が
高校３年間でこれを守ろうと思ってたことなんで、じゃ
あこの先生は考え方が俺と一緒だから合うんじゃないか
なと思ってきたこともありますね。他にもありました。
完全に忘れてました。でも１番印象に残ったのはあの素
直な子がいて、ほんとに素直な子がいると学校自体も雰
囲気よくなるし、勉強もちゃんと先生の言う事聞いて勉
強してるやつがいると自分もしようっていう気持ちにな
るんで、そういった生徒が揃ってるんじゃないかなと
思って来ました。まあ実際いるんで、ここの学生は基本
的に来るんじゃないですかね？他の予備校のやつとかの
話し聞いてると結構普通にここはいい環境だなって思い
ます。ほんとに環境はいいっす、と他の学校の話を聞い
て思いました。環境めっちゃいいっす。

自習室の環境も恵まれていた。
自習室は、隣が女の子で千田ちゃん（千田知佳　東北医
科薬科大医学部進学）だったんですけど、千田ちゃん、
俺、で飯塚さん（飯塚尚子　東京女子医科大進学）だっ
たんですよ両サイド女子で、俺緊張しちゃってその辺は
しょうがないっす。高校共学ですよ、共学だからって女
子に慣れているわけじゃないっす。ちょっとそれはまぁ
言い訳と言うか、人によるんであれなんですけど、自習
室の環境としては誰も見てないと思わないでちゃんと見
てると思って勉強してほしいなって。俺はやってました
よ、俺東邦受ける時、ちょうどその日梅が咲いたんです
よ、家の近くの。受験期直前に梅が咲いて絶対東邦受
かったなって思ったんですよ。落ちました。マジで、逆
に落ちたと思ってた東医受かってるんで。分かんないっ
す。俺から言うメッセージはとにかく朝早く来いって、
ほんとそれ一言でいいっすよ、それ一言でもいいぐらい
朝は朝早く来て…朝早く来るだけじゃないですよ、朝早
く来て9時まで勉強する、したら夜早く寝る。ほんとに
やってないからこそ今できないっすよ(笑)
今出来ないから浪人期間中に体を造っておくっていうの
は重要だと思います。もう言いたいこと全部言えたん
で。話してるうちにテンション上がっちゃいました。代
官山じゃなかったら東医までは受からなかったと思いま

す。実際環境はめっちゃいいんで、いることは絶対必要
ですマジ、先生の質はめっちゃいいっすよ。ありがとう
ございました。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡
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２次合格
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２次正規合格

前期２次合格

前期２次合格

石井先生にズバっと結論出して

もらい、迷いを解消して

自分を変えていった。
東京医科大進学　須藤幹君(東京成徳大学高校卒)

代官山MEDICALを知ったきっかけ
１番最初は相川咲子（東京医科大進学）が現役の時同じ
予備校だったんですけど。はい。まあそれで２月ぐらい
に決めてて、でそっちの予備校でここの課題とかやって
たんですよ。現役のときのとこは、自分からけっこうガ
ツガツやれる系じゃないとやってけないかなって感じ
だったんで。1年目、A10ですね。授業はちゃんと受けて
けっこうまじめに質問したり。友達関係も、ま、そうっ
すね。いい友達と巡り合えてるかもしれないっすね。東
医に受かるとは思いませんでしたよね。でも寮は汚いで
すけど、学校の目の前だから寮はたまり場として使われ
るって感じですね。(笑)外部からの泊まりはないです。い
やまあ普通に学校に泊まりますね。そっすね、２４時間
空いてるから。代官山生たくさんいますね。なんか
チューターで来てる人見たことあるなって人、何人かい
たんですよね。

頭と筋肉両方鍛えていた
浪人の時から頭も鍛えてたかもしれないけど筋肉も鍛え
てました(笑)。勉強だけだったらやばいなーと思って、な
んかするならジム行くかなって。リアルゴールドとか飲
んで、１年目はそこのエスフォルタに。いやぼちぼち、
空いてるんで夜は。で、１１時までかな？１１時まで
やってて、９時に終わって行ってやって家帰ってみたい
な。吉見さん（吉見侑大　聖マリアンナ医科大進学）い
ましたね。たまに会いました。ジムは石井先生と相談し
て、運動したらみたいなこと言ってもらって。で次の
日、朝からですね。でも運動した方が朝起きられました
ね。はい、なんか疲労が抜ける感じで。ずっと座ってる
のが無理なんで。

勉強に集中できない性格だった
自分全部勉強ってのができないタイプでそれができたら
多分１浪目で受かったんですけどそれができない、１浪
目もたぶんなんとなく切替は出来るんですけど、ずっと
勉強ってのが厳しいから、必然的に２年間かかったって
いう。２年目の春…あー、そうすね最初のクラス分けが
良い感じになんか２号館行けちゃって「あれ？」って言
う感じでしたね。
でも、出来ない上にミスもするとか。マンスリーはやっ
ぱり実力だから頑張るって言うか当日やる気になれば点
数はまあそれ次第っていう感じ。ウィークリーはまじめ
じゃないとやっぱ厳しい。

とにかく東医に行きたい。
なんか結局どこ受かっても東医行きたいと思ってたん
で。はい、親にも日医受けろって言われたときにもし受
かっても東医受かってたら絶対東医ねって言ってたん
で、受けるだけ受けるけどって。　もう東医が良かった
ですね。東医の立地がいいじゃないですか？あと清水
（清水康喜　東京医科大進学）もいるし、清水けっこう

デカいんですよね。仲良かったですね、ずっと一緒にい
たんで。そうなんですよ、めっちゃいいやつなんで(笑)マ
ジ賢いですね。今は清水もいるグループでテスト前とか
泊まって勉強したりしてます。そうっすねほんとに、友
達には恵まれてるなって。

英語とかで印象濃かった先生は　
英語ですか？…まあどの先生も割と情報構造ってのをや
る塾ってあるのかなと思うんですけど。なんか新情報・
旧情報みたいなのの読み取り方、それけっこう自分が勉
強してなかっただけなのかもしれないけど、この塾に来
て初めて知って、元から英文読むのは好きだったからそ
ういう読み方もあるのかって。そうですね、その形から
情報を抜く順番がわかるみたいな。そうですね、石井先
生もだし、いろんな先生がちょっと難しいって言うか、
ハイレベルなことを教えてるのかなと思ったんですけど
それがなんか、はまったって言うか、ちょっと行き詰っ
た時、他の視点から見れるようになった。

苦手な数学は
１年目はほんとなんか、なんとなく授業受けてただけで
流して。はい、復習も全然出来てなかったし。ま、それ
はダメだよなって感じで、１年目の冬から五十嵐先生に
ずっと注意してもらって。ちゃんと基本から付き合って
くれるから、自分のレベルとしてそのやり方としてやっ
てたのと、あと２年目は典さんの授業、A1の典さんの授
業がめっちゃ盛り上がってるから５集６集とかですか
ね？冬期講習の前ですかね？すごい盛り上がって、みん
なすごい意見めっちゃ言うんですよ。これこうやってや
るやり方どうなんですかみたいな、そういう授業だった
からすごい印象的ですね。本来はみんな普段からそんな

感じでいいと思うんだけど、そういう雰囲気になれない
じゃないですかやっぱまだ仲良くないとか、でもA1みん
なすごい仲良くて、キャラも濃かったんですよ。
大体受かっちゃいましたね。だからそういうクラスが受
かるのかなって思いましたね、賑やかなところが。自分
の考えを授業中に言って、だから授業中に言って先生が
教えてくれるから解決できるし。
最後の最後にさすがに数学がやばいと思ってちょっと
やったんですよ。テキストの復習なんですけどそれは２
年間２４か月の内最後の３か月とかなんで２０か月くら
い避けてきたことを最後の最後に。たぶんそれなかった
ら受かってなかったし受かってたとしても。１次止まり
だったかなって思いますね。

化学は三上先生の教え方がはっきりしている。
　化学は１年目からずっと三上先生にお世話になってま
したね。はっきりしてるところが自分的には楽だった。
なんか、これは覚えるしかないとかこれは別に覚えなく
てもできるとか、なんか優しい先生だと難しいな(笑)あ
の、優しい先生の場合だとはっきり言ってくれない時が
あるからそれがちょっと自分はなんだろなってなっちゃ
うから。三上先生中間がなくて、いらないかいるか。な
んかしっかり言ってくれるんですよね。解き方もなんか
解くスピードは速いけど、自分はめっちゃ式書いて解
くってよりは頭でちょっと考えてから解く方が好きなん
で、三上先生の解き方はけっこう。そうすね中学校まで
数学１番得意だったんですけど。高校から覚えることが
増えて、ああ厳しいなっていう(笑)感じですかね。だから
物理はけっこう好きでしたね。
てか原理を知ってれば、どういう風にきても解けるって
言うのがおもしろいですよね。

物理は寺澤先生の半導体が印象に残った。
物理は小澤先生と寺澤先生みたいな感じですかね(笑)そう
すね、なんかほんと寺澤先生の授業はおもしろいし、覚
えるところをまとめて１番簡単にまとめてくれるからす
ごい良かったし。そうすね、まあほんとに凄いなって感
じで(笑)１年中あれやってんのが。ほんとに面白かったで
す。なんか半導体の授業の時が、爆発的におもしろく
て。例え、なんか半導体の説明するときに、キャリアと
かの説明の時になんかたとえ話をしているのがすごい面
白くて、それを穴吹（穴吹智弘　東京医科大進学）と今
でも、寺澤先生・半導体・マジヤバいみたいな。別に今
言っても面白くないんですけどなんか、絵とかいろいろ
書いてやってくれて。最後は物理の方が得意になったか
もしれないです。
あと小澤先生にすごい助けてもらって。小澤先生は優し
いけど授業はけっこうえぐい。むずいってよりは条件を
１つ少なくして自分で場合分けやるみたいな。それすご
い役に立ちましたね、なんかその可能性を考えるとか。
小澤先生がその時に白板に書くんですけど、ほんとに最
低限の事だけ書いてこの後の運動を予測するみたいな。

けっこう難しい。例えば運動するのは電場と磁場とかの
価電子の動きとか、最初の初速度がこれ以上だったら
こっちこうやってこれ残るけどっていろいろ自分で場合
分けしながらやるみたいな。
自分で場合分けするってことはないけど問題が出た時に
そういうパターンで来るんでしょ？みたいな。小問で場
合分けしてくるじゃないですか問題が、そのパターンを
なんとなく予測できた上で解くと、ミスも減るし。

２年目こんなに合格すると思わなかった。
自分でもこんなに受かるとは思わなかったですね。岩手
受かっちゃった時に、もしかして俺岩手行くの？とか
思っちゃいましたね（笑）手応え全然無かったですよ。
数学もどんな感じだったか忘れたんですけど帰ってきた
ときにいつも一緒にいたグループが穴吹と俺と勝田（勝
田圭貴　川崎医科大進学）と加藤（加藤万紀子　川崎医
科大進学）が一緒にいて、物理組が４人なんですけど。
で、物理組死んだねみたいな、生物がけっこう簡単だっ
たぽくて。
近藤君（近藤悟　帝京大医学部進学）とかその辺のやつ
が、生物は簡単だったよって、そうなんだ、じゃあ物理
組は終わったねって、で蓋開けてみたらその４人は一応
１次全員通ってて、でも２次絶対無駄になるでしょ、行
くだけ無駄っしょってなって。で勝田と加藤はその日川
崎の２次行って、で俺と穴吹は一応受けに行って岩手、
そしたらなんか何故か正規っていうビックリしました。
そうすね、なんか２次試験が俺上手いらしくて。（笑）
いや１次受かったところ全部受かったんですよ。
岩手、金沢、埼玉、東医、東邦、日大すか。なんでかわ
かんないですけど。
　ああ、金沢の集団ですか？まあぼちぼちってとこです
かね、金沢は確かにけっこう回ってくるのが遅かったか
ら。なんか岩手と埼玉なら岩手に行きなさいって言われ
て。はいって（笑）しょうがないはいって感じで。母親
にですね。合宿で免許とって帰って来て、東医受かっ
て、あー良かった、岩手行かなくて済むわと思って帰っ
てきたくらいに東邦も受かって。で、３月後半とかに日
大が回ってきて。てか東医来た時点で他どうでもいいで
すけど。高校の先生に連絡したらびっくりしてました。
一応、進学先だけ言って。それってなんすか？合格実績
とかにするんですか？１人で何個もって。まあそうす
ね、多分歴代で初めてかも(笑)

石井先生の結論を出してくれるのが好き
　石井先生は結論をズバッと言っていたから、自分がそ
ういう人が好きなんですよね、はっきりしてる人が。な
んていうか結論を出してくれるから、相談しに行く意味
があると思うし、自分の気持ちを落ち着かせるために相
談行く人ってけっこう多いと思うんですけど、自分はそ
ういうのは意味ないと思うんで、スパッと知ってること
を教えてくれる人にいつも。自分の頭で考えて、無理だ
なとか自分では考えられないって思ったり、もっと他に
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意見あるかなって思ったときに聞くようにしてますね。
なによりもあのθの授業が週に２回あるってのが１週間
頑張れるあれだったかもしれないですね。そうですね、
疲れた時もなんかみんなの空気感読むのがプロなんで、
みんなが疲れてるなとかすぐわかるそうゆうときに励ま
してくれるとなんか、いつも励ましてくれる人に励まさ
れても「はい」って感じだけど、やっぱ正直な意見の人
が励ましてくれるとここ頑張ろうって時かって思えるか
ら、だから英語もすごいいろいろ教えてもらったけど、
男としてかっこいいなって思いましたね。英語以外のと
ころで。(笑)英語の先生っていうか人生の先生なのかもし
れないですね、ほんとにθがすごい。価値ある授業でし
た。授業中みんなにも勉強のことじゃなくても、次のい
つまでにこれができなかったら今年は無理だから諦めて
下さいみたいな(笑)そういうのもちゃんと包み隠さず言っ
てくれれば逆にそれができてればいいのかってのもある
し分かりやすくて。白黒はっきりってのが１番。やっぱ
りまだ知ってることが全然少ないからその…世界のこと
(笑)というか生きていく上で、自分では間違えることだら
けですから、でも自分が正しいと思ってやろうと思った
事は絶対やり切るようにしてますね。やらないと満足で
きないからやるようにしてる。

勉強は、性格別、タイプ別で違ってよいと思う。
たぶん１番大事なのが自分のタイプを正しく理解するこ
とだと思うんですけど。性格ですね。勉強に対する性
格？例えば自分の机、自習席は石井千媛（東京女子医科
大進学）と梶浦（梶浦淳史　日本医科大進学）と自分
だったんですよ。まあその２人は自習時間ほとんど立た
ないし毎日９時までちゃんとやってスパッと帰るって言
う感じですごい集中してまじめにやるっていう感じの人
たちで、だからそれで２人とも結局受かってるし、自分
はそういうことがなんか自習時間がなんかトイレとか自
販機とか行きたくなっちゃうからその分自分は朝早く来
て、全体を長くすることで途中の集中力切れるのをカ
バーするみたいなのでやってたんですけど、別に集中で
きない人が無理して机にへばりつく必要はないかなって
思って。だから自分のタイプ考えて、さっき言った通り
自分は勉強だけだと効率下がっちゃうからしゃべった
り、ジム行ったり切替をハッキリさせるみたいな。ちゃ
んと机向かって一定時間しっかりやろうとかそれはもち
ろん大事だと思うんですけど自分に合ったやり方です
ね、人によりますね、みんながそれで成功するってわけ
じゃたぶんないから、でもそれに気づくのも難しいんで
すけど(笑)１浪目の夏終わりくらいですかね？いろいろ
やっていくうちに自分はちゃんと休憩をはさんだ方が効
率が上がるってのに気付きましたね。

医学部を目指すいい仲間と巡り合えた
やっぱみんなつらいじゃないですか、勉強が嫌いとか
じゃないんですけど、毎日同じことやってるってのがき
つくなることがあるから、そうゆう時にどこまでやっ

た？とか聞いて、俺は今日もちゃんとノルマを達成した
よって言ったらじゃあ私も頑張ろうみたいな言って、最
後の方は９時半まで絶対やってから帰るとかお互い決め
て、正直それめちゃくちゃデカかったから。でも、そん
ないい人と巡り合えることとか珍しいと思うんですけ
ど、そういうことがあったら格段に上がるかなって。そ
うですね１人で戦えたら強いと思うんですけど、みんな
医学部目指してるってのはこの塾の強みでもあると思う
し、だったら同じこと学ぶ仲だし。ほんとに信頼してる
人にはなんとなく話したりするけど、それでもあんま
り、まずストレスが溜まんないですけど溜まった時もあ
んまりださないですね。なんかダサいなと思ってるんで
すよね(笑)まあ自分には合ってたってだけなんですけど
ね。たまたま自分は上手くいったってだけで。代官山
じゃなかったらまぁ２年では無理でしょうねっていう(笑)
もしかしたら、岩手とかに行っちゃってたかもしれない
ですね。なんか東医上手くいっちゃったって感じなんで
すけど、運も良かったし、２年間この塾でやってたこと
も上手く受験に合わせる事ができて。そうですね、自分
はどっちかって言うと解答がちゃんとある方が好きだっ
たから、テキストってよりかは配られた問題集を何回か
やるっていう、授業出れば解答あるんですけど、ノート
汚いし。見返す気になれないノートなんですよね自分の
ノートは、字が汚いから。(笑)
数学（MT）は１回十何位みたいのがあってその時は。２
年目の最初の方っすね。それからは落ちる一方です(笑)
最後に代官山MEDICALありがとうございました。

卒 業 生 が 語 る
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石井先生にズバっと結論出して

もらい、迷いを解消して

自分を変えていった。
東京医科大進学　須藤幹君(東京成徳大学高校卒)

代官山MEDICALを知ったきっかけ
１番最初は相川咲子（東京医科大進学）が現役の時同じ
予備校だったんですけど。はい。まあそれで２月ぐらい
に決めてて、でそっちの予備校でここの課題とかやって
たんですよ。現役のときのとこは、自分からけっこうガ
ツガツやれる系じゃないとやってけないかなって感じ
だったんで。1年目、A10ですね。授業はちゃんと受けて
けっこうまじめに質問したり。友達関係も、ま、そうっ
すね。いい友達と巡り合えてるかもしれないっすね。東
医に受かるとは思いませんでしたよね。でも寮は汚いで
すけど、学校の目の前だから寮はたまり場として使われ
るって感じですね。(笑)外部からの泊まりはないです。い
やまあ普通に学校に泊まりますね。そっすね、２４時間
空いてるから。代官山生たくさんいますね。なんか
チューターで来てる人見たことあるなって人、何人かい
たんですよね。

頭と筋肉両方鍛えていた
浪人の時から頭も鍛えてたかもしれないけど筋肉も鍛え
てました(笑)。勉強だけだったらやばいなーと思って、な
んかするならジム行くかなって。リアルゴールドとか飲
んで、１年目はそこのエスフォルタに。いやぼちぼち、
空いてるんで夜は。で、１１時までかな？１１時まで
やってて、９時に終わって行ってやって家帰ってみたい
な。吉見さん（吉見侑大　聖マリアンナ医科大進学）い
ましたね。たまに会いました。ジムは石井先生と相談し
て、運動したらみたいなこと言ってもらって。で次の
日、朝からですね。でも運動した方が朝起きられました
ね。はい、なんか疲労が抜ける感じで。ずっと座ってる
のが無理なんで。

勉強に集中できない性格だった
自分全部勉強ってのができないタイプでそれができたら
多分１浪目で受かったんですけどそれができない、１浪
目もたぶんなんとなく切替は出来るんですけど、ずっと
勉強ってのが厳しいから、必然的に２年間かかったって
いう。２年目の春…あー、そうすね最初のクラス分けが
良い感じになんか２号館行けちゃって「あれ？」って言
う感じでしたね。
でも、出来ない上にミスもするとか。マンスリーはやっ
ぱり実力だから頑張るって言うか当日やる気になれば点
数はまあそれ次第っていう感じ。ウィークリーはまじめ
じゃないとやっぱ厳しい。

とにかく東医に行きたい。
なんか結局どこ受かっても東医行きたいと思ってたん
で。はい、親にも日医受けろって言われたときにもし受
かっても東医受かってたら絶対東医ねって言ってたん
で、受けるだけ受けるけどって。　もう東医が良かった
ですね。東医の立地がいいじゃないですか？あと清水
（清水康喜　東京医科大進学）もいるし、清水けっこう

デカいんですよね。仲良かったですね、ずっと一緒にい
たんで。そうなんですよ、めっちゃいいやつなんで(笑)マ
ジ賢いですね。今は清水もいるグループでテスト前とか
泊まって勉強したりしてます。そうっすねほんとに、友
達には恵まれてるなって。

英語とかで印象濃かった先生は　
英語ですか？…まあどの先生も割と情報構造ってのをや
る塾ってあるのかなと思うんですけど。なんか新情報・
旧情報みたいなのの読み取り方、それけっこう自分が勉
強してなかっただけなのかもしれないけど、この塾に来
て初めて知って、元から英文読むのは好きだったからそ
ういう読み方もあるのかって。そうですね、その形から
情報を抜く順番がわかるみたいな。そうですね、石井先
生もだし、いろんな先生がちょっと難しいって言うか、
ハイレベルなことを教えてるのかなと思ったんですけど
それがなんか、はまったって言うか、ちょっと行き詰っ
た時、他の視点から見れるようになった。

苦手な数学は
１年目はほんとなんか、なんとなく授業受けてただけで
流して。はい、復習も全然出来てなかったし。ま、それ
はダメだよなって感じで、１年目の冬から五十嵐先生に
ずっと注意してもらって。ちゃんと基本から付き合って
くれるから、自分のレベルとしてそのやり方としてやっ
てたのと、あと２年目は典さんの授業、A1の典さんの授
業がめっちゃ盛り上がってるから５集６集とかですか
ね？冬期講習の前ですかね？すごい盛り上がって、みん
なすごい意見めっちゃ言うんですよ。これこうやってや
るやり方どうなんですかみたいな、そういう授業だった
からすごい印象的ですね。本来はみんな普段からそんな

感じでいいと思うんだけど、そういう雰囲気になれない
じゃないですかやっぱまだ仲良くないとか、でもA1みん
なすごい仲良くて、キャラも濃かったんですよ。
大体受かっちゃいましたね。だからそういうクラスが受
かるのかなって思いましたね、賑やかなところが。自分
の考えを授業中に言って、だから授業中に言って先生が
教えてくれるから解決できるし。
最後の最後にさすがに数学がやばいと思ってちょっと
やったんですよ。テキストの復習なんですけどそれは２
年間２４か月の内最後の３か月とかなんで２０か月くら
い避けてきたことを最後の最後に。たぶんそれなかった
ら受かってなかったし受かってたとしても。１次止まり
だったかなって思いますね。

化学は三上先生の教え方がはっきりしている。
　化学は１年目からずっと三上先生にお世話になってま
したね。はっきりしてるところが自分的には楽だった。
なんか、これは覚えるしかないとかこれは別に覚えなく
てもできるとか、なんか優しい先生だと難しいな(笑)あ
の、優しい先生の場合だとはっきり言ってくれない時が
あるからそれがちょっと自分はなんだろなってなっちゃ
うから。三上先生中間がなくて、いらないかいるか。な
んかしっかり言ってくれるんですよね。解き方もなんか
解くスピードは速いけど、自分はめっちゃ式書いて解
くってよりは頭でちょっと考えてから解く方が好きなん
で、三上先生の解き方はけっこう。そうすね中学校まで
数学１番得意だったんですけど。高校から覚えることが
増えて、ああ厳しいなっていう(笑)感じですかね。だから
物理はけっこう好きでしたね。
てか原理を知ってれば、どういう風にきても解けるって
言うのがおもしろいですよね。

物理は寺澤先生の半導体が印象に残った。
物理は小澤先生と寺澤先生みたいな感じですかね(笑)そう
すね、なんかほんと寺澤先生の授業はおもしろいし、覚
えるところをまとめて１番簡単にまとめてくれるからす
ごい良かったし。そうすね、まあほんとに凄いなって感
じで(笑)１年中あれやってんのが。ほんとに面白かったで
す。なんか半導体の授業の時が、爆発的におもしろく
て。例え、なんか半導体の説明するときに、キャリアと
かの説明の時になんかたとえ話をしているのがすごい面
白くて、それを穴吹（穴吹智弘　東京医科大進学）と今
でも、寺澤先生・半導体・マジヤバいみたいな。別に今
言っても面白くないんですけどなんか、絵とかいろいろ
書いてやってくれて。最後は物理の方が得意になったか
もしれないです。
あと小澤先生にすごい助けてもらって。小澤先生は優し
いけど授業はけっこうえぐい。むずいってよりは条件を
１つ少なくして自分で場合分けやるみたいな。それすご
い役に立ちましたね、なんかその可能性を考えるとか。
小澤先生がその時に白板に書くんですけど、ほんとに最
低限の事だけ書いてこの後の運動を予測するみたいな。

けっこう難しい。例えば運動するのは電場と磁場とかの
価電子の動きとか、最初の初速度がこれ以上だったら
こっちこうやってこれ残るけどっていろいろ自分で場合
分けしながらやるみたいな。
自分で場合分けするってことはないけど問題が出た時に
そういうパターンで来るんでしょ？みたいな。小問で場
合分けしてくるじゃないですか問題が、そのパターンを
なんとなく予測できた上で解くと、ミスも減るし。

２年目こんなに合格すると思わなかった。
自分でもこんなに受かるとは思わなかったですね。岩手
受かっちゃった時に、もしかして俺岩手行くの？とか
思っちゃいましたね（笑）手応え全然無かったですよ。
数学もどんな感じだったか忘れたんですけど帰ってきた
ときにいつも一緒にいたグループが穴吹と俺と勝田（勝
田圭貴　川崎医科大進学）と加藤（加藤万紀子　川崎医
科大進学）が一緒にいて、物理組が４人なんですけど。
で、物理組死んだねみたいな、生物がけっこう簡単だっ
たぽくて。
近藤君（近藤悟　帝京大医学部進学）とかその辺のやつ
が、生物は簡単だったよって、そうなんだ、じゃあ物理
組は終わったねって、で蓋開けてみたらその４人は一応
１次全員通ってて、でも２次絶対無駄になるでしょ、行
くだけ無駄っしょってなって。で勝田と加藤はその日川
崎の２次行って、で俺と穴吹は一応受けに行って岩手、
そしたらなんか何故か正規っていうビックリしました。
そうすね、なんか２次試験が俺上手いらしくて。（笑）
いや１次受かったところ全部受かったんですよ。
岩手、金沢、埼玉、東医、東邦、日大すか。なんでかわ
かんないですけど。
　ああ、金沢の集団ですか？まあぼちぼちってとこです
かね、金沢は確かにけっこう回ってくるのが遅かったか
ら。なんか岩手と埼玉なら岩手に行きなさいって言われ
て。はいって（笑）しょうがないはいって感じで。母親
にですね。合宿で免許とって帰って来て、東医受かっ
て、あー良かった、岩手行かなくて済むわと思って帰っ
てきたくらいに東邦も受かって。で、３月後半とかに日
大が回ってきて。てか東医来た時点で他どうでもいいで
すけど。高校の先生に連絡したらびっくりしてました。
一応、進学先だけ言って。それってなんすか？合格実績
とかにするんですか？１人で何個もって。まあそうす
ね、多分歴代で初めてかも(笑)

石井先生の結論を出してくれるのが好き
　石井先生は結論をズバッと言っていたから、自分がそ
ういう人が好きなんですよね、はっきりしてる人が。な
んていうか結論を出してくれるから、相談しに行く意味
があると思うし、自分の気持ちを落ち着かせるために相
談行く人ってけっこう多いと思うんですけど、自分はそ
ういうのは意味ないと思うんで、スパッと知ってること
を教えてくれる人にいつも。自分の頭で考えて、無理だ
なとか自分では考えられないって思ったり、もっと他に
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意見あるかなって思ったときに聞くようにしてますね。
なによりもあのθの授業が週に２回あるってのが１週間
頑張れるあれだったかもしれないですね。そうですね、
疲れた時もなんかみんなの空気感読むのがプロなんで、
みんなが疲れてるなとかすぐわかるそうゆうときに励ま
してくれるとなんか、いつも励ましてくれる人に励まさ
れても「はい」って感じだけど、やっぱ正直な意見の人
が励ましてくれるとここ頑張ろうって時かって思えるか
ら、だから英語もすごいいろいろ教えてもらったけど、
男としてかっこいいなって思いましたね。英語以外のと
ころで。(笑)英語の先生っていうか人生の先生なのかもし
れないですね、ほんとにθがすごい。価値ある授業でし
た。授業中みんなにも勉強のことじゃなくても、次のい
つまでにこれができなかったら今年は無理だから諦めて
下さいみたいな(笑)そういうのもちゃんと包み隠さず言っ
てくれれば逆にそれができてればいいのかってのもある
し分かりやすくて。白黒はっきりってのが１番。やっぱ
りまだ知ってることが全然少ないからその…世界のこと
(笑)というか生きていく上で、自分では間違えることだら
けですから、でも自分が正しいと思ってやろうと思った
事は絶対やり切るようにしてますね。やらないと満足で
きないからやるようにしてる。

勉強は、性格別、タイプ別で違ってよいと思う。
たぶん１番大事なのが自分のタイプを正しく理解するこ
とだと思うんですけど。性格ですね。勉強に対する性
格？例えば自分の机、自習席は石井千媛（東京女子医科
大進学）と梶浦（梶浦淳史　日本医科大進学）と自分
だったんですよ。まあその２人は自習時間ほとんど立た
ないし毎日９時までちゃんとやってスパッと帰るって言
う感じですごい集中してまじめにやるっていう感じの人
たちで、だからそれで２人とも結局受かってるし、自分
はそういうことがなんか自習時間がなんかトイレとか自
販機とか行きたくなっちゃうからその分自分は朝早く来
て、全体を長くすることで途中の集中力切れるのをカ
バーするみたいなのでやってたんですけど、別に集中で
きない人が無理して机にへばりつく必要はないかなって
思って。だから自分のタイプ考えて、さっき言った通り
自分は勉強だけだと効率下がっちゃうからしゃべった
り、ジム行ったり切替をハッキリさせるみたいな。ちゃ
んと机向かって一定時間しっかりやろうとかそれはもち
ろん大事だと思うんですけど自分に合ったやり方です
ね、人によりますね、みんながそれで成功するってわけ
じゃたぶんないから、でもそれに気づくのも難しいんで
すけど(笑)１浪目の夏終わりくらいですかね？いろいろ
やっていくうちに自分はちゃんと休憩をはさんだ方が効
率が上がるってのに気付きましたね。

医学部を目指すいい仲間と巡り合えた
やっぱみんなつらいじゃないですか、勉強が嫌いとか
じゃないんですけど、毎日同じことやってるってのがき
つくなることがあるから、そうゆう時にどこまでやっ

た？とか聞いて、俺は今日もちゃんとノルマを達成した
よって言ったらじゃあ私も頑張ろうみたいな言って、最
後の方は９時半まで絶対やってから帰るとかお互い決め
て、正直それめちゃくちゃデカかったから。でも、そん
ないい人と巡り合えることとか珍しいと思うんですけ
ど、そういうことがあったら格段に上がるかなって。そ
うですね１人で戦えたら強いと思うんですけど、みんな
医学部目指してるってのはこの塾の強みでもあると思う
し、だったら同じこと学ぶ仲だし。ほんとに信頼してる
人にはなんとなく話したりするけど、それでもあんま
り、まずストレスが溜まんないですけど溜まった時もあ
んまりださないですね。なんかダサいなと思ってるんで
すよね(笑)まあ自分には合ってたってだけなんですけど
ね。たまたま自分は上手くいったってだけで。代官山
じゃなかったらまぁ２年では無理でしょうねっていう(笑)
もしかしたら、岩手とかに行っちゃってたかもしれない
ですね。なんか東医上手くいっちゃったって感じなんで
すけど、運も良かったし、２年間この塾でやってたこと
も上手く受験に合わせる事ができて。そうですね、自分
はどっちかって言うと解答がちゃんとある方が好きだっ
たから、テキストってよりかは配られた問題集を何回か
やるっていう、授業出れば解答あるんですけど、ノート
汚いし。見返す気になれないノートなんですよね自分の
ノートは、字が汚いから。(笑)
数学（MT）は１回十何位みたいのがあってその時は。２
年目の最初の方っすね。それからは落ちる一方です(笑)
最後に代官山MEDICALありがとうございました。
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代官山MEDICALを知ったきっかけ
１番最初は相川咲子（東京医科大進学）が現役の時同じ
予備校だったんですけど。はい。まあそれで２月ぐらい
に決めてて、でそっちの予備校でここの課題とかやって
たんですよ。現役のときのとこは、自分からけっこうガ
ツガツやれる系じゃないとやってけないかなって感じ
だったんで。1年目、A10ですね。授業はちゃんと受けて
けっこうまじめに質問したり。友達関係も、ま、そうっ
すね。いい友達と巡り合えてるかもしれないっすね。東
医に受かるとは思いませんでしたよね。でも寮は汚いで
すけど、学校の目の前だから寮はたまり場として使われ
るって感じですね。(笑)外部からの泊まりはないです。い
やまあ普通に学校に泊まりますね。そっすね、２４時間
空いてるから。代官山生たくさんいますね。なんか
チューターで来てる人見たことあるなって人、何人かい
たんですよね。

頭と筋肉両方鍛えていた
浪人の時から頭も鍛えてたかもしれないけど筋肉も鍛え
てました(笑)。勉強だけだったらやばいなーと思って、な
んかするならジム行くかなって。リアルゴールドとか飲
んで、１年目はそこのエスフォルタに。いやぼちぼち、
空いてるんで夜は。で、１１時までかな？１１時まで
やってて、９時に終わって行ってやって家帰ってみたい
な。吉見さん（吉見侑大　聖マリアンナ医科大進学）い
ましたね。たまに会いました。ジムは石井先生と相談し
て、運動したらみたいなこと言ってもらって。で次の
日、朝からですね。でも運動した方が朝起きられました
ね。はい、なんか疲労が抜ける感じで。ずっと座ってる
のが無理なんで。

勉強に集中できない性格だった
自分全部勉強ってのができないタイプでそれができたら
多分１浪目で受かったんですけどそれができない、１浪
目もたぶんなんとなく切替は出来るんですけど、ずっと
勉強ってのが厳しいから、必然的に２年間かかったって
いう。２年目の春…あー、そうすね最初のクラス分けが
良い感じになんか２号館行けちゃって「あれ？」って言
う感じでしたね。
でも、出来ない上にミスもするとか。マンスリーはやっ
ぱり実力だから頑張るって言うか当日やる気になれば点
数はまあそれ次第っていう感じ。ウィークリーはまじめ
じゃないとやっぱ厳しい。

とにかく東医に行きたい。
なんか結局どこ受かっても東医行きたいと思ってたん
で。はい、親にも日医受けろって言われたときにもし受
かっても東医受かってたら絶対東医ねって言ってたん
で、受けるだけ受けるけどって。　もう東医が良かった
ですね。東医の立地がいいじゃないですか？あと清水
（清水康喜　東京医科大進学）もいるし、清水けっこう

デカいんですよね。仲良かったですね、ずっと一緒にい
たんで。そうなんですよ、めっちゃいいやつなんで(笑)マ
ジ賢いですね。今は清水もいるグループでテスト前とか
泊まって勉強したりしてます。そうっすねほんとに、友
達には恵まれてるなって。

英語とかで印象濃かった先生は　
英語ですか？…まあどの先生も割と情報構造ってのをや
る塾ってあるのかなと思うんですけど。なんか新情報・
旧情報みたいなのの読み取り方、それけっこう自分が勉
強してなかっただけなのかもしれないけど、この塾に来
て初めて知って、元から英文読むのは好きだったからそ
ういう読み方もあるのかって。そうですね、その形から
情報を抜く順番がわかるみたいな。そうですね、石井先
生もだし、いろんな先生がちょっと難しいって言うか、
ハイレベルなことを教えてるのかなと思ったんですけど
それがなんか、はまったって言うか、ちょっと行き詰っ
た時、他の視点から見れるようになった。

苦手な数学は
１年目はほんとなんか、なんとなく授業受けてただけで
流して。はい、復習も全然出来てなかったし。ま、それ
はダメだよなって感じで、１年目の冬から五十嵐先生に
ずっと注意してもらって。ちゃんと基本から付き合って
くれるから、自分のレベルとしてそのやり方としてやっ
てたのと、あと２年目は典さんの授業、A1の典さんの授
業がめっちゃ盛り上がってるから５集６集とかですか
ね？冬期講習の前ですかね？すごい盛り上がって、みん
なすごい意見めっちゃ言うんですよ。これこうやってや
るやり方どうなんですかみたいな、そういう授業だった
からすごい印象的ですね。本来はみんな普段からそんな

感じでいいと思うんだけど、そういう雰囲気になれない
じゃないですかやっぱまだ仲良くないとか、でもA1みん
なすごい仲良くて、キャラも濃かったんですよ。
大体受かっちゃいましたね。だからそういうクラスが受
かるのかなって思いましたね、賑やかなところが。自分
の考えを授業中に言って、だから授業中に言って先生が
教えてくれるから解決できるし。
最後の最後にさすがに数学がやばいと思ってちょっと
やったんですよ。テキストの復習なんですけどそれは２
年間２４か月の内最後の３か月とかなんで２０か月くら
い避けてきたことを最後の最後に。たぶんそれなかった
ら受かってなかったし受かってたとしても。１次止まり
だったかなって思いますね。

化学は三上先生の教え方がはっきりしている。
　化学は１年目からずっと三上先生にお世話になってま
したね。はっきりしてるところが自分的には楽だった。
なんか、これは覚えるしかないとかこれは別に覚えなく
てもできるとか、なんか優しい先生だと難しいな(笑)あ
の、優しい先生の場合だとはっきり言ってくれない時が
あるからそれがちょっと自分はなんだろなってなっちゃ
うから。三上先生中間がなくて、いらないかいるか。な
んかしっかり言ってくれるんですよね。解き方もなんか
解くスピードは速いけど、自分はめっちゃ式書いて解
くってよりは頭でちょっと考えてから解く方が好きなん
で、三上先生の解き方はけっこう。そうすね中学校まで
数学１番得意だったんですけど。高校から覚えることが
増えて、ああ厳しいなっていう(笑)感じですかね。だから
物理はけっこう好きでしたね。
てか原理を知ってれば、どういう風にきても解けるって
言うのがおもしろいですよね。

物理は寺澤先生の半導体が印象に残った。
物理は小澤先生と寺澤先生みたいな感じですかね(笑)そう
すね、なんかほんと寺澤先生の授業はおもしろいし、覚
えるところをまとめて１番簡単にまとめてくれるからす
ごい良かったし。そうすね、まあほんとに凄いなって感
じで(笑)１年中あれやってんのが。ほんとに面白かったで
す。なんか半導体の授業の時が、爆発的におもしろく
て。例え、なんか半導体の説明するときに、キャリアと
かの説明の時になんかたとえ話をしているのがすごい面
白くて、それを穴吹（穴吹智弘　東京医科大進学）と今
でも、寺澤先生・半導体・マジヤバいみたいな。別に今
言っても面白くないんですけどなんか、絵とかいろいろ
書いてやってくれて。最後は物理の方が得意になったか
もしれないです。
あと小澤先生にすごい助けてもらって。小澤先生は優し
いけど授業はけっこうえぐい。むずいってよりは条件を
１つ少なくして自分で場合分けやるみたいな。それすご
い役に立ちましたね、なんかその可能性を考えるとか。
小澤先生がその時に白板に書くんですけど、ほんとに最
低限の事だけ書いてこの後の運動を予測するみたいな。

けっこう難しい。例えば運動するのは電場と磁場とかの
価電子の動きとか、最初の初速度がこれ以上だったら
こっちこうやってこれ残るけどっていろいろ自分で場合
分けしながらやるみたいな。
自分で場合分けするってことはないけど問題が出た時に
そういうパターンで来るんでしょ？みたいな。小問で場
合分けしてくるじゃないですか問題が、そのパターンを
なんとなく予測できた上で解くと、ミスも減るし。

２年目こんなに合格すると思わなかった。
自分でもこんなに受かるとは思わなかったですね。岩手
受かっちゃった時に、もしかして俺岩手行くの？とか
思っちゃいましたね（笑）手応え全然無かったですよ。
数学もどんな感じだったか忘れたんですけど帰ってきた
ときにいつも一緒にいたグループが穴吹と俺と勝田（勝
田圭貴　川崎医科大進学）と加藤（加藤万紀子　川崎医
科大進学）が一緒にいて、物理組が４人なんですけど。
で、物理組死んだねみたいな、生物がけっこう簡単だっ
たぽくて。
近藤君（近藤悟　帝京大医学部進学）とかその辺のやつ
が、生物は簡単だったよって、そうなんだ、じゃあ物理
組は終わったねって、で蓋開けてみたらその４人は一応
１次全員通ってて、でも２次絶対無駄になるでしょ、行
くだけ無駄っしょってなって。で勝田と加藤はその日川
崎の２次行って、で俺と穴吹は一応受けに行って岩手、
そしたらなんか何故か正規っていうビックリしました。
そうすね、なんか２次試験が俺上手いらしくて。（笑）
いや１次受かったところ全部受かったんですよ。
岩手、金沢、埼玉、東医、東邦、日大すか。なんでかわ
かんないですけど。
　ああ、金沢の集団ですか？まあぼちぼちってとこです
かね、金沢は確かにけっこう回ってくるのが遅かったか
ら。なんか岩手と埼玉なら岩手に行きなさいって言われ
て。はいって（笑）しょうがないはいって感じで。母親
にですね。合宿で免許とって帰って来て、東医受かっ
て、あー良かった、岩手行かなくて済むわと思って帰っ
てきたくらいに東邦も受かって。で、３月後半とかに日
大が回ってきて。てか東医来た時点で他どうでもいいで
すけど。高校の先生に連絡したらびっくりしてました。
一応、進学先だけ言って。それってなんすか？合格実績
とかにするんですか？１人で何個もって。まあそうす
ね、多分歴代で初めてかも(笑)

石井先生の結論を出してくれるのが好き
　石井先生は結論をズバッと言っていたから、自分がそ
ういう人が好きなんですよね、はっきりしてる人が。な
んていうか結論を出してくれるから、相談しに行く意味
があると思うし、自分の気持ちを落ち着かせるために相
談行く人ってけっこう多いと思うんですけど、自分はそ
ういうのは意味ないと思うんで、スパッと知ってること
を教えてくれる人にいつも。自分の頭で考えて、無理だ
なとか自分では考えられないって思ったり、もっと他に
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意見あるかなって思ったときに聞くようにしてますね。
なによりもあのθの授業が週に２回あるってのが１週間
頑張れるあれだったかもしれないですね。そうですね、
疲れた時もなんかみんなの空気感読むのがプロなんで、
みんなが疲れてるなとかすぐわかるそうゆうときに励ま
してくれるとなんか、いつも励ましてくれる人に励まさ
れても「はい」って感じだけど、やっぱ正直な意見の人
が励ましてくれるとここ頑張ろうって時かって思えるか
ら、だから英語もすごいいろいろ教えてもらったけど、
男としてかっこいいなって思いましたね。英語以外のと
ころで。(笑)英語の先生っていうか人生の先生なのかもし
れないですね、ほんとにθがすごい。価値ある授業でし
た。授業中みんなにも勉強のことじゃなくても、次のい
つまでにこれができなかったら今年は無理だから諦めて
下さいみたいな(笑)そういうのもちゃんと包み隠さず言っ
てくれれば逆にそれができてればいいのかってのもある
し分かりやすくて。白黒はっきりってのが１番。やっぱ
りまだ知ってることが全然少ないからその…世界のこと
(笑)というか生きていく上で、自分では間違えることだら
けですから、でも自分が正しいと思ってやろうと思った
事は絶対やり切るようにしてますね。やらないと満足で
きないからやるようにしてる。

勉強は、性格別、タイプ別で違ってよいと思う。
たぶん１番大事なのが自分のタイプを正しく理解するこ
とだと思うんですけど。性格ですね。勉強に対する性
格？例えば自分の机、自習席は石井千媛（東京女子医科
大進学）と梶浦（梶浦淳史　日本医科大進学）と自分
だったんですよ。まあその２人は自習時間ほとんど立た
ないし毎日９時までちゃんとやってスパッと帰るって言
う感じですごい集中してまじめにやるっていう感じの人
たちで、だからそれで２人とも結局受かってるし、自分
はそういうことがなんか自習時間がなんかトイレとか自
販機とか行きたくなっちゃうからその分自分は朝早く来
て、全体を長くすることで途中の集中力切れるのをカ
バーするみたいなのでやってたんですけど、別に集中で
きない人が無理して机にへばりつく必要はないかなって
思って。だから自分のタイプ考えて、さっき言った通り
自分は勉強だけだと効率下がっちゃうからしゃべった
り、ジム行ったり切替をハッキリさせるみたいな。ちゃ
んと机向かって一定時間しっかりやろうとかそれはもち
ろん大事だと思うんですけど自分に合ったやり方です
ね、人によりますね、みんながそれで成功するってわけ
じゃたぶんないから、でもそれに気づくのも難しいんで
すけど(笑)１浪目の夏終わりくらいですかね？いろいろ
やっていくうちに自分はちゃんと休憩をはさんだ方が効
率が上がるってのに気付きましたね。

医学部を目指すいい仲間と巡り合えた
やっぱみんなつらいじゃないですか、勉強が嫌いとか
じゃないんですけど、毎日同じことやってるってのがき
つくなることがあるから、そうゆう時にどこまでやっ

た？とか聞いて、俺は今日もちゃんとノルマを達成した
よって言ったらじゃあ私も頑張ろうみたいな言って、最
後の方は９時半まで絶対やってから帰るとかお互い決め
て、正直それめちゃくちゃデカかったから。でも、そん
ないい人と巡り合えることとか珍しいと思うんですけ
ど、そういうことがあったら格段に上がるかなって。そ
うですね１人で戦えたら強いと思うんですけど、みんな
医学部目指してるってのはこの塾の強みでもあると思う
し、だったら同じこと学ぶ仲だし。ほんとに信頼してる
人にはなんとなく話したりするけど、それでもあんま
り、まずストレスが溜まんないですけど溜まった時もあ
んまりださないですね。なんかダサいなと思ってるんで
すよね(笑)まあ自分には合ってたってだけなんですけど
ね。たまたま自分は上手くいったってだけで。代官山
じゃなかったらまぁ２年では無理でしょうねっていう(笑)
もしかしたら、岩手とかに行っちゃってたかもしれない
ですね。なんか東医上手くいっちゃったって感じなんで
すけど、運も良かったし、２年間この塾でやってたこと
も上手く受験に合わせる事ができて。そうですね、自分
はどっちかって言うと解答がちゃんとある方が好きだっ
たから、テキストってよりかは配られた問題集を何回か
やるっていう、授業出れば解答あるんですけど、ノート
汚いし。見返す気になれないノートなんですよね自分の
ノートは、字が汚いから。(笑)
数学（MT）は１回十何位みたいのがあってその時は。２
年目の最初の方っすね。それからは落ちる一方です(笑)
最後に代官山MEDICALありがとうございました。

代官山MEDICALを知ったきっかけ
１番最初は相川咲子（東京医科大進学）が現役の時同じ
予備校だったんですけど。はい。まあそれで２月ぐらい
に決めてて、でそっちの予備校でここの課題とかやって
たんですよ。現役のときのとこは、自分からけっこうガ
ツガツやれる系じゃないとやってけないかなって感じ
だったんで。1年目、A10ですね。授業はちゃんと受けて
けっこうまじめに質問したり。友達関係も、ま、そうっ
すね。いい友達と巡り合えてるかもしれないっすね。東
医に受かるとは思いませんでしたよね。でも寮は汚いで
すけど、学校の目の前だから寮はたまり場として使われ
るって感じですね。(笑)外部からの泊まりはないです。い
やまあ普通に学校に泊まりますね。そっすね、２４時間
空いてるから。代官山生たくさんいますね。なんか
チューターで来てる人見たことあるなって人、何人かい
たんですよね。

頭と筋肉両方鍛えていた
浪人の時から頭も鍛えてたかもしれないけど筋肉も鍛え
てました(笑)。勉強だけだったらやばいなーと思って、な
んかするならジム行くかなって。リアルゴールドとか飲
んで、１年目はそこのエスフォルタに。いやぼちぼち、
空いてるんで夜は。で、１１時までかな？１１時まで
やってて、９時に終わって行ってやって家帰ってみたい
な。吉見さん（吉見侑大　聖マリアンナ医科大進学）い
ましたね。たまに会いました。ジムは石井先生と相談し
て、運動したらみたいなこと言ってもらって。で次の
日、朝からですね。でも運動した方が朝起きられました
ね。はい、なんか疲労が抜ける感じで。ずっと座ってる
のが無理なんで。

勉強に集中できない性格だった
自分全部勉強ってのができないタイプでそれができたら
多分１浪目で受かったんですけどそれができない、１浪
目もたぶんなんとなく切替は出来るんですけど、ずっと
勉強ってのが厳しいから、必然的に２年間かかったって
いう。２年目の春…あー、そうすね最初のクラス分けが
良い感じになんか２号館行けちゃって「あれ？」って言
う感じでしたね。
でも、出来ない上にミスもするとか。マンスリーはやっ
ぱり実力だから頑張るって言うか当日やる気になれば点
数はまあそれ次第っていう感じ。ウィークリーはまじめ
じゃないとやっぱ厳しい。

とにかく東医に行きたい。
なんか結局どこ受かっても東医行きたいと思ってたん
で。はい、親にも日医受けろって言われたときにもし受
かっても東医受かってたら絶対東医ねって言ってたん
で、受けるだけ受けるけどって。　もう東医が良かった
ですね。東医の立地がいいじゃないですか？あと清水
（清水康喜　東京医科大進学）もいるし、清水けっこう

デカいんですよね。仲良かったですね、ずっと一緒にい
たんで。そうなんですよ、めっちゃいいやつなんで(笑)マ
ジ賢いですね。今は清水もいるグループでテスト前とか
泊まって勉強したりしてます。そうっすねほんとに、友
達には恵まれてるなって。

英語とかで印象濃かった先生は　
英語ですか？…まあどの先生も割と情報構造ってのをや
る塾ってあるのかなと思うんですけど。なんか新情報・
旧情報みたいなのの読み取り方、それけっこう自分が勉
強してなかっただけなのかもしれないけど、この塾に来
て初めて知って、元から英文読むのは好きだったからそ
ういう読み方もあるのかって。そうですね、その形から
情報を抜く順番がわかるみたいな。そうですね、石井先
生もだし、いろんな先生がちょっと難しいって言うか、
ハイレベルなことを教えてるのかなと思ったんですけど
それがなんか、はまったって言うか、ちょっと行き詰っ
た時、他の視点から見れるようになった。

苦手な数学は
１年目はほんとなんか、なんとなく授業受けてただけで
流して。はい、復習も全然出来てなかったし。ま、それ
はダメだよなって感じで、１年目の冬から五十嵐先生に
ずっと注意してもらって。ちゃんと基本から付き合って
くれるから、自分のレベルとしてそのやり方としてやっ
てたのと、あと２年目は典さんの授業、A1の典さんの授
業がめっちゃ盛り上がってるから５集６集とかですか
ね？冬期講習の前ですかね？すごい盛り上がって、みん
なすごい意見めっちゃ言うんですよ。これこうやってや
るやり方どうなんですかみたいな、そういう授業だった
からすごい印象的ですね。本来はみんな普段からそんな

感じでいいと思うんだけど、そういう雰囲気になれない
じゃないですかやっぱまだ仲良くないとか、でもA1みん
なすごい仲良くて、キャラも濃かったんですよ。
大体受かっちゃいましたね。だからそういうクラスが受
かるのかなって思いましたね、賑やかなところが。自分
の考えを授業中に言って、だから授業中に言って先生が
教えてくれるから解決できるし。
最後の最後にさすがに数学がやばいと思ってちょっと
やったんですよ。テキストの復習なんですけどそれは２
年間２４か月の内最後の３か月とかなんで２０か月くら
い避けてきたことを最後の最後に。たぶんそれなかった
ら受かってなかったし受かってたとしても。１次止まり
だったかなって思いますね。

化学は三上先生の教え方がはっきりしている。
　化学は１年目からずっと三上先生にお世話になってま
したね。はっきりしてるところが自分的には楽だった。
なんか、これは覚えるしかないとかこれは別に覚えなく
てもできるとか、なんか優しい先生だと難しいな(笑)あ
の、優しい先生の場合だとはっきり言ってくれない時が
あるからそれがちょっと自分はなんだろなってなっちゃ
うから。三上先生中間がなくて、いらないかいるか。な
んかしっかり言ってくれるんですよね。解き方もなんか
解くスピードは速いけど、自分はめっちゃ式書いて解
くってよりは頭でちょっと考えてから解く方が好きなん
で、三上先生の解き方はけっこう。そうすね中学校まで
数学１番得意だったんですけど。高校から覚えることが
増えて、ああ厳しいなっていう(笑)感じですかね。だから
物理はけっこう好きでしたね。
てか原理を知ってれば、どういう風にきても解けるって
言うのがおもしろいですよね。

物理は寺澤先生の半導体が印象に残った。
物理は小澤先生と寺澤先生みたいな感じですかね(笑)そう
すね、なんかほんと寺澤先生の授業はおもしろいし、覚
えるところをまとめて１番簡単にまとめてくれるからす
ごい良かったし。そうすね、まあほんとに凄いなって感
じで(笑)１年中あれやってんのが。ほんとに面白かったで
す。なんか半導体の授業の時が、爆発的におもしろく
て。例え、なんか半導体の説明するときに、キャリアと
かの説明の時になんかたとえ話をしているのがすごい面
白くて、それを穴吹（穴吹智弘　東京医科大進学）と今
でも、寺澤先生・半導体・マジヤバいみたいな。別に今
言っても面白くないんですけどなんか、絵とかいろいろ
書いてやってくれて。最後は物理の方が得意になったか
もしれないです。
あと小澤先生にすごい助けてもらって。小澤先生は優し
いけど授業はけっこうえぐい。むずいってよりは条件を
１つ少なくして自分で場合分けやるみたいな。それすご
い役に立ちましたね、なんかその可能性を考えるとか。
小澤先生がその時に白板に書くんですけど、ほんとに最
低限の事だけ書いてこの後の運動を予測するみたいな。

けっこう難しい。例えば運動するのは電場と磁場とかの
価電子の動きとか、最初の初速度がこれ以上だったら
こっちこうやってこれ残るけどっていろいろ自分で場合
分けしながらやるみたいな。
自分で場合分けするってことはないけど問題が出た時に
そういうパターンで来るんでしょ？みたいな。小問で場
合分けしてくるじゃないですか問題が、そのパターンを
なんとなく予測できた上で解くと、ミスも減るし。

２年目こんなに合格すると思わなかった。
自分でもこんなに受かるとは思わなかったですね。岩手
受かっちゃった時に、もしかして俺岩手行くの？とか
思っちゃいましたね（笑）手応え全然無かったですよ。
数学もどんな感じだったか忘れたんですけど帰ってきた
ときにいつも一緒にいたグループが穴吹と俺と勝田（勝
田圭貴　川崎医科大進学）と加藤（加藤万紀子　川崎医
科大進学）が一緒にいて、物理組が４人なんですけど。
で、物理組死んだねみたいな、生物がけっこう簡単だっ
たぽくて。
近藤君（近藤悟　帝京大医学部進学）とかその辺のやつ
が、生物は簡単だったよって、そうなんだ、じゃあ物理
組は終わったねって、で蓋開けてみたらその４人は一応
１次全員通ってて、でも２次絶対無駄になるでしょ、行
くだけ無駄っしょってなって。で勝田と加藤はその日川
崎の２次行って、で俺と穴吹は一応受けに行って岩手、
そしたらなんか何故か正規っていうビックリしました。
そうすね、なんか２次試験が俺上手いらしくて。（笑）
いや１次受かったところ全部受かったんですよ。
岩手、金沢、埼玉、東医、東邦、日大すか。なんでかわ
かんないですけど。
　ああ、金沢の集団ですか？まあぼちぼちってとこです
かね、金沢は確かにけっこう回ってくるのが遅かったか
ら。なんか岩手と埼玉なら岩手に行きなさいって言われ
て。はいって（笑）しょうがないはいって感じで。母親
にですね。合宿で免許とって帰って来て、東医受かっ
て、あー良かった、岩手行かなくて済むわと思って帰っ
てきたくらいに東邦も受かって。で、３月後半とかに日
大が回ってきて。てか東医来た時点で他どうでもいいで
すけど。高校の先生に連絡したらびっくりしてました。
一応、進学先だけ言って。それってなんすか？合格実績
とかにするんですか？１人で何個もって。まあそうす
ね、多分歴代で初めてかも(笑)

石井先生の結論を出してくれるのが好き
　石井先生は結論をズバッと言っていたから、自分がそ
ういう人が好きなんですよね、はっきりしてる人が。な
んていうか結論を出してくれるから、相談しに行く意味
があると思うし、自分の気持ちを落ち着かせるために相
談行く人ってけっこう多いと思うんですけど、自分はそ
ういうのは意味ないと思うんで、スパッと知ってること
を教えてくれる人にいつも。自分の頭で考えて、無理だ
なとか自分では考えられないって思ったり、もっと他に

意見あるかなって思ったときに聞くようにしてますね。
なによりもあのθの授業が週に２回あるってのが１週間
頑張れるあれだったかもしれないですね。そうですね、
疲れた時もなんかみんなの空気感読むのがプロなんで、
みんなが疲れてるなとかすぐわかるそうゆうときに励ま
してくれるとなんか、いつも励ましてくれる人に励まさ
れても「はい」って感じだけど、やっぱ正直な意見の人
が励ましてくれるとここ頑張ろうって時かって思えるか
ら、だから英語もすごいいろいろ教えてもらったけど、
男としてかっこいいなって思いましたね。英語以外のと
ころで。(笑)英語の先生っていうか人生の先生なのかもし
れないですね、ほんとにθがすごい。価値ある授業でし
た。授業中みんなにも勉強のことじゃなくても、次のい
つまでにこれができなかったら今年は無理だから諦めて
下さいみたいな(笑)そういうのもちゃんと包み隠さず言っ
てくれれば逆にそれができてればいいのかってのもある
し分かりやすくて。白黒はっきりってのが１番。やっぱ
りまだ知ってることが全然少ないからその…世界のこと
(笑)というか生きていく上で、自分では間違えることだら
けですから、でも自分が正しいと思ってやろうと思った
事は絶対やり切るようにしてますね。やらないと満足で
きないからやるようにしてる。

勉強は、性格別、タイプ別で違ってよいと思う。
たぶん１番大事なのが自分のタイプを正しく理解するこ
とだと思うんですけど。性格ですね。勉強に対する性
格？例えば自分の机、自習席は石井千媛（東京女子医科
大進学）と梶浦（梶浦淳史　日本医科大進学）と自分
だったんですよ。まあその２人は自習時間ほとんど立た
ないし毎日９時までちゃんとやってスパッと帰るって言
う感じですごい集中してまじめにやるっていう感じの人
たちで、だからそれで２人とも結局受かってるし、自分
はそういうことがなんか自習時間がなんかトイレとか自
販機とか行きたくなっちゃうからその分自分は朝早く来
て、全体を長くすることで途中の集中力切れるのをカ
バーするみたいなのでやってたんですけど、別に集中で
きない人が無理して机にへばりつく必要はないかなって
思って。だから自分のタイプ考えて、さっき言った通り
自分は勉強だけだと効率下がっちゃうからしゃべった
り、ジム行ったり切替をハッキリさせるみたいな。ちゃ
んと机向かって一定時間しっかりやろうとかそれはもち
ろん大事だと思うんですけど自分に合ったやり方です
ね、人によりますね、みんながそれで成功するってわけ
じゃたぶんないから、でもそれに気づくのも難しいんで
すけど(笑)１浪目の夏終わりくらいですかね？いろいろ
やっていくうちに自分はちゃんと休憩をはさんだ方が効
率が上がるってのに気付きましたね。

医学部を目指すいい仲間と巡り合えた
やっぱみんなつらいじゃないですか、勉強が嫌いとか
じゃないんですけど、毎日同じことやってるってのがき
つくなることがあるから、そうゆう時にどこまでやっ

た？とか聞いて、俺は今日もちゃんとノルマを達成した
よって言ったらじゃあ私も頑張ろうみたいな言って、最
後の方は９時半まで絶対やってから帰るとかお互い決め
て、正直それめちゃくちゃデカかったから。でも、そん
ないい人と巡り合えることとか珍しいと思うんですけ
ど、そういうことがあったら格段に上がるかなって。そ
うですね１人で戦えたら強いと思うんですけど、みんな
医学部目指してるってのはこの塾の強みでもあると思う
し、だったら同じこと学ぶ仲だし。ほんとに信頼してる
人にはなんとなく話したりするけど、それでもあんま
り、まずストレスが溜まんないですけど溜まった時もあ
んまりださないですね。なんかダサいなと思ってるんで
すよね(笑)まあ自分には合ってたってだけなんですけど
ね。たまたま自分は上手くいったってだけで。代官山
じゃなかったらまぁ２年では無理でしょうねっていう(笑)
もしかしたら、岩手とかに行っちゃってたかもしれない
ですね。なんか東医上手くいっちゃったって感じなんで
すけど、運も良かったし、２年間この塾でやってたこと
も上手く受験に合わせる事ができて。そうですね、自分
はどっちかって言うと解答がちゃんとある方が好きだっ
たから、テキストってよりかは配られた問題集を何回か
やるっていう、授業出れば解答あるんですけど、ノート
汚いし。見返す気になれないノートなんですよね自分の
ノートは、字が汚いから。(笑)
数学（MT）は１回十何位みたいのがあってその時は。２
年目の最初の方っすね。それからは落ちる一方です(笑)
最後に代官山MEDICALありがとうございました。
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氏名：須藤幹

代官山MEDICALを知ったきっかけ
１番最初は相川咲子（東京医科大進学）が現役の時同じ
予備校だったんですけど。はい。まあそれで２月ぐらい
に決めてて、でそっちの予備校でここの課題とかやって
たんですよ。現役のときのとこは、自分からけっこうガ
ツガツやれる系じゃないとやってけないかなって感じ
だったんで。1年目、A10ですね。授業はちゃんと受けて
けっこうまじめに質問したり。友達関係も、ま、そうっ
すね。いい友達と巡り合えてるかもしれないっすね。東
医に受かるとは思いませんでしたよね。でも寮は汚いで
すけど、学校の目の前だから寮はたまり場として使われ
るって感じですね。(笑)外部からの泊まりはないです。い
やまあ普通に学校に泊まりますね。そっすね、２４時間
空いてるから。代官山生たくさんいますね。なんか
チューターで来てる人見たことあるなって人、何人かい
たんですよね。

頭と筋肉両方鍛えていた
浪人の時から頭も鍛えてたかもしれないけど筋肉も鍛え
てました(笑)。勉強だけだったらやばいなーと思って、な
んかするならジム行くかなって。リアルゴールドとか飲
んで、１年目はそこのエスフォルタに。いやぼちぼち、
空いてるんで夜は。で、１１時までかな？１１時まで
やってて、９時に終わって行ってやって家帰ってみたい
な。吉見さん（吉見侑大　聖マリアンナ医科大進学）い
ましたね。たまに会いました。ジムは石井先生と相談し
て、運動したらみたいなこと言ってもらって。で次の
日、朝からですね。でも運動した方が朝起きられました
ね。はい、なんか疲労が抜ける感じで。ずっと座ってる
のが無理なんで。

勉強に集中できない性格だった
自分全部勉強ってのができないタイプでそれができたら
多分１浪目で受かったんですけどそれができない、１浪
目もたぶんなんとなく切替は出来るんですけど、ずっと
勉強ってのが厳しいから、必然的に２年間かかったって
いう。２年目の春…あー、そうすね最初のクラス分けが
良い感じになんか２号館行けちゃって「あれ？」って言
う感じでしたね。
でも、出来ない上にミスもするとか。マンスリーはやっ
ぱり実力だから頑張るって言うか当日やる気になれば点
数はまあそれ次第っていう感じ。ウィークリーはまじめ
じゃないとやっぱ厳しい。

とにかく東医に行きたい。
なんか結局どこ受かっても東医行きたいと思ってたん
で。はい、親にも日医受けろって言われたときにもし受
かっても東医受かってたら絶対東医ねって言ってたん
で、受けるだけ受けるけどって。　もう東医が良かった
ですね。東医の立地がいいじゃないですか？あと清水
（清水康喜　東京医科大進学）もいるし、清水けっこう

デカいんですよね。仲良かったですね、ずっと一緒にい
たんで。そうなんですよ、めっちゃいいやつなんで(笑)マ
ジ賢いですね。今は清水もいるグループでテスト前とか
泊まって勉強したりしてます。そうっすねほんとに、友
達には恵まれてるなって。

英語とかで印象濃かった先生は　
英語ですか？…まあどの先生も割と情報構造ってのをや
る塾ってあるのかなと思うんですけど。なんか新情報・
旧情報みたいなのの読み取り方、それけっこう自分が勉
強してなかっただけなのかもしれないけど、この塾に来
て初めて知って、元から英文読むのは好きだったからそ
ういう読み方もあるのかって。そうですね、その形から
情報を抜く順番がわかるみたいな。そうですね、石井先
生もだし、いろんな先生がちょっと難しいって言うか、
ハイレベルなことを教えてるのかなと思ったんですけど
それがなんか、はまったって言うか、ちょっと行き詰っ
た時、他の視点から見れるようになった。

苦手な数学は
１年目はほんとなんか、なんとなく授業受けてただけで
流して。はい、復習も全然出来てなかったし。ま、それ
はダメだよなって感じで、１年目の冬から五十嵐先生に
ずっと注意してもらって。ちゃんと基本から付き合って
くれるから、自分のレベルとしてそのやり方としてやっ
てたのと、あと２年目は典さんの授業、A1の典さんの授
業がめっちゃ盛り上がってるから５集６集とかですか
ね？冬期講習の前ですかね？すごい盛り上がって、みん
なすごい意見めっちゃ言うんですよ。これこうやってや
るやり方どうなんですかみたいな、そういう授業だった
からすごい印象的ですね。本来はみんな普段からそんな

感じでいいと思うんだけど、そういう雰囲気になれない
じゃないですかやっぱまだ仲良くないとか、でもA1みん
なすごい仲良くて、キャラも濃かったんですよ。
大体受かっちゃいましたね。だからそういうクラスが受
かるのかなって思いましたね、賑やかなところが。自分
の考えを授業中に言って、だから授業中に言って先生が
教えてくれるから解決できるし。
最後の最後にさすがに数学がやばいと思ってちょっと
やったんですよ。テキストの復習なんですけどそれは２
年間２４か月の内最後の３か月とかなんで２０か月くら
い避けてきたことを最後の最後に。たぶんそれなかった
ら受かってなかったし受かってたとしても。１次止まり
だったかなって思いますね。

化学は三上先生の教え方がはっきりしている。
　化学は１年目からずっと三上先生にお世話になってま
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一応、進学先だけ言って。それってなんすか？合格実績
とかにするんですか？１人で何個もって。まあそうす
ね、多分歴代で初めてかも(笑)

石井先生の結論を出してくれるのが好き
　石井先生は結論をズバッと言っていたから、自分がそ
ういう人が好きなんですよね、はっきりしてる人が。な
んていうか結論を出してくれるから、相談しに行く意味
があると思うし、自分の気持ちを落ち着かせるために相
談行く人ってけっこう多いと思うんですけど、自分はそ
ういうのは意味ないと思うんで、スパッと知ってること
を教えてくれる人にいつも。自分の頭で考えて、無理だ
なとか自分では考えられないって思ったり、もっと他に
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意見あるかなって思ったときに聞くようにしてますね。
なによりもあのθの授業が週に２回あるってのが１週間
頑張れるあれだったかもしれないですね。そうですね、
疲れた時もなんかみんなの空気感読むのがプロなんで、
みんなが疲れてるなとかすぐわかるそうゆうときに励ま
してくれるとなんか、いつも励ましてくれる人に励まさ
れても「はい」って感じだけど、やっぱ正直な意見の人
が励ましてくれるとここ頑張ろうって時かって思えるか
ら、だから英語もすごいいろいろ教えてもらったけど、
男としてかっこいいなって思いましたね。英語以外のと
ころで。(笑)英語の先生っていうか人生の先生なのかもし
れないですね、ほんとにθがすごい。価値ある授業でし
た。授業中みんなにも勉強のことじゃなくても、次のい
つまでにこれができなかったら今年は無理だから諦めて
下さいみたいな(笑)そういうのもちゃんと包み隠さず言っ
てくれれば逆にそれができてればいいのかってのもある
し分かりやすくて。白黒はっきりってのが１番。やっぱ
りまだ知ってることが全然少ないからその…世界のこと
(笑)というか生きていく上で、自分では間違えることだら
けですから、でも自分が正しいと思ってやろうと思った
事は絶対やり切るようにしてますね。やらないと満足で
きないからやるようにしてる。

勉強は、性格別、タイプ別で違ってよいと思う。
たぶん１番大事なのが自分のタイプを正しく理解するこ
とだと思うんですけど。性格ですね。勉強に対する性
格？例えば自分の机、自習席は石井千媛（東京女子医科
大進学）と梶浦（梶浦淳史　日本医科大進学）と自分
だったんですよ。まあその２人は自習時間ほとんど立た
ないし毎日９時までちゃんとやってスパッと帰るって言
う感じですごい集中してまじめにやるっていう感じの人
たちで、だからそれで２人とも結局受かってるし、自分
はそういうことがなんか自習時間がなんかトイレとか自
販機とか行きたくなっちゃうからその分自分は朝早く来
て、全体を長くすることで途中の集中力切れるのをカ
バーするみたいなのでやってたんですけど、別に集中で
きない人が無理して机にへばりつく必要はないかなって
思って。だから自分のタイプ考えて、さっき言った通り
自分は勉強だけだと効率下がっちゃうからしゃべった
り、ジム行ったり切替をハッキリさせるみたいな。ちゃ
んと机向かって一定時間しっかりやろうとかそれはもち
ろん大事だと思うんですけど自分に合ったやり方です
ね、人によりますね、みんながそれで成功するってわけ
じゃたぶんないから、でもそれに気づくのも難しいんで
すけど(笑)１浪目の夏終わりくらいですかね？いろいろ
やっていくうちに自分はちゃんと休憩をはさんだ方が効
率が上がるってのに気付きましたね。

医学部を目指すいい仲間と巡り合えた
やっぱみんなつらいじゃないですか、勉強が嫌いとか
じゃないんですけど、毎日同じことやってるってのがき
つくなることがあるから、そうゆう時にどこまでやっ

た？とか聞いて、俺は今日もちゃんとノルマを達成した
よって言ったらじゃあ私も頑張ろうみたいな言って、最
後の方は９時半まで絶対やってから帰るとかお互い決め
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かるのかなって思いましたね、賑やかなところが。自分
の考えを授業中に言って、だから授業中に言って先生が
教えてくれるから解決できるし。
最後の最後にさすがに数学がやばいと思ってちょっと
やったんですよ。テキストの復習なんですけどそれは２
年間２４か月の内最後の３か月とかなんで２０か月くら
い避けてきたことを最後の最後に。たぶんそれなかった
ら受かってなかったし受かってたとしても。１次止まり
だったかなって思いますね。

化学は三上先生の教え方がはっきりしている。
　化学は１年目からずっと三上先生にお世話になってま
したね。はっきりしてるところが自分的には楽だった。
なんか、これは覚えるしかないとかこれは別に覚えなく
てもできるとか、なんか優しい先生だと難しいな(笑)あ
の、優しい先生の場合だとはっきり言ってくれない時が
あるからそれがちょっと自分はなんだろなってなっちゃ
うから。三上先生中間がなくて、いらないかいるか。な
んかしっかり言ってくれるんですよね。解き方もなんか
解くスピードは速いけど、自分はめっちゃ式書いて解
くってよりは頭でちょっと考えてから解く方が好きなん
で、三上先生の解き方はけっこう。そうすね中学校まで
数学１番得意だったんですけど。高校から覚えることが
増えて、ああ厳しいなっていう(笑)感じですかね。だから
物理はけっこう好きでしたね。
てか原理を知ってれば、どういう風にきても解けるって
言うのがおもしろいですよね。

物理は寺澤先生の半導体が印象に残った。
物理は小澤先生と寺澤先生みたいな感じですかね(笑)そう
すね、なんかほんと寺澤先生の授業はおもしろいし、覚
えるところをまとめて１番簡単にまとめてくれるからす
ごい良かったし。そうすね、まあほんとに凄いなって感
じで(笑)１年中あれやってんのが。ほんとに面白かったで
す。なんか半導体の授業の時が、爆発的におもしろく
て。例え、なんか半導体の説明するときに、キャリアと
かの説明の時になんかたとえ話をしているのがすごい面
白くて、それを穴吹（穴吹智弘　東京医科大進学）と今
でも、寺澤先生・半導体・マジヤバいみたいな。別に今
言っても面白くないんですけどなんか、絵とかいろいろ
書いてやってくれて。最後は物理の方が得意になったか
もしれないです。
あと小澤先生にすごい助けてもらって。小澤先生は優し
いけど授業はけっこうえぐい。むずいってよりは条件を
１つ少なくして自分で場合分けやるみたいな。それすご
い役に立ちましたね、なんかその可能性を考えるとか。
小澤先生がその時に白板に書くんですけど、ほんとに最
低限の事だけ書いてこの後の運動を予測するみたいな。

けっこう難しい。例えば運動するのは電場と磁場とかの
価電子の動きとか、最初の初速度がこれ以上だったら
こっちこうやってこれ残るけどっていろいろ自分で場合
分けしながらやるみたいな。
自分で場合分けするってことはないけど問題が出た時に
そういうパターンで来るんでしょ？みたいな。小問で場
合分けしてくるじゃないですか問題が、そのパターンを
なんとなく予測できた上で解くと、ミスも減るし。

２年目こんなに合格すると思わなかった。
自分でもこんなに受かるとは思わなかったですね。岩手
受かっちゃった時に、もしかして俺岩手行くの？とか
思っちゃいましたね（笑）手応え全然無かったですよ。
数学もどんな感じだったか忘れたんですけど帰ってきた
ときにいつも一緒にいたグループが穴吹と俺と勝田（勝
田圭貴　川崎医科大進学）と加藤（加藤万紀子　川崎医
科大進学）が一緒にいて、物理組が４人なんですけど。
で、物理組死んだねみたいな、生物がけっこう簡単だっ
たぽくて。
近藤君（近藤悟　帝京大医学部進学）とかその辺のやつ
が、生物は簡単だったよって、そうなんだ、じゃあ物理
組は終わったねって、で蓋開けてみたらその４人は一応
１次全員通ってて、でも２次絶対無駄になるでしょ、行
くだけ無駄っしょってなって。で勝田と加藤はその日川
崎の２次行って、で俺と穴吹は一応受けに行って岩手、
そしたらなんか何故か正規っていうビックリしました。
そうすね、なんか２次試験が俺上手いらしくて。（笑）
いや１次受かったところ全部受かったんですよ。
岩手、金沢、埼玉、東医、東邦、日大すか。なんでかわ
かんないですけど。
　ああ、金沢の集団ですか？まあぼちぼちってとこです
かね、金沢は確かにけっこう回ってくるのが遅かったか
ら。なんか岩手と埼玉なら岩手に行きなさいって言われ
て。はいって（笑）しょうがないはいって感じで。母親
にですね。合宿で免許とって帰って来て、東医受かっ
て、あー良かった、岩手行かなくて済むわと思って帰っ
てきたくらいに東邦も受かって。で、３月後半とかに日
大が回ってきて。てか東医来た時点で他どうでもいいで
すけど。高校の先生に連絡したらびっくりしてました。
一応、進学先だけ言って。それってなんすか？合格実績
とかにするんですか？１人で何個もって。まあそうす
ね、多分歴代で初めてかも(笑)

石井先生の結論を出してくれるのが好き
　石井先生は結論をズバッと言っていたから、自分がそ
ういう人が好きなんですよね、はっきりしてる人が。な
んていうか結論を出してくれるから、相談しに行く意味
があると思うし、自分の気持ちを落ち着かせるために相
談行く人ってけっこう多いと思うんですけど、自分はそ
ういうのは意味ないと思うんで、スパッと知ってること
を教えてくれる人にいつも。自分の頭で考えて、無理だ
なとか自分では考えられないって思ったり、もっと他に

意見あるかなって思ったときに聞くようにしてますね。
なによりもあのθの授業が週に２回あるってのが１週間
頑張れるあれだったかもしれないですね。そうですね、
疲れた時もなんかみんなの空気感読むのがプロなんで、
みんなが疲れてるなとかすぐわかるそうゆうときに励ま
してくれるとなんか、いつも励ましてくれる人に励まさ
れても「はい」って感じだけど、やっぱ正直な意見の人
が励ましてくれるとここ頑張ろうって時かって思えるか
ら、だから英語もすごいいろいろ教えてもらったけど、
男としてかっこいいなって思いましたね。英語以外のと
ころで。(笑)英語の先生っていうか人生の先生なのかもし
れないですね、ほんとにθがすごい。価値ある授業でし
た。授業中みんなにも勉強のことじゃなくても、次のい
つまでにこれができなかったら今年は無理だから諦めて
下さいみたいな(笑)そういうのもちゃんと包み隠さず言っ
てくれれば逆にそれができてればいいのかってのもある
し分かりやすくて。白黒はっきりってのが１番。やっぱ
りまだ知ってることが全然少ないからその…世界のこと
(笑)というか生きていく上で、自分では間違えることだら
けですから、でも自分が正しいと思ってやろうと思った
事は絶対やり切るようにしてますね。やらないと満足で
きないからやるようにしてる。

勉強は、性格別、タイプ別で違ってよいと思う。
たぶん１番大事なのが自分のタイプを正しく理解するこ
とだと思うんですけど。性格ですね。勉強に対する性
格？例えば自分の机、自習席は石井千媛（東京女子医科
大進学）と梶浦（梶浦淳史　日本医科大進学）と自分
だったんですよ。まあその２人は自習時間ほとんど立た
ないし毎日９時までちゃんとやってスパッと帰るって言
う感じですごい集中してまじめにやるっていう感じの人
たちで、だからそれで２人とも結局受かってるし、自分
はそういうことがなんか自習時間がなんかトイレとか自
販機とか行きたくなっちゃうからその分自分は朝早く来
て、全体を長くすることで途中の集中力切れるのをカ
バーするみたいなのでやってたんですけど、別に集中で
きない人が無理して机にへばりつく必要はないかなって
思って。だから自分のタイプ考えて、さっき言った通り
自分は勉強だけだと効率下がっちゃうからしゃべった
り、ジム行ったり切替をハッキリさせるみたいな。ちゃ
んと机向かって一定時間しっかりやろうとかそれはもち
ろん大事だと思うんですけど自分に合ったやり方です
ね、人によりますね、みんながそれで成功するってわけ
じゃたぶんないから、でもそれに気づくのも難しいんで
すけど(笑)１浪目の夏終わりくらいですかね？いろいろ
やっていくうちに自分はちゃんと休憩をはさんだ方が効
率が上がるってのに気付きましたね。

医学部を目指すいい仲間と巡り合えた
やっぱみんなつらいじゃないですか、勉強が嫌いとか
じゃないんですけど、毎日同じことやってるってのがき
つくなることがあるから、そうゆう時にどこまでやっ

た？とか聞いて、俺は今日もちゃんとノルマを達成した
よって言ったらじゃあ私も頑張ろうみたいな言って、最
後の方は９時半まで絶対やってから帰るとかお互い決め
て、正直それめちゃくちゃデカかったから。でも、そん
ないい人と巡り合えることとか珍しいと思うんですけ
ど、そういうことがあったら格段に上がるかなって。そ
うですね１人で戦えたら強いと思うんですけど、みんな
医学部目指してるってのはこの塾の強みでもあると思う
し、だったら同じこと学ぶ仲だし。ほんとに信頼してる
人にはなんとなく話したりするけど、それでもあんま
り、まずストレスが溜まんないですけど溜まった時もあ
んまりださないですね。なんかダサいなと思ってるんで
すよね(笑)まあ自分には合ってたってだけなんですけど
ね。たまたま自分は上手くいったってだけで。代官山
じゃなかったらまぁ２年では無理でしょうねっていう(笑)
もしかしたら、岩手とかに行っちゃってたかもしれない
ですね。なんか東医上手くいっちゃったって感じなんで
すけど、運も良かったし、２年間この塾でやってたこと
も上手く受験に合わせる事ができて。そうですね、自分
はどっちかって言うと解答がちゃんとある方が好きだっ
たから、テキストってよりかは配られた問題集を何回か
やるっていう、授業出れば解答あるんですけど、ノート
汚いし。見返す気になれないノートなんですよね自分の
ノートは、字が汚いから。(笑)
数学（MT）は１回十何位みたいのがあってその時は。２
年目の最初の方っすね。それからは落ちる一方です(笑)
最後に代官山MEDICALありがとうございました。
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自分に合わない大学を見極めてもらって受験校を

決定。
今年の入試は帝京・女子医・愛知・日大、埼玉前期の1次
が出て､帝京と埼玉前期は2次まで受かった。
帝京大学は3日目だけ受けて、合格しました。受験科目は
英語、生物、化学です。手ごたえはありませんでした。
受かると思って受けていなかったです。帝京に受かる人
いるのかなって、不安の中受けていました。帝京受験を
決めたのは、石井先生と相談して決めました。石井先生
にアドバイスをもらって本当に良かったです。獨協は合
わないと言われて（笑）。あなたは捨て問を見極められ
ないと、石井先生にアドバイスをもらって決めることが
でき、本当によかったです。今までは3日連続で不合格で
した。
入試は結構難しかったです。
英語は時間内に解けましたが、生物は4問のうち、よく分
からなかった。化学も4題ありました。大問１から難しく
て、スラスラ出来なかった。帝京はダメだと思いまし
た。でも埼玉1次がわかっていたから暴れてやろうと思い
ました（笑）。メンタル的にはいい感じでした。

平野先生にはかなりお世話になりました。
平野先生はいい先生過ぎます。よく私に付き合ってくれ
たなって思います。他の人だったらキレられてます
（笑）。平野先生は本当に研究されているので、授業を
受けたり、アドバイスをいただくと、何をすればよいか
明確になります。おかげで女子医は4題中3題完答でき
た。
あと緒方先生にきっかけをつくっていただいたおかげ
で、自分なりのサクセスパターンを編み出せました。
緒方先生はうそを言わないです。だから信用できます。
節田先生は何気ない会話の中で「受かるんじゃないです
か～」っと声を掛けて貰い嬉しかった。
私は、節田先生の解法で染まっているから、先生とは分
かり合えている（笑）節田先生の単純明快な説明と板書
を写したノートがあれば、全ての問題が解ける。本当に
ノートがわかりやすいです。一生捨てられないです。有
機も無機も。頻出化学式も。
すべてをパターン化し、魔法のようにすべての問題が解
けるんです。

代官山MEDICALで変わったこと。
代官山MEDICALに来て、わからない問題をちゃんと考え
るようになった。前は自分の能力に限界を感じて、諦め
ていました。しかし、ちゃんと出来ないとダメだと思
い、向き合うことが出来ました。それが成長です。
やってもすぐに結果は出ないこともある。でもやり続け
る。
浪人中は（授業に）凄い喰らいついた。計算トレーニン
グもＡ６で受けていました。クラスを下げられても嫌で
はありませんでした。それが丁度良かった。下げられて
正解だよって自分で思えた。その方が結果的に良い。自

分のレベルを言われているから、素直にそれでやった方
が良い。特に浪人中は大人になりました。学力も精神も
成長した。粘り強さが身に付きました。

７時に来て勉強。７時半では遅いんです。
勉強で気を付けていたことは4教科必ず毎日勉強するこ
と。集団授業はもちろん。自主的に4科目やることが大
切。私は、朝来てやってました。7時に来て勉強する。7
時半では遅いんです。2号館は6時半に開いています。6時
半に到着は正直きつかったので、7時には絶対来るように
していました。隣に座っていた寮生活の子は、6時45分と
かに来ていた。7時でも罪悪感を感じました（笑）。
小さいキャンパスノートを買って、毎日朝きて日付を書
いて、計画を書き込んでました。7時～7時半までは、昨
日の生物のセミナー第何編、という具合に。1学期だった
ら、7時半～8時まで化学のセミナー第何章とか。やる事
は時期によって違うけど、朝やることは自分で決めてい
ました。英語だったら、長文は出来ないから文法とか正
誤とか。数学だったら、昨日の5集の復習とか。現役の時
はこの習慣はなかったですが、浪人中はこれを続けまし
た。これが勝因だったように思います。

ﾏﾝｽﾘｰﾃｽﾄでは落ち込みましたが、やるしか無いと

言い聞かせました。
6月のマンスリーテストが悪くて、凹みました。最高に悪
くて落ち込んだ。190点…みたいな。
落ち込みましたが、やるしかないと言い聞かせました。

一通り教科の先生に報告して、怒られながらアドバイス
をもらい頑張りました。セミナーは勉強していたので、
終わったマンスリーテストの復習をしていました。でき
なかったマンスリーテストの問題を徹底的につぶしまし
た。

節田先生の指示通りセミナーをつぶした。
セミナーは夏休みいっぱいまでで、最低2周はやりまし
た。節田先生はセミナー押し。セミナーを徹底した。こ
れで基礎が固まったと思います。発展問題までやってい
ました。
でも数学が最後まで足を引っ張りました。決まりきった
問題、積分や面積を求める問題は出来た。最初から自分
で式立てて考える問題…立体、複素数、ベクトルとかが
苦手でした。平野先生に一通り教えてもらって、なんと
かなった。私、数学脳が欠けちゃってる（笑）いい先生
に見てもらえて良かった。

代官山MEDICALでの生活は真面目が一番。
代官山MEDICALの教室は授業やみんなで過去問をやる時
だけ使ってました。教室では自習しません。自習室。壁
が無いとやれない。壁が無いと気になっちゃう。自習室
では紙を貼って隣の人が見えないようにしてました。自
習室の環境すごくよかったです。朝から凄い学習する環
境だった。特殊な空間だった。自習室で勉強派だった。
ラウンジとかで勉強するのは逃げだと思ってました。
みんな空き教室でご飯食べるじゃないですか。楽しいお
昼の時間みたいな感じ。勉強とお昼って分けるのが出来
なかった。だから、おにぎり、パン１個にしていまし
た。食べ過ぎると眠くなっちゃうし。パッて食べられる
ものにしていました。
みんなと群れるのが嫌いでした。時間を無駄にしたくな
かった。みんなとつるまないように工夫していました。
切り替えができる子はいいけど。
　代官山を使い尽くした感じです。テキストもすべて。
性格的な不器用さをわかっていたから、みんなで、「な
るべくグダグダしないようにしようね」ってやってい
た。お互い気を遣わなくて良かった。
一緒に食べなきゃとは思わなくて良かった。真面目に過
ごしました。真面目が一番。

最後には、マンスリーテストの問題は全部できるよう

になっていた。
夏の過ごし方は各科目の先生に聞いて、アドバイス貰っ
て決めました。１日に１ｺﾏは授業入っている状態にしま
した。完璧に予定を立てても、３ｺﾏで集中力は途切れま
す。自習は３ｺﾏが限界。とても無理でした。授業を入れ
ると、きっかけがあるじゃないですか、質問が生まれる
じゃないですか。どんどん前に進む感じ。それが大事。
先生方のアドバイスを素直に聞きました。
夏が終わってそんな自信があったわけではないです。が
むしゃらにやったけど。

だんだん、9月10月のＭＴで結果が出始めた。これでよ
かったと思えた。
ＭＴをむちゃくちゃ復習っていうのも良かった。全教
科。緒方先生が言うんです。ＭＴの復習をしろと。解き
直して提出みたいな。自分で解き直して。やってこない
とダメ、怒るじゃないですか（笑）。
みんなもやらないとヤバいよねって言っていた。解らな
い問題に対して、マーカー引いて、先生に質問した。
化学も質問するようになった。マンスリーの復習は絶対
大事です。
授業の復習する、それに加えてＭＴの復習。最後にはＭ
Ｔの問題は全部できるようになっていった。
大森先生にも聞きに行った。遺伝のやつとか、何回も聞
いた。
あと真里奈ちゃん（唐澤真里奈、東邦大医学部進学）と
服部眞由ちゃん（杏林大医学部進学）。仲良かったで
す。いい友達でした。良く頑張っていました。3人で頑
張った感じがします。

代官山MEDICALは第二の我が家。全部が好き。
代官山MEDICALを振り返えると合格の秘訣はやっぱりい
いライバル友だちをもつこと。基本中の基本だけど、分
からないものを放置しない。質問する。時間を無駄にし
ない。ガツガツ質問して、先生に嫌がられるほど質問す
る（笑）。
結果がすべてだと思った。代官山はとてもいいところで
す。戻りたいくらい。毎日感謝した方が良い。代官山は
いいところです。第二の我が家ですね。自習室みんな好
き。全部が好き。先生も。先生も親みたいに思ってま
す。先生が恋しいと思ってます（笑）。
本当にいい環境です！！
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東邦大医学部進学　三瓶陸君(高輪高校卒)

東邦大学の様子
今年は現役が多い。もうちょっと医学部なんで一浪二浪
多いと思ったんすよ。もちろん三浪とかいるんすけど、
いや～現役が結構多いっすね。今年は何か。50人くらい、
半分くらい現役じゃないっすか？いや、マジで今年現役
多いんすよ。5人集まって 3人くらいは現役ですからね。
それも駒東の推薦があったりとかそういうのもあったり
するんですけど。35 人くらいはガチで受かってるってこ
とですね。一浪はでも現役の次くらいに多いのかな。2
浪がほとんどいないんです。今年。いるんですけど、一
浪だと思って話しかけたら 2浪だったくらいの感じです
ね。後は多浪が 1，2名、もうちょっといるかな。ぐらい
で。再受験とかはその他にちらちらいる感じです。基本
的にあの～結構お年を召していらっしゃる感じの。全然
いないんですよ。なんか今年は。今年の東邦生、( 笑 ) 静
かなんすよね。なんか変な意味で。
男女比は女子が多そう？いやでも流石に半々くらいなん
じゃないかな。全体が１２１って聞いてて６０くらい、、、
推測そのくらいです。でもタイミングとしては良いタイ
ミングに入ったかなと。新カリから 2年て、結構落ち着
て来るところじゃないっすか。
部活の空手道のほうは一応型ですね。戦わないやつです。
部活に何の不満もないんですけど、同級生が一人もいな
いのはどうなんだろうなっていう（笑）一年ひとりです。
えっと、一緒に入った人は髙田さん（髙田ひかる）と唐
澤さん（唐澤真里奈）もそうかな。正直、MEDICAL 生全
然絡んでないんすよね。なんか入ったら女子が多かった
んで、なんか絡みずらいというか。渡辺さん（渡辺早紀）
もいますね。結構蹴っちゃった子もいるんで牧（牧健太
郎　順天堂大医学部進学）東邦だったんですよね。牧、色々
受かりすぎなんじゃないっすか。

代官山MEDICALに入ったきっかけ
代官山MEDICAL に入ってきたのはそれまで行ってた数学
の個人塾、個人塾っていうか先生のところに行って数学
を教わるってところが 1年やって一区切りついて、俺が
母親に絶対にそこに居たくないって言ったんです。ちょっ
ともう辛すぎて嫌だって。そろそろ集団塾に行こうって。
それでその時も医学部志望だったのでちゃんとした予備
校に行こうって。
う～ん、長岡さん (長岡鈴佳さん　東京慈恵会医科大進学 )
なのかな。母が両方とも知り合いで入ったのかな。あと
その時期に石川さんっていたと思うんですけど、今年合
格した石川直樹 ( 日本大医学部進学 ) のお姉ちゃん ( 石川
聡美さん　帝京大医学部進学 ) です。その人と長岡さん
のお姉さんの方にそういうところがあったよと言われ二
人に聞きにいって、じゃあ入るかってことになって。いや、
直前で数学塾で鬼の様にやってたんで、数学しかやる能
がなかったんですよ。逆に英語とか全く分かんなかった。
わけ分からないすね。

出てくる先生の名前が有名な先生しかいないの

で、 他に通おうとは思わなかった。
でも高３になってある程度準備とかしておかないと、と
いうことで。そこで青葉先生取り始めたんです。確か。
数学の典先生とかはもともと持ってもらってたんですよ。
確か最初から典先生だった気がします。途中から持って
もらったのが薄先生かな。出てくる先生の名前が、絶対
有名な先生しかないっていう。
浪人した時に他の予備校通おうとか絶対思わなかったっ
すね。出てもいい先生も何も分からなかったので、外出
たら死ぬなと思ってたので、もうここしかねえわと思っ
て。そもそもやめるって考え自体なかったので。いや、3
月に電話もらった時は、友達とカラオケ行ってたんです。
鮮明に覚えてますけど。いきなりかかってきて掛け直し
たら山室先生でめちゃくちゃびっくりしました。ひたす
ら遊んでましたね。だめですね。あれなかったらもう
ちょっとちゃんと。高３は結構甘かったんじゃないっす
かね、結局。いや、勉強の量っていうか効率なのかな。
一番甘いのは英語かな。数学理科も甘いって言われたら
お終いなんすけど。化学と数学に関しては結構回してた
り、なんでこうなるのか考えてたんすけど、生物はなん
も考えてなくて覚えるだけだと思ってたら結構考えな
きゃいけない記述とか多くて、結局そこで全然取れなくっ
て、まあ覚えてなかったってのもあるんすけど、英語は
そもそも文を読めないとかいろんなものが英語に関して
は高 3の時点で駄目で 。高３の時マンスリーとかあんま
り取れてなかったんですよね。

浪人して変わったこと
浪人して一番変わったことは勉強とか英語とか休み時間
を活用しようとか思ったところが結構違いましたね。青
葉先生の授業でやった長文とかを持って、それをずっと
暗唱してたりとか、音読とかして時間を潰してたとか。
前段階として長文の中で分からない単語をまず意味を調
べて覚えて、その後にその文のフレーズとかも全部調べ
て、その文を黙読１０回してその後音読を２０回してみ
たいな感じで、それを全部やってたら休み時間いくらあっ
ても足りなくて。それをずっとやるってのを決めてまし
たね、学校にいる間は。英語だけじゃなくて、一つの長
文が終わったら若干次の授業まで時間あった時、そこに
けっこう他の事やってたりとか。たまに数学もやってた
りしました。数学が思ってたより点が取れなくって、他
の人が簡単に思える問題だけすごいミスって、俺だけめ
ちゃくちゃ悪いみたいな時が何回かあって。マンスリーっ
て、そのテストに向けてなんかするってわけじゃないじゃ
ないですか。その過程であって。

A7からスタート
最初のクラスは、えっと A７かな？まあ、こんなもんじゃ
ないかなって。正直、もうちょっと下だとは思ったんで
すけど。最後は A6でした。最初に１個上がって、それ以
降上がらなかったんですよ。計トレ上のクラスだったの
はちょうどよかったですね。煽り感もあったので。浪人
して気を付けてたってことは本当現役と比べたら人と話
さないようにって、だいぶ気を付けました。だいぶ話し
すぎてましたからね。いま癖が戻りつつあるんですけど。
今そうじゃないとむしろ困りますけど。

夏休みはスケジュールを毎回提出しなければいけ

なかった。
英語はもう青葉先生です。技術ももちろん教えてくれる
んですけど、技術と量の両方を両立して教えてくれたん
で、結構なんか技術だけで練習量が足りないってことは
なかったです。あと結構厳しいんで、甘いことが通用し
なかったとか。例えば、ちょいちょいテストで悪かった
りすると何やってんのって言われたり、あと夏休みとか
は何を何時間勉強したかっていうスケジュールを色ぬり
で組まされて毎回提出しなければいけなかったので誤魔
化しが効かないっていうのは結構ありました。英語だけ
じゃなくて数学とか全科目で何時間やったとか。あと、
全体的に勉強量少ないんじゃねえと、ほかの人の勉強量
をコピーして見せてこれくらいやれと言ってくれたり、
というのは結構ありました。あとは英語以外だと数学は
先生が良すぎてどの先生をあげればいいかが分からな
いっす。結構迷うんすよ。数学はみんな先生良かったです。
結構ほかの先生、どの先生っていうの難しいんですよ。
典先生もいいんですけど、他の部分では薄先生がよかっ
たり中村先生がよかったり山室先生がよかったり、じゃ
あどの先生がよかったかっていうと難しいです。
化学に関してはずっと三上先生だったんで。結構問題重

視で、問題集で原理とか理解してたんで。それをガンガ
ンやってくれたり、有機とか無機とかもプリントを作っ
てくれてこれ使っていつも覚えていたりとか休み時間と
か回してたんで。覚えるのだいぶ苦手です。生物は動物
の行動とか植物とかは嫌でしたね。植物とか思い出した
くない。生理学とかは興味があるから楽しいですね。遺
伝とか緒方先生の授業受けてスラスラーと理解できてた
ので。誰でもできますけど、苦手な人もいますね。数学
ができない人は。Xと Yに置き換えたら、まんま数学の
比ですよ。生物は緒方先生は入れるとして、あと石原先
生ですね。だいぶタイプ違いますね。緒方先生はふざけ
たことするとめっちゃ怒ってくれるんですけど、石原先
生は笑いながら問題よりこっちを殺してくるっていうか。
問題っていうか暗記量で。全部の過程のノートに書いた
ことをじゃ書いてとか。石原先生は本当に世話になりま
したね。

面接は４分の３が MEDICAL 生だった。
あと山室先生の面接対策、あれなかったらやばかったっ
すからね。めちゃくちゃ役に立ちましたよ。面接の時は
色々救われたものあるんすけど。４分の３がMEDICAL
生っていう。齋藤さん（齋藤大介　獨協医科大進学）と
村松さん（村松周哉　順天堂大医学部進学）が同じ面接
のグループであと一人別な人が今同じ１年にいるんすけ
ど、４人で。見た瞬間この人たちMEDICAL で一緒じゃん
て。なんか東邦って面接が、なにそれって言われるんで
すよね。まずグループで結論出すやつ。代官山MEDICAL
の大学ガイダンスでやってくれましたね。核家族に関す
るグラフを見せられて、そこから結論度出すみたいな。
あれって結論を出して報告してくださいね、までが一連
らしいんす。
あとは４回か３回個人面接というかクイズみたいのが
あって１回目が絵見せられるので２回目がワードで、３
回目が電話で、４回目が説明。絵は高校か中学の生徒が
いじめられてて自分は研修生です、学校に来てる、それ
でいじめに気づいて相手の子に話すといじめが強くなる
んじゃないか、自分はどうしますか。というのを絵を見
せられた後に３分間で答えるっていう。

東邦大への憧れ
東邦は一番行きたかったんで、プレッシャーというより
指ならしてずっとやってました。
他のところは俺は落ちたなーと思って、あそもそも俺、
岩手の試験の何日か前に腸炎になって寝込んでるんすよ。
それまでの精神的なものとか全部きて倒れて寝込んでた
んですけど、同じことが中学受験前にあって、其の中学
も受かってるんで、これ受かるわと思って。ある意味ジ
ンクスです。ビックリはしましたけどね。俺、器用な人
間じゃないんで。切羽詰まると一気に冷静になるってい
うか。いざとなると逆にストレスレスなんで。何が決め
手だったってやっぱ数学全部取ったことですかね。問題
で言えば、全部の学校受けて数学できたのは東邦だけで、
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結構全部分かったんで、他の人が裏技とか使って他のを
俺は全部計算書いて、時間もみんな足りないって言って
たんですけど、全部計算も早めにやって全部書いて、多
分全部取れてましたね。英語は大問１個全く分からなくっ
て、最後適当にマークして通ってるんで、運が良くて当
たったのかなと。理科は普通、生物に関しては他のとこ
ろよりはまあいいかな、化学も悪くはないかなと。

テキスト以外はやってない。 2、 3 周回した。
一年勉強して気をつけていたことは人と喋んないってこ
とですかね。でもそこ注意するだけで変わりますよ。俺
は話しかけるタイプじゃないんで、集団のところに寄り
付かないようにするとか、あとは喋りそうな人のいると
ころには寄らないとか。あとテキスト以外の他のものは
何もやってないです 。みんな２、３周回したんじゃないっ
すかね。効果ありましたね。
石井先生の英語も、一時期暗記みたいのがあって、それ
と青葉先生に、お前石井先生の問題やれって言われて、
自主プリントでもらったのを同じように分かんない単語
に線引いてその意味調べて音読してやってっていうプラ
ス石井先生のを挟んでたんで、多分それもあるんですけ
ど。英語に関しては他の３科目に比べて勉強量半端なかっ
たんすけど、浪人の時は。でも案の定、東邦の英語の授業、
一番下ですけど、東邦の内部進学のやつとか大体そうな
んで。それには勝ってます。できるやつは後悔してますね、
なんで一番上のクラスに入ったんだろうって。帰国子女
みたいのいると思いますよ。

東邦大学の様子
今年は現役が多い。もうちょっと医学部なんで一浪二浪
多いと思ったんすよ。もちろん三浪とかいるんすけど、
いや～現役が結構多いっすね。今年は何か。50人くらい、
半分くらい現役じゃないっすか？いや、マジで今年現役
多いんすよ。5人集まって 3人くらいは現役ですからね。
それも駒東の推薦があったりとかそういうのもあったり
するんですけど。35 人くらいはガチで受かってるってこ
とですね。一浪はでも現役の次くらいに多いのかな。2
浪がほとんどいないんです。今年。いるんですけど、一
浪だと思って話しかけたら 2浪だったくらいの感じです
ね。後は多浪が 1，2名、もうちょっといるかな。ぐらい
で。再受験とかはその他にちらちらいる感じです。基本
的にあの～結構お年を召していらっしゃる感じの。全然
いないんですよ。なんか今年は。今年の東邦生、( 笑 ) 静
かなんすよね。なんか変な意味で。
男女比は女子が多そう？いやでも流石に半々くらいなん
じゃないかな。全体が１２１って聞いてて６０くらい、、、
推測そのくらいです。でもタイミングとしては良いタイ
ミングに入ったかなと。新カリから 2年て、結構落ち着
て来るところじゃないっすか。
部活の空手道のほうは一応型ですね。戦わないやつです。
部活に何の不満もないんですけど、同級生が一人もいな
いのはどうなんだろうなっていう（笑）一年ひとりです。
えっと、一緒に入った人は髙田さん（髙田ひかる）と唐
澤さん（唐澤真里奈）もそうかな。正直、MEDICAL 生全
然絡んでないんすよね。なんか入ったら女子が多かった
んで、なんか絡みずらいというか。渡辺さん（渡辺早紀）
もいますね。結構蹴っちゃった子もいるんで牧（牧健太
郎　順天堂大医学部進学）東邦だったんですよね。牧、色々
受かりすぎなんじゃないっすか。

代官山MEDICALに入ったきっかけ
代官山MEDICAL に入ってきたのはそれまで行ってた数学
の個人塾、個人塾っていうか先生のところに行って数学
を教わるってところが 1年やって一区切りついて、俺が
母親に絶対にそこに居たくないって言ったんです。ちょっ
ともう辛すぎて嫌だって。そろそろ集団塾に行こうって。
それでその時も医学部志望だったのでちゃんとした予備
校に行こうって。
う～ん、長岡さん (長岡鈴佳さん　東京慈恵会医科大進学 )
なのかな。母が両方とも知り合いで入ったのかな。あと
その時期に石川さんっていたと思うんですけど、今年合
格した石川直樹 ( 日本大医学部進学 ) のお姉ちゃん ( 石川
聡美さん　帝京大医学部進学 ) です。その人と長岡さん
のお姉さんの方にそういうところがあったよと言われ二
人に聞きにいって、じゃあ入るかってことになって。いや、
直前で数学塾で鬼の様にやってたんで、数学しかやる能
がなかったんですよ。逆に英語とか全く分かんなかった。
わけ分からないすね。

出てくる先生の名前が有名な先生しかいないの

で、 他に通おうとは思わなかった。
でも高３になってある程度準備とかしておかないと、と
いうことで。そこで青葉先生取り始めたんです。確か。
数学の典先生とかはもともと持ってもらってたんですよ。
確か最初から典先生だった気がします。途中から持って
もらったのが薄先生かな。出てくる先生の名前が、絶対
有名な先生しかないっていう。
浪人した時に他の予備校通おうとか絶対思わなかったっ
すね。出てもいい先生も何も分からなかったので、外出
たら死ぬなと思ってたので、もうここしかねえわと思っ
て。そもそもやめるって考え自体なかったので。いや、3
月に電話もらった時は、友達とカラオケ行ってたんです。
鮮明に覚えてますけど。いきなりかかってきて掛け直し
たら山室先生でめちゃくちゃびっくりしました。ひたす
ら遊んでましたね。だめですね。あれなかったらもう
ちょっとちゃんと。高３は結構甘かったんじゃないっす
かね、結局。いや、勉強の量っていうか効率なのかな。
一番甘いのは英語かな。数学理科も甘いって言われたら
お終いなんすけど。化学と数学に関しては結構回してた
り、なんでこうなるのか考えてたんすけど、生物はなん
も考えてなくて覚えるだけだと思ってたら結構考えな
きゃいけない記述とか多くて、結局そこで全然取れなくっ
て、まあ覚えてなかったってのもあるんすけど、英語は
そもそも文を読めないとかいろんなものが英語に関して
は高 3の時点で駄目で 。高３の時マンスリーとかあんま
り取れてなかったんですよね。

浪人して変わったこと
浪人して一番変わったことは勉強とか英語とか休み時間
を活用しようとか思ったところが結構違いましたね。青
葉先生の授業でやった長文とかを持って、それをずっと
暗唱してたりとか、音読とかして時間を潰してたとか。
前段階として長文の中で分からない単語をまず意味を調
べて覚えて、その後にその文のフレーズとかも全部調べ
て、その文を黙読１０回してその後音読を２０回してみ
たいな感じで、それを全部やってたら休み時間いくらあっ
ても足りなくて。それをずっとやるってのを決めてまし
たね、学校にいる間は。英語だけじゃなくて、一つの長
文が終わったら若干次の授業まで時間あった時、そこに
けっこう他の事やってたりとか。たまに数学もやってた
りしました。数学が思ってたより点が取れなくって、他
の人が簡単に思える問題だけすごいミスって、俺だけめ
ちゃくちゃ悪いみたいな時が何回かあって。マンスリーっ
て、そのテストに向けてなんかするってわけじゃないじゃ
ないですか。その過程であって。

A7からスタート
最初のクラスは、えっと A７かな？まあ、こんなもんじゃ
ないかなって。正直、もうちょっと下だとは思ったんで
すけど。最後は A6でした。最初に１個上がって、それ以
降上がらなかったんですよ。計トレ上のクラスだったの
はちょうどよかったですね。煽り感もあったので。浪人
して気を付けてたってことは本当現役と比べたら人と話
さないようにって、だいぶ気を付けました。だいぶ話し
すぎてましたからね。いま癖が戻りつつあるんですけど。
今そうじゃないとむしろ困りますけど。

夏休みはスケジュールを毎回提出しなければいけ

なかった。
英語はもう青葉先生です。技術ももちろん教えてくれる
んですけど、技術と量の両方を両立して教えてくれたん
で、結構なんか技術だけで練習量が足りないってことは
なかったです。あと結構厳しいんで、甘いことが通用し
なかったとか。例えば、ちょいちょいテストで悪かった
りすると何やってんのって言われたり、あと夏休みとか
は何を何時間勉強したかっていうスケジュールを色ぬり
で組まされて毎回提出しなければいけなかったので誤魔
化しが効かないっていうのは結構ありました。英語だけ
じゃなくて数学とか全科目で何時間やったとか。あと、
全体的に勉強量少ないんじゃねえと、ほかの人の勉強量
をコピーして見せてこれくらいやれと言ってくれたり、
というのは結構ありました。あとは英語以外だと数学は
先生が良すぎてどの先生をあげればいいかが分からな
いっす。結構迷うんすよ。数学はみんな先生良かったです。
結構ほかの先生、どの先生っていうの難しいんですよ。
典先生もいいんですけど、他の部分では薄先生がよかっ
たり中村先生がよかったり山室先生がよかったり、じゃ
あどの先生がよかったかっていうと難しいです。
化学に関してはずっと三上先生だったんで。結構問題重

視で、問題集で原理とか理解してたんで。それをガンガ
ンやってくれたり、有機とか無機とかもプリントを作っ
てくれてこれ使っていつも覚えていたりとか休み時間と
か回してたんで。覚えるのだいぶ苦手です。生物は動物
の行動とか植物とかは嫌でしたね。植物とか思い出した
くない。生理学とかは興味があるから楽しいですね。遺
伝とか緒方先生の授業受けてスラスラーと理解できてた
ので。誰でもできますけど、苦手な人もいますね。数学
ができない人は。Xと Yに置き換えたら、まんま数学の
比ですよ。生物は緒方先生は入れるとして、あと石原先
生ですね。だいぶタイプ違いますね。緒方先生はふざけ
たことするとめっちゃ怒ってくれるんですけど、石原先
生は笑いながら問題よりこっちを殺してくるっていうか。
問題っていうか暗記量で。全部の過程のノートに書いた
ことをじゃ書いてとか。石原先生は本当に世話になりま
したね。

面接は４分の３が MEDICAL 生だった。
あと山室先生の面接対策、あれなかったらやばかったっ
すからね。めちゃくちゃ役に立ちましたよ。面接の時は
色々救われたものあるんすけど。４分の３がMEDICAL
生っていう。齋藤さん（齋藤大介　獨協医科大進学）と
村松さん（村松周哉　順天堂大医学部進学）が同じ面接
のグループであと一人別な人が今同じ１年にいるんすけ
ど、４人で。見た瞬間この人たちMEDICAL で一緒じゃん
て。なんか東邦って面接が、なにそれって言われるんで
すよね。まずグループで結論出すやつ。代官山MEDICAL
の大学ガイダンスでやってくれましたね。核家族に関す
るグラフを見せられて、そこから結論度出すみたいな。
あれって結論を出して報告してくださいね、までが一連
らしいんす。
あとは４回か３回個人面接というかクイズみたいのが
あって１回目が絵見せられるので２回目がワードで、３
回目が電話で、４回目が説明。絵は高校か中学の生徒が
いじめられてて自分は研修生です、学校に来てる、それ
でいじめに気づいて相手の子に話すといじめが強くなる
んじゃないか、自分はどうしますか。というのを絵を見
せられた後に３分間で答えるっていう。

東邦大への憧れ
東邦は一番行きたかったんで、プレッシャーというより
指ならしてずっとやってました。
他のところは俺は落ちたなーと思って、あそもそも俺、
岩手の試験の何日か前に腸炎になって寝込んでるんすよ。
それまでの精神的なものとか全部きて倒れて寝込んでた
んですけど、同じことが中学受験前にあって、其の中学
も受かってるんで、これ受かるわと思って。ある意味ジ
ンクスです。ビックリはしましたけどね。俺、器用な人
間じゃないんで。切羽詰まると一気に冷静になるってい
うか。いざとなると逆にストレスレスなんで。何が決め
手だったってやっぱ数学全部取ったことですかね。問題
で言えば、全部の学校受けて数学できたのは東邦だけで、

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

結構全部分かったんで、他の人が裏技とか使って他のを
俺は全部計算書いて、時間もみんな足りないって言って
たんですけど、全部計算も早めにやって全部書いて、多
分全部取れてましたね。英語は大問１個全く分からなくっ
て、最後適当にマークして通ってるんで、運が良くて当
たったのかなと。理科は普通、生物に関しては他のとこ
ろよりはまあいいかな、化学も悪くはないかなと。

テキスト以外はやってない。 2、 3 周回した。
一年勉強して気をつけていたことは人と喋んないってこ
とですかね。でもそこ注意するだけで変わりますよ。俺
は話しかけるタイプじゃないんで、集団のところに寄り
付かないようにするとか、あとは喋りそうな人のいると
ころには寄らないとか。あとテキスト以外の他のものは
何もやってないです 。みんな２、３周回したんじゃないっ
すかね。効果ありましたね。
石井先生の英語も、一時期暗記みたいのがあって、それ
と青葉先生に、お前石井先生の問題やれって言われて、
自主プリントでもらったのを同じように分かんない単語
に線引いてその意味調べて音読してやってっていうプラ
ス石井先生のを挟んでたんで、多分それもあるんですけ
ど。英語に関しては他の３科目に比べて勉強量半端なかっ
たんすけど、浪人の時は。でも案の定、東邦の英語の授業、
一番下ですけど、東邦の内部進学のやつとか大体そうな
んで。それには勝ってます。できるやつは後悔してますね、
なんで一番上のクラスに入ったんだろうって。帰国子女
みたいのいると思いますよ。
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東邦大学の様子
今年は現役が多い。もうちょっと医学部なんで一浪二浪
多いと思ったんすよ。もちろん三浪とかいるんすけど、
いや～現役が結構多いっすね。今年は何か。50人くらい、
半分くらい現役じゃないっすか？いや、マジで今年現役
多いんすよ。5人集まって 3人くらいは現役ですからね。
それも駒東の推薦があったりとかそういうのもあったり
するんですけど。35 人くらいはガチで受かってるってこ
とですね。一浪はでも現役の次くらいに多いのかな。2
浪がほとんどいないんです。今年。いるんですけど、一
浪だと思って話しかけたら 2浪だったくらいの感じです
ね。後は多浪が 1，2名、もうちょっといるかな。ぐらい
で。再受験とかはその他にちらちらいる感じです。基本
的にあの～結構お年を召していらっしゃる感じの。全然
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受かりすぎなんじゃないっすか。
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出てくる先生の名前が有名な先生しかいないの

で、 他に通おうとは思わなかった。
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て、そのテストに向けてなんかするってわけじゃないじゃ
ないですか。その過程であって。
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するんですけど。35 人くらいはガチで受かってるってこ
とですね。一浪はでも現役の次くらいに多いのかな。2
浪がほとんどいないんです。今年。いるんですけど、一
浪だと思って話しかけたら 2浪だったくらいの感じです
ね。後は多浪が 1，2名、もうちょっといるかな。ぐらい
で。再受験とかはその他にちらちらいる感じです。基本
的にあの～結構お年を召していらっしゃる感じの。全然
いないんですよ。なんか今年は。今年の東邦生、( 笑 ) 静
かなんすよね。なんか変な意味で。
男女比は女子が多そう？いやでも流石に半々くらいなん
じゃないかな。全体が１２１って聞いてて６０くらい、、、
推測そのくらいです。でもタイミングとしては良いタイ
ミングに入ったかなと。新カリから 2年て、結構落ち着
て来るところじゃないっすか。
部活の空手道のほうは一応型ですね。戦わないやつです。
部活に何の不満もないんですけど、同級生が一人もいな
いのはどうなんだろうなっていう（笑）一年ひとりです。
えっと、一緒に入った人は髙田さん（髙田ひかる）と唐
澤さん（唐澤真里奈）もそうかな。正直、MEDICAL 生全
然絡んでないんすよね。なんか入ったら女子が多かった
んで、なんか絡みずらいというか。渡辺さん（渡辺早紀）
もいますね。結構蹴っちゃった子もいるんで牧（牧健太
郎　順天堂大医学部進学）東邦だったんですよね。牧、色々
受かりすぎなんじゃないっすか。

代官山MEDICALに入ったきっかけ
代官山MEDICAL に入ってきたのはそれまで行ってた数学
の個人塾、個人塾っていうか先生のところに行って数学
を教わるってところが 1年やって一区切りついて、俺が
母親に絶対にそこに居たくないって言ったんです。ちょっ
ともう辛すぎて嫌だって。そろそろ集団塾に行こうって。
それでその時も医学部志望だったのでちゃんとした予備
校に行こうって。
う～ん、長岡さん (長岡鈴佳さん　東京慈恵会医科大進学 )
なのかな。母が両方とも知り合いで入ったのかな。あと
その時期に石川さんっていたと思うんですけど、今年合
格した石川直樹 ( 日本大医学部進学 ) のお姉ちゃん ( 石川
聡美さん　帝京大医学部進学 ) です。その人と長岡さん
のお姉さんの方にそういうところがあったよと言われ二
人に聞きにいって、じゃあ入るかってことになって。いや、
直前で数学塾で鬼の様にやってたんで、数学しかやる能
がなかったんですよ。逆に英語とか全く分かんなかった。
わけ分からないすね。

出てくる先生の名前が有名な先生しかいないの

で、 他に通おうとは思わなかった。
でも高３になってある程度準備とかしておかないと、と
いうことで。そこで青葉先生取り始めたんです。確か。
数学の典先生とかはもともと持ってもらってたんですよ。
確か最初から典先生だった気がします。途中から持って
もらったのが薄先生かな。出てくる先生の名前が、絶対
有名な先生しかないっていう。
浪人した時に他の予備校通おうとか絶対思わなかったっ
すね。出てもいい先生も何も分からなかったので、外出
たら死ぬなと思ってたので、もうここしかねえわと思っ
て。そもそもやめるって考え自体なかったので。いや、3
月に電話もらった時は、友達とカラオケ行ってたんです。
鮮明に覚えてますけど。いきなりかかってきて掛け直し
たら山室先生でめちゃくちゃびっくりしました。ひたす
ら遊んでましたね。だめですね。あれなかったらもう
ちょっとちゃんと。高３は結構甘かったんじゃないっす
かね、結局。いや、勉強の量っていうか効率なのかな。
一番甘いのは英語かな。数学理科も甘いって言われたら
お終いなんすけど。化学と数学に関しては結構回してた
り、なんでこうなるのか考えてたんすけど、生物はなん
も考えてなくて覚えるだけだと思ってたら結構考えな
きゃいけない記述とか多くて、結局そこで全然取れなくっ
て、まあ覚えてなかったってのもあるんすけど、英語は
そもそも文を読めないとかいろんなものが英語に関して
は高 3の時点で駄目で 。高３の時マンスリーとかあんま
り取れてなかったんですよね。

浪人して変わったこと
浪人して一番変わったことは勉強とか英語とか休み時間
を活用しようとか思ったところが結構違いましたね。青
葉先生の授業でやった長文とかを持って、それをずっと
暗唱してたりとか、音読とかして時間を潰してたとか。
前段階として長文の中で分からない単語をまず意味を調
べて覚えて、その後にその文のフレーズとかも全部調べ
て、その文を黙読１０回してその後音読を２０回してみ
たいな感じで、それを全部やってたら休み時間いくらあっ
ても足りなくて。それをずっとやるってのを決めてまし
たね、学校にいる間は。英語だけじゃなくて、一つの長
文が終わったら若干次の授業まで時間あった時、そこに
けっこう他の事やってたりとか。たまに数学もやってた
りしました。数学が思ってたより点が取れなくって、他
の人が簡単に思える問題だけすごいミスって、俺だけめ
ちゃくちゃ悪いみたいな時が何回かあって。マンスリーっ
て、そのテストに向けてなんかするってわけじゃないじゃ
ないですか。その過程であって。

A7からスタート
最初のクラスは、えっと A７かな？まあ、こんなもんじゃ
ないかなって。正直、もうちょっと下だとは思ったんで
すけど。最後は A6でした。最初に１個上がって、それ以
降上がらなかったんですよ。計トレ上のクラスだったの
はちょうどよかったですね。煽り感もあったので。浪人
して気を付けてたってことは本当現役と比べたら人と話
さないようにって、だいぶ気を付けました。だいぶ話し
すぎてましたからね。いま癖が戻りつつあるんですけど。
今そうじゃないとむしろ困りますけど。

夏休みはスケジュールを毎回提出しなければいけ

なかった。
英語はもう青葉先生です。技術ももちろん教えてくれる
んですけど、技術と量の両方を両立して教えてくれたん
で、結構なんか技術だけで練習量が足りないってことは
なかったです。あと結構厳しいんで、甘いことが通用し
なかったとか。例えば、ちょいちょいテストで悪かった
りすると何やってんのって言われたり、あと夏休みとか
は何を何時間勉強したかっていうスケジュールを色ぬり
で組まされて毎回提出しなければいけなかったので誤魔
化しが効かないっていうのは結構ありました。英語だけ
じゃなくて数学とか全科目で何時間やったとか。あと、
全体的に勉強量少ないんじゃねえと、ほかの人の勉強量
をコピーして見せてこれくらいやれと言ってくれたり、
というのは結構ありました。あとは英語以外だと数学は
先生が良すぎてどの先生をあげればいいかが分からな
いっす。結構迷うんすよ。数学はみんな先生良かったです。
結構ほかの先生、どの先生っていうの難しいんですよ。
典先生もいいんですけど、他の部分では薄先生がよかっ
たり中村先生がよかったり山室先生がよかったり、じゃ
あどの先生がよかったかっていうと難しいです。
化学に関してはずっと三上先生だったんで。結構問題重

視で、問題集で原理とか理解してたんで。それをガンガ
ンやってくれたり、有機とか無機とかもプリントを作っ
てくれてこれ使っていつも覚えていたりとか休み時間と
か回してたんで。覚えるのだいぶ苦手です。生物は動物
の行動とか植物とかは嫌でしたね。植物とか思い出した
くない。生理学とかは興味があるから楽しいですね。遺
伝とか緒方先生の授業受けてスラスラーと理解できてた
ので。誰でもできますけど、苦手な人もいますね。数学
ができない人は。Xと Yに置き換えたら、まんま数学の
比ですよ。生物は緒方先生は入れるとして、あと石原先
生ですね。だいぶタイプ違いますね。緒方先生はふざけ
たことするとめっちゃ怒ってくれるんですけど、石原先
生は笑いながら問題よりこっちを殺してくるっていうか。
問題っていうか暗記量で。全部の過程のノートに書いた
ことをじゃ書いてとか。石原先生は本当に世話になりま
したね。

面接は４分の３が MEDICAL 生だった。
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あって１回目が絵見せられるので２回目がワードで、３
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というのは結構ありました。あとは英語以外だと数学は
先生が良すぎてどの先生をあげればいいかが分からな
いっす。結構迷うんすよ。数学はみんな先生良かったです。
結構ほかの先生、どの先生っていうの難しいんですよ。
典先生もいいんですけど、他の部分では薄先生がよかっ
たり中村先生がよかったり山室先生がよかったり、じゃ
あどの先生がよかったかっていうと難しいです。
化学に関してはずっと三上先生だったんで。結構問題重

視で、問題集で原理とか理解してたんで。それをガンガ
ンやってくれたり、有機とか無機とかもプリントを作っ
てくれてこれ使っていつも覚えていたりとか休み時間と
か回してたんで。覚えるのだいぶ苦手です。生物は動物
の行動とか植物とかは嫌でしたね。植物とか思い出した
くない。生理学とかは興味があるから楽しいですね。遺
伝とか緒方先生の授業受けてスラスラーと理解できてた
ので。誰でもできますけど、苦手な人もいますね。数学
ができない人は。Xと Yに置き換えたら、まんま数学の
比ですよ。生物は緒方先生は入れるとして、あと石原先
生ですね。だいぶタイプ違いますね。緒方先生はふざけ
たことするとめっちゃ怒ってくれるんですけど、石原先
生は笑いながら問題よりこっちを殺してくるっていうか。
問題っていうか暗記量で。全部の過程のノートに書いた
ことをじゃ書いてとか。石原先生は本当に世話になりま
したね。

面接は４分の３が MEDICAL 生だった。
あと山室先生の面接対策、あれなかったらやばかったっ
すからね。めちゃくちゃ役に立ちましたよ。面接の時は
色々救われたものあるんすけど。４分の３がMEDICAL
生っていう。齋藤さん（齋藤大介　獨協医科大進学）と
村松さん（村松周哉　順天堂大医学部進学）が同じ面接
のグループであと一人別な人が今同じ１年にいるんすけ
ど、４人で。見た瞬間この人たちMEDICAL で一緒じゃん
て。なんか東邦って面接が、なにそれって言われるんで
すよね。まずグループで結論出すやつ。代官山MEDICAL
の大学ガイダンスでやってくれましたね。核家族に関す
るグラフを見せられて、そこから結論度出すみたいな。
あれって結論を出して報告してくださいね、までが一連
らしいんす。
あとは４回か３回個人面接というかクイズみたいのが
あって１回目が絵見せられるので２回目がワードで、３
回目が電話で、４回目が説明。絵は高校か中学の生徒が
いじめられてて自分は研修生です、学校に来てる、それ
でいじめに気づいて相手の子に話すといじめが強くなる
んじゃないか、自分はどうしますか。というのを絵を見
せられた後に３分間で答えるっていう。

東邦大への憧れ
東邦は一番行きたかったんで、プレッシャーというより
指ならしてずっとやってました。
他のところは俺は落ちたなーと思って、あそもそも俺、
岩手の試験の何日か前に腸炎になって寝込んでるんすよ。
それまでの精神的なものとか全部きて倒れて寝込んでた
んですけど、同じことが中学受験前にあって、其の中学
も受かってるんで、これ受かるわと思って。ある意味ジ
ンクスです。ビックリはしましたけどね。俺、器用な人
間じゃないんで。切羽詰まると一気に冷静になるってい
うか。いざとなると逆にストレスレスなんで。何が決め
手だったってやっぱ数学全部取ったことですかね。問題
で言えば、全部の学校受けて数学できたのは東邦だけで、

結構全部分かったんで、他の人が裏技とか使って他のを
俺は全部計算書いて、時間もみんな足りないって言って
たんですけど、全部計算も早めにやって全部書いて、多
分全部取れてましたね。英語は大問１個全く分からなくっ
て、最後適当にマークして通ってるんで、運が良くて当
たったのかなと。理科は普通、生物に関しては他のとこ
ろよりはまあいいかな、化学も悪くはないかなと。

テキスト以外はやってない。 2、 3 周回した。
一年勉強して気をつけていたことは人と喋んないってこ
とですかね。でもそこ注意するだけで変わりますよ。俺
は話しかけるタイプじゃないんで、集団のところに寄り
付かないようにするとか、あとは喋りそうな人のいると
ころには寄らないとか。あとテキスト以外の他のものは
何もやってないです 。みんな２、３周回したんじゃないっ
すかね。効果ありましたね。
石井先生の英語も、一時期暗記みたいのがあって、それ
と青葉先生に、お前石井先生の問題やれって言われて、
自主プリントでもらったのを同じように分かんない単語
に線引いてその意味調べて音読してやってっていうプラ
ス石井先生のを挟んでたんで、多分それもあるんですけ
ど。英語に関しては他の３科目に比べて勉強量半端なかっ
たんすけど、浪人の時は。でも案の定、東邦の英語の授業、
一番下ですけど、東邦の内部進学のやつとか大体そうな
んで。それには勝ってます。できるやつは後悔してますね、
なんで一番上のクラスに入ったんだろうって。帰国子女
みたいのいると思いますよ。
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東邦大学の様子
今年は現役が多い。もうちょっと医学部なんで一浪二浪
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とですね。一浪はでも現役の次くらいに多いのかな。2
浪がほとんどいないんです。今年。いるんですけど、一
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で。再受験とかはその他にちらちらいる感じです。基本
的にあの～結構お年を召していらっしゃる感じの。全然
いないんですよ。なんか今年は。今年の東邦生、( 笑 ) 静
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男女比は女子が多そう？いやでも流石に半々くらいなん
じゃないかな。全体が１２１って聞いてて６０くらい、、、
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代官山MEDICALに入ったきっかけ
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の個人塾、個人塾っていうか先生のところに行って数学
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母親に絶対にそこに居たくないって言ったんです。ちょっ
ともう辛すぎて嫌だって。そろそろ集団塾に行こうって。
それでその時も医学部志望だったのでちゃんとした予備
校に行こうって。
う～ん、長岡さん (長岡鈴佳さん　東京慈恵会医科大進学 )
なのかな。母が両方とも知り合いで入ったのかな。あと
その時期に石川さんっていたと思うんですけど、今年合
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聡美さん　帝京大医学部進学 ) です。その人と長岡さん
のお姉さんの方にそういうところがあったよと言われ二
人に聞きにいって、じゃあ入るかってことになって。いや、
直前で数学塾で鬼の様にやってたんで、数学しかやる能
がなかったんですよ。逆に英語とか全く分かんなかった。
わけ分からないすね。

出てくる先生の名前が有名な先生しかいないの

で、 他に通おうとは思わなかった。
でも高３になってある程度準備とかしておかないと、と
いうことで。そこで青葉先生取り始めたんです。確か。
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すね。出てもいい先生も何も分からなかったので、外出
たら死ぬなと思ってたので、もうここしかねえわと思っ
て。そもそもやめるって考え自体なかったので。いや、3
月に電話もらった時は、友達とカラオケ行ってたんです。
鮮明に覚えてますけど。いきなりかかってきて掛け直し
たら山室先生でめちゃくちゃびっくりしました。ひたす
ら遊んでましたね。だめですね。あれなかったらもう
ちょっとちゃんと。高３は結構甘かったんじゃないっす
かね、結局。いや、勉強の量っていうか効率なのかな。
一番甘いのは英語かな。数学理科も甘いって言われたら
お終いなんすけど。化学と数学に関しては結構回してた
り、なんでこうなるのか考えてたんすけど、生物はなん
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そもそも文を読めないとかいろんなものが英語に関して
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前段階として長文の中で分からない単語をまず意味を調
べて覚えて、その後にその文のフレーズとかも全部調べ
て、その文を黙読１０回してその後音読を２０回してみ
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たね、学校にいる間は。英語だけじゃなくて、一つの長
文が終わったら若干次の授業まで時間あった時、そこに
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日大の様子
部活ないですけど走ってきました。走って自主練です
ね。サッカーめっちゃ強いんですよ日大。１部残留し
て。6部ぐらいあるうちの１部ですね。強くて入ってビビ
りました。
現役で普通に入ったのはわかんないですけど、一桁です
ね。だから俺はレアキャラですね。ちやほやされます。
でも再試引っかかっているので、バカじゃないかって。
引っかかったのは化学ですね。化学は勉強してなかった
ので。結構ムズいですね。
陳君（陳業隆　日大医学部進学）は余裕っすね。生物神
です。めっちゃ勉強してるんですよ。いつも真面目っ
す。日大は代官山勢結構多いっすね。7人ですね。クラス
が2つに分かれています。

二次試験の様子
現役で一次１個だけでも出ればね、浪人した時もちょっ
と励みにもなるのでは、みたいな。先生方が俺に対して
結構そういうムードがあったので。これぶち壊してやろ
うと思って(笑)。最後受験期、平野先生がずーっと持ち上
げてくれてて。お前は成長したとか。めっちゃ嬉しく
て。本当それは良かったですね。メンタル的に良かった
です。聖マリ1次出て、面接室入った瞬間にめっちゃニコ
ニコしていて、めちゃくちゃ好印象でこれは受かった
なって。めちゃくちゃ会話弾むんですよ。圧迫感全くな
かったですね。日大は圧迫感あったんですけど。何か質
問されて答えたんですけど、そういうこと言っているん
じゃなくてって言われて、マジかって。でも入ったとき
の雰囲気はすげー良くて。現役だと。制服なので。まず
制服で一回話題になるんですよ。現役なんだみたいな。
すごいねって。ぶっちゃけ、日大受かるとは思いません
でした。しかも正規。

合格した学力の分析
山室先生には高2のころからずっと見てもらってて。いっ
ぱいやらされました。(笑)
ずっとやってて、あのホント直前の穴埋めのマーク、あ
れが良かったですね。多分それなかったら数学終わって
いたので。結構突破口になりました、あれ。夏ぐらいに
ガーンって取れて、だからワンチャンあるかなって思っ
ていましたけど。理科が仕上がっていなかったので。最
後のMonthlyが終わってから伸びたと思います。鬼のよ
うにやってました。1年間鬼のようにやっていたんですけ
ど何も効果でなくて。で効果で始めたのがMonthly終わ
りぐらいですね。英語は最後の前の前あたりが二回連続
で良かったんですよ。んでやっぱり理科ですよ。日大は
理科重視ですから。聖マも理科重視ですね。半分が理科
ですもん。あとはメンタルですね。緊張させるとダメな
ので緊張させないようにしてくださいって言ってまし
た。平野先生優しかったですね。メンタル的に良かった
です。めちゃくちゃ持ち上げてくれて。ずーーーっと勉
強していたのに全然先生に認められなくて。めっちゃ悔

しくて。最後に評価されてはじめて、すごい嬉しくなっ
ちゃって。安心しました。調子こくぐらいがちょうど良
かったです。俺は東京の学校だったので土日とか来れた
のでデカかったっすね。自習室も、良いところでありが
とうございます。助かりました本当に。誰にも見られな
いんであそこ。めっちゃ恥ずかしいことも壁に書いたり
して。頑張れた。
恥ずいとかそういうこと考えてる場合ではなかったの
で。必死でした。石井先生が言ってた言葉とか全部貼っ
て。超恥ずいっすよね。今聞くと恥ずいっすよね。それ
貼ってモティベーションになっていました。

代官山MEDICALに入るきっかけ。
代官山に来たきっかけはお姉ちゃん？そうですね。姉か
らの紹介で。姉は今帝京ですね。来たのは高2でした。遊
んでいましたね。サッカーを全部優先して授業とかも休
んじゃって。高2は本当にダメっすね。数学だけ楽しく
て。数学は全部いたような気がしたけど。英語がね。も
う復習も一切しないで、本腰入れ始めたのが部活辞めて
からって。俺も部活辞めてからですね。（それまで）オ
フで。ずっとオンでメリハリ付けてね。オフになっ
ちゃったらオンに戻せなくなっちゃうから。もう遊びた
くてしゃーない。もう楽しいなって。ボウリング行こう
ぜって。オールでカラオケとか体力だけ有り余っている
ので。最初来た時、制服着ていましたね。部活帰りだっ
たんで。でっかいバッグしょって。ホントお世話になり
ました。ここの道何回も来て、思い入れありますね。
サッカー部をやめて、4月の中旬ぐらいですね。で5月か
ら始めるって感じで。その時本当に能力0に近くて、人の
三倍努力、8倍ぐらい勉強しないとって。でも端っこで燃
えてましたね。良い席でしたね。いつも居ましたね。夏
休みとか、遅くなっちゃう日はあるけど6:30には行くよ
うにしていて。帰りは誰にも負けたくないので最後の一
人まで。たまに鄭さん（鄭京華　日本医科大進学）に負
けたりするんだけど。鄭さんも強いっすね。鄭さんは
ね、反対側だったけどもうバチバチでしたね。こうやっ
て見て、寝た寝たって。誰かが寝るたびにめちゃくちゃ
やる気になって。鄭さんそれが寝ないんすよ。寝るのが
激レアで。寝た時は鬼集中できるんすよ。でも佐伯（佐
伯理花子　杏林大医学部進学）、鄭が寝だすと本当もう
アツいっすね。俺は死んでも寝なかったですね。あとは
赤岡（赤岡大地　東京医科大進学）がデカいっすね。強
いっすね。あいつが来たのが夏休みで。あー結構来てた
んですけど俺が知り合ったのが夏休みで。俺最初、赤岡
のお姉ちゃん（赤岡春菜　日本医科大進学）をぶっ倒そ
うと思って。でも無理だってなって。これは無理だって
なって。次元が違いましたね。大地じゃなくてお姉ちゃ
ん狙ってたんですよ。最初はそうだったんですけど、途
中で赤岡大地の方を。目標ってか赤岡を倒すってでっか
く自分の机に貼ったので。恥ずいっすね。赤い字で書い
て。
赤岡大地はいいライバルでした。でも毎日は来ていな

かったので。あいつ甲府だから。来ようと思えばすぐ来
れるんで。週末来て。推薦終わった後も来ていたんで、
直前期とか過去問やるじゃないですか。あいつ6:30に来
させて、終わっているのに。一緒に過去問解いてまし
た。数学とかだけ、いろんなところの過去問をやってい
ました。2人だけでしたね。本当偉いっすねあいつ、良い
奴でした。ホテル泊まってましたね。めっちゃ良い奴だ
なって。受かったの結構あいつデカいっすよ。数学もめ
ちゃくちゃできたんですよね。でも積分は俺勝ちました
よ。

本気の高3生の勉強
3年の5月から初めて。一応全部取ってました。全取りで
した。数学は薄先生と平野先生で化学が三上先生で。で
生物が緒方先生で。良い布陣でした。たまに石原先生 。
緒方先生は真ん中ら辺細かくきっちりやって、石原先生
はおおざっぱで概念ガーンとやってくみたいな。英語も
青葉先生と石井先生。英語は3年になったら石井先生で
す。2回は石井先生で青葉先生は文法やってました。あ、
でも全体的にやってましたね。本当苦手だったんですよ
英語。一番伸びたのは生物ですかね。石井先生のやつは
別に音読とかやってました。あとは文構造取り直したり
とか。青葉先生はまた別なので、先生に言われた復習方
法でやっていくみたいな。長文だったら、まず分かんな
い単語とかを俺の場合ノートに書いておいて自分の単語
帳みたいにして、その次に、文構造を5回取って、きつ
かったです。それから20回音読みたいな。はい。正直言
うと全部回らなくて。最後らへんは結構やっていたんで
すよ。音読も。前期後期は回らなかったので。現役生に
言うのはあれですけど、学校は全部内職でした。英語は
できなかったので英語の教材として授業は聞くようにし
ていました。あとの授業は全部内職で。体育はガチで
やってて、そこでストレス発散みたいな。学校の授業も
殆ど聞いてないですね。
朝は学校で頑張っていました。一学期終わって、代官山
で夏期講習全部取ってました。キツかったですね。授業
一日無い日が一番きつかったですね。まるまる開いてい
る日は6:30に行くんですけど、眠いしずーーと無いので
21:30まで。集中力が持たなくて。昼めし食ったが最後、
爆睡って。そこなんですよね。皆寝出して、そこから活
力がバーッと出てきて、それでつなぎとめていたもんで
すよ。俺勝ったなみたいな。あいつ落ちたわみたいな。
そいつに勝てば1人抜かしているわけじゃないですか。8
人寝ていたら8人抜かしたみたいな。
寝ているやついると嬉しかったです。性格歪みました
よ。勝てば官軍だし。なんとしてでも勝とうと思ってい
たので。夏休みは自分で言うのもあれですけど本当にや
りました。

マンスリーが取れない
河合塾の模試、めちゃくちゃやったって自信満々で行っ
たら偏差値50いくつでめちゃくちゃ凹んで、その1週間後

にマンスリーがあって、そこでも全然出来なくて帰りの
電車でめちゃくちゃ泣きました。キツすぎましたね。マ
ンスリーも現役の中で2位とか3位は取るんですが。でも1
位とかは無いんですよ。1回だけ。しかも危ない1位でし
た。
勝ちたかったですねー。マンスリーは点数の直結しなく
て、佐伯とかは取れるところは取って絶対計算ミスをし
ない。本当に憎たらしかったです。でもメンバーには恵
まれましたね。夏短く感じましたね。やってる最中は長
く感じるんですけど、終わってみると短かったかなっ
て。それで秋の結果が良くないとそれは俺も真剣に考え
てました。手汗が尋常じゃなかったですね。ビショビ
ショでしたね。(笑)
石井先生に英語とか心支えてもらったりだとか。平野先
生とかに支えてもらったし。理科は最後まであんまり生
物とか最初24点とか取ってたけど。生物は伸びて、自信
ついちゃって行けますよって言った気がします。生物は
自分の中でごんごんとあがっていく感じがあったので。
緒方先生に俺受かりますよって言って、ビックマウスだ
なって反応されて。笑われましたね。緒方先生のノート
すごいコンパクトにまとめてくれてすごい良かったで
す。それを受験持って行きました。あと自分のノートも
使いました。資料集は書き込んで使っていましたけど、
自分ができないところを再度見直した方が良いかなって
思ってノート見ていましたね。聖マと日大はまぐれじゃ
なくて、点数取れていないと一次出ないので手応えはあ
りましたね。化学生物来たこれって思って。日大も。そ
れで半分近く取ったっていうのが大きかったですね。他
の所はできたっていうのは、昭和（小声）。でも落ちた
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けど。。しかもめっちゃ生物よりだったじゃないです
か。昭和後期も受けておけばワンチャンあったのかな。
でも日大受かって嬉しくて勉強手に着かなくて3月まで集
中力持たせるのってなかなか。日大の二次試験が2/16
で、発表は一週間後ぐらいですね。聖マ受かった段階で
もうフワッとなっちゃって。そのときにはもう日大終
わっていたので。聖マの二次試験は2/11とか10ですね。
日大は終わってましたね。

日大合格作戦？
日大も英語難しかったんですが、二年ごとにがらっと変
わるらしいんですけど、一昨年の問題の傾向は自分に
合っていて、4年前とか解いたら全然合わなくて。去年の
問題解くと6割余裕で超えて7、8割ぐらい行ってて。7.5
割ぐらい行ったので良いなって思って。今年の問題も解
けました。数学は時間的にちょっと解けませんでした
が。でも普通に計算しないで埋まっちゃいました。数秒
で。記述は合ってましたよ。全部ではないですけど。ま
あ手応えはありましたね。化学生物も爆発したので、落
ちるわけないだろって思って。生物も結構簡単で、ミス
が命取りみたいな。三上先生の化学は1学期から取ってい
たんですけど0から教えてもらって、んで有機のテキスト
は電車の中でずっとみたりして、必死にやんないとって
思って。復習とかもちゃんとやって。手厚く教えてくれ
たので。テキストの方めっちゃプッシュしていたので。
三上先生は冷たそうに見えて結構情があるので。(笑)すげ
え情がある先生だったので、出来ない時はすげえ叱って
くれたし、叱られると本当きつかったんですけど。でも
勉強はやっている自信はあったのでなんで出来ないんだ
ろうって悩んで。逆にそれがナニクソって頑張れたって
いうのはありますね。

石井先生の授業
本当石井先生尊敬していて、言った事を全部書いて貼っ
ていたんですよ。それ生きがいにしてやっていたので。
本当に初めて尊敬する先生でした。本当に恥ずかしいで
すけど。本当にすごい。一言一句全部真剣だったんです
よ。そうですよ。ギャグもメモってました。
全部メモってますよ俺。石井先生の授業、一番前は怖く
て。前から二番目とか。俺一人です。最初は一番後ろで
友人とかと一緒に受けていたんですけど。これはダメ
だって思って。なんかもうみんなに何でも負けたくない
んで。例えば佐伯さん（佐伯理花子　杏林大医学部進
学）とか四列目で受けていたら、一個前でも行ってやろ
うかなって。これは差がつくとこだと思って。なんでも
一個前行ってやろうと思って。だから本館から二号館に
帰るスピードも佐伯さん前に居たら抜かしていました。
勝てるところはなんでも勝たないとって。最後の方は1人
で受けていましたね。
学年で、あのサッカー部の石川が？あいつあんなでき
たっけ？学校の勉強は疎かにしていたんで。最後は50何
位とかで。内申とかね。推薦考えてなかったからね。1学

期とかは20番ぐらいだったんですけど。でも俺正規だ
し。圧勝っす。代官山のおかげです。ほんと様様で、代
官山大好きすぎて。ありがとうございます。別の予備校
行っていたら終わっていましたね。俺みたいなタイプ刺
激がないとやらないので。石井先生に会って変わったみ
たいな。

現役合格に必要なもの
現役合格のために必要なのはまずは多分メンタル面。や
る気出ないとかじゃなくて、浪人しないっていうメンタ
ル。自分に誇れるものが欲しくて現役目指したんで。メ
ンタルが折れちゃったらやっぱダメなんで。メンタル保
つために座談会とかこういう合格体験談とか見て、正直
ウザいなって思っても、なんだこいつって思っても、ウ
ザいなって思っても、でも全部見て、何々しましたって
いうのを全部やって、そいつらのやれば受かるじゃない
ですか。そいつらやっているプラスアルファ、例えば朝
7:00に行ってましたなら6:30に行くとか。家帰ったら読
んだりしてメンタル保ってました。受験で性格ひん曲
がったので佐伯とか赤岡大地（東京医科大進学）に敵対
心を持っていましたが、仲は良かったですよ。でも負け
たくないですね。
あと1日4教科全部やっていました。質よりも量でやって
いましたね。結局効率とか考えて試行錯誤するより量
やった方が手っ取り早いって。サッカー部だから、
シュート打つのに一々理論とか考えないので。

石井先生の授業はどんな感じ
崇拝していたので、英語の授業というよりはモチベー
ションを保つための授業って言う感じ。最初にお言葉
が・・・、神からのお言葉が20分ぐらいあるんですけ
ど、それがもう俺にとってはメインで。いっぱい書いて
いて。授業終ったら付箋に書いて貼って。ギャグも書い
てました。勉強すればイケメンになれるって言ってたん
ですけどそれもメモして。英語の授業でも方針とか教え
てくれて。石井先生に質問行けませんでした。もう神な
ので。恐れ多くて。分からないのは青葉先生に聞いてい
ました。ライトな方に。勉強方針の質問は石井先生にし
ていました。本当に助かりました。ここにいた時は言わ
なかったですけど。恥ずかしいので。親が何て言っても
石井先生がこう言っていたからって。石井先生がこうし
ろっていったらこうしていました。実績がでかいっすね
本当に。日大だけで7人とかやばいっす。日医は11人です
からね。ヤバいっす。慈恵9人入ったときありましたよ
ね。やべえって思って。

今年浪人している友達でも、後輩に向けてアドバイス
先生の言ったこと、これはやれこれはやっちゃいけな
いっていうのは絶対従った方が良いですね。受かる要素
だけ取って、受からない要素は捨てないと。それで逆に
受からなかったら先生怨もうと思っていたので。いや結
果として受かったので全然怨んでいないので。感謝でし

かないんですけど。やるなと言われたことはやってない
ですね。あとはオンオフじゃないですけど、塾に行った
時は本気でやって、体育もガチでやって、日曜日とかた
まに早く帰って寝るっていう感じですね。現役生は1分1
秒無駄にできないので。電車の中とかもやらないと受か
らないかなって思いますね。あと内職もした方が良いで
すね。内職しないと時間絶対足りないので。無駄に出来
ないですね時間は。学校ではしゃべっていましたけど、
ここでは帰りぐらいしか喋らなかったですね。あと途中
で飯の時間ももったいないなって思って。帰りに暗い中
で単語開いている人もいましたけど、見にくいだろって
思って。その帰りの道でおにぎり食べていました。逆に
朝はちゃんと食べていました。石井先生の言うように朝
型にしないとダメですね。夜やっても効率よくないの
で。あと夏休みは学校無い分差がつくので結構デカいで
すね。結果は出ないかもだけど信じてやるしかないです
ね。マンスリーは最初は全然知識もなかったので重要視
していなかったんですけど、夏終わりぐらいから1ヶ月の
勉強の総括になると思って結構河合より重要視していま
した。一カ月頑張ったかマンスリーみたらわかるって。9
月か10月ぐらいに220点取って。モティべ（アップ）に
なりました。具体的な目標になります一カ月の。下がる
と・・・最後に下がったのでキツかったですけど、それ
でも受かるって自信はあったので。なんでやってました
ね。直前期は。やっぱりマンスリームズいっすね。むし
ろ受験の方が簡単だったかもしれない（笑）特に生物は
難しかったですね。
言い残したことは……。獨協高校勢頑張ってほしいです
ね（笑）。

日大の様子
部活ないですけど走ってきました。走って自主練です
ね。サッカーめっちゃ強いんですよ日大。１部残留し
て。6部ぐらいあるうちの１部ですね。強くて入ってビビ
りました。
現役で普通に入ったのはわかんないですけど、一桁です
ね。だから俺はレアキャラですね。ちやほやされます。
でも再試引っかかっているので、バカじゃないかって。
引っかかったのは化学ですね。化学は勉強してなかった
ので。結構ムズいですね。
陳君（陳業隆　日大医学部進学）は余裕っすね。生物神
です。めっちゃ勉強してるんですよ。いつも真面目っ
す。日大は代官山勢結構多いっすね。7人ですね。クラス
が2つに分かれています。

二次試験の様子
現役で一次１個だけでも出ればね、浪人した時もちょっ
と励みにもなるのでは、みたいな。先生方が俺に対して
結構そういうムードがあったので。これぶち壊してやろ
うと思って(笑)。最後受験期、平野先生がずーっと持ち上
げてくれてて。お前は成長したとか。めっちゃ嬉しく
て。本当それは良かったですね。メンタル的に良かった
です。聖マリ1次出て、面接室入った瞬間にめっちゃニコ
ニコしていて、めちゃくちゃ好印象でこれは受かった
なって。めちゃくちゃ会話弾むんですよ。圧迫感全くな
かったですね。日大は圧迫感あったんですけど。何か質
問されて答えたんですけど、そういうこと言っているん
じゃなくてって言われて、マジかって。でも入ったとき
の雰囲気はすげー良くて。現役だと。制服なので。まず
制服で一回話題になるんですよ。現役なんだみたいな。
すごいねって。ぶっちゃけ、日大受かるとは思いません
でした。しかも正規。

合格した学力の分析
山室先生には高2のころからずっと見てもらってて。いっ
ぱいやらされました。(笑)
ずっとやってて、あのホント直前の穴埋めのマーク、あ
れが良かったですね。多分それなかったら数学終わって
いたので。結構突破口になりました、あれ。夏ぐらいに
ガーンって取れて、だからワンチャンあるかなって思っ
ていましたけど。理科が仕上がっていなかったので。最
後のMonthlyが終わってから伸びたと思います。鬼のよ
うにやってました。1年間鬼のようにやっていたんですけ
ど何も効果でなくて。で効果で始めたのがMonthly終わ
りぐらいですね。英語は最後の前の前あたりが二回連続
で良かったんですよ。んでやっぱり理科ですよ。日大は
理科重視ですから。聖マも理科重視ですね。半分が理科
ですもん。あとはメンタルですね。緊張させるとダメな
ので緊張させないようにしてくださいって言ってまし
た。平野先生優しかったですね。メンタル的に良かった
です。めちゃくちゃ持ち上げてくれて。ずーーーっと勉
強していたのに全然先生に認められなくて。めっちゃ悔

しくて。最後に評価されてはじめて、すごい嬉しくなっ
ちゃって。安心しました。調子こくぐらいがちょうど良
かったです。俺は東京の学校だったので土日とか来れた
のでデカかったっすね。自習室も、良いところでありが
とうございます。助かりました本当に。誰にも見られな
いんであそこ。めっちゃ恥ずかしいことも壁に書いたり
して。頑張れた。
恥ずいとかそういうこと考えてる場合ではなかったの
で。必死でした。石井先生が言ってた言葉とか全部貼っ
て。超恥ずいっすよね。今聞くと恥ずいっすよね。それ
貼ってモティベーションになっていました。

代官山MEDICALに入るきっかけ。
代官山に来たきっかけはお姉ちゃん？そうですね。姉か
らの紹介で。姉は今帝京ですね。来たのは高2でした。遊
んでいましたね。サッカーを全部優先して授業とかも休
んじゃって。高2は本当にダメっすね。数学だけ楽しく
て。数学は全部いたような気がしたけど。英語がね。も
う復習も一切しないで、本腰入れ始めたのが部活辞めて
からって。俺も部活辞めてからですね。（それまで）オ
フで。ずっとオンでメリハリ付けてね。オフになっ
ちゃったらオンに戻せなくなっちゃうから。もう遊びた
くてしゃーない。もう楽しいなって。ボウリング行こう
ぜって。オールでカラオケとか体力だけ有り余っている
ので。最初来た時、制服着ていましたね。部活帰りだっ
たんで。でっかいバッグしょって。ホントお世話になり
ました。ここの道何回も来て、思い入れありますね。
サッカー部をやめて、4月の中旬ぐらいですね。で5月か
ら始めるって感じで。その時本当に能力0に近くて、人の
三倍努力、8倍ぐらい勉強しないとって。でも端っこで燃
えてましたね。良い席でしたね。いつも居ましたね。夏
休みとか、遅くなっちゃう日はあるけど6:30には行くよ
うにしていて。帰りは誰にも負けたくないので最後の一
人まで。たまに鄭さん（鄭京華　日本医科大進学）に負
けたりするんだけど。鄭さんも強いっすね。鄭さんは
ね、反対側だったけどもうバチバチでしたね。こうやっ
て見て、寝た寝たって。誰かが寝るたびにめちゃくちゃ
やる気になって。鄭さんそれが寝ないんすよ。寝るのが
激レアで。寝た時は鬼集中できるんすよ。でも佐伯（佐
伯理花子　杏林大医学部進学）、鄭が寝だすと本当もう
アツいっすね。俺は死んでも寝なかったですね。あとは
赤岡（赤岡大地　東京医科大進学）がデカいっすね。強
いっすね。あいつが来たのが夏休みで。あー結構来てた
んですけど俺が知り合ったのが夏休みで。俺最初、赤岡
のお姉ちゃん（赤岡春菜　日本医科大進学）をぶっ倒そ
うと思って。でも無理だってなって。これは無理だって
なって。次元が違いましたね。大地じゃなくてお姉ちゃ
ん狙ってたんですよ。最初はそうだったんですけど、途
中で赤岡大地の方を。目標ってか赤岡を倒すってでっか
く自分の机に貼ったので。恥ずいっすね。赤い字で書い
て。
赤岡大地はいいライバルでした。でも毎日は来ていな

かったので。あいつ甲府だから。来ようと思えばすぐ来
れるんで。週末来て。推薦終わった後も来ていたんで、
直前期とか過去問やるじゃないですか。あいつ6:30に来
させて、終わっているのに。一緒に過去問解いてまし
た。数学とかだけ、いろんなところの過去問をやってい
ました。2人だけでしたね。本当偉いっすねあいつ、良い
奴でした。ホテル泊まってましたね。めっちゃ良い奴だ
なって。受かったの結構あいつデカいっすよ。数学もめ
ちゃくちゃできたんですよね。でも積分は俺勝ちました
よ。

本気の高3生の勉強
3年の5月から初めて。一応全部取ってました。全取りで
した。数学は薄先生と平野先生で化学が三上先生で。で
生物が緒方先生で。良い布陣でした。たまに石原先生 。
緒方先生は真ん中ら辺細かくきっちりやって、石原先生
はおおざっぱで概念ガーンとやってくみたいな。英語も
青葉先生と石井先生。英語は3年になったら石井先生で
す。2回は石井先生で青葉先生は文法やってました。あ、
でも全体的にやってましたね。本当苦手だったんですよ
英語。一番伸びたのは生物ですかね。石井先生のやつは
別に音読とかやってました。あとは文構造取り直したり
とか。青葉先生はまた別なので、先生に言われた復習方
法でやっていくみたいな。長文だったら、まず分かんな
い単語とかを俺の場合ノートに書いておいて自分の単語
帳みたいにして、その次に、文構造を5回取って、きつ
かったです。それから20回音読みたいな。はい。正直言
うと全部回らなくて。最後らへんは結構やっていたんで
すよ。音読も。前期後期は回らなかったので。現役生に
言うのはあれですけど、学校は全部内職でした。英語は
できなかったので英語の教材として授業は聞くようにし
ていました。あとの授業は全部内職で。体育はガチで
やってて、そこでストレス発散みたいな。学校の授業も
殆ど聞いてないですね。
朝は学校で頑張っていました。一学期終わって、代官山
で夏期講習全部取ってました。キツかったですね。授業
一日無い日が一番きつかったですね。まるまる開いてい
る日は6:30に行くんですけど、眠いしずーーと無いので
21:30まで。集中力が持たなくて。昼めし食ったが最後、
爆睡って。そこなんですよね。皆寝出して、そこから活
力がバーッと出てきて、それでつなぎとめていたもんで
すよ。俺勝ったなみたいな。あいつ落ちたわみたいな。
そいつに勝てば1人抜かしているわけじゃないですか。8
人寝ていたら8人抜かしたみたいな。
寝ているやついると嬉しかったです。性格歪みました
よ。勝てば官軍だし。なんとしてでも勝とうと思ってい
たので。夏休みは自分で言うのもあれですけど本当にや
りました。

マンスリーが取れない
河合塾の模試、めちゃくちゃやったって自信満々で行っ
たら偏差値50いくつでめちゃくちゃ凹んで、その1週間後

にマンスリーがあって、そこでも全然出来なくて帰りの
電車でめちゃくちゃ泣きました。キツすぎましたね。マ
ンスリーも現役の中で2位とか3位は取るんですが。でも1
位とかは無いんですよ。1回だけ。しかも危ない1位でし
た。
勝ちたかったですねー。マンスリーは点数の直結しなく
て、佐伯とかは取れるところは取って絶対計算ミスをし
ない。本当に憎たらしかったです。でもメンバーには恵
まれましたね。夏短く感じましたね。やってる最中は長
く感じるんですけど、終わってみると短かったかなっ
て。それで秋の結果が良くないとそれは俺も真剣に考え
てました。手汗が尋常じゃなかったですね。ビショビ
ショでしたね。(笑)
石井先生に英語とか心支えてもらったりだとか。平野先
生とかに支えてもらったし。理科は最後まであんまり生
物とか最初24点とか取ってたけど。生物は伸びて、自信
ついちゃって行けますよって言った気がします。生物は
自分の中でごんごんとあがっていく感じがあったので。
緒方先生に俺受かりますよって言って、ビックマウスだ
なって反応されて。笑われましたね。緒方先生のノート
すごいコンパクトにまとめてくれてすごい良かったで
す。それを受験持って行きました。あと自分のノートも
使いました。資料集は書き込んで使っていましたけど、
自分ができないところを再度見直した方が良いかなって
思ってノート見ていましたね。聖マと日大はまぐれじゃ
なくて、点数取れていないと一次出ないので手応えはあ
りましたね。化学生物来たこれって思って。日大も。そ
れで半分近く取ったっていうのが大きかったですね。他
の所はできたっていうのは、昭和（小声）。でも落ちた
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けど。。しかもめっちゃ生物よりだったじゃないです
か。昭和後期も受けておけばワンチャンあったのかな。
でも日大受かって嬉しくて勉強手に着かなくて3月まで集
中力持たせるのってなかなか。日大の二次試験が2/16
で、発表は一週間後ぐらいですね。聖マ受かった段階で
もうフワッとなっちゃって。そのときにはもう日大終
わっていたので。聖マの二次試験は2/11とか10ですね。
日大は終わってましたね。

日大合格作戦？
日大も英語難しかったんですが、二年ごとにがらっと変
わるらしいんですけど、一昨年の問題の傾向は自分に
合っていて、4年前とか解いたら全然合わなくて。去年の
問題解くと6割余裕で超えて7、8割ぐらい行ってて。7.5
割ぐらい行ったので良いなって思って。今年の問題も解
けました。数学は時間的にちょっと解けませんでした
が。でも普通に計算しないで埋まっちゃいました。数秒
で。記述は合ってましたよ。全部ではないですけど。ま
あ手応えはありましたね。化学生物も爆発したので、落
ちるわけないだろって思って。生物も結構簡単で、ミス
が命取りみたいな。三上先生の化学は1学期から取ってい
たんですけど0から教えてもらって、んで有機のテキスト
は電車の中でずっとみたりして、必死にやんないとって
思って。復習とかもちゃんとやって。手厚く教えてくれ
たので。テキストの方めっちゃプッシュしていたので。
三上先生は冷たそうに見えて結構情があるので。(笑)すげ
え情がある先生だったので、出来ない時はすげえ叱って
くれたし、叱られると本当きつかったんですけど。でも
勉強はやっている自信はあったのでなんで出来ないんだ
ろうって悩んで。逆にそれがナニクソって頑張れたって
いうのはありますね。

石井先生の授業
本当石井先生尊敬していて、言った事を全部書いて貼っ
ていたんですよ。それ生きがいにしてやっていたので。
本当に初めて尊敬する先生でした。本当に恥ずかしいで
すけど。本当にすごい。一言一句全部真剣だったんです
よ。そうですよ。ギャグもメモってました。
全部メモってますよ俺。石井先生の授業、一番前は怖く
て。前から二番目とか。俺一人です。最初は一番後ろで
友人とかと一緒に受けていたんですけど。これはダメ
だって思って。なんかもうみんなに何でも負けたくない
んで。例えば佐伯さん（佐伯理花子　杏林大医学部進
学）とか四列目で受けていたら、一個前でも行ってやろ
うかなって。これは差がつくとこだと思って。なんでも
一個前行ってやろうと思って。だから本館から二号館に
帰るスピードも佐伯さん前に居たら抜かしていました。
勝てるところはなんでも勝たないとって。最後の方は1人
で受けていましたね。
学年で、あのサッカー部の石川が？あいつあんなでき
たっけ？学校の勉強は疎かにしていたんで。最後は50何
位とかで。内申とかね。推薦考えてなかったからね。1学

期とかは20番ぐらいだったんですけど。でも俺正規だ
し。圧勝っす。代官山のおかげです。ほんと様様で、代
官山大好きすぎて。ありがとうございます。別の予備校
行っていたら終わっていましたね。俺みたいなタイプ刺
激がないとやらないので。石井先生に会って変わったみ
たいな。

現役合格に必要なもの
現役合格のために必要なのはまずは多分メンタル面。や
る気出ないとかじゃなくて、浪人しないっていうメンタ
ル。自分に誇れるものが欲しくて現役目指したんで。メ
ンタルが折れちゃったらやっぱダメなんで。メンタル保
つために座談会とかこういう合格体験談とか見て、正直
ウザいなって思っても、なんだこいつって思っても、ウ
ザいなって思っても、でも全部見て、何々しましたって
いうのを全部やって、そいつらのやれば受かるじゃない
ですか。そいつらやっているプラスアルファ、例えば朝
7:00に行ってましたなら6:30に行くとか。家帰ったら読
んだりしてメンタル保ってました。受験で性格ひん曲
がったので佐伯とか赤岡大地（東京医科大進学）に敵対
心を持っていましたが、仲は良かったですよ。でも負け
たくないですね。
あと1日4教科全部やっていました。質よりも量でやって
いましたね。結局効率とか考えて試行錯誤するより量
やった方が手っ取り早いって。サッカー部だから、
シュート打つのに一々理論とか考えないので。

石井先生の授業はどんな感じ
崇拝していたので、英語の授業というよりはモチベー
ションを保つための授業って言う感じ。最初にお言葉
が・・・、神からのお言葉が20分ぐらいあるんですけ
ど、それがもう俺にとってはメインで。いっぱい書いて
いて。授業終ったら付箋に書いて貼って。ギャグも書い
てました。勉強すればイケメンになれるって言ってたん
ですけどそれもメモして。英語の授業でも方針とか教え
てくれて。石井先生に質問行けませんでした。もう神な
ので。恐れ多くて。分からないのは青葉先生に聞いてい
ました。ライトな方に。勉強方針の質問は石井先生にし
ていました。本当に助かりました。ここにいた時は言わ
なかったですけど。恥ずかしいので。親が何て言っても
石井先生がこう言っていたからって。石井先生がこうし
ろっていったらこうしていました。実績がでかいっすね
本当に。日大だけで7人とかやばいっす。日医は11人です
からね。ヤバいっす。慈恵9人入ったときありましたよ
ね。やべえって思って。

今年浪人している友達でも、後輩に向けてアドバイス
先生の言ったこと、これはやれこれはやっちゃいけな
いっていうのは絶対従った方が良いですね。受かる要素
だけ取って、受からない要素は捨てないと。それで逆に
受からなかったら先生怨もうと思っていたので。いや結
果として受かったので全然怨んでいないので。感謝でし

かないんですけど。やるなと言われたことはやってない
ですね。あとはオンオフじゃないですけど、塾に行った
時は本気でやって、体育もガチでやって、日曜日とかた
まに早く帰って寝るっていう感じですね。現役生は1分1
秒無駄にできないので。電車の中とかもやらないと受か
らないかなって思いますね。あと内職もした方が良いで
すね。内職しないと時間絶対足りないので。無駄に出来
ないですね時間は。学校ではしゃべっていましたけど、
ここでは帰りぐらいしか喋らなかったですね。あと途中
で飯の時間ももったいないなって思って。帰りに暗い中
で単語開いている人もいましたけど、見にくいだろって
思って。その帰りの道でおにぎり食べていました。逆に
朝はちゃんと食べていました。石井先生の言うように朝
型にしないとダメですね。夜やっても効率よくないの
で。あと夏休みは学校無い分差がつくので結構デカいで
すね。結果は出ないかもだけど信じてやるしかないです
ね。マンスリーは最初は全然知識もなかったので重要視
していなかったんですけど、夏終わりぐらいから1ヶ月の
勉強の総括になると思って結構河合より重要視していま
した。一カ月頑張ったかマンスリーみたらわかるって。9
月か10月ぐらいに220点取って。モティべ（アップ）に
なりました。具体的な目標になります一カ月の。下がる
と・・・最後に下がったのでキツかったですけど、それ
でも受かるって自信はあったので。なんでやってました
ね。直前期は。やっぱりマンスリームズいっすね。むし
ろ受験の方が簡単だったかもしれない（笑）特に生物は
難しかったですね。
言い残したことは……。獨協高校勢頑張ってほしいです
ね（笑）。
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日大の様子
部活ないですけど走ってきました。走って自主練です
ね。サッカーめっちゃ強いんですよ日大。１部残留し
て。6部ぐらいあるうちの１部ですね。強くて入ってビビ
りました。
現役で普通に入ったのはわかんないですけど、一桁です
ね。だから俺はレアキャラですね。ちやほやされます。
でも再試引っかかっているので、バカじゃないかって。
引っかかったのは化学ですね。化学は勉強してなかった
ので。結構ムズいですね。
陳君（陳業隆　日大医学部進学）は余裕っすね。生物神
です。めっちゃ勉強してるんですよ。いつも真面目っ
す。日大は代官山勢結構多いっすね。7人ですね。クラス
が2つに分かれています。

二次試験の様子
現役で一次１個だけでも出ればね、浪人した時もちょっ
と励みにもなるのでは、みたいな。先生方が俺に対して
結構そういうムードがあったので。これぶち壊してやろ
うと思って(笑)。最後受験期、平野先生がずーっと持ち上
げてくれてて。お前は成長したとか。めっちゃ嬉しく
て。本当それは良かったですね。メンタル的に良かった
です。聖マリ1次出て、面接室入った瞬間にめっちゃニコ
ニコしていて、めちゃくちゃ好印象でこれは受かった
なって。めちゃくちゃ会話弾むんですよ。圧迫感全くな
かったですね。日大は圧迫感あったんですけど。何か質
問されて答えたんですけど、そういうこと言っているん
じゃなくてって言われて、マジかって。でも入ったとき
の雰囲気はすげー良くて。現役だと。制服なので。まず
制服で一回話題になるんですよ。現役なんだみたいな。
すごいねって。ぶっちゃけ、日大受かるとは思いません
でした。しかも正規。

合格した学力の分析
山室先生には高2のころからずっと見てもらってて。いっ
ぱいやらされました。(笑)
ずっとやってて、あのホント直前の穴埋めのマーク、あ
れが良かったですね。多分それなかったら数学終わって
いたので。結構突破口になりました、あれ。夏ぐらいに
ガーンって取れて、だからワンチャンあるかなって思っ
ていましたけど。理科が仕上がっていなかったので。最
後のMonthlyが終わってから伸びたと思います。鬼のよ
うにやってました。1年間鬼のようにやっていたんですけ
ど何も効果でなくて。で効果で始めたのがMonthly終わ
りぐらいですね。英語は最後の前の前あたりが二回連続
で良かったんですよ。んでやっぱり理科ですよ。日大は
理科重視ですから。聖マも理科重視ですね。半分が理科
ですもん。あとはメンタルですね。緊張させるとダメな
ので緊張させないようにしてくださいって言ってまし
た。平野先生優しかったですね。メンタル的に良かった
です。めちゃくちゃ持ち上げてくれて。ずーーーっと勉
強していたのに全然先生に認められなくて。めっちゃ悔

しくて。最後に評価されてはじめて、すごい嬉しくなっ
ちゃって。安心しました。調子こくぐらいがちょうど良
かったです。俺は東京の学校だったので土日とか来れた
のでデカかったっすね。自習室も、良いところでありが
とうございます。助かりました本当に。誰にも見られな
いんであそこ。めっちゃ恥ずかしいことも壁に書いたり
して。頑張れた。
恥ずいとかそういうこと考えてる場合ではなかったの
で。必死でした。石井先生が言ってた言葉とか全部貼っ
て。超恥ずいっすよね。今聞くと恥ずいっすよね。それ
貼ってモティベーションになっていました。

代官山MEDICALに入るきっかけ。
代官山に来たきっかけはお姉ちゃん？そうですね。姉か
らの紹介で。姉は今帝京ですね。来たのは高2でした。遊
んでいましたね。サッカーを全部優先して授業とかも休
んじゃって。高2は本当にダメっすね。数学だけ楽しく
て。数学は全部いたような気がしたけど。英語がね。も
う復習も一切しないで、本腰入れ始めたのが部活辞めて
からって。俺も部活辞めてからですね。（それまで）オ
フで。ずっとオンでメリハリ付けてね。オフになっ
ちゃったらオンに戻せなくなっちゃうから。もう遊びた
くてしゃーない。もう楽しいなって。ボウリング行こう
ぜって。オールでカラオケとか体力だけ有り余っている
ので。最初来た時、制服着ていましたね。部活帰りだっ
たんで。でっかいバッグしょって。ホントお世話になり
ました。ここの道何回も来て、思い入れありますね。
サッカー部をやめて、4月の中旬ぐらいですね。で5月か
ら始めるって感じで。その時本当に能力0に近くて、人の
三倍努力、8倍ぐらい勉強しないとって。でも端っこで燃
えてましたね。良い席でしたね。いつも居ましたね。夏
休みとか、遅くなっちゃう日はあるけど6:30には行くよ
うにしていて。帰りは誰にも負けたくないので最後の一
人まで。たまに鄭さん（鄭京華　日本医科大進学）に負
けたりするんだけど。鄭さんも強いっすね。鄭さんは
ね、反対側だったけどもうバチバチでしたね。こうやっ
て見て、寝た寝たって。誰かが寝るたびにめちゃくちゃ
やる気になって。鄭さんそれが寝ないんすよ。寝るのが
激レアで。寝た時は鬼集中できるんすよ。でも佐伯（佐
伯理花子　杏林大医学部進学）、鄭が寝だすと本当もう
アツいっすね。俺は死んでも寝なかったですね。あとは
赤岡（赤岡大地　東京医科大進学）がデカいっすね。強
いっすね。あいつが来たのが夏休みで。あー結構来てた
んですけど俺が知り合ったのが夏休みで。俺最初、赤岡
のお姉ちゃん（赤岡春菜　日本医科大進学）をぶっ倒そ
うと思って。でも無理だってなって。これは無理だって
なって。次元が違いましたね。大地じゃなくてお姉ちゃ
ん狙ってたんですよ。最初はそうだったんですけど、途
中で赤岡大地の方を。目標ってか赤岡を倒すってでっか
く自分の机に貼ったので。恥ずいっすね。赤い字で書い
て。
赤岡大地はいいライバルでした。でも毎日は来ていな

かったので。あいつ甲府だから。来ようと思えばすぐ来
れるんで。週末来て。推薦終わった後も来ていたんで、
直前期とか過去問やるじゃないですか。あいつ6:30に来
させて、終わっているのに。一緒に過去問解いてまし
た。数学とかだけ、いろんなところの過去問をやってい
ました。2人だけでしたね。本当偉いっすねあいつ、良い
奴でした。ホテル泊まってましたね。めっちゃ良い奴だ
なって。受かったの結構あいつデカいっすよ。数学もめ
ちゃくちゃできたんですよね。でも積分は俺勝ちました
よ。

本気の高3生の勉強
3年の5月から初めて。一応全部取ってました。全取りで
した。数学は薄先生と平野先生で化学が三上先生で。で
生物が緒方先生で。良い布陣でした。たまに石原先生 。
緒方先生は真ん中ら辺細かくきっちりやって、石原先生
はおおざっぱで概念ガーンとやってくみたいな。英語も
青葉先生と石井先生。英語は3年になったら石井先生で
す。2回は石井先生で青葉先生は文法やってました。あ、
でも全体的にやってましたね。本当苦手だったんですよ
英語。一番伸びたのは生物ですかね。石井先生のやつは
別に音読とかやってました。あとは文構造取り直したり
とか。青葉先生はまた別なので、先生に言われた復習方
法でやっていくみたいな。長文だったら、まず分かんな
い単語とかを俺の場合ノートに書いておいて自分の単語
帳みたいにして、その次に、文構造を5回取って、きつ
かったです。それから20回音読みたいな。はい。正直言
うと全部回らなくて。最後らへんは結構やっていたんで
すよ。音読も。前期後期は回らなかったので。現役生に
言うのはあれですけど、学校は全部内職でした。英語は
できなかったので英語の教材として授業は聞くようにし
ていました。あとの授業は全部内職で。体育はガチで
やってて、そこでストレス発散みたいな。学校の授業も
殆ど聞いてないですね。
朝は学校で頑張っていました。一学期終わって、代官山
で夏期講習全部取ってました。キツかったですね。授業
一日無い日が一番きつかったですね。まるまる開いてい
る日は6:30に行くんですけど、眠いしずーーと無いので
21:30まで。集中力が持たなくて。昼めし食ったが最後、
爆睡って。そこなんですよね。皆寝出して、そこから活
力がバーッと出てきて、それでつなぎとめていたもんで
すよ。俺勝ったなみたいな。あいつ落ちたわみたいな。
そいつに勝てば1人抜かしているわけじゃないですか。8
人寝ていたら8人抜かしたみたいな。
寝ているやついると嬉しかったです。性格歪みました
よ。勝てば官軍だし。なんとしてでも勝とうと思ってい
たので。夏休みは自分で言うのもあれですけど本当にや
りました。

マンスリーが取れない
河合塾の模試、めちゃくちゃやったって自信満々で行っ
たら偏差値50いくつでめちゃくちゃ凹んで、その1週間後

にマンスリーがあって、そこでも全然出来なくて帰りの
電車でめちゃくちゃ泣きました。キツすぎましたね。マ
ンスリーも現役の中で2位とか3位は取るんですが。でも1
位とかは無いんですよ。1回だけ。しかも危ない1位でし
た。
勝ちたかったですねー。マンスリーは点数の直結しなく
て、佐伯とかは取れるところは取って絶対計算ミスをし
ない。本当に憎たらしかったです。でもメンバーには恵
まれましたね。夏短く感じましたね。やってる最中は長
く感じるんですけど、終わってみると短かったかなっ
て。それで秋の結果が良くないとそれは俺も真剣に考え
てました。手汗が尋常じゃなかったですね。ビショビ
ショでしたね。(笑)
石井先生に英語とか心支えてもらったりだとか。平野先
生とかに支えてもらったし。理科は最後まであんまり生
物とか最初24点とか取ってたけど。生物は伸びて、自信
ついちゃって行けますよって言った気がします。生物は
自分の中でごんごんとあがっていく感じがあったので。
緒方先生に俺受かりますよって言って、ビックマウスだ
なって反応されて。笑われましたね。緒方先生のノート
すごいコンパクトにまとめてくれてすごい良かったで
す。それを受験持って行きました。あと自分のノートも
使いました。資料集は書き込んで使っていましたけど、
自分ができないところを再度見直した方が良いかなって
思ってノート見ていましたね。聖マと日大はまぐれじゃ
なくて、点数取れていないと一次出ないので手応えはあ
りましたね。化学生物来たこれって思って。日大も。そ
れで半分近く取ったっていうのが大きかったですね。他
の所はできたっていうのは、昭和（小声）。でも落ちた
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けど。。しかもめっちゃ生物よりだったじゃないです
か。昭和後期も受けておけばワンチャンあったのかな。
でも日大受かって嬉しくて勉強手に着かなくて3月まで集
中力持たせるのってなかなか。日大の二次試験が2/16
で、発表は一週間後ぐらいですね。聖マ受かった段階で
もうフワッとなっちゃって。そのときにはもう日大終
わっていたので。聖マの二次試験は2/11とか10ですね。
日大は終わってましたね。

日大合格作戦？
日大も英語難しかったんですが、二年ごとにがらっと変
わるらしいんですけど、一昨年の問題の傾向は自分に
合っていて、4年前とか解いたら全然合わなくて。去年の
問題解くと6割余裕で超えて7、8割ぐらい行ってて。7.5
割ぐらい行ったので良いなって思って。今年の問題も解
けました。数学は時間的にちょっと解けませんでした
が。でも普通に計算しないで埋まっちゃいました。数秒
で。記述は合ってましたよ。全部ではないですけど。ま
あ手応えはありましたね。化学生物も爆発したので、落
ちるわけないだろって思って。生物も結構簡単で、ミス
が命取りみたいな。三上先生の化学は1学期から取ってい
たんですけど0から教えてもらって、んで有機のテキスト
は電車の中でずっとみたりして、必死にやんないとって
思って。復習とかもちゃんとやって。手厚く教えてくれ
たので。テキストの方めっちゃプッシュしていたので。
三上先生は冷たそうに見えて結構情があるので。(笑)すげ
え情がある先生だったので、出来ない時はすげえ叱って
くれたし、叱られると本当きつかったんですけど。でも
勉強はやっている自信はあったのでなんで出来ないんだ
ろうって悩んで。逆にそれがナニクソって頑張れたって
いうのはありますね。

石井先生の授業
本当石井先生尊敬していて、言った事を全部書いて貼っ
ていたんですよ。それ生きがいにしてやっていたので。
本当に初めて尊敬する先生でした。本当に恥ずかしいで
すけど。本当にすごい。一言一句全部真剣だったんです
よ。そうですよ。ギャグもメモってました。
全部メモってますよ俺。石井先生の授業、一番前は怖く
て。前から二番目とか。俺一人です。最初は一番後ろで
友人とかと一緒に受けていたんですけど。これはダメ
だって思って。なんかもうみんなに何でも負けたくない
んで。例えば佐伯さん（佐伯理花子　杏林大医学部進
学）とか四列目で受けていたら、一個前でも行ってやろ
うかなって。これは差がつくとこだと思って。なんでも
一個前行ってやろうと思って。だから本館から二号館に
帰るスピードも佐伯さん前に居たら抜かしていました。
勝てるところはなんでも勝たないとって。最後の方は1人
で受けていましたね。
学年で、あのサッカー部の石川が？あいつあんなでき
たっけ？学校の勉強は疎かにしていたんで。最後は50何
位とかで。内申とかね。推薦考えてなかったからね。1学

期とかは20番ぐらいだったんですけど。でも俺正規だ
し。圧勝っす。代官山のおかげです。ほんと様様で、代
官山大好きすぎて。ありがとうございます。別の予備校
行っていたら終わっていましたね。俺みたいなタイプ刺
激がないとやらないので。石井先生に会って変わったみ
たいな。

現役合格に必要なもの
現役合格のために必要なのはまずは多分メンタル面。や
る気出ないとかじゃなくて、浪人しないっていうメンタ
ル。自分に誇れるものが欲しくて現役目指したんで。メ
ンタルが折れちゃったらやっぱダメなんで。メンタル保
つために座談会とかこういう合格体験談とか見て、正直
ウザいなって思っても、なんだこいつって思っても、ウ
ザいなって思っても、でも全部見て、何々しましたって
いうのを全部やって、そいつらのやれば受かるじゃない
ですか。そいつらやっているプラスアルファ、例えば朝
7:00に行ってましたなら6:30に行くとか。家帰ったら読
んだりしてメンタル保ってました。受験で性格ひん曲
がったので佐伯とか赤岡大地（東京医科大進学）に敵対
心を持っていましたが、仲は良かったですよ。でも負け
たくないですね。
あと1日4教科全部やっていました。質よりも量でやって
いましたね。結局効率とか考えて試行錯誤するより量
やった方が手っ取り早いって。サッカー部だから、
シュート打つのに一々理論とか考えないので。

石井先生の授業はどんな感じ
崇拝していたので、英語の授業というよりはモチベー
ションを保つための授業って言う感じ。最初にお言葉
が・・・、神からのお言葉が20分ぐらいあるんですけ
ど、それがもう俺にとってはメインで。いっぱい書いて
いて。授業終ったら付箋に書いて貼って。ギャグも書い
てました。勉強すればイケメンになれるって言ってたん
ですけどそれもメモして。英語の授業でも方針とか教え
てくれて。石井先生に質問行けませんでした。もう神な
ので。恐れ多くて。分からないのは青葉先生に聞いてい
ました。ライトな方に。勉強方針の質問は石井先生にし
ていました。本当に助かりました。ここにいた時は言わ
なかったですけど。恥ずかしいので。親が何て言っても
石井先生がこう言っていたからって。石井先生がこうし
ろっていったらこうしていました。実績がでかいっすね
本当に。日大だけで7人とかやばいっす。日医は11人です
からね。ヤバいっす。慈恵9人入ったときありましたよ
ね。やべえって思って。

今年浪人している友達でも、後輩に向けてアドバイス
先生の言ったこと、これはやれこれはやっちゃいけな
いっていうのは絶対従った方が良いですね。受かる要素
だけ取って、受からない要素は捨てないと。それで逆に
受からなかったら先生怨もうと思っていたので。いや結
果として受かったので全然怨んでいないので。感謝でし

かないんですけど。やるなと言われたことはやってない
ですね。あとはオンオフじゃないですけど、塾に行った
時は本気でやって、体育もガチでやって、日曜日とかた
まに早く帰って寝るっていう感じですね。現役生は1分1
秒無駄にできないので。電車の中とかもやらないと受か
らないかなって思いますね。あと内職もした方が良いで
すね。内職しないと時間絶対足りないので。無駄に出来
ないですね時間は。学校ではしゃべっていましたけど、
ここでは帰りぐらいしか喋らなかったですね。あと途中
で飯の時間ももったいないなって思って。帰りに暗い中
で単語開いている人もいましたけど、見にくいだろって
思って。その帰りの道でおにぎり食べていました。逆に
朝はちゃんと食べていました。石井先生の言うように朝
型にしないとダメですね。夜やっても効率よくないの
で。あと夏休みは学校無い分差がつくので結構デカいで
すね。結果は出ないかもだけど信じてやるしかないです
ね。マンスリーは最初は全然知識もなかったので重要視
していなかったんですけど、夏終わりぐらいから1ヶ月の
勉強の総括になると思って結構河合より重要視していま
した。一カ月頑張ったかマンスリーみたらわかるって。9
月か10月ぐらいに220点取って。モティべ（アップ）に
なりました。具体的な目標になります一カ月の。下がる
と・・・最後に下がったのでキツかったですけど、それ
でも受かるって自信はあったので。なんでやってました
ね。直前期は。やっぱりマンスリームズいっすね。むし
ろ受験の方が簡単だったかもしれない（笑）特に生物は
難しかったですね。
言い残したことは……。獨協高校勢頑張ってほしいです
ね（笑）。

日大の様子
部活ないですけど走ってきました。走って自主練です
ね。サッカーめっちゃ強いんですよ日大。１部残留し
て。6部ぐらいあるうちの１部ですね。強くて入ってビビ
りました。
現役で普通に入ったのはわかんないですけど、一桁です
ね。だから俺はレアキャラですね。ちやほやされます。
でも再試引っかかっているので、バカじゃないかって。
引っかかったのは化学ですね。化学は勉強してなかった
ので。結構ムズいですね。
陳君（陳業隆　日大医学部進学）は余裕っすね。生物神
です。めっちゃ勉強してるんですよ。いつも真面目っ
す。日大は代官山勢結構多いっすね。7人ですね。クラス
が2つに分かれています。

二次試験の様子
現役で一次１個だけでも出ればね、浪人した時もちょっ
と励みにもなるのでは、みたいな。先生方が俺に対して
結構そういうムードがあったので。これぶち壊してやろ
うと思って(笑)。最後受験期、平野先生がずーっと持ち上
げてくれてて。お前は成長したとか。めっちゃ嬉しく
て。本当それは良かったですね。メンタル的に良かった
です。聖マリ1次出て、面接室入った瞬間にめっちゃニコ
ニコしていて、めちゃくちゃ好印象でこれは受かった
なって。めちゃくちゃ会話弾むんですよ。圧迫感全くな
かったですね。日大は圧迫感あったんですけど。何か質
問されて答えたんですけど、そういうこと言っているん
じゃなくてって言われて、マジかって。でも入ったとき
の雰囲気はすげー良くて。現役だと。制服なので。まず
制服で一回話題になるんですよ。現役なんだみたいな。
すごいねって。ぶっちゃけ、日大受かるとは思いません
でした。しかも正規。

合格した学力の分析
山室先生には高2のころからずっと見てもらってて。いっ
ぱいやらされました。(笑)
ずっとやってて、あのホント直前の穴埋めのマーク、あ
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ガーンって取れて、だからワンチャンあるかなって思っ
ていましたけど。理科が仕上がっていなかったので。最
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うにやってました。1年間鬼のようにやっていたんですけ
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た。平野先生優しかったですね。メンタル的に良かった
です。めちゃくちゃ持ち上げてくれて。ずーーーっと勉
強していたのに全然先生に認められなくて。めっちゃ悔

しくて。最後に評価されてはじめて、すごい嬉しくなっ
ちゃって。安心しました。調子こくぐらいがちょうど良
かったです。俺は東京の学校だったので土日とか来れた
のでデカかったっすね。自習室も、良いところでありが
とうございます。助かりました本当に。誰にも見られな
いんであそこ。めっちゃ恥ずかしいことも壁に書いたり
して。頑張れた。
恥ずいとかそういうこと考えてる場合ではなかったの
で。必死でした。石井先生が言ってた言葉とか全部貼っ
て。超恥ずいっすよね。今聞くと恥ずいっすよね。それ
貼ってモティベーションになっていました。

代官山MEDICALに入るきっかけ。
代官山に来たきっかけはお姉ちゃん？そうですね。姉か
らの紹介で。姉は今帝京ですね。来たのは高2でした。遊
んでいましたね。サッカーを全部優先して授業とかも休
んじゃって。高2は本当にダメっすね。数学だけ楽しく
て。数学は全部いたような気がしたけど。英語がね。も
う復習も一切しないで、本腰入れ始めたのが部活辞めて
からって。俺も部活辞めてからですね。（それまで）オ
フで。ずっとオンでメリハリ付けてね。オフになっ
ちゃったらオンに戻せなくなっちゃうから。もう遊びた
くてしゃーない。もう楽しいなって。ボウリング行こう
ぜって。オールでカラオケとか体力だけ有り余っている
ので。最初来た時、制服着ていましたね。部活帰りだっ
たんで。でっかいバッグしょって。ホントお世話になり
ました。ここの道何回も来て、思い入れありますね。
サッカー部をやめて、4月の中旬ぐらいですね。で5月か
ら始めるって感じで。その時本当に能力0に近くて、人の
三倍努力、8倍ぐらい勉強しないとって。でも端っこで燃
えてましたね。良い席でしたね。いつも居ましたね。夏
休みとか、遅くなっちゃう日はあるけど6:30には行くよ
うにしていて。帰りは誰にも負けたくないので最後の一
人まで。たまに鄭さん（鄭京華　日本医科大進学）に負
けたりするんだけど。鄭さんも強いっすね。鄭さんは
ね、反対側だったけどもうバチバチでしたね。こうやっ
て見て、寝た寝たって。誰かが寝るたびにめちゃくちゃ
やる気になって。鄭さんそれが寝ないんすよ。寝るのが
激レアで。寝た時は鬼集中できるんすよ。でも佐伯（佐
伯理花子　杏林大医学部進学）、鄭が寝だすと本当もう
アツいっすね。俺は死んでも寝なかったですね。あとは
赤岡（赤岡大地　東京医科大進学）がデカいっすね。強
いっすね。あいつが来たのが夏休みで。あー結構来てた
んですけど俺が知り合ったのが夏休みで。俺最初、赤岡
のお姉ちゃん（赤岡春菜　日本医科大進学）をぶっ倒そ
うと思って。でも無理だってなって。これは無理だって
なって。次元が違いましたね。大地じゃなくてお姉ちゃ
ん狙ってたんですよ。最初はそうだったんですけど、途
中で赤岡大地の方を。目標ってか赤岡を倒すってでっか
く自分の机に貼ったので。恥ずいっすね。赤い字で書い
て。
赤岡大地はいいライバルでした。でも毎日は来ていな

かったので。あいつ甲府だから。来ようと思えばすぐ来
れるんで。週末来て。推薦終わった後も来ていたんで、
直前期とか過去問やるじゃないですか。あいつ6:30に来
させて、終わっているのに。一緒に過去問解いてまし
た。数学とかだけ、いろんなところの過去問をやってい
ました。2人だけでしたね。本当偉いっすねあいつ、良い
奴でした。ホテル泊まってましたね。めっちゃ良い奴だ
なって。受かったの結構あいつデカいっすよ。数学もめ
ちゃくちゃできたんですよね。でも積分は俺勝ちました
よ。

本気の高3生の勉強
3年の5月から初めて。一応全部取ってました。全取りで
した。数学は薄先生と平野先生で化学が三上先生で。で
生物が緒方先生で。良い布陣でした。たまに石原先生 。
緒方先生は真ん中ら辺細かくきっちりやって、石原先生
はおおざっぱで概念ガーンとやってくみたいな。英語も
青葉先生と石井先生。英語は3年になったら石井先生で
す。2回は石井先生で青葉先生は文法やってました。あ、
でも全体的にやってましたね。本当苦手だったんですよ
英語。一番伸びたのは生物ですかね。石井先生のやつは
別に音読とかやってました。あとは文構造取り直したり
とか。青葉先生はまた別なので、先生に言われた復習方
法でやっていくみたいな。長文だったら、まず分かんな
い単語とかを俺の場合ノートに書いておいて自分の単語
帳みたいにして、その次に、文構造を5回取って、きつ
かったです。それから20回音読みたいな。はい。正直言
うと全部回らなくて。最後らへんは結構やっていたんで
すよ。音読も。前期後期は回らなかったので。現役生に
言うのはあれですけど、学校は全部内職でした。英語は
できなかったので英語の教材として授業は聞くようにし
ていました。あとの授業は全部内職で。体育はガチで
やってて、そこでストレス発散みたいな。学校の授業も
殆ど聞いてないですね。
朝は学校で頑張っていました。一学期終わって、代官山
で夏期講習全部取ってました。キツかったですね。授業
一日無い日が一番きつかったですね。まるまる開いてい
る日は6:30に行くんですけど、眠いしずーーと無いので
21:30まで。集中力が持たなくて。昼めし食ったが最後、
爆睡って。そこなんですよね。皆寝出して、そこから活
力がバーッと出てきて、それでつなぎとめていたもんで
すよ。俺勝ったなみたいな。あいつ落ちたわみたいな。
そいつに勝てば1人抜かしているわけじゃないですか。8
人寝ていたら8人抜かしたみたいな。
寝ているやついると嬉しかったです。性格歪みました
よ。勝てば官軍だし。なんとしてでも勝とうと思ってい
たので。夏休みは自分で言うのもあれですけど本当にや
りました。

マンスリーが取れない
河合塾の模試、めちゃくちゃやったって自信満々で行っ
たら偏差値50いくつでめちゃくちゃ凹んで、その1週間後

にマンスリーがあって、そこでも全然出来なくて帰りの
電車でめちゃくちゃ泣きました。キツすぎましたね。マ
ンスリーも現役の中で2位とか3位は取るんですが。でも1
位とかは無いんですよ。1回だけ。しかも危ない1位でし
た。
勝ちたかったですねー。マンスリーは点数の直結しなく
て、佐伯とかは取れるところは取って絶対計算ミスをし
ない。本当に憎たらしかったです。でもメンバーには恵
まれましたね。夏短く感じましたね。やってる最中は長
く感じるんですけど、終わってみると短かったかなっ
て。それで秋の結果が良くないとそれは俺も真剣に考え
てました。手汗が尋常じゃなかったですね。ビショビ
ショでしたね。(笑)
石井先生に英語とか心支えてもらったりだとか。平野先
生とかに支えてもらったし。理科は最後まであんまり生
物とか最初24点とか取ってたけど。生物は伸びて、自信
ついちゃって行けますよって言った気がします。生物は
自分の中でごんごんとあがっていく感じがあったので。
緒方先生に俺受かりますよって言って、ビックマウスだ
なって反応されて。笑われましたね。緒方先生のノート
すごいコンパクトにまとめてくれてすごい良かったで
す。それを受験持って行きました。あと自分のノートも
使いました。資料集は書き込んで使っていましたけど、
自分ができないところを再度見直した方が良いかなって
思ってノート見ていましたね。聖マと日大はまぐれじゃ
なくて、点数取れていないと一次出ないので手応えはあ
りましたね。化学生物来たこれって思って。日大も。そ
れで半分近く取ったっていうのが大きかったですね。他
の所はできたっていうのは、昭和（小声）。でも落ちた
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けど。。しかもめっちゃ生物よりだったじゃないです
か。昭和後期も受けておけばワンチャンあったのかな。
でも日大受かって嬉しくて勉強手に着かなくて3月まで集
中力持たせるのってなかなか。日大の二次試験が2/16
で、発表は一週間後ぐらいですね。聖マ受かった段階で
もうフワッとなっちゃって。そのときにはもう日大終
わっていたので。聖マの二次試験は2/11とか10ですね。
日大は終わってましたね。

日大合格作戦？
日大も英語難しかったんですが、二年ごとにがらっと変
わるらしいんですけど、一昨年の問題の傾向は自分に
合っていて、4年前とか解いたら全然合わなくて。去年の
問題解くと6割余裕で超えて7、8割ぐらい行ってて。7.5
割ぐらい行ったので良いなって思って。今年の問題も解
けました。数学は時間的にちょっと解けませんでした
が。でも普通に計算しないで埋まっちゃいました。数秒
で。記述は合ってましたよ。全部ではないですけど。ま
あ手応えはありましたね。化学生物も爆発したので、落
ちるわけないだろって思って。生物も結構簡単で、ミス
が命取りみたいな。三上先生の化学は1学期から取ってい
たんですけど0から教えてもらって、んで有機のテキスト
は電車の中でずっとみたりして、必死にやんないとって
思って。復習とかもちゃんとやって。手厚く教えてくれ
たので。テキストの方めっちゃプッシュしていたので。
三上先生は冷たそうに見えて結構情があるので。(笑)すげ
え情がある先生だったので、出来ない時はすげえ叱って
くれたし、叱られると本当きつかったんですけど。でも
勉強はやっている自信はあったのでなんで出来ないんだ
ろうって悩んで。逆にそれがナニクソって頑張れたって
いうのはありますね。

石井先生の授業
本当石井先生尊敬していて、言った事を全部書いて貼っ
ていたんですよ。それ生きがいにしてやっていたので。
本当に初めて尊敬する先生でした。本当に恥ずかしいで
すけど。本当にすごい。一言一句全部真剣だったんです
よ。そうですよ。ギャグもメモってました。
全部メモってますよ俺。石井先生の授業、一番前は怖く
て。前から二番目とか。俺一人です。最初は一番後ろで
友人とかと一緒に受けていたんですけど。これはダメ
だって思って。なんかもうみんなに何でも負けたくない
んで。例えば佐伯さん（佐伯理花子　杏林大医学部進
学）とか四列目で受けていたら、一個前でも行ってやろ
うかなって。これは差がつくとこだと思って。なんでも
一個前行ってやろうと思って。だから本館から二号館に
帰るスピードも佐伯さん前に居たら抜かしていました。
勝てるところはなんでも勝たないとって。最後の方は1人
で受けていましたね。
学年で、あのサッカー部の石川が？あいつあんなでき
たっけ？学校の勉強は疎かにしていたんで。最後は50何
位とかで。内申とかね。推薦考えてなかったからね。1学

期とかは20番ぐらいだったんですけど。でも俺正規だ
し。圧勝っす。代官山のおかげです。ほんと様様で、代
官山大好きすぎて。ありがとうございます。別の予備校
行っていたら終わっていましたね。俺みたいなタイプ刺
激がないとやらないので。石井先生に会って変わったみ
たいな。

現役合格に必要なもの
現役合格のために必要なのはまずは多分メンタル面。や
る気出ないとかじゃなくて、浪人しないっていうメンタ
ル。自分に誇れるものが欲しくて現役目指したんで。メ
ンタルが折れちゃったらやっぱダメなんで。メンタル保
つために座談会とかこういう合格体験談とか見て、正直
ウザいなって思っても、なんだこいつって思っても、ウ
ザいなって思っても、でも全部見て、何々しましたって
いうのを全部やって、そいつらのやれば受かるじゃない
ですか。そいつらやっているプラスアルファ、例えば朝
7:00に行ってましたなら6:30に行くとか。家帰ったら読
んだりしてメンタル保ってました。受験で性格ひん曲
がったので佐伯とか赤岡大地（東京医科大進学）に敵対
心を持っていましたが、仲は良かったですよ。でも負け
たくないですね。
あと1日4教科全部やっていました。質よりも量でやって
いましたね。結局効率とか考えて試行錯誤するより量
やった方が手っ取り早いって。サッカー部だから、
シュート打つのに一々理論とか考えないので。

石井先生の授業はどんな感じ
崇拝していたので、英語の授業というよりはモチベー
ションを保つための授業って言う感じ。最初にお言葉
が・・・、神からのお言葉が20分ぐらいあるんですけ
ど、それがもう俺にとってはメインで。いっぱい書いて
いて。授業終ったら付箋に書いて貼って。ギャグも書い
てました。勉強すればイケメンになれるって言ってたん
ですけどそれもメモして。英語の授業でも方針とか教え
てくれて。石井先生に質問行けませんでした。もう神な
ので。恐れ多くて。分からないのは青葉先生に聞いてい
ました。ライトな方に。勉強方針の質問は石井先生にし
ていました。本当に助かりました。ここにいた時は言わ
なかったですけど。恥ずかしいので。親が何て言っても
石井先生がこう言っていたからって。石井先生がこうし
ろっていったらこうしていました。実績がでかいっすね
本当に。日大だけで7人とかやばいっす。日医は11人です
からね。ヤバいっす。慈恵9人入ったときありましたよ
ね。やべえって思って。

今年浪人している友達でも、後輩に向けてアドバイス
先生の言ったこと、これはやれこれはやっちゃいけな
いっていうのは絶対従った方が良いですね。受かる要素
だけ取って、受からない要素は捨てないと。それで逆に
受からなかったら先生怨もうと思っていたので。いや結
果として受かったので全然怨んでいないので。感謝でし

かないんですけど。やるなと言われたことはやってない
ですね。あとはオンオフじゃないですけど、塾に行った
時は本気でやって、体育もガチでやって、日曜日とかた
まに早く帰って寝るっていう感じですね。現役生は1分1
秒無駄にできないので。電車の中とかもやらないと受か
らないかなって思いますね。あと内職もした方が良いで
すね。内職しないと時間絶対足りないので。無駄に出来
ないですね時間は。学校ではしゃべっていましたけど、
ここでは帰りぐらいしか喋らなかったですね。あと途中
で飯の時間ももったいないなって思って。帰りに暗い中
で単語開いている人もいましたけど、見にくいだろって
思って。その帰りの道でおにぎり食べていました。逆に
朝はちゃんと食べていました。石井先生の言うように朝
型にしないとダメですね。夜やっても効率よくないの
で。あと夏休みは学校無い分差がつくので結構デカいで
すね。結果は出ないかもだけど信じてやるしかないです
ね。マンスリーは最初は全然知識もなかったので重要視
していなかったんですけど、夏終わりぐらいから1ヶ月の
勉強の総括になると思って結構河合より重要視していま
した。一カ月頑張ったかマンスリーみたらわかるって。9
月か10月ぐらいに220点取って。モティべ（アップ）に
なりました。具体的な目標になります一カ月の。下がる
と・・・最後に下がったのでキツかったですけど、それ
でも受かるって自信はあったので。なんでやってました
ね。直前期は。やっぱりマンスリームズいっすね。むし
ろ受験の方が簡単だったかもしれない（笑）特に生物は
難しかったですね。
言い残したことは……。獨協高校勢頑張ってほしいです
ね（笑）。

日大の様子
部活ないですけど走ってきました。走って自主練です
ね。サッカーめっちゃ強いんですよ日大。１部残留し
て。6部ぐらいあるうちの１部ですね。強くて入ってビビ
りました。
現役で普通に入ったのはわかんないですけど、一桁です
ね。だから俺はレアキャラですね。ちやほやされます。
でも再試引っかかっているので、バカじゃないかって。
引っかかったのは化学ですね。化学は勉強してなかった
ので。結構ムズいですね。
陳君（陳業隆　日大医学部進学）は余裕っすね。生物神
です。めっちゃ勉強してるんですよ。いつも真面目っ
す。日大は代官山勢結構多いっすね。7人ですね。クラス
が2つに分かれています。

二次試験の様子
現役で一次１個だけでも出ればね、浪人した時もちょっ
と励みにもなるのでは、みたいな。先生方が俺に対して
結構そういうムードがあったので。これぶち壊してやろ
うと思って(笑)。最後受験期、平野先生がずーっと持ち上
げてくれてて。お前は成長したとか。めっちゃ嬉しく
て。本当それは良かったですね。メンタル的に良かった
です。聖マリ1次出て、面接室入った瞬間にめっちゃニコ
ニコしていて、めちゃくちゃ好印象でこれは受かった
なって。めちゃくちゃ会話弾むんですよ。圧迫感全くな
かったですね。日大は圧迫感あったんですけど。何か質
問されて答えたんですけど、そういうこと言っているん
じゃなくてって言われて、マジかって。でも入ったとき
の雰囲気はすげー良くて。現役だと。制服なので。まず
制服で一回話題になるんですよ。現役なんだみたいな。
すごいねって。ぶっちゃけ、日大受かるとは思いません
でした。しかも正規。

合格した学力の分析
山室先生には高2のころからずっと見てもらってて。いっ
ぱいやらされました。(笑)
ずっとやってて、あのホント直前の穴埋めのマーク、あ
れが良かったですね。多分それなかったら数学終わって
いたので。結構突破口になりました、あれ。夏ぐらいに
ガーンって取れて、だからワンチャンあるかなって思っ
ていましたけど。理科が仕上がっていなかったので。最
後のMonthlyが終わってから伸びたと思います。鬼のよ
うにやってました。1年間鬼のようにやっていたんですけ
ど何も効果でなくて。で効果で始めたのがMonthly終わ
りぐらいですね。英語は最後の前の前あたりが二回連続
で良かったんですよ。んでやっぱり理科ですよ。日大は
理科重視ですから。聖マも理科重視ですね。半分が理科
ですもん。あとはメンタルですね。緊張させるとダメな
ので緊張させないようにしてくださいって言ってまし
た。平野先生優しかったですね。メンタル的に良かった
です。めちゃくちゃ持ち上げてくれて。ずーーーっと勉
強していたのに全然先生に認められなくて。めっちゃ悔

しくて。最後に評価されてはじめて、すごい嬉しくなっ
ちゃって。安心しました。調子こくぐらいがちょうど良
かったです。俺は東京の学校だったので土日とか来れた
のでデカかったっすね。自習室も、良いところでありが
とうございます。助かりました本当に。誰にも見られな
いんであそこ。めっちゃ恥ずかしいことも壁に書いたり
して。頑張れた。
恥ずいとかそういうこと考えてる場合ではなかったの
で。必死でした。石井先生が言ってた言葉とか全部貼っ
て。超恥ずいっすよね。今聞くと恥ずいっすよね。それ
貼ってモティベーションになっていました。

代官山MEDICALに入るきっかけ。
代官山に来たきっかけはお姉ちゃん？そうですね。姉か
らの紹介で。姉は今帝京ですね。来たのは高2でした。遊
んでいましたね。サッカーを全部優先して授業とかも休
んじゃって。高2は本当にダメっすね。数学だけ楽しく
て。数学は全部いたような気がしたけど。英語がね。も
う復習も一切しないで、本腰入れ始めたのが部活辞めて
からって。俺も部活辞めてからですね。（それまで）オ
フで。ずっとオンでメリハリ付けてね。オフになっ
ちゃったらオンに戻せなくなっちゃうから。もう遊びた
くてしゃーない。もう楽しいなって。ボウリング行こう
ぜって。オールでカラオケとか体力だけ有り余っている
ので。最初来た時、制服着ていましたね。部活帰りだっ
たんで。でっかいバッグしょって。ホントお世話になり
ました。ここの道何回も来て、思い入れありますね。
サッカー部をやめて、4月の中旬ぐらいですね。で5月か
ら始めるって感じで。その時本当に能力0に近くて、人の
三倍努力、8倍ぐらい勉強しないとって。でも端っこで燃
えてましたね。良い席でしたね。いつも居ましたね。夏
休みとか、遅くなっちゃう日はあるけど6:30には行くよ
うにしていて。帰りは誰にも負けたくないので最後の一
人まで。たまに鄭さん（鄭京華　日本医科大進学）に負
けたりするんだけど。鄭さんも強いっすね。鄭さんは
ね、反対側だったけどもうバチバチでしたね。こうやっ
て見て、寝た寝たって。誰かが寝るたびにめちゃくちゃ
やる気になって。鄭さんそれが寝ないんすよ。寝るのが
激レアで。寝た時は鬼集中できるんすよ。でも佐伯（佐
伯理花子　杏林大医学部進学）、鄭が寝だすと本当もう
アツいっすね。俺は死んでも寝なかったですね。あとは
赤岡（赤岡大地　東京医科大進学）がデカいっすね。強
いっすね。あいつが来たのが夏休みで。あー結構来てた
んですけど俺が知り合ったのが夏休みで。俺最初、赤岡
のお姉ちゃん（赤岡春菜　日本医科大進学）をぶっ倒そ
うと思って。でも無理だってなって。これは無理だって
なって。次元が違いましたね。大地じゃなくてお姉ちゃ
ん狙ってたんですよ。最初はそうだったんですけど、途
中で赤岡大地の方を。目標ってか赤岡を倒すってでっか
く自分の机に貼ったので。恥ずいっすね。赤い字で書い
て。
赤岡大地はいいライバルでした。でも毎日は来ていな

かったので。あいつ甲府だから。来ようと思えばすぐ来
れるんで。週末来て。推薦終わった後も来ていたんで、
直前期とか過去問やるじゃないですか。あいつ6:30に来
させて、終わっているのに。一緒に過去問解いてまし
た。数学とかだけ、いろんなところの過去問をやってい
ました。2人だけでしたね。本当偉いっすねあいつ、良い
奴でした。ホテル泊まってましたね。めっちゃ良い奴だ
なって。受かったの結構あいつデカいっすよ。数学もめ
ちゃくちゃできたんですよね。でも積分は俺勝ちました
よ。

本気の高3生の勉強
3年の5月から初めて。一応全部取ってました。全取りで
した。数学は薄先生と平野先生で化学が三上先生で。で
生物が緒方先生で。良い布陣でした。たまに石原先生 。
緒方先生は真ん中ら辺細かくきっちりやって、石原先生
はおおざっぱで概念ガーンとやってくみたいな。英語も
青葉先生と石井先生。英語は3年になったら石井先生で
す。2回は石井先生で青葉先生は文法やってました。あ、
でも全体的にやってましたね。本当苦手だったんですよ
英語。一番伸びたのは生物ですかね。石井先生のやつは
別に音読とかやってました。あとは文構造取り直したり
とか。青葉先生はまた別なので、先生に言われた復習方
法でやっていくみたいな。長文だったら、まず分かんな
い単語とかを俺の場合ノートに書いておいて自分の単語
帳みたいにして、その次に、文構造を5回取って、きつ
かったです。それから20回音読みたいな。はい。正直言
うと全部回らなくて。最後らへんは結構やっていたんで
すよ。音読も。前期後期は回らなかったので。現役生に
言うのはあれですけど、学校は全部内職でした。英語は
できなかったので英語の教材として授業は聞くようにし
ていました。あとの授業は全部内職で。体育はガチで
やってて、そこでストレス発散みたいな。学校の授業も
殆ど聞いてないですね。
朝は学校で頑張っていました。一学期終わって、代官山
で夏期講習全部取ってました。キツかったですね。授業
一日無い日が一番きつかったですね。まるまる開いてい
る日は6:30に行くんですけど、眠いしずーーと無いので
21:30まで。集中力が持たなくて。昼めし食ったが最後、
爆睡って。そこなんですよね。皆寝出して、そこから活
力がバーッと出てきて、それでつなぎとめていたもんで
すよ。俺勝ったなみたいな。あいつ落ちたわみたいな。
そいつに勝てば1人抜かしているわけじゃないですか。8
人寝ていたら8人抜かしたみたいな。
寝ているやついると嬉しかったです。性格歪みました
よ。勝てば官軍だし。なんとしてでも勝とうと思ってい
たので。夏休みは自分で言うのもあれですけど本当にや
りました。

マンスリーが取れない
河合塾の模試、めちゃくちゃやったって自信満々で行っ
たら偏差値50いくつでめちゃくちゃ凹んで、その1週間後

にマンスリーがあって、そこでも全然出来なくて帰りの
電車でめちゃくちゃ泣きました。キツすぎましたね。マ
ンスリーも現役の中で2位とか3位は取るんですが。でも1
位とかは無いんですよ。1回だけ。しかも危ない1位でし
た。
勝ちたかったですねー。マンスリーは点数の直結しなく
て、佐伯とかは取れるところは取って絶対計算ミスをし
ない。本当に憎たらしかったです。でもメンバーには恵
まれましたね。夏短く感じましたね。やってる最中は長
く感じるんですけど、終わってみると短かったかなっ
て。それで秋の結果が良くないとそれは俺も真剣に考え
てました。手汗が尋常じゃなかったですね。ビショビ
ショでしたね。(笑)
石井先生に英語とか心支えてもらったりだとか。平野先
生とかに支えてもらったし。理科は最後まであんまり生
物とか最初24点とか取ってたけど。生物は伸びて、自信
ついちゃって行けますよって言った気がします。生物は
自分の中でごんごんとあがっていく感じがあったので。
緒方先生に俺受かりますよって言って、ビックマウスだ
なって反応されて。笑われましたね。緒方先生のノート
すごいコンパクトにまとめてくれてすごい良かったで
す。それを受験持って行きました。あと自分のノートも
使いました。資料集は書き込んで使っていましたけど、
自分ができないところを再度見直した方が良いかなって
思ってノート見ていましたね。聖マと日大はまぐれじゃ
なくて、点数取れていないと一次出ないので手応えはあ
りましたね。化学生物来たこれって思って。日大も。そ
れで半分近く取ったっていうのが大きかったですね。他
の所はできたっていうのは、昭和（小声）。でも落ちた

けど。。しかもめっちゃ生物よりだったじゃないです
か。昭和後期も受けておけばワンチャンあったのかな。
でも日大受かって嬉しくて勉強手に着かなくて3月まで集
中力持たせるのってなかなか。日大の二次試験が2/16
で、発表は一週間後ぐらいですね。聖マ受かった段階で
もうフワッとなっちゃって。そのときにはもう日大終
わっていたので。聖マの二次試験は2/11とか10ですね。
日大は終わってましたね。

日大合格作戦？
日大も英語難しかったんですが、二年ごとにがらっと変
わるらしいんですけど、一昨年の問題の傾向は自分に
合っていて、4年前とか解いたら全然合わなくて。去年の
問題解くと6割余裕で超えて7、8割ぐらい行ってて。7.5
割ぐらい行ったので良いなって思って。今年の問題も解
けました。数学は時間的にちょっと解けませんでした
が。でも普通に計算しないで埋まっちゃいました。数秒
で。記述は合ってましたよ。全部ではないですけど。ま
あ手応えはありましたね。化学生物も爆発したので、落
ちるわけないだろって思って。生物も結構簡単で、ミス
が命取りみたいな。三上先生の化学は1学期から取ってい
たんですけど0から教えてもらって、んで有機のテキスト
は電車の中でずっとみたりして、必死にやんないとって
思って。復習とかもちゃんとやって。手厚く教えてくれ
たので。テキストの方めっちゃプッシュしていたので。
三上先生は冷たそうに見えて結構情があるので。(笑)すげ
え情がある先生だったので、出来ない時はすげえ叱って
くれたし、叱られると本当きつかったんですけど。でも
勉強はやっている自信はあったのでなんで出来ないんだ
ろうって悩んで。逆にそれがナニクソって頑張れたって
いうのはありますね。

石井先生の授業
本当石井先生尊敬していて、言った事を全部書いて貼っ
ていたんですよ。それ生きがいにしてやっていたので。
本当に初めて尊敬する先生でした。本当に恥ずかしいで
すけど。本当にすごい。一言一句全部真剣だったんです
よ。そうですよ。ギャグもメモってました。
全部メモってますよ俺。石井先生の授業、一番前は怖く
て。前から二番目とか。俺一人です。最初は一番後ろで
友人とかと一緒に受けていたんですけど。これはダメ
だって思って。なんかもうみんなに何でも負けたくない
んで。例えば佐伯さん（佐伯理花子　杏林大医学部進
学）とか四列目で受けていたら、一個前でも行ってやろ
うかなって。これは差がつくとこだと思って。なんでも
一個前行ってやろうと思って。だから本館から二号館に
帰るスピードも佐伯さん前に居たら抜かしていました。
勝てるところはなんでも勝たないとって。最後の方は1人
で受けていましたね。
学年で、あのサッカー部の石川が？あいつあんなでき
たっけ？学校の勉強は疎かにしていたんで。最後は50何
位とかで。内申とかね。推薦考えてなかったからね。1学

期とかは20番ぐらいだったんですけど。でも俺正規だ
し。圧勝っす。代官山のおかげです。ほんと様様で、代
官山大好きすぎて。ありがとうございます。別の予備校
行っていたら終わっていましたね。俺みたいなタイプ刺
激がないとやらないので。石井先生に会って変わったみ
たいな。

現役合格に必要なもの
現役合格のために必要なのはまずは多分メンタル面。や
る気出ないとかじゃなくて、浪人しないっていうメンタ
ル。自分に誇れるものが欲しくて現役目指したんで。メ
ンタルが折れちゃったらやっぱダメなんで。メンタル保
つために座談会とかこういう合格体験談とか見て、正直
ウザいなって思っても、なんだこいつって思っても、ウ
ザいなって思っても、でも全部見て、何々しましたって
いうのを全部やって、そいつらのやれば受かるじゃない
ですか。そいつらやっているプラスアルファ、例えば朝
7:00に行ってましたなら6:30に行くとか。家帰ったら読
んだりしてメンタル保ってました。受験で性格ひん曲
がったので佐伯とか赤岡大地（東京医科大進学）に敵対
心を持っていましたが、仲は良かったですよ。でも負け
たくないですね。
あと1日4教科全部やっていました。質よりも量でやって
いましたね。結局効率とか考えて試行錯誤するより量
やった方が手っ取り早いって。サッカー部だから、
シュート打つのに一々理論とか考えないので。

石井先生の授業はどんな感じ
崇拝していたので、英語の授業というよりはモチベー
ションを保つための授業って言う感じ。最初にお言葉
が・・・、神からのお言葉が20分ぐらいあるんですけ
ど、それがもう俺にとってはメインで。いっぱい書いて
いて。授業終ったら付箋に書いて貼って。ギャグも書い
てました。勉強すればイケメンになれるって言ってたん
ですけどそれもメモして。英語の授業でも方針とか教え
てくれて。石井先生に質問行けませんでした。もう神な
ので。恐れ多くて。分からないのは青葉先生に聞いてい
ました。ライトな方に。勉強方針の質問は石井先生にし
ていました。本当に助かりました。ここにいた時は言わ
なかったですけど。恥ずかしいので。親が何て言っても
石井先生がこう言っていたからって。石井先生がこうし
ろっていったらこうしていました。実績がでかいっすね
本当に。日大だけで7人とかやばいっす。日医は11人です
からね。ヤバいっす。慈恵9人入ったときありましたよ
ね。やべえって思って。

今年浪人している友達でも、後輩に向けてアドバイス
先生の言ったこと、これはやれこれはやっちゃいけな
いっていうのは絶対従った方が良いですね。受かる要素
だけ取って、受からない要素は捨てないと。それで逆に
受からなかったら先生怨もうと思っていたので。いや結
果として受かったので全然怨んでいないので。感謝でし

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

かないんですけど。やるなと言われたことはやってない
ですね。あとはオンオフじゃないですけど、塾に行った
時は本気でやって、体育もガチでやって、日曜日とかた
まに早く帰って寝るっていう感じですね。現役生は1分1
秒無駄にできないので。電車の中とかもやらないと受か
らないかなって思いますね。あと内職もした方が良いで
すね。内職しないと時間絶対足りないので。無駄に出来
ないですね時間は。学校ではしゃべっていましたけど、
ここでは帰りぐらいしか喋らなかったですね。あと途中
で飯の時間ももったいないなって思って。帰りに暗い中
で単語開いている人もいましたけど、見にくいだろって
思って。その帰りの道でおにぎり食べていました。逆に
朝はちゃんと食べていました。石井先生の言うように朝
型にしないとダメですね。夜やっても効率よくないの
で。あと夏休みは学校無い分差がつくので結構デカいで
すね。結果は出ないかもだけど信じてやるしかないです
ね。マンスリーは最初は全然知識もなかったので重要視
していなかったんですけど、夏終わりぐらいから1ヶ月の
勉強の総括になると思って結構河合より重要視していま
した。一カ月頑張ったかマンスリーみたらわかるって。9
月か10月ぐらいに220点取って。モティべ（アップ）に
なりました。具体的な目標になります一カ月の。下がる
と・・・最後に下がったのでキツかったですけど、それ
でも受かるって自信はあったので。なんでやってました
ね。直前期は。やっぱりマンスリームズいっすね。むし
ろ受験の方が簡単だったかもしれない（笑）特に生物は
難しかったですね。
言い残したことは……。獨協高校勢頑張ってほしいです
ね（笑）。

日大の様子
部活ないですけど走ってきました。走って自主練です
ね。サッカーめっちゃ強いんですよ日大。１部残留し
て。6部ぐらいあるうちの１部ですね。強くて入ってビビ
りました。
現役で普通に入ったのはわかんないですけど、一桁です
ね。だから俺はレアキャラですね。ちやほやされます。
でも再試引っかかっているので、バカじゃないかって。
引っかかったのは化学ですね。化学は勉強してなかった
ので。結構ムズいですね。
陳君（陳業隆　日大医学部進学）は余裕っすね。生物神
です。めっちゃ勉強してるんですよ。いつも真面目っ
す。日大は代官山勢結構多いっすね。7人ですね。クラス
が2つに分かれています。

二次試験の様子
現役で一次１個だけでも出ればね、浪人した時もちょっ
と励みにもなるのでは、みたいな。先生方が俺に対して
結構そういうムードがあったので。これぶち壊してやろ
うと思って(笑)。最後受験期、平野先生がずーっと持ち上
げてくれてて。お前は成長したとか。めっちゃ嬉しく
て。本当それは良かったですね。メンタル的に良かった
です。聖マリ1次出て、面接室入った瞬間にめっちゃニコ
ニコしていて、めちゃくちゃ好印象でこれは受かった
なって。めちゃくちゃ会話弾むんですよ。圧迫感全くな
かったですね。日大は圧迫感あったんですけど。何か質
問されて答えたんですけど、そういうこと言っているん
じゃなくてって言われて、マジかって。でも入ったとき
の雰囲気はすげー良くて。現役だと。制服なので。まず
制服で一回話題になるんですよ。現役なんだみたいな。
すごいねって。ぶっちゃけ、日大受かるとは思いません
でした。しかも正規。

合格した学力の分析
山室先生には高2のころからずっと見てもらってて。いっ
ぱいやらされました。(笑)
ずっとやってて、あのホント直前の穴埋めのマーク、あ
れが良かったですね。多分それなかったら数学終わって
いたので。結構突破口になりました、あれ。夏ぐらいに
ガーンって取れて、だからワンチャンあるかなって思っ
ていましたけど。理科が仕上がっていなかったので。最
後のMonthlyが終わってから伸びたと思います。鬼のよ
うにやってました。1年間鬼のようにやっていたんですけ
ど何も効果でなくて。で効果で始めたのがMonthly終わ
りぐらいですね。英語は最後の前の前あたりが二回連続
で良かったんですよ。んでやっぱり理科ですよ。日大は
理科重視ですから。聖マも理科重視ですね。半分が理科
ですもん。あとはメンタルですね。緊張させるとダメな
ので緊張させないようにしてくださいって言ってまし
た。平野先生優しかったですね。メンタル的に良かった
です。めちゃくちゃ持ち上げてくれて。ずーーーっと勉
強していたのに全然先生に認められなくて。めっちゃ悔

しくて。最後に評価されてはじめて、すごい嬉しくなっ
ちゃって。安心しました。調子こくぐらいがちょうど良
かったです。俺は東京の学校だったので土日とか来れた
のでデカかったっすね。自習室も、良いところでありが
とうございます。助かりました本当に。誰にも見られな
いんであそこ。めっちゃ恥ずかしいことも壁に書いたり
して。頑張れた。
恥ずいとかそういうこと考えてる場合ではなかったの
で。必死でした。石井先生が言ってた言葉とか全部貼っ
て。超恥ずいっすよね。今聞くと恥ずいっすよね。それ
貼ってモティベーションになっていました。

代官山MEDICALに入るきっかけ。
代官山に来たきっかけはお姉ちゃん？そうですね。姉か
らの紹介で。姉は今帝京ですね。来たのは高2でした。遊
んでいましたね。サッカーを全部優先して授業とかも休
んじゃって。高2は本当にダメっすね。数学だけ楽しく
て。数学は全部いたような気がしたけど。英語がね。も
う復習も一切しないで、本腰入れ始めたのが部活辞めて
からって。俺も部活辞めてからですね。（それまで）オ
フで。ずっとオンでメリハリ付けてね。オフになっ
ちゃったらオンに戻せなくなっちゃうから。もう遊びた
くてしゃーない。もう楽しいなって。ボウリング行こう
ぜって。オールでカラオケとか体力だけ有り余っている
ので。最初来た時、制服着ていましたね。部活帰りだっ
たんで。でっかいバッグしょって。ホントお世話になり
ました。ここの道何回も来て、思い入れありますね。
サッカー部をやめて、4月の中旬ぐらいですね。で5月か
ら始めるって感じで。その時本当に能力0に近くて、人の
三倍努力、8倍ぐらい勉強しないとって。でも端っこで燃
えてましたね。良い席でしたね。いつも居ましたね。夏
休みとか、遅くなっちゃう日はあるけど6:30には行くよ
うにしていて。帰りは誰にも負けたくないので最後の一
人まで。たまに鄭さん（鄭京華　日本医科大進学）に負
けたりするんだけど。鄭さんも強いっすね。鄭さんは
ね、反対側だったけどもうバチバチでしたね。こうやっ
て見て、寝た寝たって。誰かが寝るたびにめちゃくちゃ
やる気になって。鄭さんそれが寝ないんすよ。寝るのが
激レアで。寝た時は鬼集中できるんすよ。でも佐伯（佐
伯理花子　杏林大医学部進学）、鄭が寝だすと本当もう
アツいっすね。俺は死んでも寝なかったですね。あとは
赤岡（赤岡大地　東京医科大進学）がデカいっすね。強
いっすね。あいつが来たのが夏休みで。あー結構来てた
んですけど俺が知り合ったのが夏休みで。俺最初、赤岡
のお姉ちゃん（赤岡春菜　日本医科大進学）をぶっ倒そ
うと思って。でも無理だってなって。これは無理だって
なって。次元が違いましたね。大地じゃなくてお姉ちゃ
ん狙ってたんですよ。最初はそうだったんですけど、途
中で赤岡大地の方を。目標ってか赤岡を倒すってでっか
く自分の机に貼ったので。恥ずいっすね。赤い字で書い
て。
赤岡大地はいいライバルでした。でも毎日は来ていな

かったので。あいつ甲府だから。来ようと思えばすぐ来
れるんで。週末来て。推薦終わった後も来ていたんで、
直前期とか過去問やるじゃないですか。あいつ6:30に来
させて、終わっているのに。一緒に過去問解いてまし
た。数学とかだけ、いろんなところの過去問をやってい
ました。2人だけでしたね。本当偉いっすねあいつ、良い
奴でした。ホテル泊まってましたね。めっちゃ良い奴だ
なって。受かったの結構あいつデカいっすよ。数学もめ
ちゃくちゃできたんですよね。でも積分は俺勝ちました
よ。

本気の高3生の勉強
3年の5月から初めて。一応全部取ってました。全取りで
した。数学は薄先生と平野先生で化学が三上先生で。で
生物が緒方先生で。良い布陣でした。たまに石原先生 。
緒方先生は真ん中ら辺細かくきっちりやって、石原先生
はおおざっぱで概念ガーンとやってくみたいな。英語も
青葉先生と石井先生。英語は3年になったら石井先生で
す。2回は石井先生で青葉先生は文法やってました。あ、
でも全体的にやってましたね。本当苦手だったんですよ
英語。一番伸びたのは生物ですかね。石井先生のやつは
別に音読とかやってました。あとは文構造取り直したり
とか。青葉先生はまた別なので、先生に言われた復習方
法でやっていくみたいな。長文だったら、まず分かんな
い単語とかを俺の場合ノートに書いておいて自分の単語
帳みたいにして、その次に、文構造を5回取って、きつ
かったです。それから20回音読みたいな。はい。正直言
うと全部回らなくて。最後らへんは結構やっていたんで
すよ。音読も。前期後期は回らなかったので。現役生に
言うのはあれですけど、学校は全部内職でした。英語は
できなかったので英語の教材として授業は聞くようにし
ていました。あとの授業は全部内職で。体育はガチで
やってて、そこでストレス発散みたいな。学校の授業も
殆ど聞いてないですね。
朝は学校で頑張っていました。一学期終わって、代官山
で夏期講習全部取ってました。キツかったですね。授業
一日無い日が一番きつかったですね。まるまる開いてい
る日は6:30に行くんですけど、眠いしずーーと無いので
21:30まで。集中力が持たなくて。昼めし食ったが最後、
爆睡って。そこなんですよね。皆寝出して、そこから活
力がバーッと出てきて、それでつなぎとめていたもんで
すよ。俺勝ったなみたいな。あいつ落ちたわみたいな。
そいつに勝てば1人抜かしているわけじゃないですか。8
人寝ていたら8人抜かしたみたいな。
寝ているやついると嬉しかったです。性格歪みました
よ。勝てば官軍だし。なんとしてでも勝とうと思ってい
たので。夏休みは自分で言うのもあれですけど本当にや
りました。

マンスリーが取れない
河合塾の模試、めちゃくちゃやったって自信満々で行っ
たら偏差値50いくつでめちゃくちゃ凹んで、その1週間後

にマンスリーがあって、そこでも全然出来なくて帰りの
電車でめちゃくちゃ泣きました。キツすぎましたね。マ
ンスリーも現役の中で2位とか3位は取るんですが。でも1
位とかは無いんですよ。1回だけ。しかも危ない1位でし
た。
勝ちたかったですねー。マンスリーは点数の直結しなく
て、佐伯とかは取れるところは取って絶対計算ミスをし
ない。本当に憎たらしかったです。でもメンバーには恵
まれましたね。夏短く感じましたね。やってる最中は長
く感じるんですけど、終わってみると短かったかなっ
て。それで秋の結果が良くないとそれは俺も真剣に考え
てました。手汗が尋常じゃなかったですね。ビショビ
ショでしたね。(笑)
石井先生に英語とか心支えてもらったりだとか。平野先
生とかに支えてもらったし。理科は最後まであんまり生
物とか最初24点とか取ってたけど。生物は伸びて、自信
ついちゃって行けますよって言った気がします。生物は
自分の中でごんごんとあがっていく感じがあったので。
緒方先生に俺受かりますよって言って、ビックマウスだ
なって反応されて。笑われましたね。緒方先生のノート
すごいコンパクトにまとめてくれてすごい良かったで
す。それを受験持って行きました。あと自分のノートも
使いました。資料集は書き込んで使っていましたけど、
自分ができないところを再度見直した方が良いかなって
思ってノート見ていましたね。聖マと日大はまぐれじゃ
なくて、点数取れていないと一次出ないので手応えはあ
りましたね。化学生物来たこれって思って。日大も。そ
れで半分近く取ったっていうのが大きかったですね。他
の所はできたっていうのは、昭和（小声）。でも落ちた

けど。。しかもめっちゃ生物よりだったじゃないです
か。昭和後期も受けておけばワンチャンあったのかな。
でも日大受かって嬉しくて勉強手に着かなくて3月まで集
中力持たせるのってなかなか。日大の二次試験が2/16
で、発表は一週間後ぐらいですね。聖マ受かった段階で
もうフワッとなっちゃって。そのときにはもう日大終
わっていたので。聖マの二次試験は2/11とか10ですね。
日大は終わってましたね。

日大合格作戦？
日大も英語難しかったんですが、二年ごとにがらっと変
わるらしいんですけど、一昨年の問題の傾向は自分に
合っていて、4年前とか解いたら全然合わなくて。去年の
問題解くと6割余裕で超えて7、8割ぐらい行ってて。7.5
割ぐらい行ったので良いなって思って。今年の問題も解
けました。数学は時間的にちょっと解けませんでした
が。でも普通に計算しないで埋まっちゃいました。数秒
で。記述は合ってましたよ。全部ではないですけど。ま
あ手応えはありましたね。化学生物も爆発したので、落
ちるわけないだろって思って。生物も結構簡単で、ミス
が命取りみたいな。三上先生の化学は1学期から取ってい
たんですけど0から教えてもらって、んで有機のテキスト
は電車の中でずっとみたりして、必死にやんないとって
思って。復習とかもちゃんとやって。手厚く教えてくれ
たので。テキストの方めっちゃプッシュしていたので。
三上先生は冷たそうに見えて結構情があるので。(笑)すげ
え情がある先生だったので、出来ない時はすげえ叱って
くれたし、叱られると本当きつかったんですけど。でも
勉強はやっている自信はあったのでなんで出来ないんだ
ろうって悩んで。逆にそれがナニクソって頑張れたって
いうのはありますね。

石井先生の授業
本当石井先生尊敬していて、言った事を全部書いて貼っ
ていたんですよ。それ生きがいにしてやっていたので。
本当に初めて尊敬する先生でした。本当に恥ずかしいで
すけど。本当にすごい。一言一句全部真剣だったんです
よ。そうですよ。ギャグもメモってました。
全部メモってますよ俺。石井先生の授業、一番前は怖く
て。前から二番目とか。俺一人です。最初は一番後ろで
友人とかと一緒に受けていたんですけど。これはダメ
だって思って。なんかもうみんなに何でも負けたくない
んで。例えば佐伯さん（佐伯理花子　杏林大医学部進
学）とか四列目で受けていたら、一個前でも行ってやろ
うかなって。これは差がつくとこだと思って。なんでも
一個前行ってやろうと思って。だから本館から二号館に
帰るスピードも佐伯さん前に居たら抜かしていました。
勝てるところはなんでも勝たないとって。最後の方は1人
で受けていましたね。
学年で、あのサッカー部の石川が？あいつあんなでき
たっけ？学校の勉強は疎かにしていたんで。最後は50何
位とかで。内申とかね。推薦考えてなかったからね。1学

期とかは20番ぐらいだったんですけど。でも俺正規だ
し。圧勝っす。代官山のおかげです。ほんと様様で、代
官山大好きすぎて。ありがとうございます。別の予備校
行っていたら終わっていましたね。俺みたいなタイプ刺
激がないとやらないので。石井先生に会って変わったみ
たいな。

現役合格に必要なもの
現役合格のために必要なのはまずは多分メンタル面。や
る気出ないとかじゃなくて、浪人しないっていうメンタ
ル。自分に誇れるものが欲しくて現役目指したんで。メ
ンタルが折れちゃったらやっぱダメなんで。メンタル保
つために座談会とかこういう合格体験談とか見て、正直
ウザいなって思っても、なんだこいつって思っても、ウ
ザいなって思っても、でも全部見て、何々しましたって
いうのを全部やって、そいつらのやれば受かるじゃない
ですか。そいつらやっているプラスアルファ、例えば朝
7:00に行ってましたなら6:30に行くとか。家帰ったら読
んだりしてメンタル保ってました。受験で性格ひん曲
がったので佐伯とか赤岡大地（東京医科大進学）に敵対
心を持っていましたが、仲は良かったですよ。でも負け
たくないですね。
あと1日4教科全部やっていました。質よりも量でやって
いましたね。結局効率とか考えて試行錯誤するより量
やった方が手っ取り早いって。サッカー部だから、
シュート打つのに一々理論とか考えないので。

石井先生の授業はどんな感じ
崇拝していたので、英語の授業というよりはモチベー
ションを保つための授業って言う感じ。最初にお言葉
が・・・、神からのお言葉が20分ぐらいあるんですけ
ど、それがもう俺にとってはメインで。いっぱい書いて
いて。授業終ったら付箋に書いて貼って。ギャグも書い
てました。勉強すればイケメンになれるって言ってたん
ですけどそれもメモして。英語の授業でも方針とか教え
てくれて。石井先生に質問行けませんでした。もう神な
ので。恐れ多くて。分からないのは青葉先生に聞いてい
ました。ライトな方に。勉強方針の質問は石井先生にし
ていました。本当に助かりました。ここにいた時は言わ
なかったですけど。恥ずかしいので。親が何て言っても
石井先生がこう言っていたからって。石井先生がこうし
ろっていったらこうしていました。実績がでかいっすね
本当に。日大だけで7人とかやばいっす。日医は11人です
からね。ヤバいっす。慈恵9人入ったときありましたよ
ね。やべえって思って。

今年浪人している友達でも、後輩に向けてアドバイス
先生の言ったこと、これはやれこれはやっちゃいけな
いっていうのは絶対従った方が良いですね。受かる要素
だけ取って、受からない要素は捨てないと。それで逆に
受からなかったら先生怨もうと思っていたので。いや結
果として受かったので全然怨んでいないので。感謝でし

かないんですけど。やるなと言われたことはやってない
ですね。あとはオンオフじゃないですけど、塾に行った
時は本気でやって、体育もガチでやって、日曜日とかた
まに早く帰って寝るっていう感じですね。現役生は1分1
秒無駄にできないので。電車の中とかもやらないと受か
らないかなって思いますね。あと内職もした方が良いで
すね。内職しないと時間絶対足りないので。無駄に出来
ないですね時間は。学校ではしゃべっていましたけど、
ここでは帰りぐらいしか喋らなかったですね。あと途中
で飯の時間ももったいないなって思って。帰りに暗い中
で単語開いている人もいましたけど、見にくいだろって
思って。その帰りの道でおにぎり食べていました。逆に
朝はちゃんと食べていました。石井先生の言うように朝
型にしないとダメですね。夜やっても効率よくないの
で。あと夏休みは学校無い分差がつくので結構デカいで
すね。結果は出ないかもだけど信じてやるしかないです
ね。マンスリーは最初は全然知識もなかったので重要視
していなかったんですけど、夏終わりぐらいから1ヶ月の
勉強の総括になると思って結構河合より重要視していま
した。一カ月頑張ったかマンスリーみたらわかるって。9
月か10月ぐらいに220点取って。モティべ（アップ）に
なりました。具体的な目標になります一カ月の。下がる
と・・・最後に下がったのでキツかったですけど、それ
でも受かるって自信はあったので。なんでやってました
ね。直前期は。やっぱりマンスリームズいっすね。むし
ろ受験の方が簡単だったかもしれない（笑）特に生物は
難しかったですね。
言い残したことは……。獨協高校勢頑張ってほしいです
ね（笑）。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

42.6 55.1＋128点

6ヶ月後ヶ月後6

合格の軌跡

数学偏差値総合得点 
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日大の様子
部活ないですけど走ってきました。走って自主練です
ね。サッカーめっちゃ強いんですよ日大。１部残留し
て。6部ぐらいあるうちの１部ですね。強くて入ってビビ
りました。
現役で普通に入ったのはわかんないですけど、一桁です
ね。だから俺はレアキャラですね。ちやほやされます。
でも再試引っかかっているので、バカじゃないかって。
引っかかったのは化学ですね。化学は勉強してなかった
ので。結構ムズいですね。
陳君（陳業隆　日大医学部進学）は余裕っすね。生物神
です。めっちゃ勉強してるんですよ。いつも真面目っ
す。日大は代官山勢結構多いっすね。7人ですね。クラス
が2つに分かれています。

二次試験の様子
現役で一次１個だけでも出ればね、浪人した時もちょっ
と励みにもなるのでは、みたいな。先生方が俺に対して
結構そういうムードがあったので。これぶち壊してやろ
うと思って(笑)。最後受験期、平野先生がずーっと持ち上
げてくれてて。お前は成長したとか。めっちゃ嬉しく
て。本当それは良かったですね。メンタル的に良かった
です。聖マリ1次出て、面接室入った瞬間にめっちゃニコ
ニコしていて、めちゃくちゃ好印象でこれは受かった
なって。めちゃくちゃ会話弾むんですよ。圧迫感全くな
かったですね。日大は圧迫感あったんですけど。何か質
問されて答えたんですけど、そういうこと言っているん
じゃなくてって言われて、マジかって。でも入ったとき
の雰囲気はすげー良くて。現役だと。制服なので。まず
制服で一回話題になるんですよ。現役なんだみたいな。
すごいねって。ぶっちゃけ、日大受かるとは思いません
でした。しかも正規。

合格した学力の分析
山室先生には高2のころからずっと見てもらってて。いっ
ぱいやらされました。(笑)
ずっとやってて、あのホント直前の穴埋めのマーク、あ
れが良かったですね。多分それなかったら数学終わって
いたので。結構突破口になりました、あれ。夏ぐらいに
ガーンって取れて、だからワンチャンあるかなって思っ
ていましたけど。理科が仕上がっていなかったので。最
後のMonthlyが終わってから伸びたと思います。鬼のよ
うにやってました。1年間鬼のようにやっていたんですけ
ど何も効果でなくて。で効果で始めたのがMonthly終わ
りぐらいですね。英語は最後の前の前あたりが二回連続
で良かったんですよ。んでやっぱり理科ですよ。日大は
理科重視ですから。聖マも理科重視ですね。半分が理科
ですもん。あとはメンタルですね。緊張させるとダメな
ので緊張させないようにしてくださいって言ってまし
た。平野先生優しかったですね。メンタル的に良かった
です。めちゃくちゃ持ち上げてくれて。ずーーーっと勉
強していたのに全然先生に認められなくて。めっちゃ悔

しくて。最後に評価されてはじめて、すごい嬉しくなっ
ちゃって。安心しました。調子こくぐらいがちょうど良
かったです。俺は東京の学校だったので土日とか来れた
のでデカかったっすね。自習室も、良いところでありが
とうございます。助かりました本当に。誰にも見られな
いんであそこ。めっちゃ恥ずかしいことも壁に書いたり
して。頑張れた。
恥ずいとかそういうこと考えてる場合ではなかったの
で。必死でした。石井先生が言ってた言葉とか全部貼っ
て。超恥ずいっすよね。今聞くと恥ずいっすよね。それ
貼ってモティベーションになっていました。

代官山MEDICALに入るきっかけ。
代官山に来たきっかけはお姉ちゃん？そうですね。姉か
らの紹介で。姉は今帝京ですね。来たのは高2でした。遊
んでいましたね。サッカーを全部優先して授業とかも休
んじゃって。高2は本当にダメっすね。数学だけ楽しく
て。数学は全部いたような気がしたけど。英語がね。も
う復習も一切しないで、本腰入れ始めたのが部活辞めて
からって。俺も部活辞めてからですね。（それまで）オ
フで。ずっとオンでメリハリ付けてね。オフになっ
ちゃったらオンに戻せなくなっちゃうから。もう遊びた
くてしゃーない。もう楽しいなって。ボウリング行こう
ぜって。オールでカラオケとか体力だけ有り余っている
ので。最初来た時、制服着ていましたね。部活帰りだっ
たんで。でっかいバッグしょって。ホントお世話になり
ました。ここの道何回も来て、思い入れありますね。
サッカー部をやめて、4月の中旬ぐらいですね。で5月か
ら始めるって感じで。その時本当に能力0に近くて、人の
三倍努力、8倍ぐらい勉強しないとって。でも端っこで燃
えてましたね。良い席でしたね。いつも居ましたね。夏
休みとか、遅くなっちゃう日はあるけど6:30には行くよ
うにしていて。帰りは誰にも負けたくないので最後の一
人まで。たまに鄭さん（鄭京華　日本医科大進学）に負
けたりするんだけど。鄭さんも強いっすね。鄭さんは
ね、反対側だったけどもうバチバチでしたね。こうやっ
て見て、寝た寝たって。誰かが寝るたびにめちゃくちゃ
やる気になって。鄭さんそれが寝ないんすよ。寝るのが
激レアで。寝た時は鬼集中できるんすよ。でも佐伯（佐
伯理花子　杏林大医学部進学）、鄭が寝だすと本当もう
アツいっすね。俺は死んでも寝なかったですね。あとは
赤岡（赤岡大地　東京医科大進学）がデカいっすね。強
いっすね。あいつが来たのが夏休みで。あー結構来てた
んですけど俺が知り合ったのが夏休みで。俺最初、赤岡
のお姉ちゃん（赤岡春菜　日本医科大進学）をぶっ倒そ
うと思って。でも無理だってなって。これは無理だって
なって。次元が違いましたね。大地じゃなくてお姉ちゃ
ん狙ってたんですよ。最初はそうだったんですけど、途
中で赤岡大地の方を。目標ってか赤岡を倒すってでっか
く自分の机に貼ったので。恥ずいっすね。赤い字で書い
て。
赤岡大地はいいライバルでした。でも毎日は来ていな

かったので。あいつ甲府だから。来ようと思えばすぐ来
れるんで。週末来て。推薦終わった後も来ていたんで、
直前期とか過去問やるじゃないですか。あいつ6:30に来
させて、終わっているのに。一緒に過去問解いてまし
た。数学とかだけ、いろんなところの過去問をやってい
ました。2人だけでしたね。本当偉いっすねあいつ、良い
奴でした。ホテル泊まってましたね。めっちゃ良い奴だ
なって。受かったの結構あいつデカいっすよ。数学もめ
ちゃくちゃできたんですよね。でも積分は俺勝ちました
よ。

本気の高3生の勉強
3年の5月から初めて。一応全部取ってました。全取りで
した。数学は薄先生と平野先生で化学が三上先生で。で
生物が緒方先生で。良い布陣でした。たまに石原先生 。
緒方先生は真ん中ら辺細かくきっちりやって、石原先生
はおおざっぱで概念ガーンとやってくみたいな。英語も
青葉先生と石井先生。英語は3年になったら石井先生で
す。2回は石井先生で青葉先生は文法やってました。あ、
でも全体的にやってましたね。本当苦手だったんですよ
英語。一番伸びたのは生物ですかね。石井先生のやつは
別に音読とかやってました。あとは文構造取り直したり
とか。青葉先生はまた別なので、先生に言われた復習方
法でやっていくみたいな。長文だったら、まず分かんな
い単語とかを俺の場合ノートに書いておいて自分の単語
帳みたいにして、その次に、文構造を5回取って、きつ
かったです。それから20回音読みたいな。はい。正直言
うと全部回らなくて。最後らへんは結構やっていたんで
すよ。音読も。前期後期は回らなかったので。現役生に
言うのはあれですけど、学校は全部内職でした。英語は
できなかったので英語の教材として授業は聞くようにし
ていました。あとの授業は全部内職で。体育はガチで
やってて、そこでストレス発散みたいな。学校の授業も
殆ど聞いてないですね。
朝は学校で頑張っていました。一学期終わって、代官山
で夏期講習全部取ってました。キツかったですね。授業
一日無い日が一番きつかったですね。まるまる開いてい
る日は6:30に行くんですけど、眠いしずーーと無いので
21:30まで。集中力が持たなくて。昼めし食ったが最後、
爆睡って。そこなんですよね。皆寝出して、そこから活
力がバーッと出てきて、それでつなぎとめていたもんで
すよ。俺勝ったなみたいな。あいつ落ちたわみたいな。
そいつに勝てば1人抜かしているわけじゃないですか。8
人寝ていたら8人抜かしたみたいな。
寝ているやついると嬉しかったです。性格歪みました
よ。勝てば官軍だし。なんとしてでも勝とうと思ってい
たので。夏休みは自分で言うのもあれですけど本当にや
りました。

マンスリーが取れない
河合塾の模試、めちゃくちゃやったって自信満々で行っ
たら偏差値50いくつでめちゃくちゃ凹んで、その1週間後

にマンスリーがあって、そこでも全然出来なくて帰りの
電車でめちゃくちゃ泣きました。キツすぎましたね。マ
ンスリーも現役の中で2位とか3位は取るんですが。でも1
位とかは無いんですよ。1回だけ。しかも危ない1位でし
た。
勝ちたかったですねー。マンスリーは点数の直結しなく
て、佐伯とかは取れるところは取って絶対計算ミスをし
ない。本当に憎たらしかったです。でもメンバーには恵
まれましたね。夏短く感じましたね。やってる最中は長
く感じるんですけど、終わってみると短かったかなっ
て。それで秋の結果が良くないとそれは俺も真剣に考え
てました。手汗が尋常じゃなかったですね。ビショビ
ショでしたね。(笑)
石井先生に英語とか心支えてもらったりだとか。平野先
生とかに支えてもらったし。理科は最後まであんまり生
物とか最初24点とか取ってたけど。生物は伸びて、自信
ついちゃって行けますよって言った気がします。生物は
自分の中でごんごんとあがっていく感じがあったので。
緒方先生に俺受かりますよって言って、ビックマウスだ
なって反応されて。笑われましたね。緒方先生のノート
すごいコンパクトにまとめてくれてすごい良かったで
す。それを受験持って行きました。あと自分のノートも
使いました。資料集は書き込んで使っていましたけど、
自分ができないところを再度見直した方が良いかなって
思ってノート見ていましたね。聖マと日大はまぐれじゃ
なくて、点数取れていないと一次出ないので手応えはあ
りましたね。化学生物来たこれって思って。日大も。そ
れで半分近く取ったっていうのが大きかったですね。他
の所はできたっていうのは、昭和（小声）。でも落ちた

けど。。しかもめっちゃ生物よりだったじゃないです
か。昭和後期も受けておけばワンチャンあったのかな。
でも日大受かって嬉しくて勉強手に着かなくて3月まで集
中力持たせるのってなかなか。日大の二次試験が2/16
で、発表は一週間後ぐらいですね。聖マ受かった段階で
もうフワッとなっちゃって。そのときにはもう日大終
わっていたので。聖マの二次試験は2/11とか10ですね。
日大は終わってましたね。

日大合格作戦？
日大も英語難しかったんですが、二年ごとにがらっと変
わるらしいんですけど、一昨年の問題の傾向は自分に
合っていて、4年前とか解いたら全然合わなくて。去年の
問題解くと6割余裕で超えて7、8割ぐらい行ってて。7.5
割ぐらい行ったので良いなって思って。今年の問題も解
けました。数学は時間的にちょっと解けませんでした
が。でも普通に計算しないで埋まっちゃいました。数秒
で。記述は合ってましたよ。全部ではないですけど。ま
あ手応えはありましたね。化学生物も爆発したので、落
ちるわけないだろって思って。生物も結構簡単で、ミス
が命取りみたいな。三上先生の化学は1学期から取ってい
たんですけど0から教えてもらって、んで有機のテキスト
は電車の中でずっとみたりして、必死にやんないとって
思って。復習とかもちゃんとやって。手厚く教えてくれ
たので。テキストの方めっちゃプッシュしていたので。
三上先生は冷たそうに見えて結構情があるので。(笑)すげ
え情がある先生だったので、出来ない時はすげえ叱って
くれたし、叱られると本当きつかったんですけど。でも
勉強はやっている自信はあったのでなんで出来ないんだ
ろうって悩んで。逆にそれがナニクソって頑張れたって
いうのはありますね。

石井先生の授業
本当石井先生尊敬していて、言った事を全部書いて貼っ
ていたんですよ。それ生きがいにしてやっていたので。
本当に初めて尊敬する先生でした。本当に恥ずかしいで
すけど。本当にすごい。一言一句全部真剣だったんです
よ。そうですよ。ギャグもメモってました。
全部メモってますよ俺。石井先生の授業、一番前は怖く
て。前から二番目とか。俺一人です。最初は一番後ろで
友人とかと一緒に受けていたんですけど。これはダメ
だって思って。なんかもうみんなに何でも負けたくない
んで。例えば佐伯さん（佐伯理花子　杏林大医学部進
学）とか四列目で受けていたら、一個前でも行ってやろ
うかなって。これは差がつくとこだと思って。なんでも
一個前行ってやろうと思って。だから本館から二号館に
帰るスピードも佐伯さん前に居たら抜かしていました。
勝てるところはなんでも勝たないとって。最後の方は1人
で受けていましたね。
学年で、あのサッカー部の石川が？あいつあんなでき
たっけ？学校の勉強は疎かにしていたんで。最後は50何
位とかで。内申とかね。推薦考えてなかったからね。1学

期とかは20番ぐらいだったんですけど。でも俺正規だ
し。圧勝っす。代官山のおかげです。ほんと様様で、代
官山大好きすぎて。ありがとうございます。別の予備校
行っていたら終わっていましたね。俺みたいなタイプ刺
激がないとやらないので。石井先生に会って変わったみ
たいな。

現役合格に必要なもの
現役合格のために必要なのはまずは多分メンタル面。や
る気出ないとかじゃなくて、浪人しないっていうメンタ
ル。自分に誇れるものが欲しくて現役目指したんで。メ
ンタルが折れちゃったらやっぱダメなんで。メンタル保
つために座談会とかこういう合格体験談とか見て、正直
ウザいなって思っても、なんだこいつって思っても、ウ
ザいなって思っても、でも全部見て、何々しましたって
いうのを全部やって、そいつらのやれば受かるじゃない
ですか。そいつらやっているプラスアルファ、例えば朝
7:00に行ってましたなら6:30に行くとか。家帰ったら読
んだりしてメンタル保ってました。受験で性格ひん曲
がったので佐伯とか赤岡大地（東京医科大進学）に敵対
心を持っていましたが、仲は良かったですよ。でも負け
たくないですね。
あと1日4教科全部やっていました。質よりも量でやって
いましたね。結局効率とか考えて試行錯誤するより量
やった方が手っ取り早いって。サッカー部だから、
シュート打つのに一々理論とか考えないので。

石井先生の授業はどんな感じ
崇拝していたので、英語の授業というよりはモチベー
ションを保つための授業って言う感じ。最初にお言葉
が・・・、神からのお言葉が20分ぐらいあるんですけ
ど、それがもう俺にとってはメインで。いっぱい書いて
いて。授業終ったら付箋に書いて貼って。ギャグも書い
てました。勉強すればイケメンになれるって言ってたん
ですけどそれもメモして。英語の授業でも方針とか教え
てくれて。石井先生に質問行けませんでした。もう神な
ので。恐れ多くて。分からないのは青葉先生に聞いてい
ました。ライトな方に。勉強方針の質問は石井先生にし
ていました。本当に助かりました。ここにいた時は言わ
なかったですけど。恥ずかしいので。親が何て言っても
石井先生がこう言っていたからって。石井先生がこうし
ろっていったらこうしていました。実績がでかいっすね
本当に。日大だけで7人とかやばいっす。日医は11人です
からね。ヤバいっす。慈恵9人入ったときありましたよ
ね。やべえって思って。

今年浪人している友達でも、後輩に向けてアドバイス
先生の言ったこと、これはやれこれはやっちゃいけな
いっていうのは絶対従った方が良いですね。受かる要素
だけ取って、受からない要素は捨てないと。それで逆に
受からなかったら先生怨もうと思っていたので。いや結
果として受かったので全然怨んでいないので。感謝でし
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かないんですけど。やるなと言われたことはやってない
ですね。あとはオンオフじゃないですけど、塾に行った
時は本気でやって、体育もガチでやって、日曜日とかた
まに早く帰って寝るっていう感じですね。現役生は1分1
秒無駄にできないので。電車の中とかもやらないと受か
らないかなって思いますね。あと内職もした方が良いで
すね。内職しないと時間絶対足りないので。無駄に出来
ないですね時間は。学校ではしゃべっていましたけど、
ここでは帰りぐらいしか喋らなかったですね。あと途中
で飯の時間ももったいないなって思って。帰りに暗い中
で単語開いている人もいましたけど、見にくいだろって
思って。その帰りの道でおにぎり食べていました。逆に
朝はちゃんと食べていました。石井先生の言うように朝
型にしないとダメですね。夜やっても効率よくないの
で。あと夏休みは学校無い分差がつくので結構デカいで
すね。結果は出ないかもだけど信じてやるしかないです
ね。マンスリーは最初は全然知識もなかったので重要視
していなかったんですけど、夏終わりぐらいから1ヶ月の
勉強の総括になると思って結構河合より重要視していま
した。一カ月頑張ったかマンスリーみたらわかるって。9
月か10月ぐらいに220点取って。モティべ（アップ）に
なりました。具体的な目標になります一カ月の。下がる
と・・・最後に下がったのでキツかったですけど、それ
でも受かるって自信はあったので。なんでやってました
ね。直前期は。やっぱりマンスリームズいっすね。むし
ろ受験の方が簡単だったかもしれない（笑）特に生物は
難しかったですね。
言い残したことは……。獨協高校勢頑張ってほしいです
ね（笑）。

日大の様子
部活ないですけど走ってきました。走って自主練です
ね。サッカーめっちゃ強いんですよ日大。１部残留し
て。6部ぐらいあるうちの１部ですね。強くて入ってビビ
りました。
現役で普通に入ったのはわかんないですけど、一桁です
ね。だから俺はレアキャラですね。ちやほやされます。
でも再試引っかかっているので、バカじゃないかって。
引っかかったのは化学ですね。化学は勉強してなかった
ので。結構ムズいですね。
陳君（陳業隆　日大医学部進学）は余裕っすね。生物神
です。めっちゃ勉強してるんですよ。いつも真面目っ
す。日大は代官山勢結構多いっすね。7人ですね。クラス
が2つに分かれています。

二次試験の様子
現役で一次１個だけでも出ればね、浪人した時もちょっ
と励みにもなるのでは、みたいな。先生方が俺に対して
結構そういうムードがあったので。これぶち壊してやろ
うと思って(笑)。最後受験期、平野先生がずーっと持ち上
げてくれてて。お前は成長したとか。めっちゃ嬉しく
て。本当それは良かったですね。メンタル的に良かった
です。聖マリ1次出て、面接室入った瞬間にめっちゃニコ
ニコしていて、めちゃくちゃ好印象でこれは受かった
なって。めちゃくちゃ会話弾むんですよ。圧迫感全くな
かったですね。日大は圧迫感あったんですけど。何か質
問されて答えたんですけど、そういうこと言っているん
じゃなくてって言われて、マジかって。でも入ったとき
の雰囲気はすげー良くて。現役だと。制服なので。まず
制服で一回話題になるんですよ。現役なんだみたいな。
すごいねって。ぶっちゃけ、日大受かるとは思いません
でした。しかも正規。

合格した学力の分析
山室先生には高2のころからずっと見てもらってて。いっ
ぱいやらされました。(笑)
ずっとやってて、あのホント直前の穴埋めのマーク、あ
れが良かったですね。多分それなかったら数学終わって
いたので。結構突破口になりました、あれ。夏ぐらいに
ガーンって取れて、だからワンチャンあるかなって思っ
ていましたけど。理科が仕上がっていなかったので。最
後のMonthlyが終わってから伸びたと思います。鬼のよ
うにやってました。1年間鬼のようにやっていたんですけ
ど何も効果でなくて。で効果で始めたのがMonthly終わ
りぐらいですね。英語は最後の前の前あたりが二回連続
で良かったんですよ。んでやっぱり理科ですよ。日大は
理科重視ですから。聖マも理科重視ですね。半分が理科
ですもん。あとはメンタルですね。緊張させるとダメな
ので緊張させないようにしてくださいって言ってまし
た。平野先生優しかったですね。メンタル的に良かった
です。めちゃくちゃ持ち上げてくれて。ずーーーっと勉
強していたのに全然先生に認められなくて。めっちゃ悔

しくて。最後に評価されてはじめて、すごい嬉しくなっ
ちゃって。安心しました。調子こくぐらいがちょうど良
かったです。俺は東京の学校だったので土日とか来れた
のでデカかったっすね。自習室も、良いところでありが
とうございます。助かりました本当に。誰にも見られな
いんであそこ。めっちゃ恥ずかしいことも壁に書いたり
して。頑張れた。
恥ずいとかそういうこと考えてる場合ではなかったの
で。必死でした。石井先生が言ってた言葉とか全部貼っ
て。超恥ずいっすよね。今聞くと恥ずいっすよね。それ
貼ってモティベーションになっていました。

代官山MEDICALに入るきっかけ。
代官山に来たきっかけはお姉ちゃん？そうですね。姉か
らの紹介で。姉は今帝京ですね。来たのは高2でした。遊
んでいましたね。サッカーを全部優先して授業とかも休
んじゃって。高2は本当にダメっすね。数学だけ楽しく
て。数学は全部いたような気がしたけど。英語がね。も
う復習も一切しないで、本腰入れ始めたのが部活辞めて
からって。俺も部活辞めてからですね。（それまで）オ
フで。ずっとオンでメリハリ付けてね。オフになっ
ちゃったらオンに戻せなくなっちゃうから。もう遊びた
くてしゃーない。もう楽しいなって。ボウリング行こう
ぜって。オールでカラオケとか体力だけ有り余っている
ので。最初来た時、制服着ていましたね。部活帰りだっ
たんで。でっかいバッグしょって。ホントお世話になり
ました。ここの道何回も来て、思い入れありますね。
サッカー部をやめて、4月の中旬ぐらいですね。で5月か
ら始めるって感じで。その時本当に能力0に近くて、人の
三倍努力、8倍ぐらい勉強しないとって。でも端っこで燃
えてましたね。良い席でしたね。いつも居ましたね。夏
休みとか、遅くなっちゃう日はあるけど6:30には行くよ
うにしていて。帰りは誰にも負けたくないので最後の一
人まで。たまに鄭さん（鄭京華　日本医科大進学）に負
けたりするんだけど。鄭さんも強いっすね。鄭さんは
ね、反対側だったけどもうバチバチでしたね。こうやっ
て見て、寝た寝たって。誰かが寝るたびにめちゃくちゃ
やる気になって。鄭さんそれが寝ないんすよ。寝るのが
激レアで。寝た時は鬼集中できるんすよ。でも佐伯（佐
伯理花子　杏林大医学部進学）、鄭が寝だすと本当もう
アツいっすね。俺は死んでも寝なかったですね。あとは
赤岡（赤岡大地　東京医科大進学）がデカいっすね。強
いっすね。あいつが来たのが夏休みで。あー結構来てた
んですけど俺が知り合ったのが夏休みで。俺最初、赤岡
のお姉ちゃん（赤岡春菜　日本医科大進学）をぶっ倒そ
うと思って。でも無理だってなって。これは無理だって
なって。次元が違いましたね。大地じゃなくてお姉ちゃ
ん狙ってたんですよ。最初はそうだったんですけど、途
中で赤岡大地の方を。目標ってか赤岡を倒すってでっか
く自分の机に貼ったので。恥ずいっすね。赤い字で書い
て。
赤岡大地はいいライバルでした。でも毎日は来ていな

かったので。あいつ甲府だから。来ようと思えばすぐ来
れるんで。週末来て。推薦終わった後も来ていたんで、
直前期とか過去問やるじゃないですか。あいつ6:30に来
させて、終わっているのに。一緒に過去問解いてまし
た。数学とかだけ、いろんなところの過去問をやってい
ました。2人だけでしたね。本当偉いっすねあいつ、良い
奴でした。ホテル泊まってましたね。めっちゃ良い奴だ
なって。受かったの結構あいつデカいっすよ。数学もめ
ちゃくちゃできたんですよね。でも積分は俺勝ちました
よ。

本気の高3生の勉強
3年の5月から初めて。一応全部取ってました。全取りで
した。数学は薄先生と平野先生で化学が三上先生で。で
生物が緒方先生で。良い布陣でした。たまに石原先生 。
緒方先生は真ん中ら辺細かくきっちりやって、石原先生
はおおざっぱで概念ガーンとやってくみたいな。英語も
青葉先生と石井先生。英語は3年になったら石井先生で
す。2回は石井先生で青葉先生は文法やってました。あ、
でも全体的にやってましたね。本当苦手だったんですよ
英語。一番伸びたのは生物ですかね。石井先生のやつは
別に音読とかやってました。あとは文構造取り直したり
とか。青葉先生はまた別なので、先生に言われた復習方
法でやっていくみたいな。長文だったら、まず分かんな
い単語とかを俺の場合ノートに書いておいて自分の単語
帳みたいにして、その次に、文構造を5回取って、きつ
かったです。それから20回音読みたいな。はい。正直言
うと全部回らなくて。最後らへんは結構やっていたんで
すよ。音読も。前期後期は回らなかったので。現役生に
言うのはあれですけど、学校は全部内職でした。英語は
できなかったので英語の教材として授業は聞くようにし
ていました。あとの授業は全部内職で。体育はガチで
やってて、そこでストレス発散みたいな。学校の授業も
殆ど聞いてないですね。
朝は学校で頑張っていました。一学期終わって、代官山
で夏期講習全部取ってました。キツかったですね。授業
一日無い日が一番きつかったですね。まるまる開いてい
る日は6:30に行くんですけど、眠いしずーーと無いので
21:30まで。集中力が持たなくて。昼めし食ったが最後、
爆睡って。そこなんですよね。皆寝出して、そこから活
力がバーッと出てきて、それでつなぎとめていたもんで
すよ。俺勝ったなみたいな。あいつ落ちたわみたいな。
そいつに勝てば1人抜かしているわけじゃないですか。8
人寝ていたら8人抜かしたみたいな。
寝ているやついると嬉しかったです。性格歪みました
よ。勝てば官軍だし。なんとしてでも勝とうと思ってい
たので。夏休みは自分で言うのもあれですけど本当にや
りました。

マンスリーが取れない
河合塾の模試、めちゃくちゃやったって自信満々で行っ
たら偏差値50いくつでめちゃくちゃ凹んで、その1週間後

にマンスリーがあって、そこでも全然出来なくて帰りの
電車でめちゃくちゃ泣きました。キツすぎましたね。マ
ンスリーも現役の中で2位とか3位は取るんですが。でも1
位とかは無いんですよ。1回だけ。しかも危ない1位でし
た。
勝ちたかったですねー。マンスリーは点数の直結しなく
て、佐伯とかは取れるところは取って絶対計算ミスをし
ない。本当に憎たらしかったです。でもメンバーには恵
まれましたね。夏短く感じましたね。やってる最中は長
く感じるんですけど、終わってみると短かったかなっ
て。それで秋の結果が良くないとそれは俺も真剣に考え
てました。手汗が尋常じゃなかったですね。ビショビ
ショでしたね。(笑)
石井先生に英語とか心支えてもらったりだとか。平野先
生とかに支えてもらったし。理科は最後まであんまり生
物とか最初24点とか取ってたけど。生物は伸びて、自信
ついちゃって行けますよって言った気がします。生物は
自分の中でごんごんとあがっていく感じがあったので。
緒方先生に俺受かりますよって言って、ビックマウスだ
なって反応されて。笑われましたね。緒方先生のノート
すごいコンパクトにまとめてくれてすごい良かったで
す。それを受験持って行きました。あと自分のノートも
使いました。資料集は書き込んで使っていましたけど、
自分ができないところを再度見直した方が良いかなって
思ってノート見ていましたね。聖マと日大はまぐれじゃ
なくて、点数取れていないと一次出ないので手応えはあ
りましたね。化学生物来たこれって思って。日大も。そ
れで半分近く取ったっていうのが大きかったですね。他
の所はできたっていうのは、昭和（小声）。でも落ちた

けど。。しかもめっちゃ生物よりだったじゃないです
か。昭和後期も受けておけばワンチャンあったのかな。
でも日大受かって嬉しくて勉強手に着かなくて3月まで集
中力持たせるのってなかなか。日大の二次試験が2/16
で、発表は一週間後ぐらいですね。聖マ受かった段階で
もうフワッとなっちゃって。そのときにはもう日大終
わっていたので。聖マの二次試験は2/11とか10ですね。
日大は終わってましたね。

日大合格作戦？
日大も英語難しかったんですが、二年ごとにがらっと変
わるらしいんですけど、一昨年の問題の傾向は自分に
合っていて、4年前とか解いたら全然合わなくて。去年の
問題解くと6割余裕で超えて7、8割ぐらい行ってて。7.5
割ぐらい行ったので良いなって思って。今年の問題も解
けました。数学は時間的にちょっと解けませんでした
が。でも普通に計算しないで埋まっちゃいました。数秒
で。記述は合ってましたよ。全部ではないですけど。ま
あ手応えはありましたね。化学生物も爆発したので、落
ちるわけないだろって思って。生物も結構簡単で、ミス
が命取りみたいな。三上先生の化学は1学期から取ってい
たんですけど0から教えてもらって、んで有機のテキスト
は電車の中でずっとみたりして、必死にやんないとって
思って。復習とかもちゃんとやって。手厚く教えてくれ
たので。テキストの方めっちゃプッシュしていたので。
三上先生は冷たそうに見えて結構情があるので。(笑)すげ
え情がある先生だったので、出来ない時はすげえ叱って
くれたし、叱られると本当きつかったんですけど。でも
勉強はやっている自信はあったのでなんで出来ないんだ
ろうって悩んで。逆にそれがナニクソって頑張れたって
いうのはありますね。

石井先生の授業
本当石井先生尊敬していて、言った事を全部書いて貼っ
ていたんですよ。それ生きがいにしてやっていたので。
本当に初めて尊敬する先生でした。本当に恥ずかしいで
すけど。本当にすごい。一言一句全部真剣だったんです
よ。そうですよ。ギャグもメモってました。
全部メモってますよ俺。石井先生の授業、一番前は怖く
て。前から二番目とか。俺一人です。最初は一番後ろで
友人とかと一緒に受けていたんですけど。これはダメ
だって思って。なんかもうみんなに何でも負けたくない
んで。例えば佐伯さん（佐伯理花子　杏林大医学部進
学）とか四列目で受けていたら、一個前でも行ってやろ
うかなって。これは差がつくとこだと思って。なんでも
一個前行ってやろうと思って。だから本館から二号館に
帰るスピードも佐伯さん前に居たら抜かしていました。
勝てるところはなんでも勝たないとって。最後の方は1人
で受けていましたね。
学年で、あのサッカー部の石川が？あいつあんなでき
たっけ？学校の勉強は疎かにしていたんで。最後は50何
位とかで。内申とかね。推薦考えてなかったからね。1学

期とかは20番ぐらいだったんですけど。でも俺正規だ
し。圧勝っす。代官山のおかげです。ほんと様様で、代
官山大好きすぎて。ありがとうございます。別の予備校
行っていたら終わっていましたね。俺みたいなタイプ刺
激がないとやらないので。石井先生に会って変わったみ
たいな。

現役合格に必要なもの
現役合格のために必要なのはまずは多分メンタル面。や
る気出ないとかじゃなくて、浪人しないっていうメンタ
ル。自分に誇れるものが欲しくて現役目指したんで。メ
ンタルが折れちゃったらやっぱダメなんで。メンタル保
つために座談会とかこういう合格体験談とか見て、正直
ウザいなって思っても、なんだこいつって思っても、ウ
ザいなって思っても、でも全部見て、何々しましたって
いうのを全部やって、そいつらのやれば受かるじゃない
ですか。そいつらやっているプラスアルファ、例えば朝
7:00に行ってましたなら6:30に行くとか。家帰ったら読
んだりしてメンタル保ってました。受験で性格ひん曲
がったので佐伯とか赤岡大地（東京医科大進学）に敵対
心を持っていましたが、仲は良かったですよ。でも負け
たくないですね。
あと1日4教科全部やっていました。質よりも量でやって
いましたね。結局効率とか考えて試行錯誤するより量
やった方が手っ取り早いって。サッカー部だから、
シュート打つのに一々理論とか考えないので。

石井先生の授業はどんな感じ
崇拝していたので、英語の授業というよりはモチベー
ションを保つための授業って言う感じ。最初にお言葉
が・・・、神からのお言葉が20分ぐらいあるんですけ
ど、それがもう俺にとってはメインで。いっぱい書いて
いて。授業終ったら付箋に書いて貼って。ギャグも書い
てました。勉強すればイケメンになれるって言ってたん
ですけどそれもメモして。英語の授業でも方針とか教え
てくれて。石井先生に質問行けませんでした。もう神な
ので。恐れ多くて。分からないのは青葉先生に聞いてい
ました。ライトな方に。勉強方針の質問は石井先生にし
ていました。本当に助かりました。ここにいた時は言わ
なかったですけど。恥ずかしいので。親が何て言っても
石井先生がこう言っていたからって。石井先生がこうし
ろっていったらこうしていました。実績がでかいっすね
本当に。日大だけで7人とかやばいっす。日医は11人です
からね。ヤバいっす。慈恵9人入ったときありましたよ
ね。やべえって思って。

今年浪人している友達でも、後輩に向けてアドバイス
先生の言ったこと、これはやれこれはやっちゃいけな
いっていうのは絶対従った方が良いですね。受かる要素
だけ取って、受からない要素は捨てないと。それで逆に
受からなかったら先生怨もうと思っていたので。いや結
果として受かったので全然怨んでいないので。感謝でし

かないんですけど。やるなと言われたことはやってない
ですね。あとはオンオフじゃないですけど、塾に行った
時は本気でやって、体育もガチでやって、日曜日とかた
まに早く帰って寝るっていう感じですね。現役生は1分1
秒無駄にできないので。電車の中とかもやらないと受か
らないかなって思いますね。あと内職もした方が良いで
すね。内職しないと時間絶対足りないので。無駄に出来
ないですね時間は。学校ではしゃべっていましたけど、
ここでは帰りぐらいしか喋らなかったですね。あと途中
で飯の時間ももったいないなって思って。帰りに暗い中
で単語開いている人もいましたけど、見にくいだろって
思って。その帰りの道でおにぎり食べていました。逆に
朝はちゃんと食べていました。石井先生の言うように朝
型にしないとダメですね。夜やっても効率よくないの
で。あと夏休みは学校無い分差がつくので結構デカいで
すね。結果は出ないかもだけど信じてやるしかないです
ね。マンスリーは最初は全然知識もなかったので重要視
していなかったんですけど、夏終わりぐらいから1ヶ月の
勉強の総括になると思って結構河合より重要視していま
した。一カ月頑張ったかマンスリーみたらわかるって。9
月か10月ぐらいに220点取って。モティべ（アップ）に
なりました。具体的な目標になります一カ月の。下がる
と・・・最後に下がったのでキツかったですけど、それ
でも受かるって自信はあったので。なんでやってました
ね。直前期は。やっぱりマンスリームズいっすね。むし
ろ受験の方が簡単だったかもしれない（笑）特に生物は
難しかったですね。
言い残したことは……。獨協高校勢頑張ってほしいです
ね（笑）。
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杏林大医学部 ２次正規合格

周りの人に影響されて

朝一番から夜まで自習室で

やれることはやりきった。

周りの人に影響されて

朝一番から夜まで自習室で

やれることはやりきった。
杏林大医学部進学　森杏菜さん(筑紫女学園高校卒)

代官山ＭＥＤＩＣＡＬを選んだきっかけ
　私が高校の時の友達（溝口怜実　東邦大医学部進学）
に聞いて、怜実が東京の予備校通ってたってのは知って
たんですけど、その…受験が終わった後にいろんなとこ
に受かってたから、1次合格もいっぱいしてて、それで、
やっぱ東京の予備校ってすごいんじゃないかってことに
気付いて(笑)
高校は福岡の筑紫女学園です。中高一貫なんです。怜実
は上からほんと数番、トップ数番。頭いい子でした。性
格がすごく頑張り屋さん。結構仲良い。私も中２と高２
だけ特進でした。中１は怜実も特進じゃなくて、私も特
進じゃなくて、中１が一緒だったんです。中２で一緒に
特進に上がってまた一緒になったんです。それから怜実
はずっと特進のままで私は一般のクラスに落ちて、また
高２で一緒になったんです。中１ぐらいから勢いが落ち
ました。

春から代官山MEDICALの教材やってました
でも結構もらったのが遅かったんで、もう毎日やんない
と終わんない必死にやってました。終わりました。前日
くらいに(笑)
クラス編成テストの前日に母と２人で来ました。初めて
(笑)それで、いきなり入って。こちらに来てテストが終
わったその日から入居可能だったんで寮。なんで、前日
と前々日新宿のホテルに２泊して。新幹線の切符と一緒
に帰る安いやつが新宿にあって。山手線混んでました
ね。はい、いや、でも受験期よりは全然。受験のときは
凄かったですけど。１浪の時は埼玉と帝京１次出てまし
たけど、どっちも落ちました。(笑)まぁもっといいとこ受
かったので。でも、なんか１浪目は繰上げ来ることを
願ってたけど今思ったら行かなくてよかった(笑)帝京もい
いですけどね池袋に近いし、落ちました。帝京だったら
行っても良かったかな(笑)帝京だったら繰上げきても良
かったんですけど(笑)テスト受けて最初はM1でした。い
や、違う違う違う(笑)あれ、おかしいんですよっ(笑)だっ
て私数学とか簡単なのしか解けてない、難しいとこはほ
んと手つけてないのに７７取ったんですよ数学(笑)だか
らって、だってトップは違いますよね(笑)

受験の結果
杏林出て気が抜けました。受かると思ってなかったんで
杏林に。え、てか埼玉落ちたんですよ私(笑)だから、いや
もう絶対無理だと思ってたのに手応え的には不安でし
た。化学と物理が結構やらかしたなと思ったんで。数学
はできたっぽいっすね。解きやすかった。去年の球体の
やつとか絶対わかんないですよ。英語もともと得意では
ないです苦手でもないんで好きだったんですよ英語。だ
から勉強はずっとしてるんですけど読むのが速くならな
いし、読んでも読んでも理解できない、それが直らなく
て、青葉先生の授業を取ってそのなんとなく読めるよう
になりました。青葉先生はなんか、接続詞とかなんか文
の段落ごと…あ、なんかよく覚えてないですよ私(笑)あと

なんか反復とか大事なことを捉える練習とかしてまし
た。似たような文が、構造の文がちょっと近くに出てく
るんですよ、で、そこ絶対問題出されるぞって言われ
た。読むのも早くなって。
杏林１次きたとき。てか実際、金沢とか埼玉とかもくる
と思ってたんで、そっちが来なかったのが意外。杏林１
次来たのはまぁ、よかった。１次１個しかきてないんで
すよ。
１個で１校(笑)ほんと100％で(笑)しかも正規で。なんで
すかこの奇跡(笑)
　物理と化学の配点が75だったのが助かりました。物理
３番見ました？難しいやつ。あれだけが(1)しか合ってな
いんですよ。でも、それ以外はまあまあできたかなっ
て。65%70%ぐらいですかね？65ぐらい…化学がほんと
馬鹿なミスばっかして。それもたぶん70はいってないで
すよ。英語と数学はまあまあ、75ぐらいかな。

ウィークリーテスト
数学は最初はちゃんとやってました(笑)最初はちゃんと
やってました(笑)その内復習が回んなくなってやってない
ところが出たみたいな感じ(笑)
周りの友達のやる気とか、そもそもの成績。なんか頭良
い人が多くて。
私の周りみんなすごかったですよ、まあやる気はすご
かったから、影響はあった。

1浪目の予備校。
１浪目は福岡の医系専門予備校。まあ、ちゃんとまじめ
にやってましたけどね。
１浪時は緩かったです、とりあえず。なんかもう、授業
も17時までしかないし、途中抜け出しても全然いいし、

たときとか　…ほんとに悩んだ時は、山室先生とか。あ
と、薄先生とか…そこまで行き詰ったって記憶がない。
質問は頻繁に行ってましたね。質問はできるだけ溜めな
いようにしていましたね。なんか休み…なんか自習時間
にやってて絶対次の休み時間に行こうと思ってました。
即解決して、でなんか質問行って戻ってきてもう1回解い
てみるってのが大事だったと思う。時間かかるけど。
行って戻って来て、分かった気になってないか確認。
けっこうあるんです。あれ？これってさっき先生言って
たけど何でかなみたいな(笑)また質問行くみたいな。わ
かった気になっちゃった、あるんで。なんか、勉強して
てやっぱできないとむかつく(笑)授業中も、あの、節田先
生も呆れてたと思うんですけど私に(笑)なんか、ほんっと
に基本的な事を恥ずかしいけど分かるまで何回も聞いて
ました。授業中にですよ！？節田先生は分からない所は
ないですかって1人1人に当てるんですよ。ばらばらラン
ダムに。当てられたら絶対に、いや絶対ではないですけ
どけっこう大体。ほんとに最初の方なんか当てられ、違
う…いつも最初の方全然、影薄かったのか当てられな
かったんですけど最後の方は「はいじゃあ森さん、何か
ないですか」って呆れられて(笑)そうそう(笑)はい、森さ
んはないの？みたいな、あるでしょ？みたいな。ほんと
に分かってんですかって当ててくれるようになりました
(笑)逆に分かってたら「おー、めずらしい」って、
「おっ、ほんとですか」みたいな「大丈夫です」って
言ったら逆にびっくりされてた。いいのかな(笑)うーん、
すごい馬鹿な質問とかもしたと思いますよ。してまし
た、してました。記憶力は…悪いと思う。いやどうだろ
う、友達には記憶力いいって言われます。自分では解き
方とかすごい忘れてた。だから何回も何回もやってて、
私は目で見て、イメージ的になんか、映像で脳に残りや
すいやつは記憶力良かったです。だから自分でなんか、
紙に書いて絵とか作ってました。目印とか言って色使っ
たりして。それを何回も見てると覚え…みたいな(笑)め
ちゃくちゃ自分の自習席に貼ってましたね(笑)ハートの付
箋をドドドドドって(笑)わかったら剥がして(笑)

石井先生の授業は1列目に座ってた。
石井先生の授業については、あー、んー、1番前か2列目
で受けてて、で、私が分かんないとこに限って当てられ
てた。なんか「それ分かる―」って答えたい顔してて
も、全然違う人に当てられて、で本当にわかんなくて下
向いてる時に「森さん」とか言われて、うわ、わかんな
いって(笑)下向いてたら「森さん」って言って「わかりま
せん…」って(笑)それでもう当てられてわかんないやつっ
てすっごい覚えますね、悔しくて。1、2列目に座ってた
らほぼ絶対当てられます。あのー最初多分3、40個ぐらい
短い長文、短い長文！？(笑)あるんですよ。それ..中くら
いの(笑)あの、それを私たぶん２周くらいたぶん、あの、
暗唱できるくらい何回も何回も。訳もらうんですよ、短
文の。だから、私は先に訳を読んで、内容把握した上で
バーッてスピード持ってやって、やってやっぱ途中で行
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た。ライバル的な人は…あっ赤岡だ赤岡！（赤岡春菜　
日本医科大進学）あれが１番のライバルです！(笑)
バケモンじゃないですかあの人だって！(笑)だってＡ10く
らいから来たでしょ
ほんと悔しかったですよ。抜かされたーと思って(笑)
まぁ、あの子もすごい頑張っていましたけど。弟が東医
（推薦）とか受かっちゃったからね。なんか最後のマン
スリーで、名前載らなくて私の所に来ました。ヤバい
(泣)って、もう怒られるー(泣)って。深瀧先生に。
名前載らなかったって、どうしよーって。下から来た人
がグングン来るとかなり焦るし、やっぱりなんか見習っ
てました。一緒に勉強とかしたんですけどペン、書くの
も速いし読むのも速いしなんか、トイレも速いし、歩く
のも速いし行動が速い。だから、うわっすごっ速って
思って、宮本もだし頭良い人って速いんですよ！そう(笑)
だからほんとにそういうの見習ってて、私も書くスピー
ドめっちゃ速くしたし、トイレもめっちゃ速くしたし(笑)
あのーでもほんとに後輩へのメッセージもう1個残すとし
たら、行動を速くした方がいいと思う(笑)速くすることで
なんか意識が変わると思う。あのー長文読むのも速くな
るんじゃないかと思う。問題、焦り？焦り、自分の中で
の焦りとかが出て、普段の行動を速くするとたぶん、な
んかもうほんと解答用紙に書き写すペンの速さも速くな
ると思うし、ページめくるのも速くなると思うし(笑)計算
解くのも速くなる。計算途中、計算式も速くなると思う
から。スピード意識した方がいいと思う。頭良い人速い
ですよ！なにもかも。最後一言！？行動を早くする。
ちょっとでも眠くなるな。ちょっと無理ですよね(笑)授業
はほんとちゃんと聞いたほうがいい。あとは…あとは
迷ったらすぐ先生に相談した方が良い。
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杏林大医学部 ２次正規合格

周りの人に影響されて

朝一番から夜まで自習室で

やれることはやりきった。

周りの人に影響されて

朝一番から夜まで自習室で

やれることはやりきった。
杏林大医学部進学　森杏菜さん(筑紫女学園高校卒)

代官山ＭＥＤＩＣＡＬを選んだきっかけ
　私が高校の時の友達（溝口怜実　東邦大医学部進学）
に聞いて、怜実が東京の予備校通ってたってのは知って
たんですけど、その…受験が終わった後にいろんなとこ
に受かってたから、1次合格もいっぱいしてて、それで、
やっぱ東京の予備校ってすごいんじゃないかってことに
気付いて(笑)
高校は福岡の筑紫女学園です。中高一貫なんです。怜実
は上からほんと数番、トップ数番。頭いい子でした。性
格がすごく頑張り屋さん。結構仲良い。私も中２と高２
だけ特進でした。中１は怜実も特進じゃなくて、私も特
進じゃなくて、中１が一緒だったんです。中２で一緒に
特進に上がってまた一緒になったんです。それから怜実
はずっと特進のままで私は一般のクラスに落ちて、また
高２で一緒になったんです。中１ぐらいから勢いが落ち
ました。

春から代官山MEDICALの教材やってました
でも結構もらったのが遅かったんで、もう毎日やんない
と終わんない必死にやってました。終わりました。前日
くらいに(笑)
クラス編成テストの前日に母と２人で来ました。初めて
(笑)それで、いきなり入って。こちらに来てテストが終
わったその日から入居可能だったんで寮。なんで、前日
と前々日新宿のホテルに２泊して。新幹線の切符と一緒
に帰る安いやつが新宿にあって。山手線混んでました
ね。はい、いや、でも受験期よりは全然。受験のときは
凄かったですけど。１浪の時は埼玉と帝京１次出てまし
たけど、どっちも落ちました。(笑)まぁもっといいとこ受
かったので。でも、なんか１浪目は繰上げ来ることを
願ってたけど今思ったら行かなくてよかった(笑)帝京もい
いですけどね池袋に近いし、落ちました。帝京だったら
行っても良かったかな(笑)帝京だったら繰上げきても良
かったんですけど(笑)テスト受けて最初はM1でした。い
や、違う違う違う(笑)あれ、おかしいんですよっ(笑)だっ
て私数学とか簡単なのしか解けてない、難しいとこはほ
んと手つけてないのに７７取ったんですよ数学(笑)だか
らって、だってトップは違いますよね(笑)

受験の結果
杏林出て気が抜けました。受かると思ってなかったんで
杏林に。え、てか埼玉落ちたんですよ私(笑)だから、いや
もう絶対無理だと思ってたのに手応え的には不安でし
た。化学と物理が結構やらかしたなと思ったんで。数学
はできたっぽいっすね。解きやすかった。去年の球体の
やつとか絶対わかんないですよ。英語もともと得意では
ないです苦手でもないんで好きだったんですよ英語。だ
から勉強はずっとしてるんですけど読むのが速くならな
いし、読んでも読んでも理解できない、それが直らなく
て、青葉先生の授業を取ってそのなんとなく読めるよう
になりました。青葉先生はなんか、接続詞とかなんか文
の段落ごと…あ、なんかよく覚えてないですよ私(笑)あと

なんか反復とか大事なことを捉える練習とかしてまし
た。似たような文が、構造の文がちょっと近くに出てく
るんですよ、で、そこ絶対問題出されるぞって言われ
た。読むのも早くなって。
杏林１次きたとき。てか実際、金沢とか埼玉とかもくる
と思ってたんで、そっちが来なかったのが意外。杏林１
次来たのはまぁ、よかった。１次１個しかきてないんで
すよ。
１個で１校(笑)ほんと100％で(笑)しかも正規で。なんで
すかこの奇跡(笑)
　物理と化学の配点が75だったのが助かりました。物理
３番見ました？難しいやつ。あれだけが(1)しか合ってな
いんですよ。でも、それ以外はまあまあできたかなっ
て。65%70%ぐらいですかね？65ぐらい…化学がほんと
馬鹿なミスばっかして。それもたぶん70はいってないで
すよ。英語と数学はまあまあ、75ぐらいかな。

ウィークリーテスト
数学は最初はちゃんとやってました(笑)最初はちゃんと
やってました(笑)その内復習が回んなくなってやってない
ところが出たみたいな感じ(笑)
周りの友達のやる気とか、そもそもの成績。なんか頭良
い人が多くて。
私の周りみんなすごかったですよ、まあやる気はすご
かったから、影響はあった。

1浪目の予備校。
１浪目は福岡の医系専門予備校。まあ、ちゃんとまじめ
にやってましたけどね。
１浪時は緩かったです、とりあえず。なんかもう、授業
も17時までしかないし、途中抜け出しても全然いいし、

たときとか　…ほんとに悩んだ時は、山室先生とか。あ
と、薄先生とか…そこまで行き詰ったって記憶がない。
質問は頻繁に行ってましたね。質問はできるだけ溜めな
いようにしていましたね。なんか休み…なんか自習時間
にやってて絶対次の休み時間に行こうと思ってました。
即解決して、でなんか質問行って戻ってきてもう1回解い
てみるってのが大事だったと思う。時間かかるけど。
行って戻って来て、分かった気になってないか確認。
けっこうあるんです。あれ？これってさっき先生言って
たけど何でかなみたいな(笑)また質問行くみたいな。わ
かった気になっちゃった、あるんで。なんか、勉強して
てやっぱできないとむかつく(笑)授業中も、あの、節田先
生も呆れてたと思うんですけど私に(笑)なんか、ほんっと
に基本的な事を恥ずかしいけど分かるまで何回も聞いて
ました。授業中にですよ！？節田先生は分からない所は
ないですかって1人1人に当てるんですよ。ばらばらラン
ダムに。当てられたら絶対に、いや絶対ではないですけ
どけっこう大体。ほんとに最初の方なんか当てられ、違
う…いつも最初の方全然、影薄かったのか当てられな
かったんですけど最後の方は「はいじゃあ森さん、何か
ないですか」って呆れられて(笑)そうそう(笑)はい、森さ
んはないの？みたいな、あるでしょ？みたいな。ほんと
に分かってんですかって当ててくれるようになりました
(笑)逆に分かってたら「おー、めずらしい」って、
「おっ、ほんとですか」みたいな「大丈夫です」って
言ったら逆にびっくりされてた。いいのかな(笑)うーん、
すごい馬鹿な質問とかもしたと思いますよ。してまし
た、してました。記憶力は…悪いと思う。いやどうだろ
う、友達には記憶力いいって言われます。自分では解き
方とかすごい忘れてた。だから何回も何回もやってて、
私は目で見て、イメージ的になんか、映像で脳に残りや
すいやつは記憶力良かったです。だから自分でなんか、
紙に書いて絵とか作ってました。目印とか言って色使っ
たりして。それを何回も見てると覚え…みたいな(笑)め
ちゃくちゃ自分の自習席に貼ってましたね(笑)ハートの付
箋をドドドドドって(笑)わかったら剥がして(笑)

石井先生の授業は1列目に座ってた。
石井先生の授業については、あー、んー、1番前か2列目
で受けてて、で、私が分かんないとこに限って当てられ
てた。なんか「それ分かる―」って答えたい顔してて
も、全然違う人に当てられて、で本当にわかんなくて下
向いてる時に「森さん」とか言われて、うわ、わかんな
いって(笑)下向いてたら「森さん」って言って「わかりま
せん…」って(笑)それでもう当てられてわかんないやつっ
てすっごい覚えますね、悔しくて。1、2列目に座ってた
らほぼ絶対当てられます。あのー最初多分3、40個ぐらい
短い長文、短い長文！？(笑)あるんですよ。それ..中くら
いの(笑)あの、それを私たぶん２周くらいたぶん、あの、
暗唱できるくらい何回も何回も。訳もらうんですよ、短
文の。だから、私は先に訳を読んで、内容把握した上で
バーッてスピード持ってやって、やってやっぱ途中で行

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

た。ライバル的な人は…あっ赤岡だ赤岡！（赤岡春菜　
日本医科大進学）あれが１番のライバルです！(笑)
バケモンじゃないですかあの人だって！(笑)だってＡ10く
らいから来たでしょ
ほんと悔しかったですよ。抜かされたーと思って(笑)
まぁ、あの子もすごい頑張っていましたけど。弟が東医
（推薦）とか受かっちゃったからね。なんか最後のマン
スリーで、名前載らなくて私の所に来ました。ヤバい
(泣)って、もう怒られるー(泣)って。深瀧先生に。
名前載らなかったって、どうしよーって。下から来た人
がグングン来るとかなり焦るし、やっぱりなんか見習っ
てました。一緒に勉強とかしたんですけどペン、書くの
も速いし読むのも速いしなんか、トイレも速いし、歩く
のも速いし行動が速い。だから、うわっすごっ速って
思って、宮本もだし頭良い人って速いんですよ！そう(笑)
だからほんとにそういうの見習ってて、私も書くスピー
ドめっちゃ速くしたし、トイレもめっちゃ速くしたし(笑)
あのーでもほんとに後輩へのメッセージもう1個残すとし
たら、行動を速くした方がいいと思う(笑)速くすることで
なんか意識が変わると思う。あのー長文読むのも速くな
るんじゃないかと思う。問題、焦り？焦り、自分の中で
の焦りとかが出て、普段の行動を速くするとたぶん、な
んかもうほんと解答用紙に書き写すペンの速さも速くな
ると思うし、ページめくるのも速くなると思うし(笑)計算
解くのも速くなる。計算途中、計算式も速くなると思う
から。スピード意識した方がいいと思う。頭良い人速い
ですよ！なにもかも。最後一言！？行動を早くする。
ちょっとでも眠くなるな。ちょっと無理ですよね(笑)授業
はほんとちゃんと聞いたほうがいい。あとは…あとは
迷ったらすぐ先生に相談した方が良い。

代官山ＭＥＤＩＣＡＬを選んだきっかけ
　私が高校の時の友達（溝口怜実　東邦大医学部進学）
に聞いて、怜実が東京の予備校通ってたってのは知って
たんですけど、その…受験が終わった後にいろんなとこ
に受かってたから、1次合格もいっぱいしてて、それで、
やっぱ東京の予備校ってすごいんじゃないかってことに
気付いて(笑)
高校は福岡の筑紫女学園です。中高一貫なんです。怜実
は上からほんと数番、トップ数番。頭いい子でした。性
格がすごく頑張り屋さん。結構仲良い。私も中２と高２
だけ特進でした。中１は怜実も特進じゃなくて、私も特
進じゃなくて、中１が一緒だったんです。中２で一緒に
特進に上がってまた一緒になったんです。それから怜実
はずっと特進のままで私は一般のクラスに落ちて、また
高２で一緒になったんです。中１ぐらいから勢いが落ち
ました。

春から代官山MEDICALの教材やってました
でも結構もらったのが遅かったんで、もう毎日やんない
と終わんない必死にやってました。終わりました。前日
くらいに(笑)
クラス編成テストの前日に母と２人で来ました。初めて
(笑)それで、いきなり入って。こちらに来てテストが終
わったその日から入居可能だったんで寮。なんで、前日
と前々日新宿のホテルに２泊して。新幹線の切符と一緒
に帰る安いやつが新宿にあって。山手線混んでました
ね。はい、いや、でも受験期よりは全然。受験のときは
凄かったですけど。１浪の時は埼玉と帝京１次出てまし
たけど、どっちも落ちました。(笑)まぁもっといいとこ受
かったので。でも、なんか１浪目は繰上げ来ることを
願ってたけど今思ったら行かなくてよかった(笑)帝京もい
いですけどね池袋に近いし、落ちました。帝京だったら
行っても良かったかな(笑)帝京だったら繰上げきても良
かったんですけど(笑)テスト受けて最初はM1でした。い
や、違う違う違う(笑)あれ、おかしいんですよっ(笑)だっ
て私数学とか簡単なのしか解けてない、難しいとこはほ
んと手つけてないのに７７取ったんですよ数学(笑)だか
らって、だってトップは違いますよね(笑)

受験の結果
杏林出て気が抜けました。受かると思ってなかったんで
杏林に。え、てか埼玉落ちたんですよ私(笑)だから、いや
もう絶対無理だと思ってたのに手応え的には不安でし
た。化学と物理が結構やらかしたなと思ったんで。数学
はできたっぽいっすね。解きやすかった。去年の球体の
やつとか絶対わかんないですよ。英語もともと得意では
ないです苦手でもないんで好きだったんですよ英語。だ
から勉強はずっとしてるんですけど読むのが速くならな
いし、読んでも読んでも理解できない、それが直らなく
て、青葉先生の授業を取ってそのなんとなく読めるよう
になりました。青葉先生はなんか、接続詞とかなんか文
の段落ごと…あ、なんかよく覚えてないですよ私(笑)あと

なんか反復とか大事なことを捉える練習とかしてまし
た。似たような文が、構造の文がちょっと近くに出てく
るんですよ、で、そこ絶対問題出されるぞって言われ
た。読むのも早くなって。
杏林１次きたとき。てか実際、金沢とか埼玉とかもくる
と思ってたんで、そっちが来なかったのが意外。杏林１
次来たのはまぁ、よかった。１次１個しかきてないんで
すよ。
１個で１校(笑)ほんと100％で(笑)しかも正規で。なんで
すかこの奇跡(笑)
　物理と化学の配点が75だったのが助かりました。物理
３番見ました？難しいやつ。あれだけが(1)しか合ってな
いんですよ。でも、それ以外はまあまあできたかなっ
て。65%70%ぐらいですかね？65ぐらい…化学がほんと
馬鹿なミスばっかして。それもたぶん70はいってないで
すよ。英語と数学はまあまあ、75ぐらいかな。

ウィークリーテスト
数学は最初はちゃんとやってました(笑)最初はちゃんと
やってました(笑)その内復習が回んなくなってやってない
ところが出たみたいな感じ(笑)
周りの友達のやる気とか、そもそもの成績。なんか頭良
い人が多くて。
私の周りみんなすごかったですよ、まあやる気はすご
かったから、影響はあった。

1浪目の予備校。
１浪目は福岡の医系専門予備校。まあ、ちゃんとまじめ
にやってましたけどね。
１浪時は緩かったです、とりあえず。なんかもう、授業
も17時までしかないし、途中抜け出しても全然いいし、

早く帰っても全然いいし、怒られないし、ご飯食べに
行ってました友達と(笑)　今だったらありえないです。
(笑)　あのー、抜け出してって言うか、休みの日一応塾は
空いてますけど授業ないからご飯食べに行ってました。
(笑)
サボってる人いますいます、だって個別授業取ってるの
に、連絡もないしに来ない人がいっぱいいました(笑)私が
取りたいなと思ってました。(笑)

決定的な違いは厳しさですね。
今思うとその時の先生よりもやっぱこっちの先生のほう
が全然良いですね。その時はいいと思ってたけどこっち
に来たら戻れない(笑)向こうは…なんか日医とか聞いても
なんか詳しくないと思う。こちらへ来て刺激を受けて意
識は変わりました。んーと、まず誰よりも質…勉強の質
はちょっと分かんないけど、誰よりも勉強時間は長くや
ろうとは思ってました。だから、朝６時半に来てたし、
夜も９時半までやってたし、休み時間も自習時間..あー休
憩時間になった瞬間に自習室戻ってギリギリまでやって
量は負けないぞと思って(笑)でも、質は分かんない(笑)
あ、そうだ、怜実より頑張ろうと思ってました。なんか
先輩に聞くと怜実すごかったってすごい言うんですよ　
いや、私のが絶対すごくなってやるみたいな(笑)でも、
で、また森さんすごかったって言われたいみたい(笑)成績
とかも安定してたけど、教科によってはだいぶ上下が(笑)
実際ぎりぎり受かったし。普通、金沢とか埼玉とか出ま
すよね。国語もまずいですけど。あ、国語で落ちたんで
すかね埼玉？？うわー、それだ。あと物理も出来なかっ
たんです埼玉。

現役の少ない杏林で、代官山から２人行ってます
正規合格の人残ってるのか全然分かんないです。聞けな
くて(笑)なんか自分が正規だから。
でも、今仲良い友達は結構補欠で受かった子が多い。今
仲良い子は補欠で受かった子です。
全体的にやっぱ2浪が多くて、2浪1浪が一番多い、で、現
役生見かけたら、おお現役なんだってびっくりする。う
んうん、少ないと思います現役生。
代官山MEDICALから現役で2人行ってるって結構すごいで
すよ(笑)あと国立くずれがいっぱいいます。

気分転換はストレッチ
代官山MEDICALに来て、誰よりも勉強して均等にやっ
て、後なんか気を付けてたことは……あー自習室では私
絶対寝たくなかったんですよ。でも、眠くってなんか何
回も立ってトイレ行ってなんかストレッチみたいなして
たんですけど戻ってきて座るとやっぱ眠いんですよ。　
そう(笑)窓開けて。伸びたりして、で、その眠くない間は
すごい集中するんだけど、あー、ちょっと眠いって思っ
てくるとなんかダラダラ―ってなっちゃったりして…。
コーヒー飲んでたんですけどね(笑)ストレッチ誰にも見ら
れたくないじゃないですか(笑)結構勉強に行き詰っちゃっ

たときとか　…ほんとに悩んだ時は、山室先生とか。あ
と、薄先生とか…そこまで行き詰ったって記憶がない。
質問は頻繁に行ってましたね。質問はできるだけ溜めな
いようにしていましたね。なんか休み…なんか自習時間
にやってて絶対次の休み時間に行こうと思ってました。
即解決して、でなんか質問行って戻ってきてもう1回解い
てみるってのが大事だったと思う。時間かかるけど。
行って戻って来て、分かった気になってないか確認。
けっこうあるんです。あれ？これってさっき先生言って
たけど何でかなみたいな(笑)また質問行くみたいな。わ
かった気になっちゃった、あるんで。なんか、勉強して
てやっぱできないとむかつく(笑)授業中も、あの、節田先
生も呆れてたと思うんですけど私に(笑)なんか、ほんっと
に基本的な事を恥ずかしいけど分かるまで何回も聞いて
ました。授業中にですよ！？節田先生は分からない所は
ないですかって1人1人に当てるんですよ。ばらばらラン
ダムに。当てられたら絶対に、いや絶対ではないですけ
どけっこう大体。ほんとに最初の方なんか当てられ、違
う…いつも最初の方全然、影薄かったのか当てられな
かったんですけど最後の方は「はいじゃあ森さん、何か
ないですか」って呆れられて(笑)そうそう(笑)はい、森さ
んはないの？みたいな、あるでしょ？みたいな。ほんと
に分かってんですかって当ててくれるようになりました
(笑)逆に分かってたら「おー、めずらしい」って、
「おっ、ほんとですか」みたいな「大丈夫です」って
言ったら逆にびっくりされてた。いいのかな(笑)うーん、
すごい馬鹿な質問とかもしたと思いますよ。してまし
た、してました。記憶力は…悪いと思う。いやどうだろ
う、友達には記憶力いいって言われます。自分では解き
方とかすごい忘れてた。だから何回も何回もやってて、
私は目で見て、イメージ的になんか、映像で脳に残りや
すいやつは記憶力良かったです。だから自分でなんか、
紙に書いて絵とか作ってました。目印とか言って色使っ
たりして。それを何回も見てると覚え…みたいな(笑)め
ちゃくちゃ自分の自習席に貼ってましたね(笑)ハートの付
箋をドドドドドって(笑)わかったら剥がして(笑)

石井先生の授業は1列目に座ってた。
石井先生の授業については、あー、んー、1番前か2列目
で受けてて、で、私が分かんないとこに限って当てられ
てた。なんか「それ分かる―」って答えたい顔してて
も、全然違う人に当てられて、で本当にわかんなくて下
向いてる時に「森さん」とか言われて、うわ、わかんな
いって(笑)下向いてたら「森さん」って言って「わかりま
せん…」って(笑)それでもう当てられてわかんないやつっ
てすっごい覚えますね、悔しくて。1、2列目に座ってた
らほぼ絶対当てられます。あのー最初多分3、40個ぐらい
短い長文、短い長文！？(笑)あるんですよ。それ..中くら
いの(笑)あの、それを私たぶん２周くらいたぶん、あの、
暗唱できるくらい何回も何回も。訳もらうんですよ、短
文の。だから、私は先に訳を読んで、内容把握した上で
バーッてスピード持ってやって、やってやっぱ途中で行

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

た。ライバル的な人は…あっ赤岡だ赤岡！（赤岡春菜　
日本医科大進学）あれが１番のライバルです！(笑)
バケモンじゃないですかあの人だって！(笑)だってＡ10く
らいから来たでしょ
ほんと悔しかったですよ。抜かされたーと思って(笑)
まぁ、あの子もすごい頑張っていましたけど。弟が東医
（推薦）とか受かっちゃったからね。なんか最後のマン
スリーで、名前載らなくて私の所に来ました。ヤバい
(泣)って、もう怒られるー(泣)って。深瀧先生に。
名前載らなかったって、どうしよーって。下から来た人
がグングン来るとかなり焦るし、やっぱりなんか見習っ
てました。一緒に勉強とかしたんですけどペン、書くの
も速いし読むのも速いしなんか、トイレも速いし、歩く
のも速いし行動が速い。だから、うわっすごっ速って
思って、宮本もだし頭良い人って速いんですよ！そう(笑)
だからほんとにそういうの見習ってて、私も書くスピー
ドめっちゃ速くしたし、トイレもめっちゃ速くしたし(笑)
あのーでもほんとに後輩へのメッセージもう1個残すとし
たら、行動を速くした方がいいと思う(笑)速くすることで
なんか意識が変わると思う。あのー長文読むのも速くな
るんじゃないかと思う。問題、焦り？焦り、自分の中で
の焦りとかが出て、普段の行動を速くするとたぶん、な
んかもうほんと解答用紙に書き写すペンの速さも速くな
ると思うし、ページめくるのも速くなると思うし(笑)計算
解くのも速くなる。計算途中、計算式も速くなると思う
から。スピード意識した方がいいと思う。頭良い人速い
ですよ！なにもかも。最後一言！？行動を早くする。
ちょっとでも眠くなるな。ちょっと無理ですよね(笑)授業
はほんとちゃんと聞いたほうがいい。あとは…あとは
迷ったらすぐ先生に相談した方が良い。

代官山ＭＥＤＩＣＡＬを選んだきっかけ
　私が高校の時の友達（溝口怜実　東邦大医学部進学）
に聞いて、怜実が東京の予備校通ってたってのは知って
たんですけど、その…受験が終わった後にいろんなとこ
に受かってたから、1次合格もいっぱいしてて、それで、
やっぱ東京の予備校ってすごいんじゃないかってことに
気付いて(笑)
高校は福岡の筑紫女学園です。中高一貫なんです。怜実
は上からほんと数番、トップ数番。頭いい子でした。性
格がすごく頑張り屋さん。結構仲良い。私も中２と高２
だけ特進でした。中１は怜実も特進じゃなくて、私も特
進じゃなくて、中１が一緒だったんです。中２で一緒に
特進に上がってまた一緒になったんです。それから怜実
はずっと特進のままで私は一般のクラスに落ちて、また
高２で一緒になったんです。中１ぐらいから勢いが落ち
ました。

春から代官山MEDICALの教材やってました
でも結構もらったのが遅かったんで、もう毎日やんない
と終わんない必死にやってました。終わりました。前日
くらいに(笑)
クラス編成テストの前日に母と２人で来ました。初めて
(笑)それで、いきなり入って。こちらに来てテストが終
わったその日から入居可能だったんで寮。なんで、前日
と前々日新宿のホテルに２泊して。新幹線の切符と一緒
に帰る安いやつが新宿にあって。山手線混んでました
ね。はい、いや、でも受験期よりは全然。受験のときは
凄かったですけど。１浪の時は埼玉と帝京１次出てまし
たけど、どっちも落ちました。(笑)まぁもっといいとこ受
かったので。でも、なんか１浪目は繰上げ来ることを
願ってたけど今思ったら行かなくてよかった(笑)帝京もい
いですけどね池袋に近いし、落ちました。帝京だったら
行っても良かったかな(笑)帝京だったら繰上げきても良
かったんですけど(笑)テスト受けて最初はM1でした。い
や、違う違う違う(笑)あれ、おかしいんですよっ(笑)だっ
て私数学とか簡単なのしか解けてない、難しいとこはほ
んと手つけてないのに７７取ったんですよ数学(笑)だか
らって、だってトップは違いますよね(笑)

受験の結果
杏林出て気が抜けました。受かると思ってなかったんで
杏林に。え、てか埼玉落ちたんですよ私(笑)だから、いや
もう絶対無理だと思ってたのに手応え的には不安でし
た。化学と物理が結構やらかしたなと思ったんで。数学
はできたっぽいっすね。解きやすかった。去年の球体の
やつとか絶対わかんないですよ。英語もともと得意では
ないです苦手でもないんで好きだったんですよ英語。だ
から勉強はずっとしてるんですけど読むのが速くならな
いし、読んでも読んでも理解できない、それが直らなく
て、青葉先生の授業を取ってそのなんとなく読めるよう
になりました。青葉先生はなんか、接続詞とかなんか文
の段落ごと…あ、なんかよく覚えてないですよ私(笑)あと

なんか反復とか大事なことを捉える練習とかしてまし
た。似たような文が、構造の文がちょっと近くに出てく
るんですよ、で、そこ絶対問題出されるぞって言われ
た。読むのも早くなって。
杏林１次きたとき。てか実際、金沢とか埼玉とかもくる
と思ってたんで、そっちが来なかったのが意外。杏林１
次来たのはまぁ、よかった。１次１個しかきてないんで
すよ。
１個で１校(笑)ほんと100％で(笑)しかも正規で。なんで
すかこの奇跡(笑)
　物理と化学の配点が75だったのが助かりました。物理
３番見ました？難しいやつ。あれだけが(1)しか合ってな
いんですよ。でも、それ以外はまあまあできたかなっ
て。65%70%ぐらいですかね？65ぐらい…化学がほんと
馬鹿なミスばっかして。それもたぶん70はいってないで
すよ。英語と数学はまあまあ、75ぐらいかな。

ウィークリーテスト
数学は最初はちゃんとやってました(笑)最初はちゃんと
やってました(笑)その内復習が回んなくなってやってない
ところが出たみたいな感じ(笑)
周りの友達のやる気とか、そもそもの成績。なんか頭良
い人が多くて。
私の周りみんなすごかったですよ、まあやる気はすご
かったから、影響はあった。

1浪目の予備校。
１浪目は福岡の医系専門予備校。まあ、ちゃんとまじめ
にやってましたけどね。
１浪時は緩かったです、とりあえず。なんかもう、授業
も17時までしかないし、途中抜け出しても全然いいし、

たときとか　…ほんとに悩んだ時は、山室先生とか。あ
と、薄先生とか…そこまで行き詰ったって記憶がない。
質問は頻繁に行ってましたね。質問はできるだけ溜めな
いようにしていましたね。なんか休み…なんか自習時間
にやってて絶対次の休み時間に行こうと思ってました。
即解決して、でなんか質問行って戻ってきてもう1回解い
てみるってのが大事だったと思う。時間かかるけど。
行って戻って来て、分かった気になってないか確認。
けっこうあるんです。あれ？これってさっき先生言って
たけど何でかなみたいな(笑)また質問行くみたいな。わ
かった気になっちゃった、あるんで。なんか、勉強して
てやっぱできないとむかつく(笑)授業中も、あの、節田先
生も呆れてたと思うんですけど私に(笑)なんか、ほんっと
に基本的な事を恥ずかしいけど分かるまで何回も聞いて
ました。授業中にですよ！？節田先生は分からない所は
ないですかって1人1人に当てるんですよ。ばらばらラン
ダムに。当てられたら絶対に、いや絶対ではないですけ
どけっこう大体。ほんとに最初の方なんか当てられ、違
う…いつも最初の方全然、影薄かったのか当てられな
かったんですけど最後の方は「はいじゃあ森さん、何か
ないですか」って呆れられて(笑)そうそう(笑)はい、森さ
んはないの？みたいな、あるでしょ？みたいな。ほんと
に分かってんですかって当ててくれるようになりました
(笑)逆に分かってたら「おー、めずらしい」って、
「おっ、ほんとですか」みたいな「大丈夫です」って
言ったら逆にびっくりされてた。いいのかな(笑)うーん、
すごい馬鹿な質問とかもしたと思いますよ。してまし
た、してました。記憶力は…悪いと思う。いやどうだろ
う、友達には記憶力いいって言われます。自分では解き
方とかすごい忘れてた。だから何回も何回もやってて、
私は目で見て、イメージ的になんか、映像で脳に残りや
すいやつは記憶力良かったです。だから自分でなんか、
紙に書いて絵とか作ってました。目印とか言って色使っ
たりして。それを何回も見てると覚え…みたいな(笑)め
ちゃくちゃ自分の自習席に貼ってましたね(笑)ハートの付
箋をドドドドドって(笑)わかったら剥がして(笑)

石井先生の授業は1列目に座ってた。
石井先生の授業については、あー、んー、1番前か2列目
で受けてて、で、私が分かんないとこに限って当てられ
てた。なんか「それ分かる―」って答えたい顔してて
も、全然違う人に当てられて、で本当にわかんなくて下
向いてる時に「森さん」とか言われて、うわ、わかんな
いって(笑)下向いてたら「森さん」って言って「わかりま
せん…」って(笑)それでもう当てられてわかんないやつっ
てすっごい覚えますね、悔しくて。1、2列目に座ってた
らほぼ絶対当てられます。あのー最初多分3、40個ぐらい
短い長文、短い長文！？(笑)あるんですよ。それ..中くら
いの(笑)あの、それを私たぶん２周くらいたぶん、あの、
暗唱できるくらい何回も何回も。訳もらうんですよ、短
文の。だから、私は先に訳を読んで、内容把握した上で
バーッてスピード持ってやって、やってやっぱ途中で行

き詰るからそこはもう１回その、バーッて読み終わった
後にもう１回見直して文法的に解釈して。けっこう難し
いのもあります。あります。とりあえず、分かんないけ
ど訳読んだ上で速読の練習？みたいにした後に細かく何
回もやってました。好きなんですけどねー、英語。成績
がなんか…あー、テストで時間の使い方とかですか？慎
重にやりすぎるのかも。

後輩たちにいろいろアドバイス
あ、睡眠時間。夜は夜更かしとかしないでちゃんと６時
間とか７時間とか寝て、んー、なんなら休み時間寝ても
良いから授業はちょっとでも眠気があったらもう、どう
にかして起きるべき。どうにかして起きるべき(笑)授業中
ストレッチできないですよー(笑)だからー、こっそりコー
ヒー飲んだり、こっそりミンティア食べたり(笑)目薬とか
射してもすぐ眠くなっちゃうから。ちゃんと頑張って起
きてるんですけど、眠い(笑)ってな感じで。だから復習は
ちゃんとしてたんですけど授業聞かないと意味ない。復
習..てかノート取ってるだけじゃほんと意味ない！先生が
言ってることを聞かないと。そうなんですけど、あとか
らノート見ただけじゃ遅れるんですよね。わかんないと
こが出てきたら、もうみんな分かってるのに自分だけ分
かってないからまずそこで遅れてるし、先生が実はしゃ
べって..細かくしゃべってたこととかノートに書いてない
から。
あと、演習系だったらやる気出るんで、がっつりやって
たんですけどね。　

どうせ死ぬ気でやっても死なないから、めちゃくちゃ

やろうと思った。
１年目はけっこう時間無駄にしたんですよ、もうどうし
ようどうしようって病んでたりして、先生に相談ばっか
りして、でもその時間ホントにもったいなかったと思っ
て、悩んでる時間あったら問題解こうみたいな。だか
ら、今年決めたかったし、もう自分をこう体力的にすご
い追い込んでギリギリまでやってたから(笑)あの、睡眠は
ちゃんととってましたけど、朝はもうほんと早く来てそ
れ以外ずーっと勉強して帰ったら寝るだけみたいな(笑)だ
から友達とご飯とかも行ってないし、日曜日も勉強しか
しなかったですよ。だから、死んでもいいやみたいな(笑)
良くないけど(笑)
どうせ死ぬ気でやっても死なないからめちゃくちゃやろ
うと思って、だからもう悩んでてもしかたない。友達と
も全然つるんでなかった。ご飯食べる時おにぎり食べる
時はしゃべってました。いや時間もったいない友達いら
ないなって思ったんです。

行動を速くすれば意識も変わる！
影響は受けましたよ、宮本（宮本優子　日本医科大進
学）とか解くの速いから。もう終わったのかこいつみた
いな(笑)ノートもきれいだし、そういう影響は受けてまし

た。ライバル的な人は…あっ赤岡だ赤岡！（赤岡春菜　
日本医科大進学）あれが１番のライバルです！(笑)
バケモンじゃないですかあの人だって！(笑)だってＡ10く
らいから来たでしょ
ほんと悔しかったですよ。抜かされたーと思って(笑)
まぁ、あの子もすごい頑張っていましたけど。弟が東医
（推薦）とか受かっちゃったからね。なんか最後のマン
スリーで、名前載らなくて私の所に来ました。ヤバい
(泣)って、もう怒られるー(泣)って。深瀧先生に。
名前載らなかったって、どうしよーって。下から来た人
がグングン来るとかなり焦るし、やっぱりなんか見習っ
てました。一緒に勉強とかしたんですけどペン、書くの
も速いし読むのも速いしなんか、トイレも速いし、歩く
のも速いし行動が速い。だから、うわっすごっ速って
思って、宮本もだし頭良い人って速いんですよ！そう(笑)
だからほんとにそういうの見習ってて、私も書くスピー
ドめっちゃ速くしたし、トイレもめっちゃ速くしたし(笑)
あのーでもほんとに後輩へのメッセージもう1個残すとし
たら、行動を速くした方がいいと思う(笑)速くすることで
なんか意識が変わると思う。あのー長文読むのも速くな
るんじゃないかと思う。問題、焦り？焦り、自分の中で
の焦りとかが出て、普段の行動を速くするとたぶん、な
んかもうほんと解答用紙に書き写すペンの速さも速くな
ると思うし、ページめくるのも速くなると思うし(笑)計算
解くのも速くなる。計算途中、計算式も速くなると思う
から。スピード意識した方がいいと思う。頭良い人速い
ですよ！なにもかも。最後一言！？行動を早くする。
ちょっとでも眠くなるな。ちょっと無理ですよね(笑)授業
はほんとちゃんと聞いたほうがいい。あとは…あとは
迷ったらすぐ先生に相談した方が良い。
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代官山ＭＥＤＩＣＡＬを選んだきっかけ
　私が高校の時の友達（溝口怜実　東邦大医学部進学）
に聞いて、怜実が東京の予備校通ってたってのは知って
たんですけど、その…受験が終わった後にいろんなとこ
に受かってたから、1次合格もいっぱいしてて、それで、
やっぱ東京の予備校ってすごいんじゃないかってことに
気付いて(笑)
高校は福岡の筑紫女学園です。中高一貫なんです。怜実
は上からほんと数番、トップ数番。頭いい子でした。性
格がすごく頑張り屋さん。結構仲良い。私も中２と高２
だけ特進でした。中１は怜実も特進じゃなくて、私も特
進じゃなくて、中１が一緒だったんです。中２で一緒に
特進に上がってまた一緒になったんです。それから怜実
はずっと特進のままで私は一般のクラスに落ちて、また
高２で一緒になったんです。中１ぐらいから勢いが落ち
ました。

春から代官山MEDICALの教材やってました
でも結構もらったのが遅かったんで、もう毎日やんない
と終わんない必死にやってました。終わりました。前日
くらいに(笑)
クラス編成テストの前日に母と２人で来ました。初めて
(笑)それで、いきなり入って。こちらに来てテストが終
わったその日から入居可能だったんで寮。なんで、前日
と前々日新宿のホテルに２泊して。新幹線の切符と一緒
に帰る安いやつが新宿にあって。山手線混んでました
ね。はい、いや、でも受験期よりは全然。受験のときは
凄かったですけど。１浪の時は埼玉と帝京１次出てまし
たけど、どっちも落ちました。(笑)まぁもっといいとこ受
かったので。でも、なんか１浪目は繰上げ来ることを
願ってたけど今思ったら行かなくてよかった(笑)帝京もい
いですけどね池袋に近いし、落ちました。帝京だったら
行っても良かったかな(笑)帝京だったら繰上げきても良
かったんですけど(笑)テスト受けて最初はM1でした。い
や、違う違う違う(笑)あれ、おかしいんですよっ(笑)だっ
て私数学とか簡単なのしか解けてない、難しいとこはほ
んと手つけてないのに７７取ったんですよ数学(笑)だか
らって、だってトップは違いますよね(笑)

受験の結果
杏林出て気が抜けました。受かると思ってなかったんで
杏林に。え、てか埼玉落ちたんですよ私(笑)だから、いや
もう絶対無理だと思ってたのに手応え的には不安でし
た。化学と物理が結構やらかしたなと思ったんで。数学
はできたっぽいっすね。解きやすかった。去年の球体の
やつとか絶対わかんないですよ。英語もともと得意では
ないです苦手でもないんで好きだったんですよ英語。だ
から勉強はずっとしてるんですけど読むのが速くならな
いし、読んでも読んでも理解できない、それが直らなく
て、青葉先生の授業を取ってそのなんとなく読めるよう
になりました。青葉先生はなんか、接続詞とかなんか文
の段落ごと…あ、なんかよく覚えてないですよ私(笑)あと

なんか反復とか大事なことを捉える練習とかしてまし
た。似たような文が、構造の文がちょっと近くに出てく
るんですよ、で、そこ絶対問題出されるぞって言われ
た。読むのも早くなって。
杏林１次きたとき。てか実際、金沢とか埼玉とかもくる
と思ってたんで、そっちが来なかったのが意外。杏林１
次来たのはまぁ、よかった。１次１個しかきてないんで
すよ。
１個で１校(笑)ほんと100％で(笑)しかも正規で。なんで
すかこの奇跡(笑)
　物理と化学の配点が75だったのが助かりました。物理
３番見ました？難しいやつ。あれだけが(1)しか合ってな
いんですよ。でも、それ以外はまあまあできたかなっ
て。65%70%ぐらいですかね？65ぐらい…化学がほんと
馬鹿なミスばっかして。それもたぶん70はいってないで
すよ。英語と数学はまあまあ、75ぐらいかな。

ウィークリーテスト
数学は最初はちゃんとやってました(笑)最初はちゃんと
やってました(笑)その内復習が回んなくなってやってない
ところが出たみたいな感じ(笑)
周りの友達のやる気とか、そもそもの成績。なんか頭良
い人が多くて。
私の周りみんなすごかったですよ、まあやる気はすご
かったから、影響はあった。

1浪目の予備校。
１浪目は福岡の医系専門予備校。まあ、ちゃんとまじめ
にやってましたけどね。
１浪時は緩かったです、とりあえず。なんかもう、授業
も17時までしかないし、途中抜け出しても全然いいし、

たときとか　…ほんとに悩んだ時は、山室先生とか。あ
と、薄先生とか…そこまで行き詰ったって記憶がない。
質問は頻繁に行ってましたね。質問はできるだけ溜めな
いようにしていましたね。なんか休み…なんか自習時間
にやってて絶対次の休み時間に行こうと思ってました。
即解決して、でなんか質問行って戻ってきてもう1回解い
てみるってのが大事だったと思う。時間かかるけど。
行って戻って来て、分かった気になってないか確認。
けっこうあるんです。あれ？これってさっき先生言って
たけど何でかなみたいな(笑)また質問行くみたいな。わ
かった気になっちゃった、あるんで。なんか、勉強して
てやっぱできないとむかつく(笑)授業中も、あの、節田先
生も呆れてたと思うんですけど私に(笑)なんか、ほんっと
に基本的な事を恥ずかしいけど分かるまで何回も聞いて
ました。授業中にですよ！？節田先生は分からない所は
ないですかって1人1人に当てるんですよ。ばらばらラン
ダムに。当てられたら絶対に、いや絶対ではないですけ
どけっこう大体。ほんとに最初の方なんか当てられ、違
う…いつも最初の方全然、影薄かったのか当てられな
かったんですけど最後の方は「はいじゃあ森さん、何か
ないですか」って呆れられて(笑)そうそう(笑)はい、森さ
んはないの？みたいな、あるでしょ？みたいな。ほんと
に分かってんですかって当ててくれるようになりました
(笑)逆に分かってたら「おー、めずらしい」って、
「おっ、ほんとですか」みたいな「大丈夫です」って
言ったら逆にびっくりされてた。いいのかな(笑)うーん、
すごい馬鹿な質問とかもしたと思いますよ。してまし
た、してました。記憶力は…悪いと思う。いやどうだろ
う、友達には記憶力いいって言われます。自分では解き
方とかすごい忘れてた。だから何回も何回もやってて、
私は目で見て、イメージ的になんか、映像で脳に残りや
すいやつは記憶力良かったです。だから自分でなんか、
紙に書いて絵とか作ってました。目印とか言って色使っ
たりして。それを何回も見てると覚え…みたいな(笑)め
ちゃくちゃ自分の自習席に貼ってましたね(笑)ハートの付
箋をドドドドドって(笑)わかったら剥がして(笑)

石井先生の授業は1列目に座ってた。
石井先生の授業については、あー、んー、1番前か2列目
で受けてて、で、私が分かんないとこに限って当てられ
てた。なんか「それ分かる―」って答えたい顔してて
も、全然違う人に当てられて、で本当にわかんなくて下
向いてる時に「森さん」とか言われて、うわ、わかんな
いって(笑)下向いてたら「森さん」って言って「わかりま
せん…」って(笑)それでもう当てられてわかんないやつっ
てすっごい覚えますね、悔しくて。1、2列目に座ってた
らほぼ絶対当てられます。あのー最初多分3、40個ぐらい
短い長文、短い長文！？(笑)あるんですよ。それ..中くら
いの(笑)あの、それを私たぶん２周くらいたぶん、あの、
暗唱できるくらい何回も何回も。訳もらうんですよ、短
文の。だから、私は先に訳を読んで、内容把握した上で
バーッてスピード持ってやって、やってやっぱ途中で行

き詰るからそこはもう１回その、バーッて読み終わった
後にもう１回見直して文法的に解釈して。けっこう難し
いのもあります。あります。とりあえず、分かんないけ
ど訳読んだ上で速読の練習？みたいにした後に細かく何
回もやってました。好きなんですけどねー、英語。成績
がなんか…あー、テストで時間の使い方とかですか？慎
重にやりすぎるのかも。

後輩たちにいろいろアドバイス
あ、睡眠時間。夜は夜更かしとかしないでちゃんと６時
間とか７時間とか寝て、んー、なんなら休み時間寝ても
良いから授業はちょっとでも眠気があったらもう、どう
にかして起きるべき。どうにかして起きるべき(笑)授業中
ストレッチできないですよー(笑)だからー、こっそりコー
ヒー飲んだり、こっそりミンティア食べたり(笑)目薬とか
射してもすぐ眠くなっちゃうから。ちゃんと頑張って起
きてるんですけど、眠い(笑)ってな感じで。だから復習は
ちゃんとしてたんですけど授業聞かないと意味ない。復
習..てかノート取ってるだけじゃほんと意味ない！先生が
言ってることを聞かないと。そうなんですけど、あとか
らノート見ただけじゃ遅れるんですよね。わかんないと
こが出てきたら、もうみんな分かってるのに自分だけ分
かってないからまずそこで遅れてるし、先生が実はしゃ
べって..細かくしゃべってたこととかノートに書いてない
から。
あと、演習系だったらやる気出るんで、がっつりやって
たんですけどね。　

どうせ死ぬ気でやっても死なないから、めちゃくちゃ

やろうと思った。
１年目はけっこう時間無駄にしたんですよ、もうどうし
ようどうしようって病んでたりして、先生に相談ばっか
りして、でもその時間ホントにもったいなかったと思っ
て、悩んでる時間あったら問題解こうみたいな。だか
ら、今年決めたかったし、もう自分をこう体力的にすご
い追い込んでギリギリまでやってたから(笑)あの、睡眠は
ちゃんととってましたけど、朝はもうほんと早く来てそ
れ以外ずーっと勉強して帰ったら寝るだけみたいな(笑)だ
から友達とご飯とかも行ってないし、日曜日も勉強しか
しなかったですよ。だから、死んでもいいやみたいな(笑)
良くないけど(笑)
どうせ死ぬ気でやっても死なないからめちゃくちゃやろ
うと思って、だからもう悩んでてもしかたない。友達と
も全然つるんでなかった。ご飯食べる時おにぎり食べる
時はしゃべってました。いや時間もったいない友達いら
ないなって思ったんです。

行動を速くすれば意識も変わる！
影響は受けましたよ、宮本（宮本優子　日本医科大進
学）とか解くの速いから。もう終わったのかこいつみた
いな(笑)ノートもきれいだし、そういう影響は受けてまし

た。ライバル的な人は…あっ赤岡だ赤岡！（赤岡春菜　
日本医科大進学）あれが１番のライバルです！(笑)
バケモンじゃないですかあの人だって！(笑)だってＡ10く
らいから来たでしょ
ほんと悔しかったですよ。抜かされたーと思って(笑)
まぁ、あの子もすごい頑張っていましたけど。弟が東医
（推薦）とか受かっちゃったからね。なんか最後のマン
スリーで、名前載らなくて私の所に来ました。ヤバい
(泣)って、もう怒られるー(泣)って。深瀧先生に。
名前載らなかったって、どうしよーって。下から来た人
がグングン来るとかなり焦るし、やっぱりなんか見習っ
てました。一緒に勉強とかしたんですけどペン、書くの
も速いし読むのも速いしなんか、トイレも速いし、歩く
のも速いし行動が速い。だから、うわっすごっ速って
思って、宮本もだし頭良い人って速いんですよ！そう(笑)
だからほんとにそういうの見習ってて、私も書くスピー
ドめっちゃ速くしたし、トイレもめっちゃ速くしたし(笑)
あのーでもほんとに後輩へのメッセージもう1個残すとし
たら、行動を速くした方がいいと思う(笑)速くすることで
なんか意識が変わると思う。あのー長文読むのも速くな
るんじゃないかと思う。問題、焦り？焦り、自分の中で
の焦りとかが出て、普段の行動を速くするとたぶん、な
んかもうほんと解答用紙に書き写すペンの速さも速くな
ると思うし、ページめくるのも速くなると思うし(笑)計算
解くのも速くなる。計算途中、計算式も速くなると思う
から。スピード意識した方がいいと思う。頭良い人速い
ですよ！なにもかも。最後一言！？行動を速くする。
ちょっとでも眠くなるな。ちょっと無理ですよね(笑)授業
はほんとちゃんと聞いたほうがいい。あとは…あとは
迷ったらすぐ先生に相談した方が良い。
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通学時間2時間半
今、成田駅から通っています。大学までは 2時間半です。
朝 5時 50 分には出ています。
成田は始発駅なので基本は空いてます。日暮里からも座
れます。中央線からは座れません。バスは本数があるので。
雨の日は家を早く出ています。部活も実はしています。
バドミントンですね。20 時に練習終わって、帰宅時間は
23時ですね。それで寝て、朝起きて大学に行く。2年になっ
たら無理ですね。2年から吉祥寺に住みたい。

杏林の補欠が遅かった
一次埼玉後期と杏林出てて，杏林が全然流れてこなくて。
坂路家は今年限りって決まりがあったので。来なかった
らどうしたんでしょうねー。就職？とりあえず考えて無
かったです。考えずにやっていました。番号 63 ですね。
陳くん（陳業隆　日本大医学部進学）が 16 ぐらいだった
と思うけど。全然来なくて。3月終わりで20番ぐらいだっ
たから 60 なんてまず無理じゃないかって思ってた。そし
たらガンガン来ましたね。佐伯さん（佐伯理花子　杏林
大学医学部進学）こないだ聞いたんですよ。85 ですね。
でも彼女は他に正規合格持っていたから。
一浪多いですね。ほぼ一浪。会う人は大体一浪ですね。
佐伯さんとか鈴木くん（鈴木大輝　杏林大医学部進学）
とかは珍しいですねー。でも現役今年多かったみたいで。
10 何人とか。一浪と二浪が多いですね。あと、高度救命
救急医療がめっちゃ有名ですね。
副理事長の授業（建学の精神）があって、その時間に『救
命に興味ある人は言ってくれたら案内するから』と言わ
れて、来週行く予定です。
いやー物理苦手で苦手で。ふふっ、でも私物理より生物
の方が簡単な年だったんですけど、よく受かったねって
言われます。生物組が多いです。やっぱり女子が多いん
ですよ。
過去最高みたいです。半分女子みたいな。センター試験
で入って来ている人たちは国立崩れが多いみたいで杏林
とか入りたくなかったみたい。マジでめっちゃいますよ。
ぶっちゃけほんとに杏林なんてって。私、杏林いいと思
います。良いとこ入ったと思います。
本番強いってよく言われますね。あんまりビビらないの
で。

代官山MEDICALで先輩が合格していた。
代官山MEDICAL って髙安さん（髙安涼太　成田高校の先
輩　東邦大医学部進学）が出身校の先輩で合格の軌跡を
見て、成高生居るの？みたいな。渋谷なのになんでいる
んだろうって思って。ふつう成田高校生は、津田沼にあ
る河合塾とか行くのに。いや、1時間半ぐらいかけて通っ
ていたみたいです。んで、来ましたここに。
一人で来ました。最初はお母さんとお父さんが私が TOC
かどこかで受けている間に来て、『めっちゃ良かったよ』
みたいな。『あそこ良いよー』って言われて、じゃあ浪人

決まって、じゃあ（説明会）行くかって。親がいると親
の主観が入るじゃないですか。だから自分で回ろうと思っ
て。色々回って。１人で。
7個とか回りました。最後に代官山MEDICAL 来ました。
ふふっ。最後に来ました。少人数がいいなっていうのが
あったので、少ない所が良いって思ったので。ふふふ。
いやもうなんかほぼ髙安さんの存在が大きくてほぼ代官
山っていうのはあったんですけど、あとでここ見ておけ
ば良かったなってならないように色々回りました。見て、
やっぱりここだなって感じ。

得意の英語で最初M4に
最初のクラスがM4です。なんか英語が取れちゃったので。
英語は現役のときめっちゃ勉強して。医学部に 1年で行
ける人は何でも読める人だからって。まあでも色んな段
階を踏んでですよ。んで最後に日医とか私立医大の過去
問バーっとやって。それでやっぱりあがって土台は築け
たのかなと。現役の時は一個も 1次出なかったですね。
何故ならそれは物理と数学と化学があるからです。
朝七時半には着くようにしていました。それが一番の、
それ以上早くは電車的に無理みたいな。始発ってそっち
（朝一）じゃないですよ。成田発の方です。始発だと逆に
各駅とかになっちゃうので。結構時間がかかりますね。
みんな早かった・・・。森さん（森杏菜　杏林大医学部進学）
とか本当に早かったです。たまに車で送ってもらった時
は 6時、6時半に着くときがありましたけど、森さんは
いました。森さんと同じ学校行くとは思わなかったです
よ。まあマンスリーをやっていって、ひどかった。（苦笑）
夏で A2。んで二学期が A4。最後まで A4。なんか、そう
ですねー。やっぱ遠いからっていうのがあったんでー。
それでモティベーション保ってました。なんか寮とか、

そういう人を見て、絶対負けないみたいな。最初M4だっ
たから 3F の自習室で、それが良かったですね。周りが頭
良かったので。M1M2とか。北原さん（北原礼子　帝京
大医学部進学）と唐澤さん（唐澤真里奈　東邦大医学部
進学）は早かったですね。私の後ろだったので、あ、や
んなきゃみたいな、すごい感じてました。

代官山MEDICALの先生たち
寺澤先生の授業が好きでした。なんか元気貰えました。
受けるだけで。
寺澤先生の授業は全部受けてました。寺澤先生の物理っ
て固定してるじゃないですか、やりかたって。根本的に
出来ないから。だからそれが良くて、取ってました。教
え方も分かりやすいですね。微積とか使って現役の時教
わっていたので・・・なんかちょっと分かんなかったんで。
野村先生は合わせてくれます。それが良かったです。野
村先生はもうなんでも聞ける。いやマジで。いやサイコー
です。面白い。んふふふふふふ。面白いです。すごく。
でも合わせて頂けるので野村先生は本当に。
受験色々受けるじゃないですか。十何校とか。そうする
と横井先生のやったっていうところがいっぱい出てきま
した。先生のプリントがあって。無機の分野下さいって
言ったらくれて、自分でこう隠してやって。すごいいっ
ぱい出ました。あ、見たことあるみたいな。
杏林とか物理出来てなくて，自分でマルつけしたら 59％
とかでした。配点わかんないですけど、何分の何ってい
うので 59 とか。物理は取れてないですね。なんでこんな
に補欠の番号良いんだろうみたいな感じでした。
レギュラーの先生とかで印象に残っている先生は・・・
山室先生の授業は楽しかったです。数学が楽しいってこ
こで初めて思いました。代官山行ってて、数学楽しいっ
ていう。初めて思いました。でも計トレはむずかったです。
まぁでも、1年って親に言われて、プレッシャーあった。
まぁ、それでやってた自分もいます。1年っていう区切
りでやらないといけないなって思ってたし。
それで朝も早く来られたんだと思います。1年だけの辛
抱だって。バレエずっとやってて、毎日行くことだけが
私のアイデンティティーみたいな感じだったんですよ。
それもここで、毎日絶対来よう、朝絶対来よう。そこだ
けは絶対にしていました。

テキストは7回繰り返し。テキスト以外は何もやらな

かった。
ﾏﾝｽﾘｰ英語は何回か載って。ただ、英語が良いと他のがド
カーンって。特に数学物理は。物理は最後まで一回も載
りませんでした。数学は１回だけ、第二回とか。
平均が低かったときに載ってました。化学は最後の方に
載っていました。テキスト以外は何もやっていないです。
本当に。数学とか。最多で 7回とか。できないところと
かは7回やりました。前期は出来ない所を7回ぐらいやっ
て、後期も。でも絶対に四角が埋まるくらいはやってい
ました。

ライバルを模範に
水野さん（水野和佳子　日本医科大進学）頭良かったじゃ
ないですか、目標にはしていました。水野さん最初M4
で結構、同じ年だし仲良くて。でも、頭良いの分かって
いたので。全然違いますね。本当に。いやでも、ずっと座っ
て、ずっと書いていて、私の席から見えてたんで、疲れ
たなーって思って、（横を見ると）あっヤバいって。ライ
バルというかなんでしょう。見て、模範に。

石井先生に受かると言われて
最後面談で石井先生に受かるでしょみたいな。多分決ま
るよ今年、みたいな。
ホントーなんか石井先生は凄すぎます。もう本当にすご
い。もう、開口一番と言うか、先生いらっしゃって、『こ
れなら受かるね』みたいな感じでした。ホントに。えっっ
とか思って。もう。それで、逆にもっと頑張ろうってな
りました。具体的に志望校決めて・・・。
石井先生なんか一回授業で、いまだに私覚えているんで
すけど、一回授業で『常に自分こそが医学部に行くべき
かどうか自問自答しろ』っていうのをおっしゃっていて
それを自習とかでモチベーション下がったときとかに『自
分こそが医学部に行くべきなのか』って自問自答して、『い
や行くんだ』って思ってやっていました。行くぞって。
下げている場合じゃない。あっという間でしたもう。考
えられないぐらいあっという間でした。
石井先生の授業は一番前で受けてましたね。一番前の真
ん中で。当てられなかった。いやーあれ、どうだったん
だろ、もっと当てられたかったって思っていました。あ
とは予想外のところを聞かれて。なんでここ！？みたい
な。答えられなくてももっと当てて欲しいと思ってまし
たねー。医学部の情報とかもいっぱいくれて、それでモ
チベーションあがりますよね。前に居た生徒さんの話と
か、こういう大学はこうなんだよとか、具体的にこうい
う大学なんだって思えたので。自分が医学部に行くって
いう、想像がちょっと付くような感じでした、私は。医
学部生になったときのイメージが湧きました。
英語は楽しかったので、英語の予習は。英語は予習復習
しかしていなかったので。
帰りは授業終わってすぐ帰ってましたね。21 時 5分、10
分ぐらいには出て、そうしないと、次の日が出れない。
朝来る方が大事だと思ってたので。
生活のリズムはめっちゃ気にしてましたね。毎日同じ、
歩数も同じみたいな感じで。
全く数学と物理が出来なかったので病むんじゃないかと
思ったけど、結構性格は楽観的なのかもしれないですね。
どっかで、受かるだろうってのは思ってたので。
親も『受かる受かる大丈夫大丈夫』って。本心では心配
でしょうがないと思うんですけど。私に対してはそうい
う感じだったので。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

石井先生に見てもらえているという安心感
代官山MEDICAL は凄いな・・・。なんかもう今はいろん
な予備校行っていた人の話を聞いて、ここまで生徒に『こ
の時間まで居ろ』みたいな厳しい環境っていうのは他の
予備校にはないですね。みんな、自分でやらなきゃ受か
らないみたいな。
あとは大手もいるかな。国公立志望が多いので。自分で
やるしかないじゃないですか。自分でやれないだろうっ
ていうのはあったので、自分の中で。代官山MEDICAL 厳
しいと思います。本当に。最後の砦感。ふふふふふ。出
来ない人の最後の砦感がありますね。
常に見られている感じがするじゃないですか代官山って。
それが良かったかなって。やっていないとすぐ石井先生
とかに言われるみたいな。授業中とかに。
私はないですけど、言われている所を見ると、『ああ見ら
れてるんだ』って思いますね。
見られてるからやらなきゃ。まあ、逆に、一番ここのトッ
プの先生が一人一人見てくれていると思うとすごい心強
いなって思いますね。他の予備校の人の話とか聞いてい
ると。ここまで授業もいっぱいある先生っていうのはあ
んまりないので。まあ、友人とどういう授業だったかと
か話になると、『厳しいよって。厳しいよあそこは』って。
いやでも良い意味ですよ。うーん、でも先生との距離は
近かったなって。自分で行かないとダメだけど、自分で
行けば。結構質問はしてました。数学はもうなんかずっ
と色んな人にしてました。
質問もしやすいですね。先生とかが忙しそうにしていな
い感じが良かったです。
忙しいのは分かってますよ。忙しいのは分かってますけ
ど質問されたらすぐ答えてくれるし、なんというかしょー
もない質問とかしてもちゃんと。野村先生とか本当に。『す
みません本当に、先生の頭をこんなことに使ってすみま
せん』って感じでした。全然嫌な顔しなかった。それが
良かった。

生活習慣を一定に
今思うと勝因って、毎日朝ちゃんと来て、ちゃんとやる。
生活習慣ていうのはすごい気にしてたので、それはある
かなって思ってました。あと復習。復習にめっちゃ命掛
けてました。復習の時間は頑張って取ってました。どっ
かで時間作るしかないですからね。
英語は電車の中で割とやってましたね。そんな大々的に
やってないですよ。英文法とか。英語はもう電車の中で
やるって。帰りの電車は英語でした。ここでは予習と復
習ぐらい。復習もノートで赤シートで隠せるようにして、
それを電車の中でやるって感じ。あと英語は小テストが
毎時間あったので青葉先生とか単語テストがあったんで
すけど、それが緊張感あって良かったです。毎回ってい
うかこの日やるからみたいな。2回に１回ぐらいですね。
ちゃんとやらないと終わらない量なので。
そんなに多くはないですけど、あと英語は当てられた時
に答えられないのがすごい悔しかったので。悔しいって

いうよりは、『あ～』ってなるだけです。ちゃんとやろうっ
て。
そのまま物理でいいのか悩みました。根本的に物理向い
てないんで、生物にした方がと思ったんですけど、物理
は楽しかったです。好きではあったんですけど、得意に
ならなかったので。まあ好きなら良いかって。
数学物理はちょっと蓋をしていた感はあります。でも、
テキストとかでできないとこは何回もやっていたので、
その自信はありましたね。やったから大丈夫。まあまあ。
ウィークリーまでに復習が終わらないんですよ、私の場
合。なのでウィークリーは後で見返すみたいな感じでし
たね。数学とかは絶対間に合わないって思ってたんで、
できるとこはやろうみたいな。
マンスリーは自分のいる位置を確かめるぐらいで、あん
まり入れ込まないようにしてました。クラスは気になり
ますよ。でもそれはそれで仕方ないなあって。受け入れて、
やるしかないなって感じでした。クラス替え本館に来
ちゃったとしてもそれはそれで仕方ないと。やるしかな
いと。やるしかないって思ってやってたし。これで受か
らなかったらしょうがないなって気持ちでやってたので。
これ以上出来ないぐらい。
ここではそう言えます。・・・たまに寝たりもしてまし
たけど。100％はやってはないけど、やることはやった
なぁって気持ちで受験には行っていたかなって。
やることやったかなって自分の中では。ふふふ、でもや
ることはやった、後で自分が振り返った時にもっとやっ
ておけば良かったなって思わないようにしようっていう。
石井先生多分知っていたのかもしれないですね。本番に
強いって。お見通しですね。
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通学時間2時間半
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たら無理ですね。2年から吉祥寺に住みたい。
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います。良いとこ入ったと思います。
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どっかで、受かるだろうってのは思ってたので。
親も『受かる受かる大丈夫大丈夫』って。本心では心配
でしょうがないと思うんですけど。私に対してはそうい
う感じだったので。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

石井先生に見てもらえているという安心感
代官山MEDICAL は凄いな・・・。なんかもう今はいろん
な予備校行っていた人の話を聞いて、ここまで生徒に『こ
の時間まで居ろ』みたいな厳しい環境っていうのは他の
予備校にはないですね。みんな、自分でやらなきゃ受か
らないみたいな。
あとは大手もいるかな。国公立志望が多いので。自分で
やるしかないじゃないですか。自分でやれないだろうっ
ていうのはあったので、自分の中で。代官山MEDICAL 厳
しいと思います。本当に。最後の砦感。ふふふふふ。出
来ない人の最後の砦感がありますね。
常に見られている感じがするじゃないですか代官山って。
それが良かったかなって。やっていないとすぐ石井先生
とかに言われるみたいな。授業中とかに。
私はないですけど、言われている所を見ると、『ああ見ら
れてるんだ』って思いますね。
見られてるからやらなきゃ。まあ、逆に、一番ここのトッ
プの先生が一人一人見てくれていると思うとすごい心強
いなって思いますね。他の予備校の人の話とか聞いてい
ると。ここまで授業もいっぱいある先生っていうのはあ
んまりないので。まあ、友人とどういう授業だったかと
か話になると、『厳しいよって。厳しいよあそこは』って。
いやでも良い意味ですよ。うーん、でも先生との距離は
近かったなって。自分で行かないとダメだけど、自分で
行けば。結構質問はしてました。数学はもうなんかずっ
と色んな人にしてました。
質問もしやすいですね。先生とかが忙しそうにしていな
い感じが良かったです。
忙しいのは分かってますよ。忙しいのは分かってますけ
ど質問されたらすぐ答えてくれるし、なんというかしょー
もない質問とかしてもちゃんと。野村先生とか本当に。『す
みません本当に、先生の頭をこんなことに使ってすみま
せん』って感じでした。全然嫌な顔しなかった。それが
良かった。

生活習慣を一定に
今思うと勝因って、毎日朝ちゃんと来て、ちゃんとやる。
生活習慣ていうのはすごい気にしてたので、それはある
かなって思ってました。あと復習。復習にめっちゃ命掛
けてました。復習の時間は頑張って取ってました。どっ
かで時間作るしかないですからね。
英語は電車の中で割とやってましたね。そんな大々的に
やってないですよ。英文法とか。英語はもう電車の中で
やるって。帰りの電車は英語でした。ここでは予習と復
習ぐらい。復習もノートで赤シートで隠せるようにして、
それを電車の中でやるって感じ。あと英語は小テストが
毎時間あったので青葉先生とか単語テストがあったんで
すけど、それが緊張感あって良かったです。毎回ってい
うかこの日やるからみたいな。2回に１回ぐらいですね。
ちゃんとやらないと終わらない量なので。
そんなに多くはないですけど、あと英語は当てられた時
に答えられないのがすごい悔しかったので。悔しいって

いうよりは、『あ～』ってなるだけです。ちゃんとやろうっ
て。
そのまま物理でいいのか悩みました。根本的に物理向い
てないんで、生物にした方がと思ったんですけど、物理
は楽しかったです。好きではあったんですけど、得意に
ならなかったので。まあ好きなら良いかって。
数学物理はちょっと蓋をしていた感はあります。でも、
テキストとかでできないとこは何回もやっていたので、
その自信はありましたね。やったから大丈夫。まあまあ。
ウィークリーまでに復習が終わらないんですよ、私の場
合。なのでウィークリーは後で見返すみたいな感じでし
たね。数学とかは絶対間に合わないって思ってたんで、
できるとこはやろうみたいな。
マンスリーは自分のいる位置を確かめるぐらいで、あん
まり入れ込まないようにしてました。クラスは気になり
ますよ。でもそれはそれで仕方ないなあって。受け入れて、
やるしかないなって感じでした。クラス替え本館に来
ちゃったとしてもそれはそれで仕方ないと。やるしかな
いと。やるしかないって思ってやってたし。これで受か
らなかったらしょうがないなって気持ちでやってたので。
これ以上出来ないぐらい。
ここではそう言えます。・・・たまに寝たりもしてまし
たけど。100％はやってはないけど、やることはやった
なぁって気持ちで受験には行っていたかなって。
やることやったかなって自分の中では。ふふふ、でもや
ることはやった、後で自分が振り返った時にもっとやっ
ておけば良かったなって思わないようにしようっていう。
石井先生多分知っていたのかもしれないですね。本番に
強いって。お見通しですね。

通学時間2時間半
今、成田駅から通っています。大学までは 2時間半です。
朝 5時 50 分には出ています。
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決まって、じゃあ（説明会）行くかって。親がいると親
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そういう人を見て、絶対負けないみたいな。最初M4だっ
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わっていたので・・・なんかちょっと分かんなかったんで。
野村先生は合わせてくれます。それが良かったです。野
村先生はもうなんでも聞ける。いやマジで。いやサイコー
です。面白い。んふふふふふふ。面白いです。すごく。
でも合わせて頂けるので野村先生は本当に。
受験色々受けるじゃないですか。十何校とか。そうする
と横井先生のやったっていうところがいっぱい出てきま
した。先生のプリントがあって。無機の分野下さいって
言ったらくれて、自分でこう隠してやって。すごいいっ
ぱい出ました。あ、見たことあるみたいな。
杏林とか物理出来てなくて，自分でマルつけしたら 59％
とかでした。配点わかんないですけど、何分の何ってい
うので 59 とか。物理は取れてないですね。なんでこんな
に補欠の番号良いんだろうみたいな感じでした。
レギュラーの先生とかで印象に残っている先生は・・・
山室先生の授業は楽しかったです。数学が楽しいってこ
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まぁ、それでやってた自分もいます。1年っていう区切
りでやらないといけないなって思ってたし。
それで朝も早く来られたんだと思います。1年だけの辛
抱だって。バレエずっとやってて、毎日行くことだけが
私のアイデンティティーみたいな感じだったんですよ。
それもここで、毎日絶対来よう、朝絶対来よう。そこだ
けは絶対にしていました。

テキストは7回繰り返し。テキスト以外は何もやらな
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やることやったかなって自分の中では。ふふふ、でもや
ることはやった、後で自分が振り返った時にもっとやっ
ておけば良かったなって思わないようにしようっていう。
石井先生多分知っていたのかもしれないですね。本番に
強いって。お見通しですね。

通学時間2時間半
今、成田駅から通っています。大学までは 2時間半です。
朝 5時 50 分には出ています。
成田は始発駅なので基本は空いてます。日暮里からも座
れます。中央線からは座れません。バスは本数があるので。
雨の日は家を早く出ています。部活も実はしています。
バドミントンですね。20 時に練習終わって、帰宅時間は
23時ですね。それで寝て、朝起きて大学に行く。2年になっ
たら無理ですね。2年から吉祥寺に住みたい。

杏林の補欠が遅かった
一次埼玉後期と杏林出てて，杏林が全然流れてこなくて。
坂路家は今年限りって決まりがあったので。来なかった
らどうしたんでしょうねー。就職？とりあえず考えて無
かったです。考えずにやっていました。番号 63 ですね。
陳くん（陳業隆　日本大医学部進学）が 16 ぐらいだった
と思うけど。全然来なくて。3月終わりで20番ぐらいだっ
たから 60 なんてまず無理じゃないかって思ってた。そし
たらガンガン来ましたね。佐伯さん（佐伯理花子　杏林
大学医学部進学）こないだ聞いたんですよ。85 ですね。
でも彼女は他に正規合格持っていたから。
一浪多いですね。ほぼ一浪。会う人は大体一浪ですね。
佐伯さんとか鈴木くん（鈴木大輝　杏林大医学部進学）
とかは珍しいですねー。でも現役今年多かったみたいで。
10 何人とか。一浪と二浪が多いですね。あと、高度救命
救急医療がめっちゃ有名ですね。
副理事長の授業（建学の精神）があって、その時間に『救
命に興味ある人は言ってくれたら案内するから』と言わ
れて、来週行く予定です。
いやー物理苦手で苦手で。ふふっ、でも私物理より生物
の方が簡単な年だったんですけど、よく受かったねって
言われます。生物組が多いです。やっぱり女子が多いん
ですよ。
過去最高みたいです。半分女子みたいな。センター試験
で入って来ている人たちは国立崩れが多いみたいで杏林
とか入りたくなかったみたい。マジでめっちゃいますよ。
ぶっちゃけほんとに杏林なんてって。私、杏林いいと思
います。良いとこ入ったと思います。
本番強いってよく言われますね。あんまりビビらないの
で。

代官山MEDICALで先輩が合格していた。
代官山MEDICAL って髙安さん（髙安涼太　成田高校の先
輩　東邦大医学部進学）が出身校の先輩で合格の軌跡を
見て、成高生居るの？みたいな。渋谷なのになんでいる
んだろうって思って。ふつう成田高校生は、津田沼にあ
る河合塾とか行くのに。いや、1時間半ぐらいかけて通っ
ていたみたいです。んで、来ましたここに。
一人で来ました。最初はお母さんとお父さんが私が TOC
かどこかで受けている間に来て、『めっちゃ良かったよ』
みたいな。『あそこ良いよー』って言われて、じゃあ浪人

決まって、じゃあ（説明会）行くかって。親がいると親
の主観が入るじゃないですか。だから自分で回ろうと思っ
て。色々回って。１人で。
7個とか回りました。最後に代官山MEDICAL 来ました。
ふふっ。最後に来ました。少人数がいいなっていうのが
あったので、少ない所が良いって思ったので。ふふふ。
いやもうなんかほぼ髙安さんの存在が大きくてほぼ代官
山っていうのはあったんですけど、あとでここ見ておけ
ば良かったなってならないように色々回りました。見て、
やっぱりここだなって感じ。

得意の英語で最初M4に
最初のクラスがM4です。なんか英語が取れちゃったので。
英語は現役のときめっちゃ勉強して。医学部に 1年で行
ける人は何でも読める人だからって。まあでも色んな段
階を踏んでですよ。んで最後に日医とか私立医大の過去
問バーっとやって。それでやっぱりあがって土台は築け
たのかなと。現役の時は一個も 1次出なかったですね。
何故ならそれは物理と数学と化学があるからです。
朝七時半には着くようにしていました。それが一番の、
それ以上早くは電車的に無理みたいな。始発ってそっち
（朝一）じゃないですよ。成田発の方です。始発だと逆に
各駅とかになっちゃうので。結構時間がかかりますね。
みんな早かった・・・。森さん（森杏菜　杏林大医学部進学）
とか本当に早かったです。たまに車で送ってもらった時
は 6時、6時半に着くときがありましたけど、森さんは
いました。森さんと同じ学校行くとは思わなかったです
よ。まあマンスリーをやっていって、ひどかった。（苦笑）
夏で A2。んで二学期が A4。最後まで A4。なんか、そう
ですねー。やっぱ遠いからっていうのがあったんでー。
それでモティベーション保ってました。なんか寮とか、

そういう人を見て、絶対負けないみたいな。最初M4だっ
たから 3F の自習室で、それが良かったですね。周りが頭
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進学）は早かったですね。私の後ろだったので、あ、や
んなきゃみたいな、すごい感じてました。

代官山MEDICALの先生たち
寺澤先生の授業が好きでした。なんか元気貰えました。
受けるだけで。
寺澤先生の授業は全部受けてました。寺澤先生の物理っ
て固定してるじゃないですか、やりかたって。根本的に
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え方も分かりやすいですね。微積とか使って現役の時教
わっていたので・・・なんかちょっと分かんなかったんで。
野村先生は合わせてくれます。それが良かったです。野
村先生はもうなんでも聞ける。いやマジで。いやサイコー
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抱だって。バレエずっとやってて、毎日行くことだけが
私のアイデンティティーみたいな感じだったんですよ。
それもここで、毎日絶対来よう、朝絶対来よう。そこだ
けは絶対にしていました。

テキストは7回繰り返し。テキスト以外は何もやらな

かった。
ﾏﾝｽﾘｰ英語は何回か載って。ただ、英語が良いと他のがド
カーンって。特に数学物理は。物理は最後まで一回も載
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載っていました。テキスト以外は何もやっていないです。
本当に。数学とか。最多で 7回とか。できないところと
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て、ずっと書いていて、私の席から見えてたんで、疲れ
たなーって思って、（横を見ると）あっヤバいって。ライ
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石井先生に受かると言われて
最後面談で石井先生に受かるでしょみたいな。多分決ま
るよ今年、みたいな。
ホントーなんか石井先生は凄すぎます。もう本当にすご
い。もう、開口一番と言うか、先生いらっしゃって、『こ
れなら受かるね』みたいな感じでした。ホントに。えっっ
とか思って。もう。それで、逆にもっと頑張ろうってな
りました。具体的に志望校決めて・・・。
石井先生なんか一回授業で、いまだに私覚えているんで
すけど、一回授業で『常に自分こそが医学部に行くべき
かどうか自問自答しろ』っていうのをおっしゃっていて
それを自習とかでモチベーション下がったときとかに『自
分こそが医学部に行くべきなのか』って自問自答して、『い
や行くんだ』って思ってやっていました。行くぞって。
下げている場合じゃない。あっという間でしたもう。考
えられないぐらいあっという間でした。
石井先生の授業は一番前で受けてましたね。一番前の真
ん中で。当てられなかった。いやーあれ、どうだったん
だろ、もっと当てられたかったって思っていました。あ
とは予想外のところを聞かれて。なんでここ！？みたい
な。答えられなくてももっと当てて欲しいと思ってまし
たねー。医学部の情報とかもいっぱいくれて、それでモ
チベーションあがりますよね。前に居た生徒さんの話と
か、こういう大学はこうなんだよとか、具体的にこうい
う大学なんだって思えたので。自分が医学部に行くって
いう、想像がちょっと付くような感じでした、私は。医
学部生になったときのイメージが湧きました。
英語は楽しかったので、英語の予習は。英語は予習復習
しかしていなかったので。
帰りは授業終わってすぐ帰ってましたね。21 時 5分、10
分ぐらいには出て、そうしないと、次の日が出れない。
朝来る方が大事だと思ってたので。
生活のリズムはめっちゃ気にしてましたね。毎日同じ、
歩数も同じみたいな感じで。
全く数学と物理が出来なかったので病むんじゃないかと
思ったけど、結構性格は楽観的なのかもしれないですね。
どっかで、受かるだろうってのは思ってたので。
親も『受かる受かる大丈夫大丈夫』って。本心では心配
でしょうがないと思うんですけど。私に対してはそうい
う感じだったので。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡
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各駅とかになっちゃうので。結構時間がかかりますね。
みんな早かった・・・。森さん（森杏菜　杏林大医学部進学）
とか本当に早かったです。たまに車で送ってもらった時
は 6時、6時半に着くときがありましたけど、森さんは
いました。森さんと同じ学校行くとは思わなかったです
よ。まあマンスリーをやっていって、ひどかった。（苦笑）
夏で A2。んで二学期が A4。最後まで A4。なんか、そう
ですねー。やっぱ遠いからっていうのがあったんでー。
それでモティベーション保ってました。なんか寮とか、

そういう人を見て、絶対負けないみたいな。最初M4だっ
たから 3F の自習室で、それが良かったですね。周りが頭
良かったので。M1M2とか。北原さん（北原礼子　帝京
大医学部進学）と唐澤さん（唐澤真里奈　東邦大医学部
進学）は早かったですね。私の後ろだったので、あ、や
んなきゃみたいな、すごい感じてました。

代官山MEDICALの先生たち
寺澤先生の授業が好きでした。なんか元気貰えました。
受けるだけで。
寺澤先生の授業は全部受けてました。寺澤先生の物理っ
て固定してるじゃないですか、やりかたって。根本的に
出来ないから。だからそれが良くて、取ってました。教
え方も分かりやすいですね。微積とか使って現役の時教
わっていたので・・・なんかちょっと分かんなかったんで。
野村先生は合わせてくれます。それが良かったです。野
村先生はもうなんでも聞ける。いやマジで。いやサイコー
です。面白い。んふふふふふふ。面白いです。すごく。
でも合わせて頂けるので野村先生は本当に。
受験色々受けるじゃないですか。十何校とか。そうする
と横井先生のやったっていうところがいっぱい出てきま
した。先生のプリントがあって。無機の分野下さいって
言ったらくれて、自分でこう隠してやって。すごいいっ
ぱい出ました。あ、見たことあるみたいな。
杏林とか物理出来てなくて，自分でマルつけしたら 59％
とかでした。配点わかんないですけど、何分の何ってい
うので 59 とか。物理は取れてないですね。なんでこんな
に補欠の番号良いんだろうみたいな感じでした。
レギュラーの先生とかで印象に残っている先生は・・・
山室先生の授業は楽しかったです。数学が楽しいってこ
こで初めて思いました。代官山行ってて、数学楽しいっ
ていう。初めて思いました。でも計トレはむずかったです。
まぁでも、1年って親に言われて、プレッシャーあった。
まぁ、それでやってた自分もいます。1年っていう区切
りでやらないといけないなって思ってたし。
それで朝も早く来られたんだと思います。1年だけの辛
抱だって。バレエずっとやってて、毎日行くことだけが
私のアイデンティティーみたいな感じだったんですよ。
それもここで、毎日絶対来よう、朝絶対来よう。そこだ
けは絶対にしていました。

テキストは7回繰り返し。テキスト以外は何もやらな

かった。
ﾏﾝｽﾘｰ英語は何回か載って。ただ、英語が良いと他のがド
カーンって。特に数学物理は。物理は最後まで一回も載
りませんでした。数学は１回だけ、第二回とか。
平均が低かったときに載ってました。化学は最後の方に
載っていました。テキスト以外は何もやっていないです。
本当に。数学とか。最多で 7回とか。できないところと
かは7回やりました。前期は出来ない所を7回ぐらいやっ
て、後期も。でも絶対に四角が埋まるくらいはやってい
ました。

ライバルを模範に
水野さん（水野和佳子　日本医科大進学）頭良かったじゃ
ないですか、目標にはしていました。水野さん最初M4
で結構、同じ年だし仲良くて。でも、頭良いの分かって
いたので。全然違いますね。本当に。いやでも、ずっと座っ
て、ずっと書いていて、私の席から見えてたんで、疲れ
たなーって思って、（横を見ると）あっヤバいって。ライ
バルというかなんでしょう。見て、模範に。

石井先生に受かると言われて
最後面談で石井先生に受かるでしょみたいな。多分決ま
るよ今年、みたいな。
ホントーなんか石井先生は凄すぎます。もう本当にすご
い。もう、開口一番と言うか、先生いらっしゃって、『こ
れなら受かるね』みたいな感じでした。ホントに。えっっ
とか思って。もう。それで、逆にもっと頑張ろうってな
りました。具体的に志望校決めて・・・。
石井先生なんか一回授業で、いまだに私覚えているんで
すけど、一回授業で『常に自分こそが医学部に行くべき
かどうか自問自答しろ』っていうのをおっしゃっていて
それを自習とかでモチベーション下がったときとかに『自
分こそが医学部に行くべきなのか』って自問自答して、『い
や行くんだ』って思ってやっていました。行くぞって。
下げている場合じゃない。あっという間でしたもう。考
えられないぐらいあっという間でした。
石井先生の授業は一番前で受けてましたね。一番前の真
ん中で。当てられなかった。いやーあれ、どうだったん
だろ、もっと当てられたかったって思っていました。あ
とは予想外のところを聞かれて。なんでここ！？みたい
な。答えられなくてももっと当てて欲しいと思ってまし
たねー。医学部の情報とかもいっぱいくれて、それでモ
チベーションあがりますよね。前に居た生徒さんの話と
か、こういう大学はこうなんだよとか、具体的にこうい
う大学なんだって思えたので。自分が医学部に行くって
いう、想像がちょっと付くような感じでした、私は。医
学部生になったときのイメージが湧きました。
英語は楽しかったので、英語の予習は。英語は予習復習
しかしていなかったので。
帰りは授業終わってすぐ帰ってましたね。21 時 5分、10
分ぐらいには出て、そうしないと、次の日が出れない。
朝来る方が大事だと思ってたので。
生活のリズムはめっちゃ気にしてましたね。毎日同じ、
歩数も同じみたいな感じで。
全く数学と物理が出来なかったので病むんじゃないかと
思ったけど、結構性格は楽観的なのかもしれないですね。
どっかで、受かるだろうってのは思ってたので。
親も『受かる受かる大丈夫大丈夫』って。本心では心配
でしょうがないと思うんですけど。私に対してはそうい
う感じだったので。

石井先生に見てもらえているという安心感
代官山MEDICAL は凄いな・・・。なんかもう今はいろん
な予備校行っていた人の話を聞いて、ここまで生徒に『こ
の時間まで居ろ』みたいな厳しい環境っていうのは他の
予備校にはないですね。みんな、自分でやらなきゃ受か
らないみたいな。
あとは大手もいるかな。国公立志望が多いので。自分で
やるしかないじゃないですか。自分でやれないだろうっ
ていうのはあったので、自分の中で。代官山MEDICAL 厳
しいと思います。本当に。最後の砦感。ふふふふふ。出
来ない人の最後の砦感がありますね。
常に見られている感じがするじゃないですか代官山って。
それが良かったかなって。やっていないとすぐ石井先生
とかに言われるみたいな。授業中とかに。
私はないですけど、言われている所を見ると、『ああ見ら
れてるんだ』って思いますね。
見られてるからやらなきゃ。まあ、逆に、一番ここのトッ
プの先生が一人一人見てくれていると思うとすごい心強
いなって思いますね。他の予備校の人の話とか聞いてい
ると。ここまで授業もいっぱいある先生っていうのはあ
んまりないので。まあ、友人とどういう授業だったかと
か話になると、『厳しいよって。厳しいよあそこは』って。
いやでも良い意味ですよ。うーん、でも先生との距離は
近かったなって。自分で行かないとダメだけど、自分で
行けば。結構質問はしてました。数学はもうなんかずっ
と色んな人にしてました。
質問もしやすいですね。先生とかが忙しそうにしていな
い感じが良かったです。
忙しいのは分かってますよ。忙しいのは分かってますけ
ど質問されたらすぐ答えてくれるし、なんというかしょー
もない質問とかしてもちゃんと。野村先生とか本当に。『す
みません本当に、先生の頭をこんなことに使ってすみま
せん』って感じでした。全然嫌な顔しなかった。それが
良かった。

生活習慣を一定に
今思うと勝因って、毎日朝ちゃんと来て、ちゃんとやる。
生活習慣ていうのはすごい気にしてたので、それはある
かなって思ってました。あと復習。復習にめっちゃ命掛
けてました。復習の時間は頑張って取ってました。どっ
かで時間作るしかないですからね。
英語は電車の中で割とやってましたね。そんな大々的に
やってないですよ。英文法とか。英語はもう電車の中で
やるって。帰りの電車は英語でした。ここでは予習と復
習ぐらい。復習もノートで赤シートで隠せるようにして、
それを電車の中でやるって感じ。あと英語は小テストが
毎時間あったので青葉先生とか単語テストがあったんで
すけど、それが緊張感あって良かったです。毎回ってい
うかこの日やるからみたいな。2回に１回ぐらいですね。
ちゃんとやらないと終わらない量なので。
そんなに多くはないですけど、あと英語は当てられた時
に答えられないのがすごい悔しかったので。悔しいって

いうよりは、『あ～』ってなるだけです。ちゃんとやろうっ
て。
そのまま物理でいいのか悩みました。根本的に物理向い
てないんで、生物にした方がと思ったんですけど、物理
は楽しかったです。好きではあったんですけど、得意に
ならなかったので。まあ好きなら良いかって。
数学物理はちょっと蓋をしていた感はあります。でも、
テキストとかでできないとこは何回もやっていたので、
その自信はありましたね。やったから大丈夫。まあまあ。
ウィークリーまでに復習が終わらないんですよ、私の場
合。なのでウィークリーは後で見返すみたいな感じでし
たね。数学とかは絶対間に合わないって思ってたんで、
できるとこはやろうみたいな。
マンスリーは自分のいる位置を確かめるぐらいで、あん
まり入れ込まないようにしてました。クラスは気になり
ますよ。でもそれはそれで仕方ないなあって。受け入れて、
やるしかないなって感じでした。クラス替え本館に来
ちゃったとしてもそれはそれで仕方ないと。やるしかな
いと。やるしかないって思ってやってたし。これで受か
らなかったらしょうがないなって気持ちでやってたので。
これ以上出来ないぐらい。
ここではそう言えます。・・・たまに寝たりもしてまし
たけど。100％はやってはないけど、やることはやった
なぁって気持ちで受験には行っていたかなって。
やることやったかなって自分の中では。ふふふ、でもや
ることはやった、後で自分が振り返った時にもっとやっ
ておけば良かったなって思わないようにしようっていう。
石井先生多分知っていたのかもしれないですね。本番に
強いって。お見通しですね。
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通学時間2時間半
今、成田駅から通っています。大学までは 2時間半です。
朝 5時 50 分には出ています。
成田は始発駅なので基本は空いてます。日暮里からも座
れます。中央線からは座れません。バスは本数があるので。
雨の日は家を早く出ています。部活も実はしています。
バドミントンですね。20 時に練習終わって、帰宅時間は
23時ですね。それで寝て、朝起きて大学に行く。2年になっ
たら無理ですね。2年から吉祥寺に住みたい。

杏林の補欠が遅かった
一次埼玉後期と杏林出てて，杏林が全然流れてこなくて。
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朝七時半には着くようにしていました。それが一番の、
それ以上早くは電車的に無理みたいな。始発ってそっち
（朝一）じゃないですよ。成田発の方です。始発だと逆に
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い。もう、開口一番と言うか、先生いらっしゃって、『こ
れなら受かるね』みたいな感じでした。ホントに。えっっ
とか思って。もう。それで、逆にもっと頑張ろうってな
りました。具体的に志望校決めて・・・。
石井先生なんか一回授業で、いまだに私覚えているんで
すけど、一回授業で『常に自分こそが医学部に行くべき
かどうか自問自答しろ』っていうのをおっしゃっていて
それを自習とかでモチベーション下がったときとかに『自
分こそが医学部に行くべきなのか』って自問自答して、『い
や行くんだ』って思ってやっていました。行くぞって。
下げている場合じゃない。あっという間でしたもう。考
えられないぐらいあっという間でした。
石井先生の授業は一番前で受けてましたね。一番前の真
ん中で。当てられなかった。いやーあれ、どうだったん
だろ、もっと当てられたかったって思っていました。あ
とは予想外のところを聞かれて。なんでここ！？みたい
な。答えられなくてももっと当てて欲しいと思ってまし
たねー。医学部の情報とかもいっぱいくれて、それでモ
チベーションあがりますよね。前に居た生徒さんの話と
か、こういう大学はこうなんだよとか、具体的にこうい
う大学なんだって思えたので。自分が医学部に行くって
いう、想像がちょっと付くような感じでした、私は。医
学部生になったときのイメージが湧きました。
英語は楽しかったので、英語の予習は。英語は予習復習
しかしていなかったので。
帰りは授業終わってすぐ帰ってましたね。21 時 5分、10
分ぐらいには出て、そうしないと、次の日が出れない。
朝来る方が大事だと思ってたので。
生活のリズムはめっちゃ気にしてましたね。毎日同じ、
歩数も同じみたいな感じで。
全く数学と物理が出来なかったので病むんじゃないかと
思ったけど、結構性格は楽観的なのかもしれないですね。
どっかで、受かるだろうってのは思ってたので。
親も『受かる受かる大丈夫大丈夫』って。本心では心配
でしょうがないと思うんですけど。私に対してはそうい
う感じだったので。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

石井先生に見てもらえているという安心感
代官山MEDICAL は凄いな・・・。なんかもう今はいろん
な予備校行っていた人の話を聞いて、ここまで生徒に『こ
の時間まで居ろ』みたいな厳しい環境っていうのは他の
予備校にはないですね。みんな、自分でやらなきゃ受か
らないみたいな。
あとは大手もいるかな。国公立志望が多いので。自分で
やるしかないじゃないですか。自分でやれないだろうっ
ていうのはあったので、自分の中で。代官山MEDICAL 厳
しいと思います。本当に。最後の砦感。ふふふふふ。出
来ない人の最後の砦感がありますね。
常に見られている感じがするじゃないですか代官山って。
それが良かったかなって。やっていないとすぐ石井先生
とかに言われるみたいな。授業中とかに。
私はないですけど、言われている所を見ると、『ああ見ら
れてるんだ』って思いますね。
見られてるからやらなきゃ。まあ、逆に、一番ここのトッ
プの先生が一人一人見てくれていると思うとすごい心強
いなって思いますね。他の予備校の人の話とか聞いてい
ると。ここまで授業もいっぱいある先生っていうのはあ
んまりないので。まあ、友人とどういう授業だったかと
か話になると、『厳しいよって。厳しいよあそこは』って。
いやでも良い意味ですよ。うーん、でも先生との距離は
近かったなって。自分で行かないとダメだけど、自分で
行けば。結構質問はしてました。数学はもうなんかずっ
と色んな人にしてました。
質問もしやすいですね。先生とかが忙しそうにしていな
い感じが良かったです。
忙しいのは分かってますよ。忙しいのは分かってますけ
ど質問されたらすぐ答えてくれるし、なんというかしょー
もない質問とかしてもちゃんと。野村先生とか本当に。『す
みません本当に、先生の頭をこんなことに使ってすみま
せん』って感じでした。全然嫌な顔しなかった。それが
良かった。

生活習慣を一定に
今思うと勝因って、毎日朝ちゃんと来て、ちゃんとやる。
生活習慣ていうのはすごい気にしてたので、それはある
かなって思ってました。あと復習。復習にめっちゃ命掛
けてました。復習の時間は頑張って取ってました。どっ
かで時間作るしかないですからね。
英語は電車の中で割とやってましたね。そんな大々的に
やってないですよ。英文法とか。英語はもう電車の中で
やるって。帰りの電車は英語でした。ここでは予習と復
習ぐらい。復習もノートで赤シートで隠せるようにして、
それを電車の中でやるって感じ。あと英語は小テストが
毎時間あったので青葉先生とか単語テストがあったんで
すけど、それが緊張感あって良かったです。毎回ってい
うかこの日やるからみたいな。2回に１回ぐらいですね。
ちゃんとやらないと終わらない量なので。
そんなに多くはないですけど、あと英語は当てられた時
に答えられないのがすごい悔しかったので。悔しいって

いうよりは、『あ～』ってなるだけです。ちゃんとやろうっ
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石井先生多分知っていたのかもしれないですね。本番に
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通学時間2時間半
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れます。中央線からは座れません。バスは本数があるので。
雨の日は家を早く出ています。部活も実はしています。
バドミントンですね。20 時に練習終わって、帰宅時間は
23時ですね。それで寝て、朝起きて大学に行く。2年になっ
たら無理ですね。2年から吉祥寺に住みたい。

杏林の補欠が遅かった
一次埼玉後期と杏林出てて，杏林が全然流れてこなくて。
坂路家は今年限りって決まりがあったので。来なかった
らどうしたんでしょうねー。就職？とりあえず考えて無
かったです。考えずにやっていました。番号 63 ですね。
陳くん（陳業隆　日本大医学部進学）が 16 ぐらいだった
と思うけど。全然来なくて。3月終わりで20番ぐらいだっ
たから 60 なんてまず無理じゃないかって思ってた。そし
たらガンガン来ましたね。佐伯さん（佐伯理花子　杏林
大学医学部進学）こないだ聞いたんですよ。85 ですね。
でも彼女は他に正規合格持っていたから。
一浪多いですね。ほぼ一浪。会う人は大体一浪ですね。
佐伯さんとか鈴木くん（鈴木大輝　杏林大医学部進学）
とかは珍しいですねー。でも現役今年多かったみたいで。
10 何人とか。一浪と二浪が多いですね。あと、高度救命
救急医療がめっちゃ有名ですね。
副理事長の授業（建学の精神）があって、その時間に『救
命に興味ある人は言ってくれたら案内するから』と言わ
れて、来週行く予定です。
いやー物理苦手で苦手で。ふふっ、でも私物理より生物
の方が簡単な年だったんですけど、よく受かったねって
言われます。生物組が多いです。やっぱり女子が多いん
ですよ。
過去最高みたいです。半分女子みたいな。センター試験
で入って来ている人たちは国立崩れが多いみたいで杏林
とか入りたくなかったみたい。マジでめっちゃいますよ。
ぶっちゃけほんとに杏林なんてって。私、杏林いいと思
います。良いとこ入ったと思います。
本番強いってよく言われますね。あんまりビビらないの
で。

代官山MEDICALで先輩が合格していた。
代官山MEDICAL って髙安さん（髙安涼太　成田高校の先
輩　東邦大医学部進学）が出身校の先輩で合格の軌跡を
見て、成高生居るの？みたいな。渋谷なのになんでいる
んだろうって思って。ふつう成田高校生は、津田沼にあ
る河合塾とか行くのに。いや、1時間半ぐらいかけて通っ
ていたみたいです。んで、来ましたここに。
一人で来ました。最初はお母さんとお父さんが私が TOC
かどこかで受けている間に来て、『めっちゃ良かったよ』
みたいな。『あそこ良いよー』って言われて、じゃあ浪人

決まって、じゃあ（説明会）行くかって。親がいると親
の主観が入るじゃないですか。だから自分で回ろうと思っ
て。色々回って。１人で。
7個とか回りました。最後に代官山MEDICAL 来ました。
ふふっ。最後に来ました。少人数がいいなっていうのが
あったので、少ない所が良いって思ったので。ふふふ。
いやもうなんかほぼ髙安さんの存在が大きくてほぼ代官
山っていうのはあったんですけど、あとでここ見ておけ
ば良かったなってならないように色々回りました。見て、
やっぱりここだなって感じ。

得意の英語で最初M4に
最初のクラスがM4です。なんか英語が取れちゃったので。
英語は現役のときめっちゃ勉強して。医学部に 1年で行
ける人は何でも読める人だからって。まあでも色んな段
階を踏んでですよ。んで最後に日医とか私立医大の過去
問バーっとやって。それでやっぱりあがって土台は築け
たのかなと。現役の時は一個も 1次出なかったですね。
何故ならそれは物理と数学と化学があるからです。
朝七時半には着くようにしていました。それが一番の、
それ以上早くは電車的に無理みたいな。始発ってそっち
（朝一）じゃないですよ。成田発の方です。始発だと逆に
各駅とかになっちゃうので。結構時間がかかりますね。
みんな早かった・・・。森さん（森杏菜　杏林大医学部進学）
とか本当に早かったです。たまに車で送ってもらった時
は 6時、6時半に着くときがありましたけど、森さんは
いました。森さんと同じ学校行くとは思わなかったです
よ。まあマンスリーをやっていって、ひどかった。（苦笑）
夏で A2。んで二学期が A4。最後まで A4。なんか、そう
ですねー。やっぱ遠いからっていうのがあったんでー。
それでモティベーション保ってました。なんか寮とか、

そういう人を見て、絶対負けないみたいな。最初M4だっ
たから 3F の自習室で、それが良かったですね。周りが頭
良かったので。M1M2とか。北原さん（北原礼子　帝京
大医学部進学）と唐澤さん（唐澤真里奈　東邦大医学部
進学）は早かったですね。私の後ろだったので、あ、や
んなきゃみたいな、すごい感じてました。

代官山MEDICALの先生たち
寺澤先生の授業が好きでした。なんか元気貰えました。
受けるだけで。
寺澤先生の授業は全部受けてました。寺澤先生の物理っ
て固定してるじゃないですか、やりかたって。根本的に
出来ないから。だからそれが良くて、取ってました。教
え方も分かりやすいですね。微積とか使って現役の時教
わっていたので・・・なんかちょっと分かんなかったんで。
野村先生は合わせてくれます。それが良かったです。野
村先生はもうなんでも聞ける。いやマジで。いやサイコー
です。面白い。んふふふふふふ。面白いです。すごく。
でも合わせて頂けるので野村先生は本当に。
受験色々受けるじゃないですか。十何校とか。そうする
と横井先生のやったっていうところがいっぱい出てきま
した。先生のプリントがあって。無機の分野下さいって
言ったらくれて、自分でこう隠してやって。すごいいっ
ぱい出ました。あ、見たことあるみたいな。
杏林とか物理出来てなくて，自分でマルつけしたら 59％
とかでした。配点わかんないですけど、何分の何ってい
うので 59 とか。物理は取れてないですね。なんでこんな
に補欠の番号良いんだろうみたいな感じでした。
レギュラーの先生とかで印象に残っている先生は・・・
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まぁ、それでやってた自分もいます。1年っていう区切
りでやらないといけないなって思ってたし。
それで朝も早く来られたんだと思います。1年だけの辛
抱だって。バレエずっとやってて、毎日行くことだけが
私のアイデンティティーみたいな感じだったんですよ。
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やるって。帰りの電車は英語でした。ここでは予習と復
習ぐらい。復習もノートで赤シートで隠せるようにして、
それを電車の中でやるって感じ。あと英語は小テストが
毎時間あったので青葉先生とか単語テストがあったんで
すけど、それが緊張感あって良かったです。毎回ってい
うかこの日やるからみたいな。2回に１回ぐらいですね。
ちゃんとやらないと終わらない量なので。
そんなに多くはないですけど、あと英語は当てられた時
に答えられないのがすごい悔しかったので。悔しいって

いうよりは、『あ～』ってなるだけです。ちゃんとやろうっ
て。
そのまま物理でいいのか悩みました。根本的に物理向い
てないんで、生物にした方がと思ったんですけど、物理
は楽しかったです。好きではあったんですけど、得意に
ならなかったので。まあ好きなら良いかって。
数学物理はちょっと蓋をしていた感はあります。でも、
テキストとかでできないとこは何回もやっていたので、
その自信はありましたね。やったから大丈夫。まあまあ。
ウィークリーまでに復習が終わらないんですよ、私の場
合。なのでウィークリーは後で見返すみたいな感じでし
たね。数学とかは絶対間に合わないって思ってたんで、
できるとこはやろうみたいな。
マンスリーは自分のいる位置を確かめるぐらいで、あん
まり入れ込まないようにしてました。クラスは気になり
ますよ。でもそれはそれで仕方ないなあって。受け入れて、
やるしかないなって感じでした。クラス替え本館に来
ちゃったとしてもそれはそれで仕方ないと。やるしかな
いと。やるしかないって思ってやってたし。これで受か
らなかったらしょうがないなって気持ちでやってたので。
これ以上出来ないぐらい。
ここではそう言えます。・・・たまに寝たりもしてまし
たけど。100％はやってはないけど、やることはやった
なぁって気持ちで受験には行っていたかなって。
やることやったかなって自分の中では。ふふふ、でもや
ることはやった、後で自分が振り返った時にもっとやっ
ておけば良かったなって思わないようにしようっていう。
石井先生多分知っていたのかもしれないですね。本番に
強いって。お見通しですね。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

23.6 54.7＋75点

6ヶ月後ヶ月後6

合格の軌跡

物理偏差値総合得点 

氏名：坂路菜々子

日本大医学部

獨協医科大

東北医科薬科大医学部

２次合格

２次合格

２次正規合格

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2018年

高校時の反省を踏まえて

生活から立て直し

バランスよく得点できた。

高校時の反省を踏まえて

生活から立て直し

バランスよく得点できた。
日本大医学部進学　ﾌｧﾑ ﾚﾌ ｸﾞｴﾝ君 (高崎高校卒)

石井先生の言葉で心を入れ替え

生物は偏差値50から71へ

石井先生の言葉で心を入れ替え

生物は偏差値50から71へ
日本大医学部進学　陳業隆君(郁文館高校卒)

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2018年

日本大医学部

杏林大医学部

金沢医科大

帝京大医学部

聖マリアンナ医科大

獨協医科大

２次合格

２次合格

前期２次合格

２次合格

２次正規合格

２次正規合格

236235 DAIKANYAMA MEDICALDAIKANYAMA MEDICAL



日本大医学部

獨協医科大

東北医科薬科大医学部

２次合格

２次合格

２次正規合格

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2018年

高校時の反省を踏まえて

生活から立て直し

バランスよく得点できた。

高校時の反省を踏まえて

生活から立て直し

バランスよく得点できた。
日本大医学部進学　ﾌｧﾑ ﾚﾌ ｸﾞｴﾝ君 (高崎高校卒)

石井先生の言葉で心を入れ替え

生物は偏差値50から71へ

石井先生の言葉で心を入れ替え

生物は偏差値50から71へ
日本大医学部進学　陳業隆君(郁文館高校卒)

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2018年

日本大医学部

杏林大医学部

金沢医科大

帝京大医学部

聖マリアンナ医科大

獨協医科大

２次合格

２次合格

前期２次合格

２次合格

２次正規合格

２次正規合格

代官山MEDICALとの出会い
ﾌｧﾑ：代官山MEDICALは12時間拘束してくれるというの
で選びました。他にはなかなか見つからなくて…。自分
で調べました。甘いので、縛られてやらないとダメだな
と思って。高校生のときはなにかと理由を付けてギリギ
リまで勉強しなかったので。
陳：母親の知人から母親が聞いて。最初は友達が行く予
備校があったんで。そっちを選びそうになったけど、代
官山MEDICALに面談に行った。それで石井先生との面談
をして「おーっ」て。父親とこれは決まりだね、と。即
決でした。
ﾌｧﾑ：最初のクラスはA4。
陳：A6からスタート。A6かなりできる人いたよね。梶浦
君（梶浦敦史　日本医科大進学）とか。

特色ある先生方で多面的に刺激を受けて成長で

きた。
陳：代官山の生物の先生はそれぞれ特色・個性がある。山
崎先生は、まず概念の根本になるものを教えて定着させた
あとに、その上に知識のせていく感じ。
例えば、「呼吸」についてだったら、まず「呼吸」とはこ
れこれでこうなるものを総じて「呼吸」という。そのあと
にこんな種類の呼吸があるというように。山崎先生のマン
ツーを取ってから、生物学の魅力がものすごくなって、楽
しくなった。
緒方先生は考察で頼ってました。考え方を仕分けてこの問
題はこう、この問題はこうって。考察も知識にしてしまう
という感じがあった。
大森先生は、生物の勉強をさらに派生したい人向けな感じ
がありました。難しいけれど分かりづらいことは全くなく
て、基礎をしっかりやっていれば理解できるし、ハイレベ
ルで面白い内容も扱ってくれて勉強熱心な先生なので最新
の情報にも精通しててよかったです。
深瀧先生は唯一厳しい先生。言葉の定義だったり、知識の
精密さを求めるなら深瀧先生が良いと思う。
石原先生は、深瀧先生の真逆？の感じ。でもそれでいて核
心をついているんです。ピンポイントな感じ。
ﾌｧﾑ：物理の印象に残った先生は寺澤先生。すべてが衝撃
的だった。はじめ、見た目でこの先生授業大丈夫なのか
な？という感じだったけど本当に好きでした。
小澤先生は癒し系。なんか、かわいい。授業受けるといい
なーってなる。授業はわかりやすい。
野村先生は、見た目がとても真面目そうな先生だなと思っ
たけど。結構面白い話もしてくれる。
　化学は三上先生がすごいわかりやすかった。基本をちゃ
んとやったうえで+αの情報をくれる。特に理論でこうい
う解き方がいいよとか教えてくれて自分は合ってました。

どの教科も自分の好みに合わせていい先生のマン

ツーを取らせてもらった。
陳：僕は化学だと池永先生。一言でいうとドSですね。初

めてのマンツーマンで大量のプリントをドンッと渡され
て、分厚いプリントをこれ覚えてきて、って。無機の反応
式の穴埋めのプリントで毎日欠かさず書き続けてたら
1週間で覚えられた。おかげで式を作りなさいって問題
で、知識で解けて全く困らなかった。どの教科も自分の好
みに合わせていい先生のマンツーを取らせてもらった。
ﾌｧﾑ：薄先生は数学の核を教えてくれて結構好きでした。
あと五十嵐先生は凄い丁寧で、でも板書が早いんです。
陳：腱鞘炎になりかけましたね。（笑）相当手先が器用な
のか、でもとても丁寧。小島先生は、マンツーマンでやり
方をちゃんとまとめてくれるというか。この問題はこう、
この問題はこう、というようにしてくれる。その具合が僕
にとってちょうどよかった。まとめすぎずというか。

集団授業でも、分かっていない自分のためだけに

解説してくれた。
ﾌｧﾑ：僕はマンツーマンは1年を通してとってなかったで
す。不安になったときこそ問題をたくさん解いてまし
た。あとは授業でちゃんと集中して。復習はめちゃく
ちゃした。前期のテキストは基本5周はしました。後期に
なっても、夏までのテキストを。分からないとこは7周と
か。基本を大事にしないと、って。
陳：計トレ良かったけど、なかなか解けなかった。
ﾌｧﾑ：計トレの問題が入試で実際にでたよね。テキストの
復習で計トレもそこそこできるようになった。
陳：英語は青葉先生。他で印象に残ったのは朝岡先生。
レスポンスがあるところが良い。集団授業でみんな分
かってるのに自分だけ分からなくて、そのために解説し
てくれたり。恥ずかしかったですけど。
ﾌｧﾑ：自分も朝岡先生。癒される。しゃべり方とかに。間
違えると解説してくれてとてもためになる。もう、先生
達の話は尽きませんよ！

数学がもっとできてたら、もっと合格できてたかも(笑)。
ﾌｧﾑ：得意科目って特になかった。数学も標準よりちょっ
と難しいところまでできるけどそれ以上難しくなると
…。結局受かったのは東北医科薬科、獨協、日大。1次ま
でだとそれに加えて埼玉、北里。すべて代官山のおかげ
です。
陳：僕は1次が9校で岩手、埼玉、獨協、聖マ、帝京、日
大、東邦、金沢。2次は日大、杏林が補欠の16番、帝京、
金沢、獨協、聖マ。数学がもっとできてたら、もっと合
格できてたかも(笑)。5校最終合格してるから十分っちゃ
十分だけど。
ﾌｧﾑ：英語もうちょっとほしかった。高3の貯金で最初は
できてたんですけど、ランキングにギリギリ載らないく
らいの…。夏前は数学と英語が4位でした。

日大医学部は、どの部活にも代官山生がいる(笑)。
陳：日大はＡクラとＢクラで出席番号で分かれてます。今
年はイラク、ベトナム、台湾、韓国と多国籍なんですよ。

ﾌｧﾑ：部活は準硬式野球部。
陳：バレー部と、軽音部で迷っています。軽音経験者なの
で続けたいと思っているんですが運動もしなきゃな、っ
て。基本的にどの部活行っても代官山生がいる。臼井く
ん、青嶋さん、松本さんや奈良くん、石川君とか、アウェ
イ感がない♪。日大は今厳しくて実習の時間を増やすため
に座学の時間を減らしたのに座学で学ばないといけないこ
とはどんどん増え続けるという…。実習に出ないと1発留
年だよね。みんなで熱があっても行く。

1年で受からせてくれるような環境ってなんてありが

たいんだと思って、6：30～来るようになったんです。
ﾌｧﾑ：予習は朝早く来て、朝できるとこまでしてた。寮
だったので、6:30から自習室が開いてるから来ようと
思って。
陳：毎朝6:30～来てた。2浪目が決まった3月2日、石井先
生と面談をしたんです。そのときに、最初に「君はこの
ままやっていればいつか受かると思ってるよね。1年だけ
いう事聞いてよ。1年たったらもうなにも言わないから
さ」と言われて。1年で受からせてくれるような環境っ
て、なんてありがたいんだと思って6:30から来るように
なったんです。

代官山での時間は自分でもびっくりするくらいスト

イックだった。
ﾌｧﾑ：自分でも代官山での時間はストイックだったなと思
います。振り返ると自分でもびっくりするくらい。高校
の時は7時半から補習に出てたけど寝てた。意識が変わっ
たきっかけは浪人するって決めたとき。でも最初は起き
れなかった。5月に石井先生に早く起きないともう1浪す
るぞ、って言われて、怖くなってそこから起きるように
なった(笑)。
陳：朝やることは決めてた。6:30に来ると授業まで2時間
半くらい。30分ずつ区切って4教科やるって決めてた。
ﾌｧﾑ：とりあえずその日の予習をして、時間が余ったら数
学の復習をしてた。もう少し計画的にやってればもっと
合格していたかも。ある程度、各教科の時間を振れてた
と思うけど意識的に振れてればね。その日の気分でやっ
てました(笑)

陳：僕も波がありました。2ヶ月単位くらいでダレる時期
があった。極力受験についての話をするようにしてたけ
ど…。とはいえ、ずーっと話したりしないように、1匹狼
にならないと。
ﾌｧﾑ：自習の時間に気をつけてたことはとにかくペンを動
かして、寝ないようにする。眠くなってめっちゃコー
ヒー飲んでた時期があった。
陳：僕も、寝ないように1番気を付けてた。けど、カフェ
インが利かないからどうしても耐えられないときは15分
くらい短い睡眠をとるようにしてた。

マンスリーテストは本番さながらで緊張した。競争

心を掻き立てられる。
陳：WTは自分の位置を知る用…ではなかったです。前半
は本気でやって、中盤はおろそかになっちゃって、でも
後半は100点狙いにいったりしていました。
ﾌｧﾑ：その週やったことがでるので、その後の復習でここ
抜けてるな、て思ってました。ここまだ復習してないの
になーっていうときも。
陳：MTは本番さながらだから…。特に理科は片方に行き
すぎちゃうくせ（生物得意）があったので捨てる感覚を
身に着けるようにやってました。ここは時間かかるから
やめて化学にいこう、って練習をしてました。生物が得
意科目になったのは…高3のときから好きだったけど興味
があっても知識が追いつかないということがあって。山
崎先生の授業で生物学の魅力がものすごくなって。1回だ
けMTで満点を取ったことがあった。でもおすすめしない
です。正直化学を生贄にした感じだったから。100分中
60分以上を生物に使って、化学の問題を見て解けないな
と判断して生物に戻って。
ﾌｧﾑ：MTは人殺す勢いでやってました(笑)。夏前にクラス
発表があって同じクラスの子が下のクラスに落ちていて
自分も落ちるかもしれないって。緊張感がありました。
MTきつくて物理全然意味わかんなかった。50点以上取っ
た記憶がない。でもその分本番が軽く見えた。今年の入
試物理難しかったけど、軽かった。
陳：代官山の点数序列制度すごくいいと思います。競争
心を掻き立てられるので。絶対落ちたくないのでプレッ
シャーも持てた。点数取れなくてクラス落ちちゃっ
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て、って自分の責任だし。
ﾌｧﾑ：でも午前中までしか体力持たなくて夜間きつかった
日もあった。
陳：入試だって午後までだよね。
ﾌｧﾑ：入試は全然…マンスリーの方が緊張感すごかったの
で(笑)。入試は緊張しなさ過ぎて森さん（森杏菜、杏林大
医学部進学）と修学旅行みたいだねーって話してまし
た。
陳：MTが疲れるってすごく分かる。力を振り絞ってやっ
てました。午後の理科までは大丈夫だけど小論きつかっ
た。MT終わりの自己採後にみんなでわからなかった問題
について意見出し合ってました。答えもらうけど答えを
否定したりしてました♪。結局こっちが間違ってたんで
すけど。
陳：終わった後の楽しみがあったよね。
ﾌｧﾑ：僕はみんながわいわい丸付けしてるのが嫌で、疲れ
てたし帰ってました。次の日1人で丸付けしてました。数
学の偏差値はだいたい60弱くらい。
陳：僕は50後半くらいだったっけ。生物は80取った時も
ありました。100点取ったとき。

石井先生の授業で情報を貰えたのが本当に役に

立った。面接で焦った時にパッと、こういうのが正解

だと石井先生が言ってたことを思い出した。
ﾌｧﾑ：石井先生の授業ではよく生徒を指すんです。絶対わ
からないってときに限って指されて。自分の事知られて
るんだなーって。自分が分からないところをピンポイン
トで聞いてくる。
陳：英語の授業ももちろんですけど、情報を貰えたのが
本当に役に立った。面接で焦った時にパッと、こういう
のが正解だと石井先生が言ってたことを思い出したり。
最初から圧迫にするスタンスの面接が多くて。杏林は男
の人が全然話聞く気ないみたいな。「全然具体的に話し
てないじゃん」ってどんどん突っ込まれて。そのときも
「答え続けるのが大事」って言われてたから答え続けて
れば大丈夫って意識をもつことができた。テクニックと
いうか面接とか学校そのものの情報がありがたかった。

ﾌｧﾑ：面接でこの人怒らせにきてるんだろうなーって人は
いました。北里で真ん中の人がずっと寝てるっていう。
頑張ってやってるんだろうなーって思って逆に可愛く思
えた。

素直に先生たちのいう事をきいてちゃんとやってれ

ば大丈夫です
ﾌｧﾑ：石井先生の授業でも言ってたけど、素直に先生たち
の言う事を聞いてちゃんとやってれば大丈夫です。朝早
く来ることは絶対で、薄先生が復習ちゃんとやれって
言ってたのでちゃんとやっていました。
陳：石井先生のいう事をちゃんと聞くっていうことです
ね。あと、勉強法よりもまず生活習慣を正さないと勉強
する頭にもなれないと思うので本当に生活習慣は大事だ
と思います。朝早く起きて、夜ちゃんと寝る。気をつけ
てやってました。

(友達とは)ほんとに切磋琢磨してた。そういう人を

見つけることも大事。
陳：梶浦君（梶浦淳史、日本医科大学進学）はいいライ
バルでしたね。最初の方は勝ってたけどどんどん抜かさ
れちゃって。ペアみたいにずっと
2人でクラス上がって行って。狙ってるでしょと思って
た。ほんとに切磋琢磨してた。そういう人を見つけるこ
とも大事かもしれないです。
ﾌｧﾑ：梶浦君とも、追いつけ追い越せでやってました。内
面が大人なので、すげーなーって。彼なら受かると思っ
てたけど、本人は受かるかわからないからちゃんとや
る、って。
陳：代官山MEDICALを選んだって運命だと思います。本
当に他の所には行かなくて良かった。
ﾌｧﾑ：親だけで面談来て決めたけど大学入ってから代官山
の先輩がいるのがいいなーって思ってます。最後に信じ
てついて行けば絶対に受かります。
陳：妥協せずに上を目指してもらいたいです。ここにき
て本当に良かったです。

代官山MEDICALとの出会い
ﾌｧﾑ：代官山MEDICALは12時間拘束してくれるというの
で選びました。他にはなかなか見つからなくて…。自分
で調べました。甘いので、縛られてやらないとダメだな
と思って。高校生のときはなにかと理由を付けてギリギ
リまで勉強しなかったので。
陳：母親の知人から母親が聞いて。最初は友達が行く予
備校があったんで。そっちを選びそうになったけど、代
官山MEDICALに面談に行った。それで石井先生との面談
をして「おーっ」て。父親とこれは決まりだね、と。即
決でした。
ﾌｧﾑ：最初のクラスはA4。
陳：A6からスタート。A6かなりできる人いたよね。梶浦
君（梶浦敦史　日本医科大進学）とか。

特色ある先生方で多面的に刺激を受けて成長で

きた。
陳：代官山の生物の先生はそれぞれ特色・個性がある。山
崎先生は、まず概念の根本になるものを教えて定着させた
あとに、その上に知識のせていく感じ。
例えば、「呼吸」についてだったら、まず「呼吸」とはこ
れこれでこうなるものを総じて「呼吸」という。そのあと
にこんな種類の呼吸があるというように。山崎先生のマン
ツーを取ってから、生物学の魅力がものすごくなって、楽
しくなった。
緒方先生は考察で頼ってました。考え方を仕分けてこの問
題はこう、この問題はこうって。考察も知識にしてしまう
という感じがあった。
大森先生は、生物の勉強をさらに派生したい人向けな感じ
がありました。難しいけれど分かりづらいことは全くなく
て、基礎をしっかりやっていれば理解できるし、ハイレベ
ルで面白い内容も扱ってくれて勉強熱心な先生なので最新
の情報にも精通しててよかったです。
深瀧先生は唯一厳しい先生。言葉の定義だったり、知識の
精密さを求めるなら深瀧先生が良いと思う。
石原先生は、深瀧先生の真逆？の感じ。でもそれでいて核
心をついているんです。ピンポイントな感じ。
ﾌｧﾑ：物理の印象に残った先生は寺澤先生。すべてが衝撃
的だった。はじめ、見た目でこの先生授業大丈夫なのか
な？という感じだったけど本当に好きでした。
小澤先生は癒し系。なんか、かわいい。授業受けるといい
なーってなる。授業はわかりやすい。
野村先生は、見た目がとても真面目そうな先生だなと思っ
たけど。結構面白い話もしてくれる。
　化学は三上先生がすごいわかりやすかった。基本をちゃ
んとやったうえで+αの情報をくれる。特に理論でこうい
う解き方がいいよとか教えてくれて自分は合ってました。

どの教科も自分の好みに合わせていい先生のマン

ツーを取らせてもらった。
陳：僕は化学だと池永先生。一言でいうとドSですね。初

めてのマンツーマンで大量のプリントをドンッと渡され
て、分厚いプリントをこれ覚えてきて、って。無機の反応
式の穴埋めのプリントで毎日欠かさず書き続けてたら
1週間で覚えられた。おかげで式を作りなさいって問題
で、知識で解けて全く困らなかった。どの教科も自分の好
みに合わせていい先生のマンツーを取らせてもらった。
ﾌｧﾑ：薄先生は数学の核を教えてくれて結構好きでした。
あと五十嵐先生は凄い丁寧で、でも板書が早いんです。
陳：腱鞘炎になりかけましたね。（笑）相当手先が器用な
のか、でもとても丁寧。小島先生は、マンツーマンでやり
方をちゃんとまとめてくれるというか。この問題はこう、
この問題はこう、というようにしてくれる。その具合が僕
にとってちょうどよかった。まとめすぎずというか。

集団授業でも、分かっていない自分のためだけに

解説してくれた。
ﾌｧﾑ：僕はマンツーマンは1年を通してとってなかったで
す。不安になったときこそ問題をたくさん解いてまし
た。あとは授業でちゃんと集中して。復習はめちゃく
ちゃした。前期のテキストは基本5周はしました。後期に
なっても、夏までのテキストを。分からないとこは7周と
か。基本を大事にしないと、って。
陳：計トレ良かったけど、なかなか解けなかった。
ﾌｧﾑ：計トレの問題が入試で実際にでたよね。テキストの
復習で計トレもそこそこできるようになった。
陳：英語は青葉先生。他で印象に残ったのは朝岡先生。
レスポンスがあるところが良い。集団授業でみんな分
かってるのに自分だけ分からなくて、そのために解説し
てくれたり。恥ずかしかったですけど。
ﾌｧﾑ：自分も朝岡先生。癒される。しゃべり方とかに。間
違えると解説してくれてとてもためになる。もう、先生
達の話は尽きませんよ！

数学がもっとできてたら、もっと合格できてたかも(笑)。
ﾌｧﾑ：得意科目って特になかった。数学も標準よりちょっ
と難しいところまでできるけどそれ以上難しくなると
…。結局受かったのは東北医科薬科、獨協、日大。1次ま
でだとそれに加えて埼玉、北里。すべて代官山のおかげ
です。
陳：僕は1次が9校で岩手、埼玉、獨協、聖マ、帝京、日
大、東邦、金沢。2次は日大、杏林が補欠の16番、帝京、
金沢、獨協、聖マ。数学がもっとできてたら、もっと合
格できてたかも(笑)。5校最終合格してるから十分っちゃ
十分だけど。
ﾌｧﾑ：英語もうちょっとほしかった。高3の貯金で最初は
できてたんですけど、ランキングにギリギリ載らないく
らいの…。夏前は数学と英語が4位でした。

日大医学部は、どの部活にも代官山生がいる(笑)。
陳：日大はＡクラとＢクラで出席番号で分かれてます。今
年はイラク、ベトナム、台湾、韓国と多国籍なんですよ。

ﾌｧﾑ：部活は準硬式野球部。
陳：バレー部と、軽音部で迷っています。軽音経験者なの
で続けたいと思っているんですが運動もしなきゃな、っ
て。基本的にどの部活行っても代官山生がいる。臼井く
ん、青嶋さん、松本さんや奈良くん、石川君とか、アウェ
イ感がない♪。日大は今厳しくて実習の時間を増やすため
に座学の時間を減らしたのに座学で学ばないといけないこ
とはどんどん増え続けるという…。実習に出ないと1発留
年だよね。みんなで熱があっても行く。

1年で受からせてくれるような環境ってなんてありが

たいんだと思って、6：30～来るようになったんです。
ﾌｧﾑ：予習は朝早く来て、朝できるとこまでしてた。寮
だったので、6:30から自習室が開いてるから来ようと
思って。
陳：毎朝6:30～来てた。2浪目が決まった3月2日、石井先
生と面談をしたんです。そのときに、最初に「君はこの
ままやっていればいつか受かると思ってるよね。1年だけ
いう事聞いてよ。1年たったらもうなにも言わないから
さ」と言われて。1年で受からせてくれるような環境っ
て、なんてありがたいんだと思って6:30から来るように
なったんです。

代官山での時間は自分でもびっくりするくらいスト

イックだった。
ﾌｧﾑ：自分でも代官山での時間はストイックだったなと思
います。振り返ると自分でもびっくりするくらい。高校
の時は7時半から補習に出てたけど寝てた。意識が変わっ
たきっかけは浪人するって決めたとき。でも最初は起き
れなかった。5月に石井先生に早く起きないともう1浪す
るぞ、って言われて、怖くなってそこから起きるように
なった(笑)。
陳：朝やることは決めてた。6:30に来ると授業まで2時間
半くらい。30分ずつ区切って4教科やるって決めてた。
ﾌｧﾑ：とりあえずその日の予習をして、時間が余ったら数
学の復習をしてた。もう少し計画的にやってればもっと
合格していたかも。ある程度、各教科の時間を振れてた
と思うけど意識的に振れてればね。その日の気分でやっ
てました(笑)

陳：僕も波がありました。2ヶ月単位くらいでダレる時期
があった。極力受験についての話をするようにしてたけ
ど…。とはいえ、ずーっと話したりしないように、1匹狼
にならないと。
ﾌｧﾑ：自習の時間に気をつけてたことはとにかくペンを動
かして、寝ないようにする。眠くなってめっちゃコー
ヒー飲んでた時期があった。
陳：僕も、寝ないように1番気を付けてた。けど、カフェ
インが利かないからどうしても耐えられないときは15分
くらい短い睡眠をとるようにしてた。

マンスリーテストは本番さながらで緊張した。競争

心を掻き立てられる。
陳：WTは自分の位置を知る用…ではなかったです。前半
は本気でやって、中盤はおろそかになっちゃって、でも
後半は100点狙いにいったりしていました。
ﾌｧﾑ：その週やったことがでるので、その後の復習でここ
抜けてるな、て思ってました。ここまだ復習してないの
になーっていうときも。
陳：MTは本番さながらだから…。特に理科は片方に行き
すぎちゃうくせ（生物得意）があったので捨てる感覚を
身に着けるようにやってました。ここは時間かかるから
やめて化学にいこう、って練習をしてました。生物が得
意科目になったのは…高3のときから好きだったけど興味
があっても知識が追いつかないということがあって。山
崎先生の授業で生物学の魅力がものすごくなって。1回だ
けMTで満点を取ったことがあった。でもおすすめしない
です。正直化学を生贄にした感じだったから。100分中
60分以上を生物に使って、化学の問題を見て解けないな
と判断して生物に戻って。
ﾌｧﾑ：MTは人殺す勢いでやってました(笑)。夏前にクラス
発表があって同じクラスの子が下のクラスに落ちていて
自分も落ちるかもしれないって。緊張感がありました。
MTきつくて物理全然意味わかんなかった。50点以上取っ
た記憶がない。でもその分本番が軽く見えた。今年の入
試物理難しかったけど、軽かった。
陳：代官山の点数序列制度すごくいいと思います。競争
心を掻き立てられるので。絶対落ちたくないのでプレッ
シャーも持てた。点数取れなくてクラス落ちちゃっ
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て、って自分の責任だし。
ﾌｧﾑ：でも午前中までしか体力持たなくて夜間きつかった
日もあった。
陳：入試だって午後までだよね。
ﾌｧﾑ：入試は全然…マンスリーの方が緊張感すごかったの
で(笑)。入試は緊張しなさ過ぎて森さん（森杏菜、杏林大
医学部進学）と修学旅行みたいだねーって話してまし
た。
陳：MTが疲れるってすごく分かる。力を振り絞ってやっ
てました。午後の理科までは大丈夫だけど小論きつかっ
た。MT終わりの自己採後にみんなでわからなかった問題
について意見出し合ってました。答えもらうけど答えを
否定したりしてました♪。結局こっちが間違ってたんで
すけど。
陳：終わった後の楽しみがあったよね。
ﾌｧﾑ：僕はみんながわいわい丸付けしてるのが嫌で、疲れ
てたし帰ってました。次の日1人で丸付けしてました。数
学の偏差値はだいたい60弱くらい。
陳：僕は50後半くらいだったっけ。生物は80取った時も
ありました。100点取ったとき。

石井先生の授業で情報を貰えたのが本当に役に

立った。面接で焦った時にパッと、こういうのが正解

だと石井先生が言ってたことを思い出した。
ﾌｧﾑ：石井先生の授業ではよく生徒を指すんです。絶対わ
からないってときに限って指されて。自分の事知られて
るんだなーって。自分が分からないところをピンポイン
トで聞いてくる。
陳：英語の授業ももちろんですけど、情報を貰えたのが
本当に役に立った。面接で焦った時にパッと、こういう
のが正解だと石井先生が言ってたことを思い出したり。
最初から圧迫にするスタンスの面接が多くて。杏林は男
の人が全然話聞く気ないみたいな。「全然具体的に話し
てないじゃん」ってどんどん突っ込まれて。そのときも
「答え続けるのが大事」って言われてたから答え続けて
れば大丈夫って意識をもつことができた。テクニックと
いうか面接とか学校そのものの情報がありがたかった。

ﾌｧﾑ：面接でこの人怒らせにきてるんだろうなーって人は
いました。北里で真ん中の人がずっと寝てるっていう。
頑張ってやってるんだろうなーって思って逆に可愛く思
えた。

素直に先生たちのいう事をきいてちゃんとやってれ

ば大丈夫です
ﾌｧﾑ：石井先生の授業でも言ってたけど、素直に先生たち
の言う事を聞いてちゃんとやってれば大丈夫です。朝早
く来ることは絶対で、薄先生が復習ちゃんとやれって
言ってたのでちゃんとやっていました。
陳：石井先生のいう事をちゃんと聞くっていうことです
ね。あと、勉強法よりもまず生活習慣を正さないと勉強
する頭にもなれないと思うので本当に生活習慣は大事だ
と思います。朝早く起きて、夜ちゃんと寝る。気をつけ
てやってました。

(友達とは)ほんとに切磋琢磨してた。そういう人を

見つけることも大事。
陳：梶浦君（梶浦淳史、日本医科大学進学）はいいライ
バルでしたね。最初の方は勝ってたけどどんどん抜かさ
れちゃって。ペアみたいにずっと
2人でクラス上がって行って。狙ってるでしょと思って
た。ほんとに切磋琢磨してた。そういう人を見つけるこ
とも大事かもしれないです。
ﾌｧﾑ：梶浦君とも、追いつけ追い越せでやってました。内
面が大人なので、すげーなーって。彼なら受かると思っ
てたけど、本人は受かるかわからないからちゃんとや
る、って。
陳：代官山MEDICALを選んだって運命だと思います。本
当に他の所には行かなくて良かった。
ﾌｧﾑ：親だけで面談来て決めたけど大学入ってから代官山
の先輩がいるのがいいなーって思ってます。最後に信じ
てついて行けば絶対に受かります。
陳：妥協せずに上を目指してもらいたいです。ここにき
て本当に良かったです。
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代官山MEDICALとの出会い
ﾌｧﾑ：代官山MEDICALは12時間拘束してくれるというの
で選びました。他にはなかなか見つからなくて…。自分
で調べました。甘いので、縛られてやらないとダメだな
と思って。高校生のときはなにかと理由を付けてギリギ
リまで勉強しなかったので。
陳：母親の知人から母親が聞いて。最初は友達が行く予
備校があったんで。そっちを選びそうになったけど、代
官山MEDICALに面談に行った。それで石井先生との面談
をして「おーっ」て。父親とこれは決まりだね、と。即
決でした。
ﾌｧﾑ：最初のクラスはA4。
陳：A6からスタート。A6かなりできる人いたよね。梶浦
君（梶浦敦史　日本医科大進学）とか。

特色ある先生方で多面的に刺激を受けて成長で

きた。
陳：代官山の生物の先生はそれぞれ特色・個性がある。山
崎先生は、まず概念の根本になるものを教えて定着させた
あとに、その上に知識のせていく感じ。
例えば、「呼吸」についてだったら、まず「呼吸」とはこ
れこれでこうなるものを総じて「呼吸」という。そのあと
にこんな種類の呼吸があるというように。山崎先生のマン
ツーを取ってから、生物学の魅力がものすごくなって、楽
しくなった。
緒方先生は考察で頼ってました。考え方を仕分けてこの問
題はこう、この問題はこうって。考察も知識にしてしまう
という感じがあった。
大森先生は、生物の勉強をさらに派生したい人向けな感じ
がありました。難しいけれど分かりづらいことは全くなく
て、基礎をしっかりやっていれば理解できるし、ハイレベ
ルで面白い内容も扱ってくれて勉強熱心な先生なので最新
の情報にも精通しててよかったです。
深瀧先生は唯一厳しい先生。言葉の定義だったり、知識の
精密さを求めるなら深瀧先生が良いと思う。
石原先生は、深瀧先生の真逆？の感じ。でもそれでいて核
心をついているんです。ピンポイントな感じ。
ﾌｧﾑ：物理の印象に残った先生は寺澤先生。すべてが衝撃
的だった。はじめ、見た目でこの先生授業大丈夫なのか
な？という感じだったけど本当に好きでした。
小澤先生は癒し系。なんか、かわいい。授業受けるといい
なーってなる。授業はわかりやすい。
野村先生は、見た目がとても真面目そうな先生だなと思っ
たけど。結構面白い話もしてくれる。
　化学は三上先生がすごいわかりやすかった。基本をちゃ
んとやったうえで+αの情報をくれる。特に理論でこうい
う解き方がいいよとか教えてくれて自分は合ってました。

どの教科も自分の好みに合わせていい先生のマン

ツーを取らせてもらった。
陳：僕は化学だと池永先生。一言でいうとドSですね。初

めてのマンツーマンで大量のプリントをドンッと渡され
て、分厚いプリントをこれ覚えてきて、って。無機の反応
式の穴埋めのプリントで毎日欠かさず書き続けてたら
1週間で覚えられた。おかげで式を作りなさいって問題
で、知識で解けて全く困らなかった。どの教科も自分の好
みに合わせていい先生のマンツーを取らせてもらった。
ﾌｧﾑ：薄先生は数学の核を教えてくれて結構好きでした。
あと五十嵐先生は凄い丁寧で、でも板書が早いんです。
陳：腱鞘炎になりかけましたね。（笑）相当手先が器用な
のか、でもとても丁寧。小島先生は、マンツーマンでやり
方をちゃんとまとめてくれるというか。この問題はこう、
この問題はこう、というようにしてくれる。その具合が僕
にとってちょうどよかった。まとめすぎずというか。

集団授業でも、分かっていない自分のためだけに

解説してくれた。
ﾌｧﾑ：僕はマンツーマンは1年を通してとってなかったで
す。不安になったときこそ問題をたくさん解いてまし
た。あとは授業でちゃんと集中して。復習はめちゃく
ちゃした。前期のテキストは基本5周はしました。後期に
なっても、夏までのテキストを。分からないとこは7周と
か。基本を大事にしないと、って。
陳：計トレ良かったけど、なかなか解けなかった。
ﾌｧﾑ：計トレの問題が入試で実際にでたよね。テキストの
復習で計トレもそこそこできるようになった。
陳：英語は青葉先生。他で印象に残ったのは朝岡先生。
レスポンスがあるところが良い。集団授業でみんな分
かってるのに自分だけ分からなくて、そのために解説し
てくれたり。恥ずかしかったですけど。
ﾌｧﾑ：自分も朝岡先生。癒される。しゃべり方とかに。間
違えると解説してくれてとてもためになる。もう、先生
達の話は尽きませんよ！

数学がもっとできてたら、もっと合格できてたかも(笑)。
ﾌｧﾑ：得意科目って特になかった。数学も標準よりちょっ
と難しいところまでできるけどそれ以上難しくなると
…。結局受かったのは東北医科薬科、獨協、日大。1次ま
でだとそれに加えて埼玉、北里。すべて代官山のおかげ
です。
陳：僕は1次が9校で岩手、埼玉、獨協、聖マ、帝京、日
大、東邦、金沢。2次は日大、杏林が補欠の16番、帝京、
金沢、獨協、聖マ。数学がもっとできてたら、もっと合
格できてたかも(笑)。5校最終合格してるから十分っちゃ
十分だけど。
ﾌｧﾑ：英語もうちょっとほしかった。高3の貯金で最初は
できてたんですけど、ランキングにギリギリ載らないく
らいの…。夏前は数学と英語が4位でした。

日大医学部は、どの部活にも代官山生がいる(笑)。
陳：日大はＡクラとＢクラで出席番号で分かれてます。今
年はイラク、ベトナム、台湾、韓国と多国籍なんですよ。

ﾌｧﾑ：部活は準硬式野球部。
陳：バレー部と、軽音部で迷っています。軽音経験者なの
で続けたいと思っているんですが運動もしなきゃな、っ
て。基本的にどの部活行っても代官山生がいる。臼井く
ん、青嶋さん、松本さんや奈良くん、石川君とか、アウェ
イ感がない♪。日大は今厳しくて実習の時間を増やすため
に座学の時間を減らしたのに座学で学ばないといけないこ
とはどんどん増え続けるという…。実習に出ないと1発留
年だよね。みんなで熱があっても行く。

1年で受からせてくれるような環境ってなんてありが

たいんだと思って、6：30～来るようになったんです。
ﾌｧﾑ：予習は朝早く来て、朝できるとこまでしてた。寮
だったので、6:30から自習室が開いてるから来ようと
思って。
陳：毎朝6:30～来てた。2浪目が決まった3月2日、石井先
生と面談をしたんです。そのときに、最初に「君はこの
ままやっていればいつか受かると思ってるよね。1年だけ
いう事聞いてよ。1年たったらもうなにも言わないから
さ」と言われて。1年で受からせてくれるような環境っ
て、なんてありがたいんだと思って6:30から来るように
なったんです。

代官山での時間は自分でもびっくりするくらいスト

イックだった。
ﾌｧﾑ：自分でも代官山での時間はストイックだったなと思
います。振り返ると自分でもびっくりするくらい。高校
の時は7時半から補習に出てたけど寝てた。意識が変わっ
たきっかけは浪人するって決めたとき。でも最初は起き
れなかった。5月に石井先生に早く起きないともう1浪す
るぞ、って言われて、怖くなってそこから起きるように
なった(笑)。
陳：朝やることは決めてた。6:30に来ると授業まで2時間
半くらい。30分ずつ区切って4教科やるって決めてた。
ﾌｧﾑ：とりあえずその日の予習をして、時間が余ったら数
学の復習をしてた。もう少し計画的にやってればもっと
合格していたかも。ある程度、各教科の時間を振れてた
と思うけど意識的に振れてればね。その日の気分でやっ
てました(笑)

陳：僕も波がありました。2ヶ月単位くらいでダレる時期
があった。極力受験についての話をするようにしてたけ
ど…。とはいえ、ずーっと話したりしないように、1匹狼
にならないと。
ﾌｧﾑ：自習の時間に気をつけてたことはとにかくペンを動
かして、寝ないようにする。眠くなってめっちゃコー
ヒー飲んでた時期があった。
陳：僕も、寝ないように1番気を付けてた。けど、カフェ
インが利かないからどうしても耐えられないときは15分
くらい短い睡眠をとるようにしてた。

マンスリーテストは本番さながらで緊張した。競争

心を掻き立てられる。
陳：WTは自分の位置を知る用…ではなかったです。前半
は本気でやって、中盤はおろそかになっちゃって、でも
後半は100点狙いにいったりしていました。
ﾌｧﾑ：その週やったことがでるので、その後の復習でここ
抜けてるな、て思ってました。ここまだ復習してないの
になーっていうときも。
陳：MTは本番さながらだから…。特に理科は片方に行き
すぎちゃうくせ（生物得意）があったので捨てる感覚を
身に着けるようにやってました。ここは時間かかるから
やめて化学にいこう、って練習をしてました。生物が得
意科目になったのは…高3のときから好きだったけど興味
があっても知識が追いつかないということがあって。山
崎先生の授業で生物学の魅力がものすごくなって。1回だ
けMTで満点を取ったことがあった。でもおすすめしない
です。正直化学を生贄にした感じだったから。100分中
60分以上を生物に使って、化学の問題を見て解けないな
と判断して生物に戻って。
ﾌｧﾑ：MTは人殺す勢いでやってました(笑)。夏前にクラス
発表があって同じクラスの子が下のクラスに落ちていて
自分も落ちるかもしれないって。緊張感がありました。
MTきつくて物理全然意味わかんなかった。50点以上取っ
た記憶がない。でもその分本番が軽く見えた。今年の入
試物理難しかったけど、軽かった。
陳：代官山の点数序列制度すごくいいと思います。競争
心を掻き立てられるので。絶対落ちたくないのでプレッ
シャーも持てた。点数取れなくてクラス落ちちゃっ
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て、って自分の責任だし。
ﾌｧﾑ：でも午前中までしか体力持たなくて夜間きつかった
日もあった。
陳：入試だって午後までだよね。
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で(笑)。入試は緊張しなさ過ぎて森さん（森杏菜、杏林大
医学部進学）と修学旅行みたいだねーって話してまし
た。
陳：MTが疲れるってすごく分かる。力を振り絞ってやっ
てました。午後の理科までは大丈夫だけど小論きつかっ
た。MT終わりの自己採後にみんなでわからなかった問題
について意見出し合ってました。答えもらうけど答えを
否定したりしてました♪。結局こっちが間違ってたんで
すけど。
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ﾌｧﾑ：僕はみんながわいわい丸付けしてるのが嫌で、疲れ
てたし帰ってました。次の日1人で丸付けしてました。数
学の偏差値はだいたい60弱くらい。
陳：僕は50後半くらいだったっけ。生物は80取った時も
ありました。100点取ったとき。

石井先生の授業で情報を貰えたのが本当に役に

立った。面接で焦った時にパッと、こういうのが正解

だと石井先生が言ってたことを思い出した。
ﾌｧﾑ：石井先生の授業ではよく生徒を指すんです。絶対わ
からないってときに限って指されて。自分の事知られて
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本当に役に立った。面接で焦った時にパッと、こういう
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最初から圧迫にするスタンスの面接が多くて。杏林は男
の人が全然話聞く気ないみたいな。「全然具体的に話し
てないじゃん」ってどんどん突っ込まれて。そのときも
「答え続けるのが大事」って言われてたから答え続けて
れば大丈夫って意識をもつことができた。テクニックと
いうか面接とか学校そのものの情報がありがたかった。

ﾌｧﾑ：面接でこの人怒らせにきてるんだろうなーって人は
いました。北里で真ん中の人がずっと寝てるっていう。
頑張ってやってるんだろうなーって思って逆に可愛く思
えた。

素直に先生たちのいう事をきいてちゃんとやってれ

ば大丈夫です
ﾌｧﾑ：石井先生の授業でも言ってたけど、素直に先生たち
の言う事を聞いてちゃんとやってれば大丈夫です。朝早
く来ることは絶対で、薄先生が復習ちゃんとやれって
言ってたのでちゃんとやっていました。
陳：石井先生のいう事をちゃんと聞くっていうことです
ね。あと、勉強法よりもまず生活習慣を正さないと勉強
する頭にもなれないと思うので本当に生活習慣は大事だ
と思います。朝早く起きて、夜ちゃんと寝る。気をつけ
てやってました。

(友達とは)ほんとに切磋琢磨してた。そういう人を

見つけることも大事。
陳：梶浦君（梶浦淳史、日本医科大学進学）はいいライ
バルでしたね。最初の方は勝ってたけどどんどん抜かさ
れちゃって。ペアみたいにずっと
2人でクラス上がって行って。狙ってるでしょと思って
た。ほんとに切磋琢磨してた。そういう人を見つけるこ
とも大事かもしれないです。
ﾌｧﾑ：梶浦君とも、追いつけ追い越せでやってました。内
面が大人なので、すげーなーって。彼なら受かると思っ
てたけど、本人は受かるかわからないからちゃんとや
る、って。
陳：代官山MEDICALを選んだって運命だと思います。本
当に他の所には行かなくて良かった。
ﾌｧﾑ：親だけで面談来て決めたけど大学入ってから代官山
の先輩がいるのがいいなーって思ってます。最後に信じ
てついて行けば絶対に受かります。
陳：妥協せずに上を目指してもらいたいです。ここにき
て本当に良かったです。

代官山MEDICALとの出会い
ﾌｧﾑ：代官山MEDICALは12時間拘束してくれるというの
で選びました。他にはなかなか見つからなくて…。自分
で調べました。甘いので、縛られてやらないとダメだな
と思って。高校生のときはなにかと理由を付けてギリギ
リまで勉強しなかったので。
陳：母親の知人から母親が聞いて。最初は友達が行く予
備校があったんで。そっちを選びそうになったけど、代
官山MEDICALに面談に行った。それで石井先生との面談
をして「おーっ」て。父親とこれは決まりだね、と。即
決でした。
ﾌｧﾑ：最初のクラスはA4。
陳：A6からスタート。A6かなりできる人いたよね。梶浦
君（梶浦敦史　日本医科大進学）とか。

特色ある先生方で多面的に刺激を受けて成長で

きた。
陳：代官山の生物の先生はそれぞれ特色・個性がある。山
崎先生は、まず概念の根本になるものを教えて定着させた
あとに、その上に知識のせていく感じ。
例えば、「呼吸」についてだったら、まず「呼吸」とはこ
れこれでこうなるものを総じて「呼吸」という。そのあと
にこんな種類の呼吸があるというように。山崎先生のマン
ツーを取ってから、生物学の魅力がものすごくなって、楽
しくなった。
緒方先生は考察で頼ってました。考え方を仕分けてこの問
題はこう、この問題はこうって。考察も知識にしてしまう
という感じがあった。
大森先生は、生物の勉強をさらに派生したい人向けな感じ
がありました。難しいけれど分かりづらいことは全くなく
て、基礎をしっかりやっていれば理解できるし、ハイレベ
ルで面白い内容も扱ってくれて勉強熱心な先生なので最新
の情報にも精通しててよかったです。
深瀧先生は唯一厳しい先生。言葉の定義だったり、知識の
精密さを求めるなら深瀧先生が良いと思う。
石原先生は、深瀧先生の真逆？の感じ。でもそれでいて核
心をついているんです。ピンポイントな感じ。
ﾌｧﾑ：物理の印象に残った先生は寺澤先生。すべてが衝撃
的だった。はじめ、見た目でこの先生授業大丈夫なのか
な？という感じだったけど本当に好きでした。
小澤先生は癒し系。なんか、かわいい。授業受けるといい
なーってなる。授業はわかりやすい。
野村先生は、見た目がとても真面目そうな先生だなと思っ
たけど。結構面白い話もしてくれる。
　化学は三上先生がすごいわかりやすかった。基本をちゃ
んとやったうえで+αの情報をくれる。特に理論でこうい
う解き方がいいよとか教えてくれて自分は合ってました。

どの教科も自分の好みに合わせていい先生のマン

ツーを取らせてもらった。
陳：僕は化学だと池永先生。一言でいうとドSですね。初

めてのマンツーマンで大量のプリントをドンッと渡され
て、分厚いプリントをこれ覚えてきて、って。無機の反応
式の穴埋めのプリントで毎日欠かさず書き続けてたら
1週間で覚えられた。おかげで式を作りなさいって問題
で、知識で解けて全く困らなかった。どの教科も自分の好
みに合わせていい先生のマンツーを取らせてもらった。
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解説してくれた。
ﾌｧﾑ：僕はマンツーマンは1年を通してとってなかったで
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レスポンスがあるところが良い。集団授業でみんな分
かってるのに自分だけ分からなくて、そのために解説し
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達の話は尽きませんよ！
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発表があって同じクラスの子が下のクラスに落ちていて
自分も落ちるかもしれないって。緊張感がありました。
MTきつくて物理全然意味わかんなかった。50点以上取っ
た記憶がない。でもその分本番が軽く見えた。今年の入
試物理難しかったけど、軽かった。
陳：代官山の点数序列制度すごくいいと思います。競争
心を掻き立てられるので。絶対落ちたくないのでプレッ
シャーも持てた。点数取れなくてクラス落ちちゃっ
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て、って自分の責任だし。
ﾌｧﾑ：でも午前中までしか体力持たなくて夜間きつかった
日もあった。
陳：入試だって午後までだよね。
ﾌｧﾑ：入試は全然…マンスリーの方が緊張感すごかったの
で(笑)。入試は緊張しなさ過ぎて森さん（森杏菜、杏林大
医学部進学）と修学旅行みたいだねーって話してまし
た。
陳：MTが疲れるってすごく分かる。力を振り絞ってやっ
てました。午後の理科までは大丈夫だけど小論きつかっ
た。MT終わりの自己採後にみんなでわからなかった問題
について意見出し合ってました。答えもらうけど答えを
否定したりしてました♪。結局こっちが間違ってたんで
すけど。
陳：終わった後の楽しみがあったよね。
ﾌｧﾑ：僕はみんながわいわい丸付けしてるのが嫌で、疲れ
てたし帰ってました。次の日1人で丸付けしてました。数
学の偏差値はだいたい60弱くらい。
陳：僕は50後半くらいだったっけ。生物は80取った時も
ありました。100点取ったとき。

石井先生の授業で情報を貰えたのが本当に役に

立った。面接で焦った時にパッと、こういうのが正解

だと石井先生が言ってたことを思い出した。
ﾌｧﾑ：石井先生の授業ではよく生徒を指すんです。絶対わ
からないってときに限って指されて。自分の事知られて
るんだなーって。自分が分からないところをピンポイン
トで聞いてくる。
陳：英語の授業ももちろんですけど、情報を貰えたのが
本当に役に立った。面接で焦った時にパッと、こういう
のが正解だと石井先生が言ってたことを思い出したり。
最初から圧迫にするスタンスの面接が多くて。杏林は男
の人が全然話聞く気ないみたいな。「全然具体的に話し
てないじゃん」ってどんどん突っ込まれて。そのときも
「答え続けるのが大事」って言われてたから答え続けて
れば大丈夫って意識をもつことができた。テクニックと
いうか面接とか学校そのものの情報がありがたかった。

ﾌｧﾑ：面接でこの人怒らせにきてるんだろうなーって人は
いました。北里で真ん中の人がずっと寝てるっていう。
頑張ってやってるんだろうなーって思って逆に可愛く思
えた。

素直に先生たちのいう事をきいてちゃんとやってれ

ば大丈夫です
ﾌｧﾑ：石井先生の授業でも言ってたけど、素直に先生たち
の言う事を聞いてちゃんとやってれば大丈夫です。朝早
く来ることは絶対で、薄先生が復習ちゃんとやれって
言ってたのでちゃんとやっていました。
陳：石井先生のいう事をちゃんと聞くっていうことです
ね。あと、勉強法よりもまず生活習慣を正さないと勉強
する頭にもなれないと思うので本当に生活習慣は大事だ
と思います。朝早く起きて、夜ちゃんと寝る。気をつけ
てやってました。

(友達とは)ほんとに切磋琢磨してた。そういう人を

見つけることも大事。
陳：梶浦君（梶浦淳史、日本医科大学進学）はいいライ
バルでしたね。最初の方は勝ってたけどどんどん抜かさ
れちゃって。ペアみたいにずっと
2人でクラス上がって行って。狙ってるでしょと思って
た。ほんとに切磋琢磨してた。そういう人を見つけるこ
とも大事かもしれないです。
ﾌｧﾑ：梶浦君とも、追いつけ追い越せでやってました。内
面が大人なので、すげーなーって。彼なら受かると思っ
てたけど、本人は受かるかわからないからちゃんとや
る、って。
陳：代官山MEDICALを選んだって運命だと思います。本
当に他の所には行かなくて良かった。
ﾌｧﾑ：親だけで面談来て決めたけど大学入ってから代官山
の先輩がいるのがいいなーって思ってます。最後に信じ
てついて行けば絶対に受かります。
陳：妥協せずに上を目指してもらいたいです。ここにき
て本当に良かったです。

代官山MEDICALとの出会い
ﾌｧﾑ：代官山MEDICALは12時間拘束してくれるというの
で選びました。他にはなかなか見つからなくて…。自分
で調べました。甘いので、縛られてやらないとダメだな
と思って。高校生のときはなにかと理由を付けてギリギ
リまで勉強しなかったので。
陳：母親の知人から母親が聞いて。最初は友達が行く予
備校があったんで。そっちを選びそうになったけど、代
官山MEDICALに面談に行った。それで石井先生との面談
をして「おーっ」て。父親とこれは決まりだね、と。即
決でした。
ﾌｧﾑ：最初のクラスはA4。
陳：A6からスタート。A6かなりできる人いたよね。梶浦
君（梶浦敦史　日本医科大進学）とか。

特色ある先生方で多面的に刺激を受けて成長で

きた。
陳：代官山の生物の先生はそれぞれ特色・個性がある。山
崎先生は、まず概念の根本になるものを教えて定着させた
あとに、その上に知識のせていく感じ。
例えば、「呼吸」についてだったら、まず「呼吸」とはこ
れこれでこうなるものを総じて「呼吸」という。そのあと
にこんな種類の呼吸があるというように。山崎先生のマン
ツーを取ってから、生物学の魅力がものすごくなって、楽
しくなった。
緒方先生は考察で頼ってました。考え方を仕分けてこの問
題はこう、この問題はこうって。考察も知識にしてしまう
という感じがあった。
大森先生は、生物の勉強をさらに派生したい人向けな感じ
がありました。難しいけれど分かりづらいことは全くなく
て、基礎をしっかりやっていれば理解できるし、ハイレベ
ルで面白い内容も扱ってくれて勉強熱心な先生なので最新
の情報にも精通しててよかったです。
深瀧先生は唯一厳しい先生。言葉の定義だったり、知識の
精密さを求めるなら深瀧先生が良いと思う。
石原先生は、深瀧先生の真逆？の感じ。でもそれでいて核
心をついているんです。ピンポイントな感じ。
ﾌｧﾑ：物理の印象に残った先生は寺澤先生。すべてが衝撃
的だった。はじめ、見た目でこの先生授業大丈夫なのか
な？という感じだったけど本当に好きでした。
小澤先生は癒し系。なんか、かわいい。授業受けるといい
なーってなる。授業はわかりやすい。
野村先生は、見た目がとても真面目そうな先生だなと思っ
たけど。結構面白い話もしてくれる。
　化学は三上先生がすごいわかりやすかった。基本をちゃ
んとやったうえで+αの情報をくれる。特に理論でこうい
う解き方がいいよとか教えてくれて自分は合ってました。

どの教科も自分の好みに合わせていい先生のマン

ツーを取らせてもらった。
陳：僕は化学だと池永先生。一言でいうとドSですね。初

めてのマンツーマンで大量のプリントをドンッと渡され
て、分厚いプリントをこれ覚えてきて、って。無機の反応
式の穴埋めのプリントで毎日欠かさず書き続けてたら
1週間で覚えられた。おかげで式を作りなさいって問題
で、知識で解けて全く困らなかった。どの教科も自分の好
みに合わせていい先生のマンツーを取らせてもらった。
ﾌｧﾑ：薄先生は数学の核を教えてくれて結構好きでした。
あと五十嵐先生は凄い丁寧で、でも板書が早いんです。
陳：腱鞘炎になりかけましたね。（笑）相当手先が器用な
のか、でもとても丁寧。小島先生は、マンツーマンでやり
方をちゃんとまとめてくれるというか。この問題はこう、
この問題はこう、というようにしてくれる。その具合が僕
にとってちょうどよかった。まとめすぎずというか。

集団授業でも、分かっていない自分のためだけに

解説してくれた。
ﾌｧﾑ：僕はマンツーマンは1年を通してとってなかったで
す。不安になったときこそ問題をたくさん解いてまし
た。あとは授業でちゃんと集中して。復習はめちゃく
ちゃした。前期のテキストは基本5周はしました。後期に
なっても、夏までのテキストを。分からないとこは7周と
か。基本を大事にしないと、って。
陳：計トレ良かったけど、なかなか解けなかった。
ﾌｧﾑ：計トレの問題が入試で実際にでたよね。テキストの
復習で計トレもそこそこできるようになった。
陳：英語は青葉先生。他で印象に残ったのは朝岡先生。
レスポンスがあるところが良い。集団授業でみんな分
かってるのに自分だけ分からなくて、そのために解説し
てくれたり。恥ずかしかったですけど。
ﾌｧﾑ：自分も朝岡先生。癒される。しゃべり方とかに。間
違えると解説してくれてとてもためになる。もう、先生
達の話は尽きませんよ！

数学がもっとできてたら、もっと合格できてたかも(笑)。
ﾌｧﾑ：得意科目って特になかった。数学も標準よりちょっ
と難しいところまでできるけどそれ以上難しくなると
…。結局受かったのは東北医科薬科、獨協、日大。1次ま
でだとそれに加えて埼玉、北里。すべて代官山のおかげ
です。
陳：僕は1次が9校で岩手、埼玉、獨協、聖マ、帝京、日
大、東邦、金沢。2次は日大、杏林が補欠の16番、帝京、
金沢、獨協、聖マ。数学がもっとできてたら、もっと合
格できてたかも(笑)。5校最終合格してるから十分っちゃ
十分だけど。
ﾌｧﾑ：英語もうちょっとほしかった。高3の貯金で最初は
できてたんですけど、ランキングにギリギリ載らないく
らいの…。夏前は数学と英語が4位でした。

日大医学部は、どの部活にも代官山生がいる(笑)。
陳：日大はＡクラとＢクラで出席番号で分かれてます。今
年はイラク、ベトナム、台湾、韓国と多国籍なんですよ。

ﾌｧﾑ：部活は準硬式野球部。
陳：バレー部と、軽音部で迷っています。軽音経験者なの
で続けたいと思っているんですが運動もしなきゃな、っ
て。基本的にどの部活行っても代官山生がいる。臼井く
ん、青嶋さん、松本さんや奈良くん、石川君とか、アウェ
イ感がない♪。日大は今厳しくて実習の時間を増やすため
に座学の時間を減らしたのに座学で学ばないといけないこ
とはどんどん増え続けるという…。実習に出ないと1発留
年だよね。みんなで熱があっても行く。

1年で受からせてくれるような環境ってなんてありが

たいんだと思って、6：30～来るようになったんです。
ﾌｧﾑ：予習は朝早く来て、朝できるとこまでしてた。寮
だったので、6:30から自習室が開いてるから来ようと
思って。
陳：毎朝6:30～来てた。2浪目が決まった3月2日、石井先
生と面談をしたんです。そのときに、最初に「君はこの
ままやっていればいつか受かると思ってるよね。1年だけ
いう事聞いてよ。1年たったらもうなにも言わないから
さ」と言われて。1年で受からせてくれるような環境っ
て、なんてありがたいんだと思って6:30から来るように
なったんです。

代官山での時間は自分でもびっくりするくらいスト

イックだった。
ﾌｧﾑ：自分でも代官山での時間はストイックだったなと思
います。振り返ると自分でもびっくりするくらい。高校
の時は7時半から補習に出てたけど寝てた。意識が変わっ
たきっかけは浪人するって決めたとき。でも最初は起き
れなかった。5月に石井先生に早く起きないともう1浪す
るぞ、って言われて、怖くなってそこから起きるように
なった(笑)。
陳：朝やることは決めてた。6:30に来ると授業まで2時間
半くらい。30分ずつ区切って4教科やるって決めてた。
ﾌｧﾑ：とりあえずその日の予習をして、時間が余ったら数
学の復習をしてた。もう少し計画的にやってればもっと
合格していたかも。ある程度、各教科の時間を振れてた
と思うけど意識的に振れてればね。その日の気分でやっ
てました(笑)

陳：僕も波がありました。2ヶ月単位くらいでダレる時期
があった。極力受験についての話をするようにしてたけ
ど…。とはいえ、ずーっと話したりしないように、1匹狼
にならないと。
ﾌｧﾑ：自習の時間に気をつけてたことはとにかくペンを動
かして、寝ないようにする。眠くなってめっちゃコー
ヒー飲んでた時期があった。
陳：僕も、寝ないように1番気を付けてた。けど、カフェ
インが利かないからどうしても耐えられないときは15分
くらい短い睡眠をとるようにしてた。

マンスリーテストは本番さながらで緊張した。競争

心を掻き立てられる。
陳：WTは自分の位置を知る用…ではなかったです。前半
は本気でやって、中盤はおろそかになっちゃって、でも
後半は100点狙いにいったりしていました。
ﾌｧﾑ：その週やったことがでるので、その後の復習でここ
抜けてるな、て思ってました。ここまだ復習してないの
になーっていうときも。
陳：MTは本番さながらだから…。特に理科は片方に行き
すぎちゃうくせ（生物得意）があったので捨てる感覚を
身に着けるようにやってました。ここは時間かかるから
やめて化学にいこう、って練習をしてました。生物が得
意科目になったのは…高3のときから好きだったけど興味
があっても知識が追いつかないということがあって。山
崎先生の授業で生物学の魅力がものすごくなって。1回だ
けMTで満点を取ったことがあった。でもおすすめしない
です。正直化学を生贄にした感じだったから。100分中
60分以上を生物に使って、化学の問題を見て解けないな
と判断して生物に戻って。
ﾌｧﾑ：MTは人殺す勢いでやってました(笑)。夏前にクラス
発表があって同じクラスの子が下のクラスに落ちていて
自分も落ちるかもしれないって。緊張感がありました。
MTきつくて物理全然意味わかんなかった。50点以上取っ
た記憶がない。でもその分本番が軽く見えた。今年の入
試物理難しかったけど、軽かった。
陳：代官山の点数序列制度すごくいいと思います。競争
心を掻き立てられるので。絶対落ちたくないのでプレッ
シャーも持てた。点数取れなくてクラス落ちちゃっ
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て、って自分の責任だし。
ﾌｧﾑ：でも午前中までしか体力持たなくて夜間きつかった
日もあった。
陳：入試だって午後までだよね。
ﾌｧﾑ：入試は全然…マンスリーの方が緊張感すごかったの
で(笑)。入試は緊張しなさ過ぎて森さん（森杏菜、杏林大
医学部進学）と修学旅行みたいだねーって話してまし
た。
陳：MTが疲れるってすごく分かる。力を振り絞ってやっ
てました。午後の理科までは大丈夫だけど小論きつかっ
た。MT終わりの自己採後にみんなでわからなかった問題
について意見出し合ってました。答えもらうけど答えを
否定したりしてました♪。結局こっちが間違ってたんで
すけど。
陳：終わった後の楽しみがあったよね。
ﾌｧﾑ：僕はみんながわいわい丸付けしてるのが嫌で、疲れ
てたし帰ってました。次の日1人で丸付けしてました。数
学の偏差値はだいたい60弱くらい。
陳：僕は50後半くらいだったっけ。生物は80取った時も
ありました。100点取ったとき。

石井先生の授業で情報を貰えたのが本当に役に

立った。面接で焦った時にパッと、こういうのが正解

だと石井先生が言ってたことを思い出した。
ﾌｧﾑ：石井先生の授業ではよく生徒を指すんです。絶対わ
からないってときに限って指されて。自分の事知られて
るんだなーって。自分が分からないところをピンポイン
トで聞いてくる。
陳：英語の授業ももちろんですけど、情報を貰えたのが
本当に役に立った。面接で焦った時にパッと、こういう
のが正解だと石井先生が言ってたことを思い出したり。
最初から圧迫にするスタンスの面接が多くて。杏林は男
の人が全然話聞く気ないみたいな。「全然具体的に話し
てないじゃん」ってどんどん突っ込まれて。そのときも
「答え続けるのが大事」って言われてたから答え続けて
れば大丈夫って意識をもつことができた。テクニックと
いうか面接とか学校そのものの情報がありがたかった。

ﾌｧﾑ：面接でこの人怒らせにきてるんだろうなーって人は
いました。北里で真ん中の人がずっと寝てるっていう。
頑張ってやってるんだろうなーって思って逆に可愛く思
えた。

素直に先生たちのいう事をきいてちゃんとやってれ

ば大丈夫です
ﾌｧﾑ：石井先生の授業でも言ってたけど、素直に先生たち
の言う事を聞いてちゃんとやってれば大丈夫です。朝早
く来ることは絶対で、薄先生が復習ちゃんとやれって
言ってたのでちゃんとやっていました。
陳：石井先生のいう事をちゃんと聞くっていうことです
ね。あと、勉強法よりもまず生活習慣を正さないと勉強
する頭にもなれないと思うので本当に生活習慣は大事だ
と思います。朝早く起きて、夜ちゃんと寝る。気をつけ
てやってました。

(友達とは)ほんとに切磋琢磨してた。そういう人を

見つけることも大事。
陳：梶浦君（梶浦淳史、日本医科大学進学）はいいライ
バルでしたね。最初の方は勝ってたけどどんどん抜かさ
れちゃって。ペアみたいにずっと
2人でクラス上がって行って。狙ってるでしょと思って
た。ほんとに切磋琢磨してた。そういう人を見つけるこ
とも大事かもしれないです。
ﾌｧﾑ：梶浦君とも、追いつけ追い越せでやってました。内
面が大人なので、すげーなーって。彼なら受かると思っ
てたけど、本人は受かるかわからないからちゃんとや
る、って。
陳：代官山MEDICALを選んだって運命だと思います。本
当に他の所には行かなくて良かった。
ﾌｧﾑ：親だけで面談来て決めたけど大学入ってから代官山
の先輩がいるのがいいなーって思ってます。最後に信じ
てついて行けば絶対に受かります。
陳：妥協せずに上を目指してもらいたいです。ここにき
て本当に良かったです。
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受験期にインフル！？でも日大正規合格！
一次合格したのは、川崎（補欠）、金沢（補欠、日大2日
後に連絡）、東北医科薬科大（2次棄権）、日大（正規、
進学）。
金沢2次では集団（面接）で司会みたいになってしまって
発言数が多くなったかな、という印象でマズいかなっ
て。
川崎はちょっと圧迫。東京なのになんで川崎くるの？ど
うせ滑り止めでしょ？って。
杏林が悔しい。7割くらい取れた印象だった。数学、英語
とれてて生物もとても取れた。化学もとれてたのに…。
なぜか1次こなかった。手応えってあんまりあてにならな
いですね。
東北医科薬科大は1次自己採したら5割くらいだったので
川崎も来てたし行きませんでした。しかもインフルに
なってたし？！
日大のときは行くのは川崎かな、って思いながら受けて
た。川崎だけしか合格していなかったから。日大の日は
バッドコンディションでした。（次の日インフル発
症。）
数学は記述からやって3/4くらい埋めて、その後マーク、
大問1個全く出来なかったけど時間なさ過ぎて。でも山室
先生の授業で習った内容が役に立ってかなり時間短縮で
きました。正規合格だったので書いたところは取れてた
と思います。

代官山MEDICALで現実を知った。
代官山MEDICALに入って最初のクラス編成テスト酷かっ
た。偏差値が30台。その後も偏差値41～47で推移してい
て50超えたのが2回だけ。
数学はなぜかMTであまり取れなかった。難しくないっす
か？
最初の編成テストがA11で最終はA8クラス。
ﾚｷﾞｭﾗｰの授業が始まって、数学は、最初授業を受けてレ
ビューテストをやってというだけでいっぱいだった。
夏に、全部忘れてると気づいて。力丸先生の授業で当て
られたけど答えられなくて隣の人が答えててやばいと。
２学期のテキストも大事だけど、１学期のテキストをや
りなおした。２学期の授業後に同じ範囲の１学期のテキ
ストをやり直してた。2学期の授業は復習するだけ。
数学は前期の計トレは簡単だったけど後期の過去問を意
識した計トレは楽しかった。数学の授業で1番楽しかっ
た。本番みたいで。

英語は出来ると勘違いしていた。
教科では英語は最初から自信があった。が、ここへ来て
全然出来てないことに気づいた。
青葉先生はまとまった授業でわかりやすい。集団の授業
のときパッパッパと説明してくれたり、文と文の繋がり
に気づかせてくれたり。受験で必要なことを教えてくれ
る。本番も結構役に立ちました。

石井先生の授業と近い感じがしてました。石井先生も文
と文の繋がりは大事にするので。
単語はあまりやらなかったけど、文の繋がりでわかるよ
うになってた。文法を意識して文のつながりで読む。単
語を答える問題なんてでないから。単語も基本的な物だ
けであとは文脈で読んでいた。

先生の指示通りメニューをこなした。
化学はセミナーを死ぬほどやりました。発展は全部カッ
トして基本のところだけです。
授業は最初よく分からなかったけどセミナーをやったら
授業で言っていることが分かるようになったと思う。あ
とは直前に化学のﾏﾝﾂｰで高橋龍先生を取ってから質問出
来てすぐに解決できてよかった。知識の整理を中心に
やってもらったので，しかも直前だったので入試に直結
しました。実は生物のほうが楽しくて最初化学全然やっ
てませんでした。

深瀧先生のおかげで生物はものになった。
生物は深瀧先生に授業でお世話になって，一気に出来る
ようになりました。最初授業でみんなに当てて答えられ
ないと，え？？みたいな感じで怖いというかとっつきに
くいと思ってましたが，ﾏﾝﾂｰ取ったら分かりやすいし何
よりテンポがよくていい感じでした。
生物は昔から好きだったので覚えるのも苦にならない感
じで。
かなり細かいですけど深瀧先生はお勧めですよ。
今思うともっと前から取ればよかったです。

石井先生の授業は楽しかった(笑)。
石井先生の授業はみんな怖いっていうけど自分は全然。
当てられるのがスリルみたいな。間違えたら間違えたで
いいじゃん、て。むしろ自分が分かっているか確認でき
るし石井先生の授業は貴重だし。だから当ててほしかっ
た。当ててほしい目をすると当ててくれないからわから
ないふりをすると当ててくれる。受験のための医学部の
話もたくさんしてくれた。

最初一番下のクラスに入ったけど自暴自棄にはな

らないで一番下のクラスの中で自分が一番だと

思ってやってた。
自習室でしっかりやってたけど，覚えられないときとか
は生物の資料集を読みながら外を散歩したりしてまし
た。
はじめての分野は普通に勉強するけど2回目の問題は「な
んでできないんだ？」など独り言を言うタイプなんです
よ。だから自習室だと周りの迷惑になるんじゃないかと
気を遣ってました。
生物は夜間で出た物を覚えて、セミナーの例題を覚えて
基本問題を解いて、MT受けるとMTで聞いてくるところ
が分かるようになってきて、みたいな。
MTは自分の力の発表会みたいな位置づけにしてて。でき
てなくても必ず自己採してた。最初160点から始まって
180点まであがって。そこからまた点数下がったらどうし
ようというのはあった。けどそういうことにはならず最
後235点で一番高かった。

人と考え方は違ったが貫いた。
自分は多分人と違い知識を積み上げていく感覚がなく
て。
同じことを繰り返すのが得意じゃない。できてるからい
いやって。危険だけど。
壁にぶち当たったときだけやり直していた。必要な時だ
けやり直せばいい。

全体の流れとしては段階踏めてたと思う。
考え方は独特だけど、目標をたててやることはやって
た。失敗するたびに先生たちにきいて目標を練り直して
いた。

後輩へ一言  「授業で寝ない。」
眠くならないように夜寝ておく。眠いという状態は寝て
いなくても授業に集中できないから。昼のあとの小論と
かは眠かったけど…。
次に「WTを頑張る。」
最後に「2学期にも1学期の復習をする。」
代官山MEDICALは階を下りればすぐ先生に質問できる。
授業前後ももちろん質問OK。
他塾（大手）は先生が授業後すぐに奥の部屋に戻ってし
まうから質問できないし映像授業（大手）だとサボり放

題。現役の時は、隙があればサボってた。
代官山MEDICALはどんどん課題が出るし拘束される。
拘束してくれないとどんどんサボってしまい，絶対伸び
ない。
代官山MEDICALでなければ落ちてました。大手だったら
サボってました。家では勉強しないからダメ。家に自分
の机がなくて家だと絶対出来ない。
逆に今大学生になって自習机がないので，困っていま
す。（笑）
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石井先生の授業はみんな怖いっていうけど自分は全然。
当てられるのがスリルみたいな。間違えたら間違えたで
いいじゃん、て。むしろ自分が分かっているか確認でき
るし石井先生の授業は貴重だし。だから当ててほしかっ
た。当ててほしい目をすると当ててくれないからわから
ないふりをすると当ててくれる。受験のための医学部の
話もたくさんしてくれた。

最初一番下のクラスに入ったけど自暴自棄にはな

らないで一番下のクラスの中で自分が一番だと

思ってやってた。
自習室でしっかりやってたけど，覚えられないときとか
は生物の資料集を読みながら外を散歩したりしてまし
た。
はじめての分野は普通に勉強するけど2回目の問題は「な
んでできないんだ？」など独り言を言うタイプなんです
よ。だから自習室だと周りの迷惑になるんじゃないかと
気を遣ってました。
生物は夜間で出た物を覚えて、セミナーの例題を覚えて
基本問題を解いて、MT受けるとMTで聞いてくるところ
が分かるようになってきて、みたいな。
MTは自分の力の発表会みたいな位置づけにしてて。でき
てなくても必ず自己採してた。最初160点から始まって
180点まであがって。そこからまた点数下がったらどうし
ようというのはあった。けどそういうことにはならず最
後235点で一番高かった。

人と考え方は違ったが貫いた。
自分は多分人と違い知識を積み上げていく感覚がなく
て。
同じことを繰り返すのが得意じゃない。できてるからい
いやって。危険だけど。
壁にぶち当たったときだけやり直していた。必要な時だ
けやり直せばいい。

全体の流れとしては段階踏めてたと思う。
考え方は独特だけど、目標をたててやることはやって
た。失敗するたびに先生たちにきいて目標を練り直して
いた。

後輩へ一言  「授業で寝ない。」
眠くならないように夜寝ておく。眠いという状態は寝て
いなくても授業に集中できないから。昼のあとの小論と
かは眠かったけど…。
次に「WTを頑張る。」
最後に「2学期にも1学期の復習をする。」
代官山MEDICALは階を下りればすぐ先生に質問できる。
授業前後ももちろん質問OK。
他塾（大手）は先生が授業後すぐに奥の部屋に戻ってし
まうから質問できないし映像授業（大手）だとサボり放

題。現役の時は、隙があればサボってた。
代官山MEDICALはどんどん課題が出るし拘束される。
拘束してくれないとどんどんサボってしまい，絶対伸び
ない。
代官山MEDICALでなければ落ちてました。大手だったら
サボってました。家では勉強しないからダメ。家に自分
の机がなくて家だと絶対出来ない。
逆に今大学生になって自習机がないので，困っていま
す。（笑）

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

37.9 59.1＋115点

8ヶ月後8ヶ月後
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英語偏差値総合得点 

氏名：奈良自由造

242241 DAIKANYAMA MEDICALDAIKANYAMA MEDICAL



受験期にインフル！？でも日大正規合格！
一次合格したのは、川崎（補欠）、金沢（補欠、日大2日
後に連絡）、東北医科薬科大（2次棄権）、日大（正規、
進学）。
金沢2次では集団（面接）で司会みたいになってしまって
発言数が多くなったかな、という印象でマズいかなっ
て。
川崎はちょっと圧迫。東京なのになんで川崎くるの？ど
うせ滑り止めでしょ？って。
杏林が悔しい。7割くらい取れた印象だった。数学、英語
とれてて生物もとても取れた。化学もとれてたのに…。
なぜか1次こなかった。手応えってあんまりあてにならな
いですね。
東北医科薬科大は1次自己採したら5割くらいだったので
川崎も来てたし行きませんでした。しかもインフルに
なってたし？！
日大のときは行くのは川崎かな、って思いながら受けて
た。川崎だけしか合格していなかったから。日大の日は
バッドコンディションでした。（次の日インフル発
症。）
数学は記述からやって3/4くらい埋めて、その後マーク、
大問1個全く出来なかったけど時間なさ過ぎて。でも山室
先生の授業で習った内容が役に立ってかなり時間短縮で
きました。正規合格だったので書いたところは取れてた
と思います。

代官山MEDICALで現実を知った。
代官山MEDICALに入って最初のクラス編成テスト酷かっ
た。偏差値が30台。その後も偏差値41～47で推移してい
て50超えたのが2回だけ。
数学はなぜかMTであまり取れなかった。難しくないっす
か？
最初の編成テストがA11で最終はA8クラス。
ﾚｷﾞｭﾗｰの授業が始まって、数学は、最初授業を受けてレ
ビューテストをやってというだけでいっぱいだった。
夏に、全部忘れてると気づいて。力丸先生の授業で当て
られたけど答えられなくて隣の人が答えててやばいと。
２学期のテキストも大事だけど、１学期のテキストをや
りなおした。２学期の授業後に同じ範囲の１学期のテキ
ストをやり直してた。2学期の授業は復習するだけ。
数学は前期の計トレは簡単だったけど後期の過去問を意
識した計トレは楽しかった。数学の授業で1番楽しかっ
た。本番みたいで。

英語は出来ると勘違いしていた。
教科では英語は最初から自信があった。が、ここへ来て
全然出来てないことに気づいた。
青葉先生はまとまった授業でわかりやすい。集団の授業
のときパッパッパと説明してくれたり、文と文の繋がり
に気づかせてくれたり。受験で必要なことを教えてくれ
る。本番も結構役に立ちました。

石井先生の授業と近い感じがしてました。石井先生も文
と文の繋がりは大事にするので。
単語はあまりやらなかったけど、文の繋がりでわかるよ
うになってた。文法を意識して文のつながりで読む。単
語を答える問題なんてでないから。単語も基本的な物だ
けであとは文脈で読んでいた。

先生の指示通りメニューをこなした。
化学はセミナーを死ぬほどやりました。発展は全部カッ
トして基本のところだけです。
授業は最初よく分からなかったけどセミナーをやったら
授業で言っていることが分かるようになったと思う。あ
とは直前に化学のﾏﾝﾂｰで高橋龍先生を取ってから質問出
来てすぐに解決できてよかった。知識の整理を中心に
やってもらったので，しかも直前だったので入試に直結
しました。実は生物のほうが楽しくて最初化学全然やっ
てませんでした。

深瀧先生のおかげで生物はものになった。
生物は深瀧先生に授業でお世話になって，一気に出来る
ようになりました。最初授業でみんなに当てて答えられ
ないと，え？？みたいな感じで怖いというかとっつきに
くいと思ってましたが，ﾏﾝﾂｰ取ったら分かりやすいし何
よりテンポがよくていい感じでした。
生物は昔から好きだったので覚えるのも苦にならない感
じで。
かなり細かいですけど深瀧先生はお勧めですよ。
今思うともっと前から取ればよかったです。

石井先生の授業は楽しかった(笑)。
石井先生の授業はみんな怖いっていうけど自分は全然。
当てられるのがスリルみたいな。間違えたら間違えたで
いいじゃん、て。むしろ自分が分かっているか確認でき
るし石井先生の授業は貴重だし。だから当ててほしかっ
た。当ててほしい目をすると当ててくれないからわから
ないふりをすると当ててくれる。受験のための医学部の
話もたくさんしてくれた。

最初一番下のクラスに入ったけど自暴自棄にはな

らないで一番下のクラスの中で自分が一番だと

思ってやってた。
自習室でしっかりやってたけど，覚えられないときとか
は生物の資料集を読みながら外を散歩したりしてまし
た。
はじめての分野は普通に勉強するけど2回目の問題は「な
んでできないんだ？」など独り言を言うタイプなんです
よ。だから自習室だと周りの迷惑になるんじゃないかと
気を遣ってました。
生物は夜間で出た物を覚えて、セミナーの例題を覚えて
基本問題を解いて、MT受けるとMTで聞いてくるところ
が分かるようになってきて、みたいな。
MTは自分の力の発表会みたいな位置づけにしてて。でき
てなくても必ず自己採してた。最初160点から始まって
180点まであがって。そこからまた点数下がったらどうし
ようというのはあった。けどそういうことにはならず最
後235点で一番高かった。

人と考え方は違ったが貫いた。
自分は多分人と違い知識を積み上げていく感覚がなく
て。
同じことを繰り返すのが得意じゃない。できてるからい
いやって。危険だけど。
壁にぶち当たったときだけやり直していた。必要な時だ
けやり直せばいい。

全体の流れとしては段階踏めてたと思う。
考え方は独特だけど、目標をたててやることはやって
た。失敗するたびに先生たちにきいて目標を練り直して
いた。

後輩へ一言  「授業で寝ない。」
眠くならないように夜寝ておく。眠いという状態は寝て
いなくても授業に集中できないから。昼のあとの小論と
かは眠かったけど…。
次に「WTを頑張る。」
最後に「2学期にも1学期の復習をする。」
代官山MEDICALは階を下りればすぐ先生に質問できる。
授業前後ももちろん質問OK。
他塾（大手）は先生が授業後すぐに奥の部屋に戻ってし
まうから質問できないし映像授業（大手）だとサボり放

題。現役の時は、隙があればサボってた。
代官山MEDICALはどんどん課題が出るし拘束される。
拘束してくれないとどんどんサボってしまい，絶対伸び
ない。
代官山MEDICALでなければ落ちてました。大手だったら
サボってました。家では勉強しないからダメ。家に自分
の机がなくて家だと絶対出来ない。
逆に今大学生になって自習机がないので，困っていま
す。（笑）

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

受験期にインフル！？でも日大正規合格！
一次合格したのは、川崎（補欠）、金沢（補欠、日大2日
後に連絡）、東北医科薬科大（2次棄権）、日大（正規、
進学）。
金沢2次では集団（面接）で司会みたいになってしまって
発言数が多くなったかな、という印象でマズいかなっ
て。
川崎はちょっと圧迫。東京なのになんで川崎くるの？ど
うせ滑り止めでしょ？って。
杏林が悔しい。7割くらい取れた印象だった。数学、英語
とれてて生物もとても取れた。化学もとれてたのに…。
なぜか1次こなかった。手応えってあんまりあてにならな
いですね。
東北医科薬科大は1次自己採したら5割くらいだったので
川崎も来てたし行きませんでした。しかもインフルに
なってたし？！
日大のときは行くのは川崎かな、って思いながら受けて
た。川崎だけしか合格していなかったから。日大の日は
バッドコンディションでした。（次の日インフル発
症。）
数学は記述からやって3/4くらい埋めて、その後マーク、
大問1個全く出来なかったけど時間なさ過ぎて。でも山室
先生の授業で習った内容が役に立ってかなり時間短縮で
きました。正規合格だったので書いたところは取れてた
と思います。

代官山MEDICALで現実を知った。
代官山MEDICALに入って最初のクラス編成テスト酷かっ
た。偏差値が30台。その後も偏差値41～47で推移してい
て50超えたのが2回だけ。
数学はなぜかMTであまり取れなかった。難しくないっす
か？
最初の編成テストがA11で最終はA8クラス。
ﾚｷﾞｭﾗｰの授業が始まって、数学は、最初授業を受けてレ
ビューテストをやってというだけでいっぱいだった。
夏に、全部忘れてると気づいて。力丸先生の授業で当て
られたけど答えられなくて隣の人が答えててやばいと。
２学期のテキストも大事だけど、１学期のテキストをや
りなおした。２学期の授業後に同じ範囲の１学期のテキ
ストをやり直してた。2学期の授業は復習するだけ。
数学は前期の計トレは簡単だったけど後期の過去問を意
識した計トレは楽しかった。数学の授業で1番楽しかっ
た。本番みたいで。

英語は出来ると勘違いしていた。
教科では英語は最初から自信があった。が、ここへ来て
全然出来てないことに気づいた。
青葉先生はまとまった授業でわかりやすい。集団の授業
のときパッパッパと説明してくれたり、文と文の繋がり
に気づかせてくれたり。受験で必要なことを教えてくれ
る。本番も結構役に立ちました。

石井先生の授業と近い感じがしてました。石井先生も文
と文の繋がりは大事にするので。
単語はあまりやらなかったけど、文の繋がりでわかるよ
うになってた。文法を意識して文のつながりで読む。単
語を答える問題なんてでないから。単語も基本的な物だ
けであとは文脈で読んでいた。

先生の指示通りメニューをこなした。
化学はセミナーを死ぬほどやりました。発展は全部カッ
トして基本のところだけです。
授業は最初よく分からなかったけどセミナーをやったら
授業で言っていることが分かるようになったと思う。あ
とは直前に化学のﾏﾝﾂｰで高橋龍先生を取ってから質問出
来てすぐに解決できてよかった。知識の整理を中心に
やってもらったので，しかも直前だったので入試に直結
しました。実は生物のほうが楽しくて最初化学全然やっ
てませんでした。

深瀧先生のおかげで生物はものになった。
生物は深瀧先生に授業でお世話になって，一気に出来る
ようになりました。最初授業でみんなに当てて答えられ
ないと，え？？みたいな感じで怖いというかとっつきに
くいと思ってましたが，ﾏﾝﾂｰ取ったら分かりやすいし何
よりテンポがよくていい感じでした。
生物は昔から好きだったので覚えるのも苦にならない感
じで。
かなり細かいですけど深瀧先生はお勧めですよ。
今思うともっと前から取ればよかったです。

石井先生の授業は楽しかった(笑)。
石井先生の授業はみんな怖いっていうけど自分は全然。
当てられるのがスリルみたいな。間違えたら間違えたで
いいじゃん、て。むしろ自分が分かっているか確認でき
るし石井先生の授業は貴重だし。だから当ててほしかっ
た。当ててほしい目をすると当ててくれないからわから
ないふりをすると当ててくれる。受験のための医学部の
話もたくさんしてくれた。

最初一番下のクラスに入ったけど自暴自棄にはな
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自習室でしっかりやってたけど，覚えられないときとか
は生物の資料集を読みながら外を散歩したりしてまし
た。
はじめての分野は普通に勉強するけど2回目の問題は「な
んでできないんだ？」など独り言を言うタイプなんです
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基本問題を解いて、MT受けるとMTで聞いてくるところ
が分かるようになってきて、みたいな。
MTは自分の力の発表会みたいな位置づけにしてて。でき
てなくても必ず自己採してた。最初160点から始まって
180点まであがって。そこからまた点数下がったらどうし
ようというのはあった。けどそういうことにはならず最
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自分は多分人と違い知識を積み上げていく感覚がなく
て。
同じことを繰り返すのが得意じゃない。できてるからい
いやって。危険だけど。
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けやり直せばいい。
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考え方は独特だけど、目標をたててやることはやって
た。失敗するたびに先生たちにきいて目標を練り直して
いた。

後輩へ一言  「授業で寝ない。」
眠くならないように夜寝ておく。眠いという状態は寝て
いなくても授業に集中できないから。昼のあとの小論と
かは眠かったけど…。
次に「WTを頑張る。」
最後に「2学期にも1学期の復習をする。」
代官山MEDICALは階を下りればすぐ先生に質問できる。
授業前後ももちろん質問OK。
他塾（大手）は先生が授業後すぐに奥の部屋に戻ってし
まうから質問できないし映像授業（大手）だとサボり放

題。現役の時は、隙があればサボってた。
代官山MEDICALはどんどん課題が出るし拘束される。
拘束してくれないとどんどんサボってしまい，絶対伸び
ない。
代官山MEDICALでなければ落ちてました。大手だったら
サボってました。家では勉強しないからダメ。家に自分
の机がなくて家だと絶対出来ない。
逆に今大学生になって自習机がないので，困っていま
す。（笑）
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日本医科大

岩手医科大医学部

藤田保健衛生大医学部

愛知医科大

後期２次合格

２次合格

前期２次合格

２次合格

生活指導が厳しかったけど、

自分に甘い私にはありがたかった

生活指導が厳しかったけど、

自分に甘い私にはありがたかった
日本医科大進学　服部愛さん(中京大学附属中京高校卒)

朝は…ホントに苦手でした。
代官山の時も朝弱かったけど今も。頑張ってはいます、
自分の中では。（在塾中は）緒方先生にもいっぱい怒っ
ていただきまして…ナメてんの？って。
夜遅くまでやってしまってたわけではないんです。寝る
時間が早くても遅くても、朝負けると…パタって…。で
も入試の時はなんか危機感かな？さすがに、「あ！今日
入試だっ!」って起きるんですけど。

大学の先生は後期のよくあの難しい英語で入って

きましたね～って言われます♪
日医前期では1次通ってないです。英語であーってなって
落ちたなーって思いました。
英語今年簡単だったらしいけどね。大学の先生は後期の
よくあの難しい英語で入ってきましたねーって言われま
す♪。話題が、トランプ政権がどうのこうのってありま
した。形式も変わってて。
1次が出たのは、８校で愛知医科、藤田、昭和、日医、東
邦、日大、岩手、金沢ですかね。そのうち2次がきたのは
藤田、愛知、日医、岩手です。
東邦は回って来なかったです。でも英語が配点高いし無
理かと、、、1次すら嬉しかった。
相対的に、私の数学は、んーまあ普通かな。マンスリー1
回載らなかったくらいです。英語は何回か載ったけど、
載ったら嬉しいな、のレベルでした。

純粋に先生達が好きでした。好きだと素直に聞け

る、みたいな。
朝岡先生は単語の覚え方とか、広げる感じの覚え方して
くれます。1個の単語をだして、対比とか、派生の単語と
か。一気に覚えるんじゃなくて、こう…あみあみにして
イメージで覚えました。普通に楽しかったです、授業
が。色々知ってて。英文読んでちょっと気になるとこ
あったら先生が説明してくれて。だから英文が印象づき
ました。
数学では、薄先生が簡単だよ、って教えてくれるんで難
しくても解けた。先生の教え方がシンプルだから簡単に
感じた。啓寿先生とか五十嵐先生も。純粋に先生達のこ
とが好きで。人が好きだと、素直に聞ける、みたいな感
じでした。
化学では三上先生が、直接怒られてはないですけど、結
構怖いなって感じで受けてました。結構、言うんで。な
んか緊張して受けてました。これで解け！って感じで
す。それがまたよくて。シンプルなのがいいんです。あ
と池永先生。解法で、三上先生のもいいって思ったんで
すけど池永先生のもいいなーって思ったことがあって。
なんか、溶解度積の問題で1学期と2学期三上先生の授業
でやったのとは違うのも池永先生が教えてくれて。結構
解けるようになって。どっちもいい先生、そんな感じで
す。

受かってたし、日医後期を諦めかけてたけど、行か

なきゃと思えたのは緒方先生がいっつも『朝来

い!』、って言ってくれてたから。
生物では緒方先生が、いっつも『朝来い！』、って感じ
だったんです。いっつも声かけてくれてた。日医の後期
の当日も朝やめよっかなーって。2時間くらいの睡眠だっ
たし。昼夜逆転してたし。受かってたしね。今日休も
うって。けどやっぱだめだ、今日やりきって受験終わろ
うって。とりあえず受けようみたいになって。緒方先生
とかが言ってくれてたからあの日行けたんだと思いま
す。だから日医受かったのは先生のおかげなんです。
日医後期は愛知県に戻るか東京に残れるかの瀬戸際で、
お母さんもお父さんも戻って来いって。お母さんはさみ
しいみたいで、お父さんも。
生物後期は2,3問ミスくらいでした。化学はむずかったん
ですけど多分。けど落ちるレベルではないかなーって感
じ。数学はやっちゃったなーって感じ。でも英語は形式
前期と一緒で前期を復習してたので。英語はうん、いい
感じ。でも日医１次出てびっくりでした。しかも後期で
すもん。ほんと代官山に来てよかった。愛知より東京の
方が、好きです。一人暮らしがいいな、って。
MTは毎月気合入ってました。MTの日は遅れないで来ま
した、もちろん！最後はM3でした。
暗記力は悪いですよ。でも緒方先生で鍛えられた感じ。
緒方先生はいっぱい宿題出して、おおーって。集団で。
冬期でもですよ。それらはちゃんとやってました。
おかげでどこも生物は楽には解けました。
もし代官山じゃなかったら多分、3浪して愛知医科行って
たと思います。見えます、なんか。お兄ちゃんが藤田な

んです。1浪して藤田なんで。私は2浪日医なんで。でも
もうちょっとで2浪藤田になるとこでした。日医受かんな
かったら。もう気が気じゃなかったです、あのとき。大
失敗だーって、緒方先生に大感謝です。朝の緒方先生
の。あ、思い出してきた、あの感じ(笑)。

石井先生のいうことがああー私の事だって、ぐさぐさ

ぐさって
石井先生は、なんか、θの授業がめっちゃ怖くて。後ろ
めたさがあって。自分は真面目じゃないっていう後ろめ
たさがあって。メッチャこわかったです。石井先生の授
業あるとずーんって。でもちゃんと出てました、出てま
した。あの時間が1番集中してました。
英語の授業としてもしっくりくる感じです。最初に石井
先生の授業受けた時にびっくりして。昔の塾と英語のや
りかたが違くて。昔のは分かりにくかったけど、この人
すごーって。
心に響いた言葉とかは、やっぱ、朝系なんですけどほと
んど。朝とか社会人でもやっていることをできない奴は
お医者さんになれませんって。ああーって。私の事
だ！って。全部自分のことだと思えてきて、言われてる
のが。ぐさぐさぐさって。思い当たるところがあるか
ら。

私がこれだけはやろう、と決めてたこと
1年通してはないですけど最後の緒方先生の暗記テストは
ちゃんとやろうとか、授業中とか自習中は寝ないように
しようとかは、決めてました。緒方先生はほんとによく
見てくれるから。夜ずっと質問攻めにしてた。特に勉強
頑張ってる時は(笑)、頻繁に行きました♪。
日医行けないと思ってたんで。第1志望日医って言っとく
けど、どうせ行けないから東医かなって思ってました。
(笑)逆に日医がこんな結果になるとは思わなかった。
私、ダメなところばかり言ってる感じがしてきた。来年
これを読んだ人がこんな人でも受かってるんだ、とか思
うのかな。でも一番ダメなのは朝です。(笑)でも！朝来れ
ないと、取り返さなきゃっていうのがあるんです！やば
いやばいと思って急ぐみたいな。1学期のテキストは数学
とか何回もつぶしました。2学期はほとんど入試問題だか
ら。1学期をしっかり潰せてるっていうのが多分成功につ
ながったのかな。
反省点としては、楽観的なところですかね。何も考えて
ないみたいな、何も考えてないから悩みもないみたい
な。危機感持たなかったなー最後まで。試験になってか
らな気がする。悩みは朝しかなかったですね。

後輩へのアドバイス
緒方先生の暗記はやる。
朝頑張りましょう。
計算ミスをちゃんと改めよう。計算ミスだけはめっちゃ
深刻な感じで考えてました。責めてました自分を。ふざ
けんなって感じで。意味わかんないって感じでキレてま

した。自分の中で。紙に書いたりとか。1週間ぐらい書い
て諦めましたけど。(笑)
MTの計算ミスは洗い出してた。配られるカルテに書いと
けばいつか見ると思って。見てました。いやでも、MT受
けた時に、「もうちょっと頑張ったら取れただろう点
数」って言うのを出して、悪かったら、まあホントはこ
れだけとれるから、って励まして。もうMTの復習はしま
したよ。めっちゃ。どの教科も。一番覚えるんで。テス
トの復習が。で、計算ミスはふざけんなと。
代官山のテキストだけ使ってた。他は何にもやってない
です。緒方先生のノートはとってあります。生物は使う
んで、これから。英語もちょっととってあります。まと
めたやつとか。数学はポイです(笑)。思い出として、1枚
ちぎって取ってあります。(笑)

将来の医師像について
いやーまーそうですね。受験用では、質問しやすい医者
とか、人のことを考える医者とか言ってましたけど。ほ
んとは、第1印象よくないし、とがった印象があるんで、
おばちゃんみたいな、こうまぁるい感じになりたいで
す。なんかこうホンワカするような。おいおいそんな雰
囲気出していきたいなって思います。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡
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朝は…ホントに苦手でした。
代官山の時も朝弱かったけど今も。頑張ってはいます、
自分の中では。（在塾中は）緒方先生にもいっぱい怒っ
ていただきまして…ナメてんの？って。
夜遅くまでやってしまってたわけではないんです。寝る
時間が早くても遅くても、朝負けると…パタって…。で
も入試の時はなんか危機感かな？さすがに、「あ！今日
入試だっ!」って起きるんですけど。

大学の先生は後期のよくあの難しい英語で入って

きましたね～って言われます♪
日医前期では1次通ってないです。英語であーってなって
落ちたなーって思いました。
英語今年簡単だったらしいけどね。大学の先生は後期の
よくあの難しい英語で入ってきましたねーって言われま
す♪。話題が、トランプ政権がどうのこうのってありま
した。形式も変わってて。
1次が出たのは、８校で愛知医科、藤田、昭和、日医、東
邦、日大、岩手、金沢ですかね。そのうち2次がきたのは
藤田、愛知、日医、岩手です。
東邦は回って来なかったです。でも英語が配点高いし無
理かと、、、1次すら嬉しかった。
相対的に、私の数学は、んーまあ普通かな。マンスリー1
回載らなかったくらいです。英語は何回か載ったけど、
載ったら嬉しいな、のレベルでした。

純粋に先生達が好きでした。好きだと素直に聞け

る、みたいな。
朝岡先生は単語の覚え方とか、広げる感じの覚え方して
くれます。1個の単語をだして、対比とか、派生の単語と
か。一気に覚えるんじゃなくて、こう…あみあみにして
イメージで覚えました。普通に楽しかったです、授業
が。色々知ってて。英文読んでちょっと気になるとこ
あったら先生が説明してくれて。だから英文が印象づき
ました。
数学では、薄先生が簡単だよ、って教えてくれるんで難
しくても解けた。先生の教え方がシンプルだから簡単に
感じた。啓寿先生とか五十嵐先生も。純粋に先生達のこ
とが好きで。人が好きだと、素直に聞ける、みたいな感
じでした。
化学では三上先生が、直接怒られてはないですけど、結
構怖いなって感じで受けてました。結構、言うんで。な
んか緊張して受けてました。これで解け！って感じで
す。それがまたよくて。シンプルなのがいいんです。あ
と池永先生。解法で、三上先生のもいいって思ったんで
すけど池永先生のもいいなーって思ったことがあって。
なんか、溶解度積の問題で1学期と2学期三上先生の授業
でやったのとは違うのも池永先生が教えてくれて。結構
解けるようになって。どっちもいい先生、そんな感じで
す。

受かってたし、日医後期を諦めかけてたけど、行か

なきゃと思えたのは緒方先生がいっつも『朝来

い！』、って言ってくれてたから。
生物では緒方先生が、いっつも『朝来い！』、って感じ
だったんです。いっつも声かけてくれてた。日医の後期
の当日も朝やめよっかなーって。2時間くらいの睡眠だっ
たし。昼夜逆転してたし。受かってたしね。今日休も
うって。けどやっぱだめだ、今日やりきって受験終わろ
うって。とりあえず受けようみたいになって。緒方先生
とかが言ってくれてたからあの日行けたんだと思いま
す。だから日医受かったのは先生のおかげなんです。
日医後期は愛知県に戻るか東京に残れるかの瀬戸際で、
お母さんもお父さんも戻って来いって。お母さんはさみ
しいみたいで、お父さんも。
生物後期は2,3問ミスくらいでした。化学はむずかったん
ですけど多分。けど落ちるレベルではないかなーって感
じ。数学はやっちゃったなーって感じ。でも英語は形式
前期と一緒で前期を復習してたので。英語はうん、いい
感じ。でも日医１次出てびっくりでした。しかも後期で
すもん。ほんと代官山に来てよかった。愛知より東京の
方が、好きです。一人暮らしがいいな、って。
MTは毎月気合入ってました。MTの日は遅れないで来ま
した、もちろん！最後はM3でした。
暗記力は悪いですよ。でも緒方先生で鍛えられた感じ。
緒方先生はいっぱい宿題出して、おおーって。集団で。
冬期でもですよ。それらはちゃんとやってました。
おかげでどこも生物は楽には解けました。
もし代官山じゃなかったら多分、3浪して愛知医科行って
たと思います。見えます、なんか。お兄ちゃんが藤田な

んです。1浪して藤田なんで。私は2浪日医なんで。でも
もうちょっとで2浪藤田になるとこでした。日医受かんな
かったら。もう気が気じゃなかったです、あのとき。大
失敗だーって、緒方先生に大感謝です。朝の緒方先生
の。あ、思い出してきた、あの感じ(笑)。

石井先生のいうことがああー私の事だって、ぐさぐさ

ぐさって
石井先生は、なんか、θの授業がめっちゃ怖くて。後ろ
めたさがあって。自分は真面目じゃないっていう後ろめ
たさがあって。メッチャこわかったです。石井先生の授
業あるとずーんって。でもちゃんと出てました、出てま
した。あの時間が1番集中してました。
英語の授業としてもしっくりくる感じです。最初に石井
先生の授業受けた時にびっくりして。昔の塾と英語のや
りかたが違くて。昔のは分かりにくかったけど、この人
すごーって。
心に響いた言葉とかは、やっぱ、朝系なんですけどほと
んど。朝とか社会人でもやっていることをできない奴は
お医者さんになれませんって。ああーって。私の事
だ！って。全部自分のことだと思えてきて、言われてる
のが。ぐさぐさぐさって。思い当たるところがあるか
ら。

私がこれだけはやろう、と決めてたこと
1年通してはないですけど最後の緒方先生の暗記テストは
ちゃんとやろうとか、授業中とか自習中は寝ないように
しようとかは、決めてました。緒方先生はほんとによく
見てくれるから。夜ずっと質問攻めにしてた。特に勉強
頑張ってる時は(笑)、頻繁に行きました♪。
日医行けないと思ってたんで。第1志望日医って言っとく
けど、どうせ行けないから東医かなって思ってました。
(笑)逆に日医がこんな結果になるとは思わなかった。
私、ダメなところばかり言ってる感じがしてきた。来年
これを読んだ人がこんな人でも受かってるんだ、とか思
うのかな。でも一番ダメなのは朝です。(笑)でも！朝来れ
ないと、取り返さなきゃっていうのがあるんです！やば
いやばいと思って急ぐみたいな。1学期のテキストは数学
とか何回もつぶしました。2学期はほとんど入試問題だか
ら。1学期をしっかり潰せてるっていうのが多分成功につ
ながったのかな。
反省点としては、楽観的なところですかね。何も考えて
ないみたいな、何も考えてないから悩みもないみたい
な。危機感持たなかったなー最後まで。試験になってか
らな気がする。悩みは朝しかなかったですね。

後輩へのアドバイス
緒方先生の暗記はやる。
朝頑張りましょう。
計算ミスをちゃんと改めよう。計算ミスだけはめっちゃ
深刻な感じで考えてました。責めてました自分を。ふざ
けんなって感じで。意味わかんないって感じでキレてま

した。自分の中で。紙に書いたりとか。1週間ぐらい書い
て諦めましたけど。(笑)
MTの計算ミスは洗い出してた。配られるカルテに書いと
けばいつか見ると思って。見てました。いやでも、MT受
けた時に、「もうちょっと頑張ったら取れただろう点
数」って言うのを出して、悪かったら、まあホントはこ
れだけとれるから、って励まして。もうMTの復習はしま
したよ。めっちゃ。どの教科も。一番覚えるんで。テス
トの復習が。で、計算ミスはふざけんなと。
代官山のテキストだけ使ってた。他は何にもやってない
です。緒方先生のノートはとってあります。生物は使う
んで、これから。英語もちょっととってあります。まと
めたやつとか。数学はポイです(笑)。思い出として、1枚
ちぎって取ってあります。(笑)

将来の医師像について
いやーまーそうですね。受験用では、質問しやすい医者
とか、人のことを考える医者とか言ってましたけど。ほ
んとは、第1印象よくないし、とがった印象があるんで、
おばちゃんみたいな、こうまぁるい感じになりたいで
す。なんかこうホンワカするような。おいおいそんな雰
囲気出していきたいなって思います。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

朝は…ホントに苦手でした。
代官山の時も朝弱かったけど今も。頑張ってはいます、
自分の中では。（在塾中は）緒方先生にもいっぱい怒っ
ていただきまして…ナメてんの？って。
夜遅くまでやってしまってたわけではないんです。寝る
時間が早くても遅くても、朝負けると…パタって…。で
も入試の時はなんか危機感かな？さすがに、「あ！今日
入試だっ!」って起きるんですけど。

大学の先生は後期のよくあの難しい英語で入って

きましたね～って言われます♪
日医前期では1次通ってないです。英語であーってなって
落ちたなーって思いました。
英語今年簡単だったらしいけどね。大学の先生は後期の
よくあの難しい英語で入ってきましたねーって言われま
す♪。話題が、トランプ政権がどうのこうのってありま
した。形式も変わってて。
1次が出たのは、８校で愛知医科、藤田、昭和、日医、東
邦、日大、岩手、金沢ですかね。そのうち2次がきたのは
藤田、愛知、日医、岩手です。
東邦は回って来なかったです。でも英語が配点高いし無
理かと、、、1次すら嬉しかった。
相対的に、私の数学は、んーまあ普通かな。マンスリー1
回載らなかったくらいです。英語は何回か載ったけど、
載ったら嬉しいな、のレベルでした。

純粋に先生達が好きでした。好きだと素直に聞け

る、みたいな。
朝岡先生は単語の覚え方とか、広げる感じの覚え方して
くれます。1個の単語をだして、対比とか、派生の単語と
か。一気に覚えるんじゃなくて、こう…あみあみにして
イメージで覚えました。普通に楽しかったです、授業
が。色々知ってて。英文読んでちょっと気になるとこ
あったら先生が説明してくれて。だから英文が印象づき
ました。
数学では、薄先生が簡単だよ、って教えてくれるんで難
しくても解けた。先生の教え方がシンプルだから簡単に
感じた。啓寿先生とか五十嵐先生も。純粋に先生達のこ
とが好きで。人が好きだと、素直に聞ける、みたいな感
じでした。
化学では三上先生が、直接怒られてはないですけど、結
構怖いなって感じで受けてました。結構、言うんで。な
んか緊張して受けてました。これで解け！って感じで
す。それがまたよくて。シンプルなのがいいんです。あ
と池永先生。解法で、三上先生のもいいって思ったんで
すけど池永先生のもいいなーって思ったことがあって。
なんか、溶解度積の問題で1学期と2学期三上先生の授業
でやったのとは違うのも池永先生が教えてくれて。結構
解けるようになって。どっちもいい先生、そんな感じで
す。

受かってたし、日医後期を諦めかけてたけど、行か

なきゃと思えたのは緒方先生がいっつも『朝来

い！』、って言ってくれてたから。
生物では緒方先生が、いっつも『朝来い！』、って感じ
だったんです。いっつも声かけてくれてた。日医の後期
の当日も朝やめよっかなーって。2時間くらいの睡眠だっ
たし。昼夜逆転してたし。受かってたしね。今日休も
うって。けどやっぱだめだ、今日やりきって受験終わろ
うって。とりあえず受けようみたいになって。緒方先生
とかが言ってくれてたからあの日行けたんだと思いま
す。だから日医受かったのは先生のおかげなんです。
日医後期は愛知県に戻るか東京に残れるかの瀬戸際で、
お母さんもお父さんも戻って来いって。お母さんはさみ
しいみたいで、お父さんも。
生物後期は2,3問ミスくらいでした。化学はむずかったん
ですけど多分。けど落ちるレベルではないかなーって感
じ。数学はやっちゃったなーって感じ。でも英語は形式
前期と一緒で前期を復習してたので。英語はうん、いい
感じ。でも日医１次出てびっくりでした。しかも後期で
すもん。ほんと代官山に来てよかった。愛知より東京の
方が、好きです。一人暮らしがいいな、って。
MTは毎月気合入ってました。MTの日は遅れないで来ま
した、もちろん！最後はM3でした。
暗記力は悪いですよ。でも緒方先生で鍛えられた感じ。
緒方先生はいっぱい宿題出して、おおーって。集団で。
冬期でもですよ。それらはちゃんとやってました。
おかげでどこも生物は楽には解けました。
もし代官山じゃなかったら多分、3浪して愛知医科行って
たと思います。見えます、なんか。お兄ちゃんが藤田な

んです。1浪して藤田なんで。私は2浪日医なんで。でも
もうちょっとで2浪藤田になるとこでした。日医受かんな
かったら。もう気が気じゃなかったです、あのとき。大
失敗だーって、緒方先生に大感謝です。朝の緒方先生
の。あ、思い出してきた、あの感じ(笑)。

石井先生のいうことがああー私の事だって、ぐさぐさ

ぐさって
石井先生は、なんか、θの授業がめっちゃ怖くて。後ろ
めたさがあって。自分は真面目じゃないっていう後ろめ
たさがあって。メッチャこわかったです。石井先生の授
業あるとずーんって。でもちゃんと出てました、出てま
した。あの時間が1番集中してました。
英語の授業としてもしっくりくる感じです。最初に石井
先生の授業受けた時にびっくりして。昔の塾と英語のや
りかたが違くて。昔のは分かりにくかったけど、この人
すごーって。
心に響いた言葉とかは、やっぱ、朝系なんですけどほと
んど。朝とか社会人でもやっていることをできない奴は
お医者さんになれませんって。ああーって。私の事
だ！って。全部自分のことだと思えてきて、言われてる
のが。ぐさぐさぐさって。思い当たるところがあるか
ら。

私がこれだけはやろう、と決めてたこと
1年通してはないですけど最後の緒方先生の暗記テストは
ちゃんとやろうとか、授業中とか自習中は寝ないように
しようとかは、決めてました。緒方先生はほんとによく
見てくれるから。夜ずっと質問攻めにしてた。特に勉強
頑張ってる時は(笑)、頻繁に行きました♪。
日医行けないと思ってたんで。第1志望日医って言っとく
けど、どうせ行けないから東医かなって思ってました。
(笑)逆に日医がこんな結果になるとは思わなかった。
私、ダメなところばかり言ってる感じがしてきた。来年
これを読んだ人がこんな人でも受かってるんだ、とか思
うのかな。でも一番ダメなのは朝です。(笑)でも！朝来れ
ないと、取り返さなきゃっていうのがあるんです！やば
いやばいと思って急ぐみたいな。1学期のテキストは数学
とか何回もつぶしました。2学期はほとんど入試問題だか
ら。1学期をしっかり潰せてるっていうのが多分成功につ
ながったのかな。
反省点としては、楽観的なところですかね。何も考えて
ないみたいな、何も考えてないから悩みもないみたい
な。危機感持たなかったなー最後まで。試験になってか
らな気がする。悩みは朝しかなかったですね。

後輩へのアドバイス
緒方先生の暗記はやる。
朝頑張りましょう。
計算ミスをちゃんと改めよう。計算ミスだけはめっちゃ
深刻な感じで考えてました。責めてました自分を。ふざ
けんなって感じで。意味わかんないって感じでキレてま

した。自分の中で。紙に書いたりとか。1週間ぐらい書い
て諦めましたけど。(笑)
MTの計算ミスは洗い出してた。配られるカルテに書いと
けばいつか見ると思って。見てました。いやでも、MT受
けた時に、「もうちょっと頑張ったら取れただろう点
数」って言うのを出して、悪かったら、まあホントはこ
れだけとれるから、って励まして。もうMTの復習はしま
したよ。めっちゃ。どの教科も。一番覚えるんで。テス
トの復習が。で、計算ミスはふざけんなと。
代官山のテキストだけ使ってた。他は何にもやってない
です。緒方先生のノートはとってあります。生物は使う
んで、これから。英語もちょっととってあります。まと
めたやつとか。数学はポイです(笑)。思い出として、1枚
ちぎって取ってあります。(笑)

将来の医師像について
いやーまーそうですね。受験用では、質問しやすい医者
とか、人のことを考える医者とか言ってましたけど。ほ
んとは、第1印象よくないし、とがった印象があるんで、
おばちゃんみたいな、こうまぁるい感じになりたいで
す。なんかこうホンワカするような。おいおいそんな雰
囲気出していきたいなって思います。
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朝は…ホントに苦手でした。
代官山の時も朝弱かったけど今も。頑張ってはいます、
自分の中では。（在塾中は）緒方先生にもいっぱい怒っ
ていただきまして…ナメてんの？って。
夜遅くまでやってしまってたわけではないんです。寝る
時間が早くても遅くても、朝負けると…パタって…。で
も入試の時はなんか危機感かな？さすがに、「あ！今日
入試だっ!」って起きるんですけど。

大学の先生は後期のよくあの難しい英語で入って

きましたね～って言われます♪
日医前期では1次通ってないです。英語であーってなって
落ちたなーって思いました。
英語今年簡単だったらしいけどね。大学の先生は後期の
よくあの難しい英語で入ってきましたねーって言われま
す♪。話題が、トランプ政権がどうのこうのってありま
した。形式も変わってて。
1次が出たのは、８校で愛知医科、藤田、昭和、日医、東
邦、日大、岩手、金沢ですかね。そのうち2次がきたのは
藤田、愛知、日医、岩手です。
東邦は回って来なかったです。でも英語が配点高いし無
理かと、、、1次すら嬉しかった。
相対的に、私の数学は、んーまあ普通かな。マンスリー1
回載らなかったくらいです。英語は何回か載ったけど、
載ったら嬉しいな、のレベルでした。

純粋に先生達が好きでした。好きだと素直に聞け

る、みたいな。
朝岡先生は単語の覚え方とか、広げる感じの覚え方して
くれます。1個の単語をだして、対比とか、派生の単語と
か。一気に覚えるんじゃなくて、こう…あみあみにして
イメージで覚えました。普通に楽しかったです、授業
が。色々知ってて。英文読んでちょっと気になるとこ
あったら先生が説明してくれて。だから英文が印象づき
ました。
数学では、薄先生が簡単だよ、って教えてくれるんで難
しくても解けた。先生の教え方がシンプルだから簡単に
感じた。啓寿先生とか五十嵐先生も。純粋に先生達のこ
とが好きで。人が好きだと、素直に聞ける、みたいな感
じでした。
化学では三上先生が、直接怒られてはないですけど、結
構怖いなって感じで受けてました。結構、言うんで。な
んか緊張して受けてました。これで解け！って感じで
す。それがまたよくて。シンプルなのがいいんです。あ
と池永先生。解法で、三上先生のもいいって思ったんで
すけど池永先生のもいいなーって思ったことがあって。
なんか、溶解度積の問題で1学期と2学期三上先生の授業
でやったのとは違うのも池永先生が教えてくれて。結構
解けるようになって。どっちもいい先生、そんな感じで
す。

受かってたし、日医後期を諦めかけてたけど、行か

なきゃと思えたのは緒方先生がいっつも『朝来

い!』、って言ってくれてたから。
生物では緒方先生が、いっつも『朝来い！』、って感じ
だったんです。いっつも声かけてくれてた。日医の後期
の当日も朝やめよっかなーって。2時間くらいの睡眠だっ
たし。昼夜逆転してたし。受かってたしね。今日休も
うって。けどやっぱだめだ、今日やりきって受験終わろ
うって。とりあえず受けようみたいになって。緒方先生
とかが言ってくれてたからあの日行けたんだと思いま
す。だから日医受かったのは先生のおかげなんです。
日医後期は愛知県に戻るか東京に残れるかの瀬戸際で、
お母さんもお父さんも戻って来いって。お母さんはさみ
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ちゃんとやろうとか、授業中とか自習中は寝ないように
しようとかは、決めてました。緒方先生はほんとによく
見てくれるから。夜ずっと質問攻めにしてた。特に勉強
頑張ってる時は(笑)、頻繁に行きました♪。
日医行けないと思ってたんで。第1志望日医って言っとく
けど、どうせ行けないから東医かなって思ってました。
(笑)逆に日医がこんな結果になるとは思わなかった。
私、ダメなところばかり言ってる感じがしてきた。来年
これを読んだ人がこんな人でも受かってるんだ、とか思
うのかな。でも一番ダメなのは朝です。(笑)でも！朝来れ
ないと、取り返さなきゃっていうのがあるんです！やば
いやばいと思って急ぐみたいな。1学期のテキストは数学
とか何回もつぶしました。2学期はほとんど入試問題だか
ら。1学期をしっかり潰せてるっていうのが多分成功につ
ながったのかな。
反省点としては、楽観的なところですかね。何も考えて
ないみたいな、何も考えてないから悩みもないみたい
な。危機感持たなかったなー最後まで。試験になってか
らな気がする。悩みは朝しかなかったですね。

後輩へのアドバイス
緒方先生の暗記はやる。
朝頑張りましょう。
計算ミスをちゃんと改めよう。計算ミスだけはめっちゃ
深刻な感じで考えてました。責めてました自分を。ふざ
けんなって感じで。意味わかんないって感じでキレてま

した。自分の中で。紙に書いたりとか。1週間ぐらい書い
て諦めましたけど。(笑)
MTの計算ミスは洗い出してた。配られるカルテに書いと
けばいつか見ると思って。見てました。いやでも、MT受
けた時に、「もうちょっと頑張ったら取れただろう点
数」って言うのを出して、悪かったら、まあホントはこ
れだけとれるから、って励まして。もうMTの復習はしま
したよ。めっちゃ。どの教科も。一番覚えるんで。テス
トの復習が。で、計算ミスはふざけんなと。
代官山のテキストだけ使ってた。他は何にもやってない
です。緒方先生のノートはとってあります。生物は使う
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めたやつとか。数学はポイです(笑)。思い出として、1枚
ちぎって取ってあります。(笑)
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朝は…ホントに苦手でした。
代官山の時も朝弱かったけど今も。頑張ってはいます、
自分の中では。（在塾中は）緒方先生にもいっぱい怒っ
ていただきまして…ナメてんの？って。
夜遅くまでやってしまってたわけではないんです。寝る
時間が早くても遅くても、朝負けると…パタって…。で
も入試の時はなんか危機感かな？さすがに、「あ！今日
入試だっ!」って起きるんですけど。

大学の先生は後期のよくあの難しい英語で入って

きましたね～って言われます♪
日医前期では1次通ってないです。英語であーってなって
落ちたなーって思いました。
英語今年簡単だったらしいけどね。大学の先生は後期の
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邦、日大、岩手、金沢ですかね。そのうち2次がきたのは
藤田、愛知、日医、岩手です。
東邦は回って来なかったです。でも英語が配点高いし無
理かと、、、1次すら嬉しかった。
相対的に、私の数学は、んーまあ普通かな。マンスリー1
回載らなかったくらいです。英語は何回か載ったけど、
載ったら嬉しいな、のレベルでした。

純粋に先生達が好きでした。好きだと素直に聞け

る、みたいな。
朝岡先生は単語の覚え方とか、広げる感じの覚え方して
くれます。1個の単語をだして、対比とか、派生の単語と
か。一気に覚えるんじゃなくて、こう…あみあみにして
イメージで覚えました。普通に楽しかったです、授業
が。色々知ってて。英文読んでちょっと気になるとこ
あったら先生が説明してくれて。だから英文が印象づき
ました。
数学では、薄先生が簡単だよ、って教えてくれるんで難
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感じた。啓寿先生とか五十嵐先生も。純粋に先生達のこ
とが好きで。人が好きだと、素直に聞ける、みたいな感
じでした。
化学では三上先生が、直接怒られてはないですけど、結
構怖いなって感じで受けてました。結構、言うんで。な
んか緊張して受けてました。これで解け！って感じで
す。それがまたよくて。シンプルなのがいいんです。あ
と池永先生。解法で、三上先生のもいいって思ったんで
すけど池永先生のもいいなーって思ったことがあって。
なんか、溶解度積の問題で1学期と2学期三上先生の授業
でやったのとは違うのも池永先生が教えてくれて。結構
解けるようになって。どっちもいい先生、そんな感じで
す。
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の当日も朝やめよっかなーって。2時間くらいの睡眠だっ
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とかが言ってくれてたからあの日行けたんだと思いま
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じ。数学はやっちゃったなーって感じ。でも英語は形式
前期と一緒で前期を復習してたので。英語はうん、いい
感じ。でも日医１次出てびっくりでした。しかも後期で
すもん。ほんと代官山に来てよかった。愛知より東京の
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緒方先生はいっぱい宿題出して、おおーって。集団で。
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たと思います。見えます、なんか。お兄ちゃんが藤田な
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もうちょっとで2浪藤田になるとこでした。日医受かんな
かったら。もう気が気じゃなかったです、あのとき。大
失敗だーって、緒方先生に大感謝です。朝の緒方先生
の。あ、思い出してきた、あの感じ(笑)。

石井先生のいうことがああー私の事だって、ぐさぐさ

ぐさって
石井先生は、なんか、θの授業がめっちゃ怖くて。後ろ
めたさがあって。自分は真面目じゃないっていう後ろめ
たさがあって。メッチャこわかったです。石井先生の授
業あるとずーんって。でもちゃんと出てました、出てま
した。あの時間が1番集中してました。
英語の授業としてもしっくりくる感じです。最初に石井
先生の授業受けた時にびっくりして。昔の塾と英語のや
りかたが違くて。昔のは分かりにくかったけど、この人
すごーって。
心に響いた言葉とかは、やっぱ、朝系なんですけどほと
んど。朝とか社会人でもやっていることをできない奴は
お医者さんになれませんって。ああーって。私の事
だ！って。全部自分のことだと思えてきて、言われてる
のが。ぐさぐさぐさって。思い当たるところがあるか
ら。

私がこれだけはやろう、と決めてたこと
1年通してはないですけど最後の緒方先生の暗記テストは
ちゃんとやろうとか、授業中とか自習中は寝ないように
しようとかは、決めてました。緒方先生はほんとによく
見てくれるから。夜ずっと質問攻めにしてた。特に勉強
頑張ってる時は(笑)、頻繁に行きました♪。
日医行けないと思ってたんで。第1志望日医って言っとく
けど、どうせ行けないから東医かなって思ってました。
(笑)逆に日医がこんな結果になるとは思わなかった。
私、ダメなところばかり言ってる感じがしてきた。来年
これを読んだ人がこんな人でも受かってるんだ、とか思
うのかな。でも一番ダメなのは朝です。(笑)でも！朝来れ
ないと、取り返さなきゃっていうのがあるんです！やば
いやばいと思って急ぐみたいな。1学期のテキストは数学
とか何回もつぶしました。2学期はほとんど入試問題だか
ら。1学期をしっかり潰せてるっていうのが多分成功につ
ながったのかな。
反省点としては、楽観的なところですかね。何も考えて
ないみたいな、何も考えてないから悩みもないみたい
な。危機感持たなかったなー最後まで。試験になってか
らな気がする。悩みは朝しかなかったですね。

後輩へのアドバイス
緒方先生の暗記はやる。
朝頑張りましょう。
計算ミスをちゃんと改めよう。計算ミスだけはめっちゃ
深刻な感じで考えてました。責めてました自分を。ふざ
けんなって感じで。意味わかんないって感じでキレてま

した。自分の中で。紙に書いたりとか。1週間ぐらい書い
て諦めましたけど。(笑)
MTの計算ミスは洗い出してた。配られるカルテに書いと
けばいつか見ると思って。見てました。いやでも、MT受
けた時に、「もうちょっと頑張ったら取れただろう点
数」って言うのを出して、悪かったら、まあホントはこ
れだけとれるから、って励まして。もうMTの復習はしま
したよ。めっちゃ。どの教科も。一番覚えるんで。テス
トの復習が。で、計算ミスはふざけんなと。
代官山のテキストだけ使ってた。他は何にもやってない
です。緒方先生のノートはとってあります。生物は使う
んで、これから。英語もちょっととってあります。まと
めたやつとか。数学はポイです(笑)。思い出として、1枚
ちぎって取ってあります。(笑)

将来の医師像について
いやーまーそうですね。受験用では、質問しやすい医者
とか、人のことを考える医者とか言ってましたけど。ほ
んとは、第1印象よくないし、とがった印象があるんで、
おばちゃんみたいな、こうまぁるい感じになりたいで
す。なんかこうホンワカするような。おいおいそんな雰
囲気出していきたいなって思います。
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先生の言うとおりに勉強した。
聖マリアンナ医科大進学　小川智成君(サレジオ学院高校卒)

入試の結果
一次出たところは岩手と金沢、埼玉前期、聖マリ、獨
協、埼玉後期、あと日大。
二次来たところは獨協が正規、聖マリだけ。聖マは若干
一人圧迫の人いたんですけど、なんとか。小論と対策
とってやっていたので受かりました。代官山MEDICALは
佐久間さんのお母さんと僕の父親が聖マで同期で、お兄
ちゃん（佐久間彗輔　帝京大医学部進学）もここに１年
通ってて、その紹介で。最初代官山に来て、石井先生と
面接して。佐久間妹（佐久間萌音）も代官山きて受かっ
たから。妹が聖マです。妹は女子の中では馴染んでるみ
たいです。男子とはあまり話さないです。めっちゃ敬語
使われるんですよ。今年聖マ代官山生は７人です。
木下（木下友博）、坂口（坂口知仁）、坂口めっちゃ真
面目なんですよ。いつも一番前の席に座って。たまに寝
てるんですけど。あとは山内（山内健）さんと佐藤梨
音、あと森岡（森岡信治）で７人です。あと上の代にも
結構いて、福田（福田正穂）とか。最初に、再試になら
ないような勉強法を教えてくれて。聖マリって学年担当
の先生がいて、生徒３人に、その先生と食事会した時に
福田がいて、ちょっと喋って。見た目優しそうな感じ
で。石井先生にめっちゃいじられてたって言ってまし
た。なんとなく座談会で見た人がいるなぁみたいな。あ
と奥脇さん（奥脇瑠根）。意外と医学部専門予備校行っ
てた人多くて。ほとんどそうですね。代官山多いです。
聖マリはドクターヘリこれかららしいです。今ちょうど
病院建て替えるって今工事始まってて、同じところで。
建て直すみたいで、これからぶっ壊すみたいです。

A9からのスタート
最初はA9です。140点くらいしか取れなくって。A9凄く
ないっすか。草野さん（草野達哉　帝京大医学部進学）
とか、赤岡さん（赤岡春菜　日本医科大進学）とか。現
役時はなんか勉強の仕方が分からないままただやってる
だけだったというか。映像見てのノートとって毎回テス
トあるんですけど、解けるっちゃ解けるんで。普通に聞
いてれば解けるんで。

代官山MEDICAL来て一番変わったのは
勉強のやり方がそもそも変わったっていうか、今まで自
己流でやってたのが一回全部それをやめて、全部石井先
生のとこに質問しに行って、その通りにやるようにし
て。とにかく授業の予習をやって、復習もちゃんとやっ
て、ちゃんと自分で再現できるようにするっていうよう
に言われました。1日の終わりにその日やったことを頭で
思い出せば、記憶が定着するって言われて、それをやる
ようにしました。それで２回目くらいから伸びて来まし
た。夏にA6です。次に２号館に行きました。最初２号館
行ってもいいくらいの成績だったんですけど、割と自習
室にこもって勉強するようになって、それで逆に学力上
がりましたね。
合格への軌跡、結構読んでますよ。なんかマンスリー化

学8点で、でも受かったみたいな人がいて、最初のマンス
リーテストで化学20点くらいとればいいのかなって。割
と悪かったです。化学もともと苦手で。英語だけまだ、
平均以上は取ってたような。

印象に残った先生
英語はやっぱ石井先生。石井先生以外だと三ツ橋先生に
ずっとみてもらってて、苦手なとこを赤本使って、例え
ば文法苦手だったら基本的な文法が出てる大学の赤本
使ったりとか、長文でも考えないと解けないような問題
を出す大学の赤本をやったりとか、普通に読めば英単語
が分かれば解ける赤本使ったりとかしていろんな要望に
応えてやってもらえて。赤本って結構実践的なやつなん
で、それ使ってアウトプットする練習をしてたのが、あ
と岩瀬先生も単語のプリントとかを同時にもらったりし
て、医系単語とか。ゴロとかで覚えやすいのがあったり
して、意外と頭に残るんですよね。
数学は、村上先生に教わってて、最初の方は授業で分か
らなかったところをもう一度やってもらったりとか、あ
とプリントを出してもらって、それ解いて。
石井先生にアドバイスもらって言われたことは絶対にし
ようと思って。最初クラス低かったんで。クラス低かっ
た時は岩瀬先生とか村上先生とかに結構基本的な演習と
かをやってもらうようにして、クラス上がってから三ツ
橋先生に赤本使ってやってもらったりとか、薄先生の単
科とか全部取ってそれ使って勉強したりとかして。
化学は節田先生の授業がすごい面白くて、一番印象に
残ってて、化学好きになって。授業が飽きないっていう
か。あと参考書もすごい分かりやすくって、夏までに医
学部の化学の理論編を２週くらいやって。問題を解いて
最初から最後まで夏までに２周解いて、そこから化学す
ごい好きになって、後期はその有機編を受験直前期まで
ずっとやって油脂とか構造全部覚えちゃって。この２冊
やれば化学は完璧だと思います。有機とか特に油脂とか

日医に出ました。その日医の試験の２日前に、油脂の暗
記を全部覚えたんすよ。で日医で思いっきり出て、余裕
で解けましたって。で1次落ちてます。(笑)節田先生、有
機の授業はあったんです。でも下のクラスで受けてる時
と上のクラスで受けてる時だと、情報量が全然違う。
やっぱり早く上のクラスに行った方が良いと思う。
生物は緒方先生と石原先生にお世話になって、一番びっ
くりしたのが、緒方先生って人気あるじゃないですか。
最初こんな下のクラスで相手にされないと思ってたら、
すれ違った時に普通におはようって、こんな下のクラス
の人の事も覚えてくれるんだって。普通、高校とか予備
校って頭いい人しか相手にしないようなイメージある
じゃないですか。そういうのが全然なくて、びっくりし
ました。節田先生もそうですけど、そこがいいとこだ
なって。だから下のクラスからも受かるんだって思いま
した。
緒方先生はまず授業が小テストとかでちゃんと毎回覚え
させるっていうか、プリントもわかりやすいし、それ
使ってちゃんと覚えて次の授業でテストして、そういう
繰り返しがすごいためになったと思います。あと資料集
とか使ってすごい細かいところまで覚えたんで、大学
入ってからも結構アドバンテージに。
石原先生はなんでも聞いたらちゃんと答えてくれて、ま
あ当たり前なんですけど、どういう勉強したら良いかと
か、そういうアドバイスをしてくれて、生物の単純に暗
記を確かめたいなら川崎医大とか、そういう問題やった
方が良いとか、考察系だったらこの大学がいいとか赤本
渡してくれたりして。痒い所に手が届くっていう感じで
すね。

大好きなラーメンを封印した。そんな時間もなかっ

た（笑）
1浪目駿台に行ってたんですけど、そのときも普通に勉強
してて、成績も偏差値60くらいあって、割と上がってき
たなって思ったんですけど全部落ちて、一次一個も出な
くって、その原因がなんなんだろうっても思って。普通
にラーメン食べに行ったりとか割と出歩いてたなと思っ
て。代官山に入ってからラーメンを封印して。まあラー
メン食ってる時間ないんですけど（笑）。それもあって
受かったのかなと。生活面も大事だなと。あと最初のう
ちは４時起きしてたんですよ。朝４時に起きて家で勉強
して予備校来るっていうのを最初の頃ずっとやってて。
２号館行ってからやめました。最初すごい危機感があっ
て、下のクラスで、このままでは絶対に落ちるとか思っ
てすごい勉強量増やして。でも一回体調とか崩して２回
めっちゃ熱出てそこから睡眠時間ちゃんととるようにし
ていい感じに。睡眠とかはちゃんと取らないと。ちゃん
とやれた人は受かってますね。

石井先生の言う通りにやっていった。
石井先生は、本館の時とかは毎週石井先生の授業とか
やって、分からないところを次の授業までに解決できな

かったら質問しに行くようにしていて、だんだん質問し
て行くとあんまり簡単な質問できないっていうか。本当
に考えて答えが出ないときに質問しに行くようにしてま
した。その質問も英語のことだけじゃなくって、勉強の
やり方とかそういうの全部石井先生に聞いて、言われた
ら全部従うようにしてました。完全服従で。勉強の方法
は最初全部石井先生や薄先生に聞いて、化学は節田先生
に聞いて、その通りにやってました。石井先生の授業っ
て、めっちゃ緊張感あるじゃないですか。すごい授業
ちゃんと聞いてて、ぽろっと言ったことをすごい覚えて
て、それが入試問題で出たりして。それが2、3回あっ
て。小話とかが入試に出たりして。だからすごいちゃん
と聞いていた方がいいと思います。すごい心に刺さった
言葉とかは友達との関わり方とかで、ここでの友達は一
生ものではないとか話してて、すごい勉強してた仲間が
大事になるんじゃないかって。大学を超えても。

今年いる人へのアドバイス。
とにかく勉強時間を増やすってことが大事だと思いま
す。勉強以外はやらないっていうのが極論かなと。ラー
メン封印とか。あと去年失敗している人は去年と違う事
をやるっていうか、石井先生の授業で小川くん去年とは
違う？って聞かれて、全然違うって答えたら、そうやっ
て自信持って答えられるのはいいねって言われて。そう
やって一回失敗したら変えてみるってのは大事だと思い
ます。あと考えて勉強するのも、効果出なかったらやり
方変えて、石井先生に聞いたりとか色々考えながら勉強
したほうがいいと思う。僕も一浪目の時は勉強はやって
いたけど、そこそこ偏差値もあったけど全部落ちて。自
己流を捨てるってが大事。セミナーも先生に言われた通
りやりました。問題によっては４周５周やりました。発
展はやらなかったですけど。基礎だけで充分だと思う。
化学は、本当に「医学部の化学」がオススメです。問題
自体は難しいんですけど、下に書いてあるやつとか読む
と、意外に手取り足取りなんで解けるようになっている
から、分野とかも体系的になっているからやりやすいと
思う。化学と生物が一番安定してたかな。
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学部の化学の理論編を２週くらいやって。問題を解いて
最初から最後まで夏までに２周解いて、そこから化学す
ごい好きになって、後期はその有機編を受験直前期まで
ずっとやって油脂とか構造全部覚えちゃって。この２冊
やれば化学は完璧だと思います。有機とか特に油脂とか

日医に出ました。その日医の試験の２日前に、油脂の暗
記を全部覚えたんすよ。で日医で思いっきり出て、余裕
で解けましたって。で1次落ちてます。(笑)節田先生、有
機の授業はあったんです。でも下のクラスで受けてる時
と上のクラスで受けてる時だと、情報量が全然違う。
やっぱり早く上のクラスに行った方が良いと思う。
生物は緒方先生と石原先生にお世話になって、一番びっ
くりしたのが、緒方先生って人気あるじゃないですか。
最初こんな下のクラスで相手にされないと思ってたら、
すれ違った時に普通におはようって、こんな下のクラス
の人の事も覚えてくれるんだって。普通、高校とか予備
校って頭いい人しか相手にしないようなイメージある
じゃないですか。そういうのが全然なくて、びっくりし
ました。節田先生もそうですけど、そこがいいとこだ
なって。だから下のクラスからも受かるんだって思いま
した。
緒方先生はまず授業が小テストとかでちゃんと毎回覚え
させるっていうか、プリントもわかりやすいし、それ
使ってちゃんと覚えて次の授業でテストして、そういう
繰り返しがすごいためになったと思います。あと資料集
とか使ってすごい細かいところまで覚えたんで、大学
入ってからも結構アドバンテージに。
石原先生はなんでも聞いたらちゃんと答えてくれて、ま
あ当たり前なんですけど、どういう勉強したら良いかと
か、そういうアドバイスをしてくれて、生物の単純に暗
記を確かめたいなら川崎医大とか、そういう問題やった
方が良いとか、考察系だったらこの大学がいいとか赤本
渡してくれたりして。痒い所に手が届くっていう感じで
すね。

大好きなラーメンを封印した。そんな時間もなかっ

た（笑）
1浪目駿台に行ってたんですけど、そのときも普通に勉強
してて、成績も偏差値60くらいあって、割と上がってき
たなって思ったんですけど全部落ちて、一次一個も出な
くって、その原因がなんなんだろうっても思って。普通
にラーメン食べに行ったりとか割と出歩いてたなと思っ
て。代官山に入ってからラーメンを封印して。まあラー
メン食ってる時間ないんですけど（笑）。それもあって
受かったのかなと。生活面も大事だなと。あと最初のう
ちは４時起きしてたんですよ。朝４時に起きて家で勉強
して予備校来るっていうのを最初の頃ずっとやってて。
２号館行ってからやめました。最初すごい危機感があっ
て、下のクラスで、このままでは絶対に落ちるとか思っ
てすごい勉強量増やして。でも一回体調とか崩して２回
めっちゃ熱出てそこから睡眠時間ちゃんととるようにし
ていい感じに。睡眠とかはちゃんと取らないと。ちゃん
とやれた人は受かってますね。

石井先生の言う通りにやっていった。
石井先生は、本館の時とかは毎週石井先生の授業とか
やって、分からないところを次の授業までに解決できな

かったら質問しに行くようにしていて、だんだん質問し
て行くとあんまり簡単な質問できないっていうか。本当
に考えて答えが出ないときに質問しに行くようにしてま
した。その質問も英語のことだけじゃなくって、勉強の
やり方とかそういうの全部石井先生に聞いて、言われた
ら全部従うようにしてました。完全服従で。勉強の方法
は最初全部石井先生や薄先生に聞いて、化学は節田先生
に聞いて、その通りにやってました。石井先生の授業っ
て、めっちゃ緊張感あるじゃないですか。すごい授業
ちゃんと聞いてて、ぽろっと言ったことをすごい覚えて
て、それが入試問題で出たりして。それが2、3回あっ
て。小話とかが入試に出たりして。だからすごいちゃん
と聞いていた方がいいと思います。すごい心に刺さった
言葉とかは友達との関わり方とかで、ここでの友達は一
生ものではないとか話してて、すごい勉強してた仲間が
大事になるんじゃないかって。大学を超えても。

今年いる人へのアドバイス。
とにかく勉強時間を増やすってことが大事だと思いま
す。勉強以外はやらないっていうのが極論かなと。ラー
メン封印とか。あと去年失敗している人は去年と違う事
をやるっていうか、石井先生の授業で小川くん去年とは
違う？って聞かれて、全然違うって答えたら、そうやっ
て自信持って答えられるのはいいねって言われて。そう
やって一回失敗したら変えてみるってのは大事だと思い
ます。あと考えて勉強するのも、効果出なかったらやり
方変えて、石井先生に聞いたりとか色々考えながら勉強
したほうがいいと思う。僕も一浪目の時は勉強はやって
いたけど、そこそこ偏差値もあったけど全部落ちて。自
己流を捨てるってが大事。セミナーも先生に言われた通
りやりました。問題によっては４周５周やりました。発
展はやらなかったですけど。基礎だけで充分だと思う。
化学は、本当に「医学部の化学」がオススメです。問題
自体は難しいんですけど、下に書いてあるやつとか読む
と、意外に手取り足取りなんで解けるようになっている
から、分野とかも体系的になっているからやりやすいと
思う。化学と生物が一番安定してたかな。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

53.9 59.1＋81点

8ヶ月後ヶ月後8

合格の軌跡 氏名：小川智成

英語偏差値総合得点 

248247 DAIKANYAMA MEDICALDAIKANYAMA MEDICAL



入試の結果
一次出たところは岩手と金沢、埼玉前期、聖マリ、獨
協、埼玉後期、あと日大。
二次来たところは獨協が正規、聖マリだけ。聖マは若干
一人圧迫の人いたんですけど、なんとか。小論と対策
とってやっていたので受かりました。代官山MEDICALは
佐久間さんのお母さんと僕の父親が聖マで同期で、お兄
ちゃん（佐久間彗輔　帝京大医学部進学）もここに１年
通ってて、その紹介で。最初代官山に来て、石井先生と
面接して。佐久間妹（佐久間萌音）も代官山きて受かっ
たから。妹が聖マです。妹は女子の中では馴染んでるみ
たいです。男子とはあまり話さないです。めっちゃ敬語
使われるんですよ。今年聖マ代官山生は７人です。
木下（木下友博）、坂口（坂口知仁）、坂口めっちゃ真
面目なんですよ。いつも一番前の席に座って。たまに寝
てるんですけど。あとは山内（山内健）さんと佐藤梨
音、あと森岡（森岡信治）で７人です。あと上の代にも
結構いて、福田（福田正穂）とか。最初に、再試になら
ないような勉強法を教えてくれて。聖マリって学年担当
の先生がいて、生徒３人に、その先生と食事会した時に
福田がいて、ちょっと喋って。見た目優しそうな感じ
で。石井先生にめっちゃいじられてたって言ってまし
た。なんとなく座談会で見た人がいるなぁみたいな。あ
と奥脇さん（奥脇瑠根）。意外と医学部専門予備校行っ
てた人多くて。ほとんどそうですね。代官山多いです。
聖マリはドクターヘリこれかららしいです。今ちょうど
病院建て替えるって今工事始まってて、同じところで。
建て直すみたいで、これからぶっ壊すみたいです。

A9からのスタート
最初はA9です。140点くらいしか取れなくって。A9凄く
ないっすか。草野さん（草野達哉　帝京大医学部進学）
とか、赤岡さん（赤岡春菜　日本医科大進学）とか。現
役時はなんか勉強の仕方が分からないままただやってる
だけだったというか。映像見てのノートとって毎回テス
トあるんですけど、解けるっちゃ解けるんで。普通に聞
いてれば解けるんで。

代官山MEDICAL来て一番変わったのは
勉強のやり方がそもそも変わったっていうか、今まで自
己流でやってたのが一回全部それをやめて、全部石井先
生のとこに質問しに行って、その通りにやるようにし
て。とにかく授業の予習をやって、復習もちゃんとやっ
て、ちゃんと自分で再現できるようにするっていうよう
に言われました。1日の終わりにその日やったことを頭で
思い出せば、記憶が定着するって言われて、それをやる
ようにしました。それで２回目くらいから伸びて来まし
た。夏にA6です。次に２号館に行きました。最初２号館
行ってもいいくらいの成績だったんですけど、割と自習
室にこもって勉強するようになって、それで逆に学力上
がりましたね。
合格への軌跡、結構読んでますよ。なんかマンスリー化

学8点で、でも受かったみたいな人がいて、最初のマンス
リーテストで化学20点くらいとればいいのかなって。割
と悪かったです。化学もともと苦手で。英語だけまだ、
平均以上は取ってたような。

印象に残った先生
英語はやっぱ石井先生。石井先生以外だと三ツ橋先生に
ずっとみてもらってて、苦手なとこを赤本使って、例え
ば文法苦手だったら基本的な文法が出てる大学の赤本
使ったりとか、長文でも考えないと解けないような問題
を出す大学の赤本をやったりとか、普通に読めば英単語
が分かれば解ける赤本使ったりとかしていろんな要望に
応えてやってもらえて。赤本って結構実践的なやつなん
で、それ使ってアウトプットする練習をしてたのが、あ
と岩瀬先生も単語のプリントとかを同時にもらったりし
て、医系単語とか。ゴロとかで覚えやすいのがあったり
して、意外と頭に残るんですよね。
数学は、村上先生に教わってて、最初の方は授業で分か
らなかったところをもう一度やってもらったりとか、あ
とプリントを出してもらって、それ解いて。
石井先生にアドバイスもらって言われたことは絶対にし
ようと思って。最初クラス低かったんで。クラス低かっ
た時は岩瀬先生とか村上先生とかに結構基本的な演習と
かをやってもらうようにして、クラス上がってから三ツ
橋先生に赤本使ってやってもらったりとか、薄先生の単
科とか全部取ってそれ使って勉強したりとかして。
化学は節田先生の授業がすごい面白くて、一番印象に
残ってて、化学好きになって。授業が飽きないっていう
か。あと参考書もすごい分かりやすくって、夏までに医
学部の化学の理論編を２週くらいやって。問題を解いて
最初から最後まで夏までに２周解いて、そこから化学す
ごい好きになって、後期はその有機編を受験直前期まで
ずっとやって油脂とか構造全部覚えちゃって。この２冊
やれば化学は完璧だと思います。有機とか特に油脂とか

日医に出ました。その日医の試験の２日前に、油脂の暗
記を全部覚えたんすよ。で日医で思いっきり出て、余裕
で解けましたって。で1次落ちてます。(笑)節田先生、有
機の授業はあったんです。でも下のクラスで受けてる時
と上のクラスで受けてる時だと、情報量が全然違う。
やっぱり早く上のクラスに行った方が良いと思う。
生物は緒方先生と石原先生にお世話になって、一番びっ
くりしたのが、緒方先生って人気あるじゃないですか。
最初こんな下のクラスで相手にされないと思ってたら、
すれ違った時に普通におはようって、こんな下のクラス
の人の事も覚えてくれるんだって。普通、高校とか予備
校って頭いい人しか相手にしないようなイメージある
じゃないですか。そういうのが全然なくて、びっくりし
ました。節田先生もそうですけど、そこがいいとこだ
なって。だから下のクラスからも受かるんだって思いま
した。
緒方先生はまず授業が小テストとかでちゃんと毎回覚え
させるっていうか、プリントもわかりやすいし、それ
使ってちゃんと覚えて次の授業でテストして、そういう
繰り返しがすごいためになったと思います。あと資料集
とか使ってすごい細かいところまで覚えたんで、大学
入ってからも結構アドバンテージに。
石原先生はなんでも聞いたらちゃんと答えてくれて、ま
あ当たり前なんですけど、どういう勉強したら良いかと
か、そういうアドバイスをしてくれて、生物の単純に暗
記を確かめたいなら川崎医大とか、そういう問題やった
方が良いとか、考察系だったらこの大学がいいとか赤本
渡してくれたりして。痒い所に手が届くっていう感じで
すね。

大好きなラーメンを封印した。そんな時間もなかっ

た（笑）
1浪目駿台に行ってたんですけど、そのときも普通に勉強
してて、成績も偏差値60くらいあって、割と上がってき
たなって思ったんですけど全部落ちて、一次一個も出な
くって、その原因がなんなんだろうっても思って。普通
にラーメン食べに行ったりとか割と出歩いてたなと思っ
て。代官山に入ってからラーメンを封印して。まあラー
メン食ってる時間ないんですけど（笑）。それもあって
受かったのかなと。生活面も大事だなと。あと最初のう
ちは４時起きしてたんですよ。朝４時に起きて家で勉強
して予備校来るっていうのを最初の頃ずっとやってて。
２号館行ってからやめました。最初すごい危機感があっ
て、下のクラスで、このままでは絶対に落ちるとか思っ
てすごい勉強量増やして。でも一回体調とか崩して２回
めっちゃ熱出てそこから睡眠時間ちゃんととるようにし
ていい感じに。睡眠とかはちゃんと取らないと。ちゃん
とやれた人は受かってますね。

石井先生の言う通りにやっていった。
石井先生は、本館の時とかは毎週石井先生の授業とか
やって、分からないところを次の授業までに解決できな

かったら質問しに行くようにしていて、だんだん質問し
て行くとあんまり簡単な質問できないっていうか。本当
に考えて答えが出ないときに質問しに行くようにしてま
した。その質問も英語のことだけじゃなくって、勉強の
やり方とかそういうの全部石井先生に聞いて、言われた
ら全部従うようにしてました。完全服従で。勉強の方法
は最初全部石井先生や薄先生に聞いて、化学は節田先生
に聞いて、その通りにやってました。石井先生の授業っ
て、めっちゃ緊張感あるじゃないですか。すごい授業
ちゃんと聞いてて、ぽろっと言ったことをすごい覚えて
て、それが入試問題で出たりして。それが2、3回あっ
て。小話とかが入試に出たりして。だからすごいちゃん
と聞いていた方がいいと思います。すごい心に刺さった
言葉とかは友達との関わり方とかで、ここでの友達は一
生ものではないとか話してて、すごい勉強してた仲間が
大事になるんじゃないかって。大学を超えても。

今年いる人へのアドバイス。
とにかく勉強時間を増やすってことが大事だと思いま
す。勉強以外はやらないっていうのが極論かなと。ラー
メン封印とか。あと去年失敗している人は去年と違う事
をやるっていうか、石井先生の授業で小川くん去年とは
違う？って聞かれて、全然違うって答えたら、そうやっ
て自信持って答えられるのはいいねって言われて。そう
やって一回失敗したら変えてみるってのは大事だと思い
ます。あと考えて勉強するのも、効果出なかったらやり
方変えて、石井先生に聞いたりとか色々考えながら勉強
したほうがいいと思う。僕も一浪目の時は勉強はやって
いたけど、そこそこ偏差値もあったけど全部落ちて。自
己流を捨てるってが大事。セミナーも先生に言われた通
りやりました。問題によっては４周５周やりました。発
展はやらなかったですけど。基礎だけで充分だと思う。
化学は、本当に「医学部の化学」がオススメです。問題
自体は難しいんですけど、下に書いてあるやつとか読む
と、意外に手取り足取りなんで解けるようになっている
から、分野とかも体系的になっているからやりやすいと
思う。化学と生物が一番安定してたかな。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

入試の結果
一次出たところは岩手と金沢、埼玉前期、聖マリ、獨
協、埼玉後期、あと日大。
二次来たところは獨協が正規、聖マリだけ。聖マは若干
一人圧迫の人いたんですけど、なんとか。小論と対策
とってやっていたので受かりました。代官山MEDICALは
佐久間さんのお母さんと僕の父親が聖マで同期で、お兄
ちゃん（佐久間彗輔　帝京大医学部進学）もここに１年
通ってて、その紹介で。最初代官山に来て、石井先生と
面接して。佐久間妹（佐久間萌音）も代官山きて受かっ
たから。妹が聖マです。妹は女子の中では馴染んでるみ
たいです。男子とはあまり話さないです。めっちゃ敬語
使われるんですよ。今年聖マ代官山生は７人です。
木下（木下友博）、坂口（坂口知仁）、坂口めっちゃ真
面目なんですよ。いつも一番前の席に座って。たまに寝
てるんですけど。あとは山内（山内健）さんと佐藤梨
音、あと森岡（森岡信治）で７人です。あと上の代にも
結構いて、福田（福田正穂）とか。最初に、再試になら
ないような勉強法を教えてくれて。聖マリって学年担当
の先生がいて、生徒３人に、その先生と食事会した時に
福田がいて、ちょっと喋って。見た目優しそうな感じ
で。石井先生にめっちゃいじられてたって言ってまし
た。なんとなく座談会で見た人がいるなぁみたいな。あ
と奥脇さん（奥脇瑠根）。意外と医学部専門予備校行っ
てた人多くて。ほとんどそうですね。代官山多いです。
聖マリはドクターヘリこれかららしいです。今ちょうど
病院建て替えるって今工事始まってて、同じところで。
建て直すみたいで、これからぶっ壊すみたいです。

A9からのスタート
最初はA9です。140点くらいしか取れなくって。A9凄く
ないっすか。草野さん（草野達哉　帝京大医学部進学）
とか、赤岡さん（赤岡春菜　日本医科大進学）とか。現
役時はなんか勉強の仕方が分からないままただやってる
だけだったというか。映像見てのノートとって毎回テス
トあるんですけど、解けるっちゃ解けるんで。普通に聞
いてれば解けるんで。

代官山MEDICAL来て一番変わったのは
勉強のやり方がそもそも変わったっていうか、今まで自
己流でやってたのが一回全部それをやめて、全部石井先
生のとこに質問しに行って、その通りにやるようにし
て。とにかく授業の予習をやって、復習もちゃんとやっ
て、ちゃんと自分で再現できるようにするっていうよう
に言われました。1日の終わりにその日やったことを頭で
思い出せば、記憶が定着するって言われて、それをやる
ようにしました。それで２回目くらいから伸びて来まし
た。夏にA6です。次に２号館に行きました。最初２号館
行ってもいいくらいの成績だったんですけど、割と自習
室にこもって勉強するようになって、それで逆に学力上
がりましたね。
合格への軌跡、結構読んでますよ。なんかマンスリー化

学8点で、でも受かったみたいな人がいて、最初のマンス
リーテストで化学20点くらいとればいいのかなって。割
と悪かったです。化学もともと苦手で。英語だけまだ、
平均以上は取ってたような。

印象に残った先生
英語はやっぱ石井先生。石井先生以外だと三ツ橋先生に
ずっとみてもらってて、苦手なとこを赤本使って、例え
ば文法苦手だったら基本的な文法が出てる大学の赤本
使ったりとか、長文でも考えないと解けないような問題
を出す大学の赤本をやったりとか、普通に読めば英単語
が分かれば解ける赤本使ったりとかしていろんな要望に
応えてやってもらえて。赤本って結構実践的なやつなん
で、それ使ってアウトプットする練習をしてたのが、あ
と岩瀬先生も単語のプリントとかを同時にもらったりし
て、医系単語とか。ゴロとかで覚えやすいのがあったり
して、意外と頭に残るんですよね。
数学は、村上先生に教わってて、最初の方は授業で分か
らなかったところをもう一度やってもらったりとか、あ
とプリントを出してもらって、それ解いて。
石井先生にアドバイスもらって言われたことは絶対にし
ようと思って。最初クラス低かったんで。クラス低かっ
た時は岩瀬先生とか村上先生とかに結構基本的な演習と
かをやってもらうようにして、クラス上がってから三ツ
橋先生に赤本使ってやってもらったりとか、薄先生の単
科とか全部取ってそれ使って勉強したりとかして。
化学は節田先生の授業がすごい面白くて、一番印象に
残ってて、化学好きになって。授業が飽きないっていう
か。あと参考書もすごい分かりやすくって、夏までに医
学部の化学の理論編を２週くらいやって。問題を解いて
最初から最後まで夏までに２周解いて、そこから化学す
ごい好きになって、後期はその有機編を受験直前期まで
ずっとやって油脂とか構造全部覚えちゃって。この２冊
やれば化学は完璧だと思います。有機とか特に油脂とか

日医に出ました。その日医の試験の２日前に、油脂の暗
記を全部覚えたんすよ。で日医で思いっきり出て、余裕
で解けましたって。で1次落ちてます。(笑)節田先生、有
機の授業はあったんです。でも下のクラスで受けてる時
と上のクラスで受けてる時だと、情報量が全然違う。
やっぱり早く上のクラスに行った方が良いと思う。
生物は緒方先生と石原先生にお世話になって、一番びっ
くりしたのが、緒方先生って人気あるじゃないですか。
最初こんな下のクラスで相手にされないと思ってたら、
すれ違った時に普通におはようって、こんな下のクラス
の人の事も覚えてくれるんだって。普通、高校とか予備
校って頭いい人しか相手にしないようなイメージある
じゃないですか。そういうのが全然なくて、びっくりし
ました。節田先生もそうですけど、そこがいいとこだ
なって。だから下のクラスからも受かるんだって思いま
した。
緒方先生はまず授業が小テストとかでちゃんと毎回覚え
させるっていうか、プリントもわかりやすいし、それ
使ってちゃんと覚えて次の授業でテストして、そういう
繰り返しがすごいためになったと思います。あと資料集
とか使ってすごい細かいところまで覚えたんで、大学
入ってからも結構アドバンテージに。
石原先生はなんでも聞いたらちゃんと答えてくれて、ま
あ当たり前なんですけど、どういう勉強したら良いかと
か、そういうアドバイスをしてくれて、生物の単純に暗
記を確かめたいなら川崎医大とか、そういう問題やった
方が良いとか、考察系だったらこの大学がいいとか赤本
渡してくれたりして。痒い所に手が届くっていう感じで
すね。

大好きなラーメンを封印した。そんな時間もなかっ

た（笑）
1浪目駿台に行ってたんですけど、そのときも普通に勉強
してて、成績も偏差値60くらいあって、割と上がってき
たなって思ったんですけど全部落ちて、一次一個も出な
くって、その原因がなんなんだろうっても思って。普通
にラーメン食べに行ったりとか割と出歩いてたなと思っ
て。代官山に入ってからラーメンを封印して。まあラー
メン食ってる時間ないんですけど（笑）。それもあって
受かったのかなと。生活面も大事だなと。あと最初のう
ちは４時起きしてたんですよ。朝４時に起きて家で勉強
して予備校来るっていうのを最初の頃ずっとやってて。
２号館行ってからやめました。最初すごい危機感があっ
て、下のクラスで、このままでは絶対に落ちるとか思っ
てすごい勉強量増やして。でも一回体調とか崩して２回
めっちゃ熱出てそこから睡眠時間ちゃんととるようにし
ていい感じに。睡眠とかはちゃんと取らないと。ちゃん
とやれた人は受かってますね。

石井先生の言う通りにやっていった。
石井先生は、本館の時とかは毎週石井先生の授業とか
やって、分からないところを次の授業までに解決できな

かったら質問しに行くようにしていて、だんだん質問し
て行くとあんまり簡単な質問できないっていうか。本当
に考えて答えが出ないときに質問しに行くようにしてま
した。その質問も英語のことだけじゃなくって、勉強の
やり方とかそういうの全部石井先生に聞いて、言われた
ら全部従うようにしてました。完全服従で。勉強の方法
は最初全部石井先生や薄先生に聞いて、化学は節田先生
に聞いて、その通りにやってました。石井先生の授業っ
て、めっちゃ緊張感あるじゃないですか。すごい授業
ちゃんと聞いてて、ぽろっと言ったことをすごい覚えて
て、それが入試問題で出たりして。それが2、3回あっ
て。小話とかが入試に出たりして。だからすごいちゃん
と聞いていた方がいいと思います。すごい心に刺さった
言葉とかは友達との関わり方とかで、ここでの友達は一
生ものではないとか話してて、すごい勉強してた仲間が
大事になるんじゃないかって。大学を超えても。

今年いる人へのアドバイス。
とにかく勉強時間を増やすってことが大事だと思いま
す。勉強以外はやらないっていうのが極論かなと。ラー
メン封印とか。あと去年失敗している人は去年と違う事
をやるっていうか、石井先生の授業で小川くん去年とは
違う？って聞かれて、全然違うって答えたら、そうやっ
て自信持って答えられるのはいいねって言われて。そう
やって一回失敗したら変えてみるってのは大事だと思い
ます。あと考えて勉強するのも、効果出なかったらやり
方変えて、石井先生に聞いたりとか色々考えながら勉強
したほうがいいと思う。僕も一浪目の時は勉強はやって
いたけど、そこそこ偏差値もあったけど全部落ちて。自
己流を捨てるってが大事。セミナーも先生に言われた通
りやりました。問題によっては４周５周やりました。発
展はやらなかったですけど。基礎だけで充分だと思う。
化学は、本当に「医学部の化学」がオススメです。問題
自体は難しいんですけど、下に書いてあるやつとか読む
と、意外に手取り足取りなんで解けるようになっている
から、分野とかも体系的になっているからやりやすいと
思う。化学と生物が一番安定してたかな。
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昭和大医学部進学　小森秀一君(青稜高校卒)

昭和大寮生活
寮楽しいですね、非常に。まあ結構 3浪だから浮くかなっ
て思ってたんですけど全然そんなことないですね。3浪っ
て、僕が聞く限りでは今いないんですよ。同じ学部で話
しすることが少なくて、今何浪？って聞いたら 2浪だと
か。いても 2浪なんですよ。薬学部と医療学部と歯学部
と医学部が 4人一部屋なんです。男子寮は赤松と白樺っ
てあって、白樺が新しい方なんですけど僕は運良く？赤
松の方に（笑）。まあ相当年期が入ってるって話で。そう
ですね、40年以上は。4月 12 日に入学だったんですけど、
23日までずっとオリエンテーション期間で。オリエンテー
ションって皆さん仲良くなりましょうみたいな会で、男
子が 4人 1部屋なんですけどそれが 2組か 3組くらい。
それと女子もまた同数くらいで、コンパってものが組ま
されるんですよ。20 人 1組は 1年間固定なんですけど、
でも医学部が 20 人の中で 4人しかいないんですよね。だ
から他の学部の人が非常に多くて。以外とみんな頭きれ
てたりする人もいるんで凄いなって思って。医学部以外
でも頭いい子いますね。頭良いっていうか、なんだろうな。
今思ってるんですけど、やっぱりレポートとかがあって
それを提出する時に自分のやっぱり気付かないこととか
を気付いてたりして、本当にだから凄いなあって感心す
ることも多くて。

３浪目で意識変わった
現役の時も河合行ってて 1浪 2浪の時も河合だった。途
中でヤバいなって思いもあったんですけど、明確にちゃ
んと自分が勉強できてるかっていうとそうではなかった
ので。なんだろう、神頼みとかってあるじゃないですか。
これなんとなく行けそうとか、お願いしますとか。運良
ければ行けるみたいな。なんかそういう気持ちだったん
で。まぁ 3浪目になって変わったんでしょうね。それは。
リアリズムになった（笑）意識が一番変わったのはまあ
3浪になってから。結構今まで感情で判断してたものが
全部理性で判断するようになりましたね。

代官山MEDICALでの友人
代官山MEDICAL で人とつるんでなかったんですよね、も
うあんまり感情入れてませんでしたからね。まあ 1月に
なったらメンタル面であんまり勉強できなくなるんで。
そういう時には本当に選んだ人で過去問一緒にやろうと
かやってましたけど。
保坂（保坂洵　獨協医科大進学）と梶浦（梶浦淳史　日
本医科大進学）と、順天行った牧（牧健太郎　順天堂大
医学部進学）です。で、こいつらは絶対僕受かるって思っ
てたんで、受かる人とやって自分も受かろうって。日医の、
僕がこの問題で日医で出そうだっていうやつをピック
アップして、慈恵の問題だったんですけど。それは保坂
と梶浦と僕でやったんですけど、僕だけ落ちましたね、
日医に。（笑）日医はちょっときついかなって思ってたん
で。自分が落ちるだろうなって思ってた大学は全て落ち

ましたし、もう自分の中では的中 100％（笑）慈恵は受
けてないんですけど、13 校中 9校（1次）合格して。
9校受かって 3校落ちて 1校受けてない。で 1校受けて
ないのはもう日大で。親にちょっと疲れたと。もういい
よと。
2次受かったのは杏林と昭和だけなんで。落ちたところ
は東邦と東医と、あと日医ですね。東医はちょっと、生
物きつくて、あーもうだから、問題とかみて、解き終わっ
たあとに行ってやらないって思いました。( 笑 ) ちょっと
強気で。もう昭和受かるんでって思ってたんで。英語が
割と簡単だったって言ってたので。でも僕はそうとは思
わなかったので、多分そこで差を付けられたんだと思い
ますね。

代官山に来たら、 自分とほぼ変わらない人が受

かっている。
2 浪時に北里に 2次で行ったときに「宇津野君」（宇津野
将也　日大医学部進学）って子にあったんですよ。塾が
代官山MEDICAL だったっていう。どんな塾なんだろうっ
て思って代官山MEDICAL 来たら、そこの合格者一覧の所
に 2次合格で宇津野君の名前があって「あ、受かるんだ」っ
て思ったんすよ。現実に自分とほぼ変わらないような人
が受かってるって現実を見て「あ、これはもう絶対受か
るわ」って思っちゃったんすよね。ちょっと悪いですけど、
宇津野君には。でもこれでもっと彼よりも頑張ったら確
実に受からないわけがないだろうと。受かんなかったら
訴えてやるくらいに勉強しましたね。( 笑 )
代官山MEDICAL の寮入ったの 1月っすね。もうほんと直
前に。急にお願いして。すいません。
すべて考えがかなり極端だったんで、例えば勉強しなきゃ
いけないってなって、自分の来てる時間だったら絶対終

わらないってなるんすよ。それで先生に相談しに行った
ら、「だったら勉強時間増やせば良いじゃん」って言われ
て。ああじゃあもう朝早く来るしかないなってなるわけ
ですよ。それでも、試験前だからもうちょっと詰めたいっ
てなるじゃないですか。1月とか 12 月の、12 月の終わ
りくらいか、引っ越してきたの。12 月の終わりくらいに
もうちょっと勉強したいなってなるじゃないですか。そ
したら通学時間が無駄だって考えるようになって。通学
時間が無駄だって思ったらそれを切り捨てれば良いわけ
で。それだったらもうこっちに住めばいいじゃんってい
う結論に。もう 3日後に「ここ住めなかったらもう今年
は無理だ」って親に言って（笑）もう朝 6時半からちゃ
んと来て、ちゃんとできました。

入試のおまじない
気合の入りすぎも良くないんですよね、だからドリンク
剤も重要で、飲み方が。医薬部外品だったんですけど、
それ飲むとほんと英語読むスピードが 1.2 倍とかになっ
て。
ビタミンが英語の速読に効くってホントなんすよ！無水
カフェインが結構効いてるんだと思います。50mgって
書いてあったんで。いつもそこのコンビニで買ってて。
ここでこの教科挽回できないとヤバいなっていう試験の
前の時間に飲んで。トイレ行きたくなったらためらいな
く行きます。もうだって何しようが受かるやつは受かる
んですよ。ただ杏林は途中で頭痛くなったり、気持ち悪
くなったりして吐いて。

自信をつける120冊のノート
昭和TOCで3000人入る、あのぶちぬきの大きい教室。あー
でも隣見たら若いんですよ。前の子とかも制服で。絶対
お前らよりもやってるからって思ってました。一番最後
の 120 冊目のノート持ってたので。それとかで積分しな
がら。捨てちゃったのもかなり多いんですけど。もう今
は残ってないです。120 冊目くらいしか。あとで見直す
用じゃないので。
自信をつける用です。これだけやったっていう証拠が欲
しくて。120 冊っていうと相当置き場所に困るんですよ。
この色のノートがほんとに 120 冊あるんで。まあ、親に
買って来てって言ったんですけど。そしたらこれだった
んで。多分一番安いやつ。こだわりはないんですけど無
地ってのがやっぱり大事かなって思って。だから売り場
からは消えましたね（笑）追加注文しました。親にノー
ト明日 30 冊買って来てくれみたいな。そんな感じで。パ
ンパンのビニール袋で買って来ていただいて。ありがた
かったです。

前期のテキストはよくまとまっている
ここに入って最初のクラス分け試験でクラスは A1です。
正直Mには入ると思ってたんですよ。3校は通ってたん
で。ここ来る前に。でもそれでも貼り紙の所にMかと思っ

てたら Aだったって書いてある人がいて、あの貼ってあ
るじゃないですか。合格の軌跡でしたっけ。で、やっぱ
りしょうがないんだなって思って。初めから上にいって
落とされるよりもここで一気に成りあがる方が良いか
なって。もう全部肯定的に捉えましたね。
もうアドラー心理学でそうしてるんで。悲しんでると悲
しむことが目的なんだって考えて、それはいらないよねっ
ていうふうに判断して、悲しむことをやめるっていう。
まあ悲しんでもあんまりプラスにはならないですよね。
1,2 浪目の大手予備校と比べて一番違うところは、まあ出
るとこがテキストになってるっていうところですかね。
言い方変なんですけど僕はもう出るところしかやりたく
なかったんですよ。ほんとに。入試で。テキストの 1-1
からとか、なんで 1,2 浪目のところだと入試だと絶対出
ない様な所とかなんでこんな問題があるんだろうみたい
な。そういう問題ばっかだったんですけど。こっちはも
うほんとに私大特化なんで。前期のテキストとか特にこ
れは入試で出てきてもおかしくないよねって問題ばかり
だったんですよ。それが一番大きかったと思います。
前期のテキストまとまってましたね。英語は特に石井先
生のやつは前期の 1～ 26 の中文みたいな英文しか入試の
直前は読んでなかったんで。それをずーっと。あ、その
ぼろっぼろのノートは取ってあります。これはいるわっ
て思って。
いや、現実的にそんなに大量のノートを試験に持って行
けるわけでもないし、ある程度の文章と単語と文法が
チェックできれば良いかなって思ってたんで。それ以外
はもういくら持って行っても無駄かなって思ってしまっ
て。覚えてきちゃうんですよね。
1､2 浪は一生懸命考えたけど、結局アクションに移せて
なかったのが結構あったんだと思います。

大切なのは勉強量
最後は量ですね、もうだから僕も座談会で言ってたんで
すよ、量やれって。ノートはこんだけやったけど梶浦君
はもうちょっとやってましたよとか。梶浦 123 冊なんで
すよ。3冊だけ負けて、だけど僕は絶対ペンの消費本数
では負けてないって思ってました（笑）ホントに。ボー
ルペン使ってたんですけど、それ 3箱…30 本以上あけて
るんで。でも家にもっとあるので。座談会とか抜きにし
てその最後の 120 冊目のノートとペンの空いた本数だけ
ぽんと置いておけば、みんなこれだけやればいいんだなっ
てのがわかると思ったんですけど、さすがにやめてくれっ
て言われて。みんな見れば納得するから。
一番苦労した科目は数学ですね。やっててもあんまり出
来ないんですよ。身に付かないって言うのはなんなんで
すけど。応用が僕は効かない方だったんで。ひねり出せ
ば出るけどそんなことしてたら試験終わっちゃうよねっ
て。やっぱそこがかなりできてなくて。最後は割り切っ
て暗記に走りましたけど。薄先生のやつとか。確率と微
積やれば都内には残れるっておっしゃってて。ああじゃ
あ確率と微積だって。確率と微積だけ、あとそういう
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ちょっとでそうな問題とか引っ張ってきて。問題見れば
答えから逆算できるレベルまで。7回くらいやったら覚
えるんですよ。いや、問題の 1行目見たらありありと再
現されるみたいな。ぱーって。ペンが、考えながら書い
てるからもう見たころには答案ができてるっていう。昭
和で正規合格したのは型通りの問題がでたからってのも
あるかもしれません。やっぱり身の丈に合ったものをちゃ
んと確実にやったってのは大きくて。1年前の昭和だっ
たらそんなに簡単ではなかったのでもしかしたら失敗し
てた可能性高いですね。補欠で終わってたかもしれない
です。まあそういう意味では今年はすごい運が良くて。
大学から、縁があるっていうのはこういうことなのかと
思いました。

ほとんどの先生から１つの事を学んだ
んー。なんでしょうね。ほとんどの先生から１つのこと
を学んだっていう。この先生からはこういうやり方を学
んだって言うのがそれぞれあって。いいとこ取りしまし
たね。でもだいたい石井先生が総合的に言ってくれるん
で。だったらこっちをとるかなって。それで合う合わな
いを自分でやってみたりして。印象って…ほんとに申し
訳ないんですけど印象とかって感情じゃないですか。僕、
ほんとに過激なんですけど思想が。だから個々の授業に
感情は持ち合わせてなかったですね。だから何を得た
か、ってそれだけですね。これをやったよっていう事実
しかない。
後期の授業は結構実戦的なんですよね。頭の使い方を、
そこで新たな知識を身に付けるのもまたそうなんですけ
ど実際難易度が高すぎて、頭の使い方、本番でどう頭を
使うかってそういうトレーニング中心っぽくて。授業が。
そこで出来る出来ないとかは考えてませんでした。前期
の授業の最初らへんの方がほんとに入試まんま出て、取

らなきゃいけないってのがあったんで後期の授業まぁで
きればいいかなと。ここでまぁ半分ぐらい取ってれば、
かなり合格+αにはいくのかなと思ってました。
僕的にはなんか 1問 1答系がそこまで得意ではなくて。1
個引っ張ってきて、あ、とれたとれた、ってのが多い。
単純暗記がちょっと苦手なんで、うまいこといろいろ刺
激になるものを入れてゴロを作ったりしないとやっぱり
きついんで。単発ではやっぱ無意味なものって覚えられ
ないんですよ。だからやたらエビングハウスの忘却曲線
とか言いますけど、ああいうのってだって単純な数列を
今から覚えて下さいって言ってそれの学習の曲線を表し
たものだからそれに感情とか刺激とかを与えれば一発で
覚えられるはずなんですよ。
生物もつなげて覚えて。例えばここに水があったら人間
の細胞何％だったっけ、って。一番多いのが水でタンパ
ク質になると、植物は炭水化物の方が多いよねって、そ
こからなんかばーってつながる、芋づるみたいに。根幹
があってそっから葉っぱの方に行く感じなんですよね。

マンスリーは本番の縮図
精神的にきついって時はありましたね。マンスリーとか
で問題の難易度で物理とか生物で差があるじゃないです
か。あれでやっぱり努力してても順位が下がってしまう
のがあって。1回ほんとに載らなくなりそうなことがあっ
て一番心に来て。何が原因なんだろうって思ったんです
けど、それは何が原因なんだろうって少し考えちゃいま
したね。
ただ原因を考えて悩んで問題がぐるぐる循環しちゃうの
はいけなくて原因からそのまま次のアクションに起こせ
ればいいんですけど、僕はやっぱりこの 2年間苦手だっ
たんで。原因は考えるのやめてとりあえず行動してまし
たね。マンスリー直そうと。まあ仕方ないと。生物と物
理で差があるっていうのは本番の入試でもあることです
から。
なんで英語でこの人に勝ってるのにひっくり返されてる
のとか。他の人も言ってたけども。あれは良くも悪くも
本番の縮図なんですね。

代官山 MEDICAL で強制される事がプラスに
受かる人は受かるってほんとにそれだなって。本当に順
当な人が受かっているなって印象だったんでこんだけ
やって受からなかったらおかしいですからね。まぁでも
自分の自覚でしっかりやってたんで代官山MEDICAL 来て
強制されることがプラスになりましたね。拘束されるじゃ
ないですか。どうしても、時間。そうなると必然的に数
をこなすようになるんで。合ってましたね。元からそん
なにだらっとするタイプではあんまりなかったので、こ
こでかっちり与えられたものをやったから。勉強だけに
集中できたってのは大きいですね。あんまり迷わずとも
そこにテキストがあるからやるっていう。自分でどこ出
るかって選ぶ必要がないんで。出ますから。テキストに
沿ってると。

石井先生のテキストの 1-26 の 1 冊のノートでこれでいい
んだって。それは、1冊のノートが 26 で終わっちゃった
からです。2冊目が 26-40 と後期のちょろっとなんです
けど実際見れないしょ、って 1冊だけ持って行ったって
いう。でもかなり情報量としては濃くて。何回も見直す
たびに、サーって読んでても実際日本語訳合わせるとど
う？みたいなそういうチェックもできるので。短文です
ね。どの位の文章かって言ったら、長くてここからここ
までくらいの文章量なんですよ。それでいろいろ文法事
項が詰まってたりするんで。最初は絶対僕は無理でした
ね。全部訳せみたいなのものが宿題とかに、雰囲気的に
なったりするわけなんですけど、全然訳せなかったりし
て。だんだん回数経ってくる毎にちゃんと訳せるように
はなりました。雰囲気でとるってことはなくなって。でも、
そそっかしいミスとかはあってmonkey って書いてたと
こをずっとmoney だと思ってて、お金って読んでて、で
すごい壮絶に訳しちゃったこととかあって。でそれを石
井先生に当てられたときあって、そん時みんなと訳が全
然違ってあーもう終わったなと思って。静まり返ってた
んですよ。それが非常に嫌で。A1とかだったらいいんで
すけどMのクラスだったら間違えたら確実に音がなく
なっちゃてて。やばいと思って。なんか、禊を受ける感
じになって。裁かれてる気分でした ( 笑 )。入試でもこう
いう事があったら後々困るなと思って。良かった今でと
思って。

一番は量。とくにノートの整理も重要な要素。
後輩たちにアドバイスは絶対 1番は量ですね。まず量や
らないと受からないってことと、みんながやってるのは、
出来る人ほどノートをしっかりとって、後でまとめようっ
て意識がないんで。できる人って。もう 1つはプリント
の整理、モノの整理がしっかりできてる人は受かってま
すね。僕あったんですけど。生物とか。で結構、緒方先
生にもお前何やってんだ、って。勉強しなくていいから
プリントの整理しろって。ほぼ丸 1日プリントの整理し
てた日もありました。でもやっぱりどこになにがあるか
わかんないままだと頭もその状態になってしまうので、
プリントの管理は大事ですね。もともとできる人はそん
なに苦にならないと思いますけど。
ノートは、先生の情報全部取ろうとして汚くとって、授
業後にまとめ直せばいいかなっていう人いるんですけど
そうするとアウトプットする機会が減るんですよ。どう
しても。ほんとにそれがノートをきれいに取ることが目
的になってるんですよ。次に問題解くために覚えたりす
る時間とかどうしたらいいかって考える時間がほんとに
狭まっちゃう。ノート取るんだったらちゃんと授業中に
自分が取れる範囲でとったりして、完結させる。僕もそ
れ出来てなかったときあったりして、別のノートとかに
写してる時に、なにやってるんだろうなって。こんなこ
としてる間に、授業中ちょっと抜けがあってもノート余
白多めにとっておけばまた後々の期間に書き足したり、
授業中にアウトプットできたのになって。

ノートはちゃんと授業で作る努力をした方がいいんじゃ
ないかなって。経験ですね。それくらいしか意識できな
いと思います。本気でやったら。他に何か注意したほう
がいいですかって聞く方とか受験生の方いらっしゃいま
すけど、そういう人ってまず漏れなく量やってないんで。
量だけやってたらほんとに手一杯で何にも考えられない
はずなんですよ。もうちょっと自分でアクションを起こ
して、こんだけやったんですけどどうしたらいいですかっ
ていう質問なら分かるんですけど。その前に質問しに行
くのはちょっとあんまり、先生も逆に困るんじゃないか
なって思います。僕が言いたいのはそれぐらいですかね。

信頼できる将来の仕事仲間との出会い
受かった人は、確実に将来の同業者の中でも重要な位置
になると思います。僕がすごいなって尊敬する人も、梶
浦とか保坂とかもあと牧とかもかなり信頼して、ほんと
にすごい向上心持ってたやつなんだなって思ってたんで。
これなら将来絶対医者になってもこういう人なら頼れる
なって言う、そういう人を見つけられたいい場になった
と思います。
ここまでやっぱり本気になる人ってこんなにいないと思
うんで、他の普通の予備校行ってたらまざまざと見るっ
てことはあんまりないと思うんで。すごいなと。そういう、
将来こういう人と関われたらいいなとかそういうグルー
プに入っていかなきゃなって意識が強く持てた場になっ
たと思います。だってみんな同業者ですから。受かった
人は。
梶浦君に感謝ですね。1浪であそこまでしっかり謙虚に
やってるっていうのは。
牧君もそうなんですよ。でも僕より切羽詰まってない感
はあったんで。ひらめきっていうかちょっと手際が良い
所があって、そこはすごく尊敬してて。そつなくこなす
タイプ。
保坂くんはもう、マンスリーは僕よりずっと下だったん
ですけど、ただ、パッションが凄くて、ずっと日医に受
かるって言ってたんですよ。日医の 1次もそれで通りま
したしそのときに、自分のメンタルとか気持ちとか、ま
あしょうがないって割り切って上げてく気持ちとか、そ
ういうのが凄いなって思ってて。やっぱり個々で尊敬で
きることがあって。
宇津野君にも感謝ですね。そこは運がいいかなって思っ
てて。あの時、聞いといてよかったって思ってました。
塾の名前とか。
代官山MEDICAL でなければ、受かってても、地方でした。
( 笑 ) 勉強頑張ってくださいって僕は言いたくないんで。
「やれば受かります」、とだけは言いたいです。
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勉強量を確保することができた。
昭和大医学部進学　小森秀一君(青稜高校卒)

昭和大寮生活
寮楽しいですね、非常に。まあ結構 3浪だから浮くかなっ
て思ってたんですけど全然そんなことないですね。3浪っ
て、僕が聞く限りでは今いないんですよ。同じ学部で話
しすることが少なくて、今何浪？って聞いたら 2浪だと
か。いても 2浪なんですよ。薬学部と医療学部と歯学部
と医学部が 4人一部屋なんです。男子寮は赤松と白樺っ
てあって、白樺が新しい方なんですけど僕は運良く？赤
松の方に（笑）。まあ相当年期が入ってるって話で。そう
ですね、40年以上は。4月 12 日に入学だったんですけど、
23日までずっとオリエンテーション期間で。オリエンテー
ションって皆さん仲良くなりましょうみたいな会で、男
子が 4人 1部屋なんですけどそれが 2組か 3組くらい。
それと女子もまた同数くらいで、コンパってものが組ま
されるんですよ。20 人 1組は 1年間固定なんですけど、
でも医学部が 20 人の中で 4人しかいないんですよね。だ
から他の学部の人が非常に多くて。以外とみんな頭きれ
てたりする人もいるんで凄いなって思って。医学部以外
でも頭いい子いますね。頭良いっていうか、なんだろうな。
今思ってるんですけど、やっぱりレポートとかがあって
それを提出する時に自分のやっぱり気付かないこととか
を気付いてたりして、本当にだから凄いなあって感心す
ることも多くて。

３浪目で意識変わった
現役の時も河合行ってて 1浪 2浪の時も河合だった。途
中でヤバいなって思いもあったんですけど、明確にちゃ
んと自分が勉強できてるかっていうとそうではなかった
ので。なんだろう、神頼みとかってあるじゃないですか。
これなんとなく行けそうとか、お願いしますとか。運良
ければ行けるみたいな。なんかそういう気持ちだったん
で。まぁ 3浪目になって変わったんでしょうね。それは。
リアリズムになった（笑）意識が一番変わったのはまあ
3浪になってから。結構今まで感情で判断してたものが
全部理性で判断するようになりましたね。

代官山MEDICALでの友人
代官山MEDICAL で人とつるんでなかったんですよね、も
うあんまり感情入れてませんでしたからね。まあ 1月に
なったらメンタル面であんまり勉強できなくなるんで。
そういう時には本当に選んだ人で過去問一緒にやろうと
かやってましたけど。
保坂（保坂洵　獨協医科大進学）と梶浦（梶浦淳史　日
本医科大進学）と、順天行った牧（牧健太郎　順天堂大
医学部進学）です。で、こいつらは絶対僕受かるって思っ
てたんで、受かる人とやって自分も受かろうって。日医の、
僕がこの問題で日医で出そうだっていうやつをピック
アップして、慈恵の問題だったんですけど。それは保坂
と梶浦と僕でやったんですけど、僕だけ落ちましたね、
日医に。（笑）日医はちょっときついかなって思ってたん
で。自分が落ちるだろうなって思ってた大学は全て落ち

ましたし、もう自分の中では的中 100％（笑）慈恵は受
けてないんですけど、13 校中 9校（1次）合格して。
9校受かって 3校落ちて 1校受けてない。で 1校受けて
ないのはもう日大で。親にちょっと疲れたと。もういい
よと。
2次受かったのは杏林と昭和だけなんで。落ちたところ
は東邦と東医と、あと日医ですね。東医はちょっと、生
物きつくて、あーもうだから、問題とかみて、解き終わっ
たあとに行ってやらないって思いました。( 笑 ) ちょっと
強気で。もう昭和受かるんでって思ってたんで。英語が
割と簡単だったって言ってたので。でも僕はそうとは思
わなかったので、多分そこで差を付けられたんだと思い
ますね。

代官山に来たら、 自分とほぼ変わらない人が受

かっている。
2 浪時に北里に 2次で行ったときに「宇津野君」（宇津野
将也　日大医学部進学）って子にあったんですよ。塾が
代官山MEDICAL だったっていう。どんな塾なんだろうっ
て思って代官山MEDICAL 来たら、そこの合格者一覧の所
に 2次合格で宇津野君の名前があって「あ、受かるんだ」っ
て思ったんすよ。現実に自分とほぼ変わらないような人
が受かってるって現実を見て「あ、これはもう絶対受か
るわ」って思っちゃったんすよね。ちょっと悪いですけど、
宇津野君には。でもこれでもっと彼よりも頑張ったら確
実に受からないわけがないだろうと。受かんなかったら
訴えてやるくらいに勉強しましたね。( 笑 )
代官山MEDICAL の寮入ったの 1月っすね。もうほんと直
前に。急にお願いして。すいません。
すべて考えがかなり極端だったんで、例えば勉強しなきゃ
いけないってなって、自分の来てる時間だったら絶対終

わらないってなるんすよ。それで先生に相談しに行った
ら、「だったら勉強時間増やせば良いじゃん」って言われ
て。ああじゃあもう朝早く来るしかないなってなるわけ
ですよ。それでも、試験前だからもうちょっと詰めたいっ
てなるじゃないですか。1月とか 12 月の、12 月の終わ
りくらいか、引っ越してきたの。12 月の終わりくらいに
もうちょっと勉強したいなってなるじゃないですか。そ
したら通学時間が無駄だって考えるようになって。通学
時間が無駄だって思ったらそれを切り捨てれば良いわけ
で。それだったらもうこっちに住めばいいじゃんってい
う結論に。もう 3日後に「ここ住めなかったらもう今年
は無理だ」って親に言って（笑）もう朝 6時半からちゃ
んと来て、ちゃんとできました。

入試のおまじない
気合の入りすぎも良くないんですよね、だからドリンク
剤も重要で、飲み方が。医薬部外品だったんですけど、
それ飲むとほんと英語読むスピードが 1.2 倍とかになっ
て。
ビタミンが英語の速読に効くってホントなんすよ！無水
カフェインが結構効いてるんだと思います。50mgって
書いてあったんで。いつもそこのコンビニで買ってて。
ここでこの教科挽回できないとヤバいなっていう試験の
前の時間に飲んで。トイレ行きたくなったらためらいな
く行きます。もうだって何しようが受かるやつは受かる
んですよ。ただ杏林は途中で頭痛くなったり、気持ち悪
くなったりして吐いて。

自信をつける120冊のノート
昭和TOCで3000人入る、あのぶちぬきの大きい教室。あー
でも隣見たら若いんですよ。前の子とかも制服で。絶対
お前らよりもやってるからって思ってました。一番最後
の 120 冊目のノート持ってたので。それとかで積分しな
がら。捨てちゃったのもかなり多いんですけど。もう今
は残ってないです。120 冊目くらいしか。あとで見直す
用じゃないので。
自信をつける用です。これだけやったっていう証拠が欲
しくて。120 冊っていうと相当置き場所に困るんですよ。
この色のノートがほんとに 120 冊あるんで。まあ、親に
買って来てって言ったんですけど。そしたらこれだった
んで。多分一番安いやつ。こだわりはないんですけど無
地ってのがやっぱり大事かなって思って。だから売り場
からは消えましたね（笑）追加注文しました。親にノー
ト明日 30 冊買って来てくれみたいな。そんな感じで。パ
ンパンのビニール袋で買って来ていただいて。ありがた
かったです。

前期のテキストはよくまとまっている
ここに入って最初のクラス分け試験でクラスは A1です。
正直Mには入ると思ってたんですよ。3校は通ってたん
で。ここ来る前に。でもそれでも貼り紙の所にMかと思っ

てたら Aだったって書いてある人がいて、あの貼ってあ
るじゃないですか。合格の軌跡でしたっけ。で、やっぱ
りしょうがないんだなって思って。初めから上にいって
落とされるよりもここで一気に成りあがる方が良いか
なって。もう全部肯定的に捉えましたね。
もうアドラー心理学でそうしてるんで。悲しんでると悲
しむことが目的なんだって考えて、それはいらないよねっ
ていうふうに判断して、悲しむことをやめるっていう。
まあ悲しんでもあんまりプラスにはならないですよね。
1,2 浪目の大手予備校と比べて一番違うところは、まあ出
るとこがテキストになってるっていうところですかね。
言い方変なんですけど僕はもう出るところしかやりたく
なかったんですよ。ほんとに。入試で。テキストの 1-1
からとか、なんで 1,2 浪目のところだと入試だと絶対出
ない様な所とかなんでこんな問題があるんだろうみたい
な。そういう問題ばっかだったんですけど。こっちはも
うほんとに私大特化なんで。前期のテキストとか特にこ
れは入試で出てきてもおかしくないよねって問題ばかり
だったんですよ。それが一番大きかったと思います。
前期のテキストまとまってましたね。英語は特に石井先
生のやつは前期の 1～ 26 の中文みたいな英文しか入試の
直前は読んでなかったんで。それをずーっと。あ、その
ぼろっぼろのノートは取ってあります。これはいるわっ
て思って。
いや、現実的にそんなに大量のノートを試験に持って行
けるわけでもないし、ある程度の文章と単語と文法が
チェックできれば良いかなって思ってたんで。それ以外
はもういくら持って行っても無駄かなって思ってしまっ
て。覚えてきちゃうんですよね。
1､2 浪は一生懸命考えたけど、結局アクションに移せて
なかったのが結構あったんだと思います。

大切なのは勉強量
最後は量ですね、もうだから僕も座談会で言ってたんで
すよ、量やれって。ノートはこんだけやったけど梶浦君
はもうちょっとやってましたよとか。梶浦 123 冊なんで
すよ。3冊だけ負けて、だけど僕は絶対ペンの消費本数
では負けてないって思ってました（笑）ホントに。ボー
ルペン使ってたんですけど、それ 3箱…30 本以上あけて
るんで。でも家にもっとあるので。座談会とか抜きにし
てその最後の 120 冊目のノートとペンの空いた本数だけ
ぽんと置いておけば、みんなこれだけやればいいんだなっ
てのがわかると思ったんですけど、さすがにやめてくれっ
て言われて。みんな見れば納得するから。
一番苦労した科目は数学ですね。やっててもあんまり出
来ないんですよ。身に付かないって言うのはなんなんで
すけど。応用が僕は効かない方だったんで。ひねり出せ
ば出るけどそんなことしてたら試験終わっちゃうよねっ
て。やっぱそこがかなりできてなくて。最後は割り切っ
て暗記に走りましたけど。薄先生のやつとか。確率と微
積やれば都内には残れるっておっしゃってて。ああじゃ
あ確率と微積だって。確率と微積だけ、あとそういう
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ちょっとでそうな問題とか引っ張ってきて。問題見れば
答えから逆算できるレベルまで。7回くらいやったら覚
えるんですよ。いや、問題の 1行目見たらありありと再
現されるみたいな。ぱーって。ペンが、考えながら書い
てるからもう見たころには答案ができてるっていう。昭
和で正規合格したのは型通りの問題がでたからってのも
あるかもしれません。やっぱり身の丈に合ったものをちゃ
んと確実にやったってのは大きくて。1年前の昭和だっ
たらそんなに簡単ではなかったのでもしかしたら失敗し
てた可能性高いですね。補欠で終わってたかもしれない
です。まあそういう意味では今年はすごい運が良くて。
大学から、縁があるっていうのはこういうことなのかと
思いました。

ほとんどの先生から１つの事を学んだ
んー。なんでしょうね。ほとんどの先生から１つのこと
を学んだっていう。この先生からはこういうやり方を学
んだって言うのがそれぞれあって。いいとこ取りしまし
たね。でもだいたい石井先生が総合的に言ってくれるん
で。だったらこっちをとるかなって。それで合う合わな
いを自分でやってみたりして。印象って…ほんとに申し
訳ないんですけど印象とかって感情じゃないですか。僕、
ほんとに過激なんですけど思想が。だから個々の授業に
感情は持ち合わせてなかったですね。だから何を得た
か、ってそれだけですね。これをやったよっていう事実
しかない。
後期の授業は結構実戦的なんですよね。頭の使い方を、
そこで新たな知識を身に付けるのもまたそうなんですけ
ど実際難易度が高すぎて、頭の使い方、本番でどう頭を
使うかってそういうトレーニング中心っぽくて。授業が。
そこで出来る出来ないとかは考えてませんでした。前期
の授業の最初らへんの方がほんとに入試まんま出て、取

らなきゃいけないってのがあったんで後期の授業まぁで
きればいいかなと。ここでまぁ半分ぐらい取ってれば、
かなり合格+αにはいくのかなと思ってました。
僕的にはなんか 1問 1答系がそこまで得意ではなくて。1
個引っ張ってきて、あ、とれたとれた、ってのが多い。
単純暗記がちょっと苦手なんで、うまいこといろいろ刺
激になるものを入れてゴロを作ったりしないとやっぱり
きついんで。単発ではやっぱ無意味なものって覚えられ
ないんですよ。だからやたらエビングハウスの忘却曲線
とか言いますけど、ああいうのってだって単純な数列を
今から覚えて下さいって言ってそれの学習の曲線を表し
たものだからそれに感情とか刺激とかを与えれば一発で
覚えられるはずなんですよ。
生物もつなげて覚えて。例えばここに水があったら人間
の細胞何％だったっけ、って。一番多いのが水でタンパ
ク質になると、植物は炭水化物の方が多いよねって、そ
こからなんかばーってつながる、芋づるみたいに。根幹
があってそっから葉っぱの方に行く感じなんですよね。

マンスリーは本番の縮図
精神的にきついって時はありましたね。マンスリーとか
で問題の難易度で物理とか生物で差があるじゃないです
か。あれでやっぱり努力してても順位が下がってしまう
のがあって。1回ほんとに載らなくなりそうなことがあっ
て一番心に来て。何が原因なんだろうって思ったんです
けど、それは何が原因なんだろうって少し考えちゃいま
したね。
ただ原因を考えて悩んで問題がぐるぐる循環しちゃうの
はいけなくて原因からそのまま次のアクションに起こせ
ればいいんですけど、僕はやっぱりこの 2年間苦手だっ
たんで。原因は考えるのやめてとりあえず行動してまし
たね。マンスリー直そうと。まあ仕方ないと。生物と物
理で差があるっていうのは本番の入試でもあることです
から。
なんで英語でこの人に勝ってるのにひっくり返されてる
のとか。他の人も言ってたけども。あれは良くも悪くも
本番の縮図なんですね。

代官山 MEDICAL で強制される事がプラスに
受かる人は受かるってほんとにそれだなって。本当に順
当な人が受かっているなって印象だったんでこんだけ
やって受からなかったらおかしいですからね。まぁでも
自分の自覚でしっかりやってたんで代官山MEDICAL 来て
強制されることがプラスになりましたね。拘束されるじゃ
ないですか。どうしても、時間。そうなると必然的に数
をこなすようになるんで。合ってましたね。元からそん
なにだらっとするタイプではあんまりなかったので、こ
こでかっちり与えられたものをやったから。勉強だけに
集中できたってのは大きいですね。あんまり迷わずとも
そこにテキストがあるからやるっていう。自分でどこ出
るかって選ぶ必要がないんで。出ますから。テキストに
沿ってると。

石井先生のテキストの 1-26 の 1 冊のノートでこれでいい
んだって。それは、1冊のノートが 26 で終わっちゃった
からです。2冊目が 26-40 と後期のちょろっとなんです
けど実際見れないしょ、って 1冊だけ持って行ったって
いう。でもかなり情報量としては濃くて。何回も見直す
たびに、サーって読んでても実際日本語訳合わせるとど
う？みたいなそういうチェックもできるので。短文です
ね。どの位の文章かって言ったら、長くてここからここ
までくらいの文章量なんですよ。それでいろいろ文法事
項が詰まってたりするんで。最初は絶対僕は無理でした
ね。全部訳せみたいなのものが宿題とかに、雰囲気的に
なったりするわけなんですけど、全然訳せなかったりし
て。だんだん回数経ってくる毎にちゃんと訳せるように
はなりました。雰囲気でとるってことはなくなって。でも、
そそっかしいミスとかはあってmonkey って書いてたと
こをずっとmoney だと思ってて、お金って読んでて、で
すごい壮絶に訳しちゃったこととかあって。でそれを石
井先生に当てられたときあって、そん時みんなと訳が全
然違ってあーもう終わったなと思って。静まり返ってた
んですよ。それが非常に嫌で。A1とかだったらいいんで
すけどMのクラスだったら間違えたら確実に音がなく
なっちゃてて。やばいと思って。なんか、禊を受ける感
じになって。裁かれてる気分でした ( 笑 )。入試でもこう
いう事があったら後々困るなと思って。良かった今でと
思って。

一番は量。とくにノートの整理も重要な要素。
後輩たちにアドバイスは絶対 1番は量ですね。まず量や
らないと受からないってことと、みんながやってるのは、
出来る人ほどノートをしっかりとって、後でまとめようっ
て意識がないんで。できる人って。もう 1つはプリント
の整理、モノの整理がしっかりできてる人は受かってま
すね。僕あったんですけど。生物とか。で結構、緒方先
生にもお前何やってんだ、って。勉強しなくていいから
プリントの整理しろって。ほぼ丸 1日プリントの整理し
てた日もありました。でもやっぱりどこになにがあるか
わかんないままだと頭もその状態になってしまうので、
プリントの管理は大事ですね。もともとできる人はそん
なに苦にならないと思いますけど。
ノートは、先生の情報全部取ろうとして汚くとって、授
業後にまとめ直せばいいかなっていう人いるんですけど
そうするとアウトプットする機会が減るんですよ。どう
しても。ほんとにそれがノートをきれいに取ることが目
的になってるんですよ。次に問題解くために覚えたりす
る時間とかどうしたらいいかって考える時間がほんとに
狭まっちゃう。ノート取るんだったらちゃんと授業中に
自分が取れる範囲でとったりして、完結させる。僕もそ
れ出来てなかったときあったりして、別のノートとかに
写してる時に、なにやってるんだろうなって。こんなこ
としてる間に、授業中ちょっと抜けがあってもノート余
白多めにとっておけばまた後々の期間に書き足したり、
授業中にアウトプットできたのになって。

ノートはちゃんと授業で作る努力をした方がいいんじゃ
ないかなって。経験ですね。それくらいしか意識できな
いと思います。本気でやったら。他に何か注意したほう
がいいですかって聞く方とか受験生の方いらっしゃいま
すけど、そういう人ってまず漏れなく量やってないんで。
量だけやってたらほんとに手一杯で何にも考えられない
はずなんですよ。もうちょっと自分でアクションを起こ
して、こんだけやったんですけどどうしたらいいですかっ
ていう質問なら分かるんですけど。その前に質問しに行
くのはちょっとあんまり、先生も逆に困るんじゃないか
なって思います。僕が言いたいのはそれぐらいですかね。

信頼できる将来の仕事仲間との出会い
受かった人は、確実に将来の同業者の中でも重要な位置
になると思います。僕がすごいなって尊敬する人も、梶
浦とか保坂とかもあと牧とかもかなり信頼して、ほんと
にすごい向上心持ってたやつなんだなって思ってたんで。
これなら将来絶対医者になってもこういう人なら頼れる
なって言う、そういう人を見つけられたいい場になった
と思います。
ここまでやっぱり本気になる人ってこんなにいないと思
うんで、他の普通の予備校行ってたらまざまざと見るっ
てことはあんまりないと思うんで。すごいなと。そういう、
将来こういう人と関われたらいいなとかそういうグルー
プに入っていかなきゃなって意識が強く持てた場になっ
たと思います。だってみんな同業者ですから。受かった
人は。
梶浦君に感謝ですね。1浪であそこまでしっかり謙虚に
やってるっていうのは。
牧君もそうなんですよ。でも僕より切羽詰まってない感
はあったんで。ひらめきっていうかちょっと手際が良い
所があって、そこはすごく尊敬してて。そつなくこなす
タイプ。
保坂くんはもう、マンスリーは僕よりずっと下だったん
ですけど、ただ、パッションが凄くて、ずっと日医に受
かるって言ってたんですよ。日医の 1次もそれで通りま
したしそのときに、自分のメンタルとか気持ちとか、ま
あしょうがないって割り切って上げてく気持ちとか、そ
ういうのが凄いなって思ってて。やっぱり個々で尊敬で
きることがあって。
宇津野君にも感謝ですね。そこは運がいいかなって思っ
てて。あの時、聞いといてよかったって思ってました。
塾の名前とか。
代官山MEDICAL でなければ、受かってても、地方でした。
( 笑 ) 勉強頑張ってくださいって僕は言いたくないんで。
「やれば受かります」、とだけは言いたいです。

昭和大寮生活
寮楽しいですね、非常に。まあ結構 3浪だから浮くかなっ
て思ってたんですけど全然そんなことないですね。3浪っ
て、僕が聞く限りでは今いないんですよ。同じ学部で話
しすることが少なくて、今何浪？って聞いたら 2浪だと
か。いても 2浪なんですよ。薬学部と医療学部と歯学部
と医学部が 4人一部屋なんです。男子寮は赤松と白樺っ
てあって、白樺が新しい方なんですけど僕は運良く？赤
松の方に（笑）。まあ相当年期が入ってるって話で。そう
ですね、40年以上は。4月 12 日に入学だったんですけど、
23日までずっとオリエンテーション期間で。オリエンテー
ションって皆さん仲良くなりましょうみたいな会で、男
子が 4人 1部屋なんですけどそれが 2組か 3組くらい。
それと女子もまた同数くらいで、コンパってものが組ま
されるんですよ。20 人 1組は 1年間固定なんですけど、
でも医学部が 20 人の中で 4人しかいないんですよね。だ
から他の学部の人が非常に多くて。以外とみんな頭きれ
てたりする人もいるんで凄いなって思って。医学部以外
でも頭いい子いますね。頭良いっていうか、なんだろうな。
今思ってるんですけど、やっぱりレポートとかがあって
それを提出する時に自分のやっぱり気付かないこととか
を気付いてたりして、本当にだから凄いなあって感心す
ることも多くて。

３浪目で意識変わった
現役の時も河合行ってて 1浪 2浪の時も河合だった。途
中でヤバいなって思いもあったんですけど、明確にちゃ
んと自分が勉強できてるかっていうとそうではなかった
ので。なんだろう、神頼みとかってあるじゃないですか。
これなんとなく行けそうとか、お願いしますとか。運良
ければ行けるみたいな。なんかそういう気持ちだったん
で。まぁ 3浪目になって変わったんでしょうね。それは。
リアリズムになった（笑）意識が一番変わったのはまあ
3浪になってから。結構今まで感情で判断してたものが
全部理性で判断するようになりましたね。

代官山MEDICALでの友人
代官山MEDICAL で人とつるんでなかったんですよね、も
うあんまり感情入れてませんでしたからね。まあ 1月に
なったらメンタル面であんまり勉強できなくなるんで。
そういう時には本当に選んだ人で過去問一緒にやろうと
かやってましたけど。
保坂（保坂洵　獨協医科大進学）と梶浦（梶浦淳史　日
本医科大進学）と、順天行った牧（牧健太郎　順天堂大
医学部進学）です。で、こいつらは絶対僕受かるって思っ
てたんで、受かる人とやって自分も受かろうって。日医の、
僕がこの問題で日医で出そうだっていうやつをピック
アップして、慈恵の問題だったんですけど。それは保坂
と梶浦と僕でやったんですけど、僕だけ落ちましたね、
日医に。（笑）日医はちょっときついかなって思ってたん
で。自分が落ちるだろうなって思ってた大学は全て落ち

ましたし、もう自分の中では的中 100％（笑）慈恵は受
けてないんですけど、13 校中 9校（1次）合格して。
9校受かって 3校落ちて 1校受けてない。で 1校受けて
ないのはもう日大で。親にちょっと疲れたと。もういい
よと。
2次受かったのは杏林と昭和だけなんで。落ちたところ
は東邦と東医と、あと日医ですね。東医はちょっと、生
物きつくて、あーもうだから、問題とかみて、解き終わっ
たあとに行ってやらないって思いました。( 笑 ) ちょっと
強気で。もう昭和受かるんでって思ってたんで。英語が
割と簡単だったって言ってたので。でも僕はそうとは思
わなかったので、多分そこで差を付けられたんだと思い
ますね。

代官山に来たら、 自分とほぼ変わらない人が受

かっている。
2 浪時に北里に 2次で行ったときに「宇津野君」（宇津野
将也　日大医学部進学）って子にあったんですよ。塾が
代官山MEDICAL だったっていう。どんな塾なんだろうっ
て思って代官山MEDICAL 来たら、そこの合格者一覧の所
に 2次合格で宇津野君の名前があって「あ、受かるんだ」っ
て思ったんすよ。現実に自分とほぼ変わらないような人
が受かってるって現実を見て「あ、これはもう絶対受か
るわ」って思っちゃったんすよね。ちょっと悪いですけど、
宇津野君には。でもこれでもっと彼よりも頑張ったら確
実に受からないわけがないだろうと。受かんなかったら
訴えてやるくらいに勉強しましたね。( 笑 )
代官山MEDICAL の寮入ったの 1月っすね。もうほんと直
前に。急にお願いして。すいません。
すべて考えがかなり極端だったんで、例えば勉強しなきゃ
いけないってなって、自分の来てる時間だったら絶対終

わらないってなるんすよ。それで先生に相談しに行った
ら、「だったら勉強時間増やせば良いじゃん」って言われ
て。ああじゃあもう朝早く来るしかないなってなるわけ
ですよ。それでも、試験前だからもうちょっと詰めたいっ
てなるじゃないですか。1月とか 12 月の、12 月の終わ
りくらいか、引っ越してきたの。12 月の終わりくらいに
もうちょっと勉強したいなってなるじゃないですか。そ
したら通学時間が無駄だって考えるようになって。通学
時間が無駄だって思ったらそれを切り捨てれば良いわけ
で。それだったらもうこっちに住めばいいじゃんってい
う結論に。もう 3日後に「ここ住めなかったらもう今年
は無理だ」って親に言って（笑）もう朝 6時半からちゃ
んと来て、ちゃんとできました。

入試のおまじない
気合の入りすぎも良くないんですよね、だからドリンク
剤も重要で、飲み方が。医薬部外品だったんですけど、
それ飲むとほんと英語読むスピードが 1.2 倍とかになっ
て。
ビタミンが英語の速読に効くってホントなんすよ！無水
カフェインが結構効いてるんだと思います。50mgって
書いてあったんで。いつもそこのコンビニで買ってて。
ここでこの教科挽回できないとヤバいなっていう試験の
前の時間に飲んで。トイレ行きたくなったらためらいな
く行きます。もうだって何しようが受かるやつは受かる
んですよ。ただ杏林は途中で頭痛くなったり、気持ち悪
くなったりして吐いて。

自信をつける120冊のノート
昭和TOCで3000人入る、あのぶちぬきの大きい教室。あー
でも隣見たら若いんですよ。前の子とかも制服で。絶対
お前らよりもやってるからって思ってました。一番最後
の 120 冊目のノート持ってたので。それとかで積分しな
がら。捨てちゃったのもかなり多いんですけど。もう今
は残ってないです。120 冊目くらいしか。あとで見直す
用じゃないので。
自信をつける用です。これだけやったっていう証拠が欲
しくて。120 冊っていうと相当置き場所に困るんですよ。
この色のノートがほんとに 120 冊あるんで。まあ、親に
買って来てって言ったんですけど。そしたらこれだった
んで。多分一番安いやつ。こだわりはないんですけど無
地ってのがやっぱり大事かなって思って。だから売り場
からは消えましたね（笑）追加注文しました。親にノー
ト明日 30 冊買って来てくれみたいな。そんな感じで。パ
ンパンのビニール袋で買って来ていただいて。ありがた
かったです。

前期のテキストはよくまとまっている
ここに入って最初のクラス分け試験でクラスは A1です。
正直Mには入ると思ってたんですよ。3校は通ってたん
で。ここ来る前に。でもそれでも貼り紙の所にMかと思っ

てたら Aだったって書いてある人がいて、あの貼ってあ
るじゃないですか。合格の軌跡でしたっけ。で、やっぱ
りしょうがないんだなって思って。初めから上にいって
落とされるよりもここで一気に成りあがる方が良いか
なって。もう全部肯定的に捉えましたね。
もうアドラー心理学でそうしてるんで。悲しんでると悲
しむことが目的なんだって考えて、それはいらないよねっ
ていうふうに判断して、悲しむことをやめるっていう。
まあ悲しんでもあんまりプラスにはならないですよね。
1,2 浪目の大手予備校と比べて一番違うところは、まあ出
るとこがテキストになってるっていうところですかね。
言い方変なんですけど僕はもう出るところしかやりたく
なかったんですよ。ほんとに。入試で。テキストの 1-1
からとか、なんで 1,2 浪目のところだと入試だと絶対出
ない様な所とかなんでこんな問題があるんだろうみたい
な。そういう問題ばっかだったんですけど。こっちはも
うほんとに私大特化なんで。前期のテキストとか特にこ
れは入試で出てきてもおかしくないよねって問題ばかり
だったんですよ。それが一番大きかったと思います。
前期のテキストまとまってましたね。英語は特に石井先
生のやつは前期の 1～ 26 の中文みたいな英文しか入試の
直前は読んでなかったんで。それをずーっと。あ、その
ぼろっぼろのノートは取ってあります。これはいるわっ
て思って。
いや、現実的にそんなに大量のノートを試験に持って行
けるわけでもないし、ある程度の文章と単語と文法が
チェックできれば良いかなって思ってたんで。それ以外
はもういくら持って行っても無駄かなって思ってしまっ
て。覚えてきちゃうんですよね。
1､2 浪は一生懸命考えたけど、結局アクションに移せて
なかったのが結構あったんだと思います。

大切なのは勉強量
最後は量ですね、もうだから僕も座談会で言ってたんで
すよ、量やれって。ノートはこんだけやったけど梶浦君
はもうちょっとやってましたよとか。梶浦 123 冊なんで
すよ。3冊だけ負けて、だけど僕は絶対ペンの消費本数
では負けてないって思ってました（笑）ホントに。ボー
ルペン使ってたんですけど、それ 3箱…30 本以上あけて
るんで。でも家にもっとあるので。座談会とか抜きにし
てその最後の 120 冊目のノートとペンの空いた本数だけ
ぽんと置いておけば、みんなこれだけやればいいんだなっ
てのがわかると思ったんですけど、さすがにやめてくれっ
て言われて。みんな見れば納得するから。
一番苦労した科目は数学ですね。やっててもあんまり出
来ないんですよ。身に付かないって言うのはなんなんで
すけど。応用が僕は効かない方だったんで。ひねり出せ
ば出るけどそんなことしてたら試験終わっちゃうよねっ
て。やっぱそこがかなりできてなくて。最後は割り切っ
て暗記に走りましたけど。薄先生のやつとか。確率と微
積やれば都内には残れるっておっしゃってて。ああじゃ
あ確率と微積だって。確率と微積だけ、あとそういう
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ちょっとでそうな問題とか引っ張ってきて。問題見れば
答えから逆算できるレベルまで。7回くらいやったら覚
えるんですよ。いや、問題の 1行目見たらありありと再
現されるみたいな。ぱーって。ペンが、考えながら書い
てるからもう見たころには答案ができてるっていう。昭
和で正規合格したのは型通りの問題がでたからってのも
あるかもしれません。やっぱり身の丈に合ったものをちゃ
んと確実にやったってのは大きくて。1年前の昭和だっ
たらそんなに簡単ではなかったのでもしかしたら失敗し
てた可能性高いですね。補欠で終わってたかもしれない
です。まあそういう意味では今年はすごい運が良くて。
大学から、縁があるっていうのはこういうことなのかと
思いました。

ほとんどの先生から１つの事を学んだ
んー。なんでしょうね。ほとんどの先生から１つのこと
を学んだっていう。この先生からはこういうやり方を学
んだって言うのがそれぞれあって。いいとこ取りしまし
たね。でもだいたい石井先生が総合的に言ってくれるん
で。だったらこっちをとるかなって。それで合う合わな
いを自分でやってみたりして。印象って…ほんとに申し
訳ないんですけど印象とかって感情じゃないですか。僕、
ほんとに過激なんですけど思想が。だから個々の授業に
感情は持ち合わせてなかったですね。だから何を得た
か、ってそれだけですね。これをやったよっていう事実
しかない。
後期の授業は結構実戦的なんですよね。頭の使い方を、
そこで新たな知識を身に付けるのもまたそうなんですけ
ど実際難易度が高すぎて、頭の使い方、本番でどう頭を
使うかってそういうトレーニング中心っぽくて。授業が。
そこで出来る出来ないとかは考えてませんでした。前期
の授業の最初らへんの方がほんとに入試まんま出て、取

らなきゃいけないってのがあったんで後期の授業まぁで
きればいいかなと。ここでまぁ半分ぐらい取ってれば、
かなり合格+αにはいくのかなと思ってました。
僕的にはなんか 1問 1答系がそこまで得意ではなくて。1
個引っ張ってきて、あ、とれたとれた、ってのが多い。
単純暗記がちょっと苦手なんで、うまいこといろいろ刺
激になるものを入れてゴロを作ったりしないとやっぱり
きついんで。単発ではやっぱ無意味なものって覚えられ
ないんですよ。だからやたらエビングハウスの忘却曲線
とか言いますけど、ああいうのってだって単純な数列を
今から覚えて下さいって言ってそれの学習の曲線を表し
たものだからそれに感情とか刺激とかを与えれば一発で
覚えられるはずなんですよ。
生物もつなげて覚えて。例えばここに水があったら人間
の細胞何％だったっけ、って。一番多いのが水でタンパ
ク質になると、植物は炭水化物の方が多いよねって、そ
こからなんかばーってつながる、芋づるみたいに。根幹
があってそっから葉っぱの方に行く感じなんですよね。

マンスリーは本番の縮図
精神的にきついって時はありましたね。マンスリーとか
で問題の難易度で物理とか生物で差があるじゃないです
か。あれでやっぱり努力してても順位が下がってしまう
のがあって。1回ほんとに載らなくなりそうなことがあっ
て一番心に来て。何が原因なんだろうって思ったんです
けど、それは何が原因なんだろうって少し考えちゃいま
したね。
ただ原因を考えて悩んで問題がぐるぐる循環しちゃうの
はいけなくて原因からそのまま次のアクションに起こせ
ればいいんですけど、僕はやっぱりこの 2年間苦手だっ
たんで。原因は考えるのやめてとりあえず行動してまし
たね。マンスリー直そうと。まあ仕方ないと。生物と物
理で差があるっていうのは本番の入試でもあることです
から。
なんで英語でこの人に勝ってるのにひっくり返されてる
のとか。他の人も言ってたけども。あれは良くも悪くも
本番の縮図なんですね。

代官山 MEDICAL で強制される事がプラスに
受かる人は受かるってほんとにそれだなって。本当に順
当な人が受かっているなって印象だったんでこんだけ
やって受からなかったらおかしいですからね。まぁでも
自分の自覚でしっかりやってたんで代官山MEDICAL 来て
強制されることがプラスになりましたね。拘束されるじゃ
ないですか。どうしても、時間。そうなると必然的に数
をこなすようになるんで。合ってましたね。元からそん
なにだらっとするタイプではあんまりなかったので、こ
こでかっちり与えられたものをやったから。勉強だけに
集中できたってのは大きいですね。あんまり迷わずとも
そこにテキストがあるからやるっていう。自分でどこ出
るかって選ぶ必要がないんで。出ますから。テキストに
沿ってると。

石井先生のテキストの 1-26 の 1 冊のノートでこれでいい
んだって。それは、1冊のノートが 26 で終わっちゃった
からです。2冊目が 26-40 と後期のちょろっとなんです
けど実際見れないしょ、って 1冊だけ持って行ったって
いう。でもかなり情報量としては濃くて。何回も見直す
たびに、サーって読んでても実際日本語訳合わせるとど
う？みたいなそういうチェックもできるので。短文です
ね。どの位の文章かって言ったら、長くてここからここ
までくらいの文章量なんですよ。それでいろいろ文法事
項が詰まってたりするんで。最初は絶対僕は無理でした
ね。全部訳せみたいなのものが宿題とかに、雰囲気的に
なったりするわけなんですけど、全然訳せなかったりし
て。だんだん回数経ってくる毎にちゃんと訳せるように
はなりました。雰囲気でとるってことはなくなって。でも、
そそっかしいミスとかはあってmonkey って書いてたと
こをずっとmoney だと思ってて、お金って読んでて、で
すごい壮絶に訳しちゃったこととかあって。でそれを石
井先生に当てられたときあって、そん時みんなと訳が全
然違ってあーもう終わったなと思って。静まり返ってた
んですよ。それが非常に嫌で。A1とかだったらいいんで
すけどMのクラスだったら間違えたら確実に音がなく
なっちゃてて。やばいと思って。なんか、禊を受ける感
じになって。裁かれてる気分でした ( 笑 )。入試でもこう
いう事があったら後々困るなと思って。良かった今でと
思って。

一番は量。とくにノートの整理も重要な要素。
後輩たちにアドバイスは絶対 1番は量ですね。まず量や
らないと受からないってことと、みんながやってるのは、
出来る人ほどノートをしっかりとって、後でまとめようっ
て意識がないんで。できる人って。もう 1つはプリント
の整理、モノの整理がしっかりできてる人は受かってま
すね。僕あったんですけど。生物とか。で結構、緒方先
生にもお前何やってんだ、って。勉強しなくていいから
プリントの整理しろって。ほぼ丸 1日プリントの整理し
てた日もありました。でもやっぱりどこになにがあるか
わかんないままだと頭もその状態になってしまうので、
プリントの管理は大事ですね。もともとできる人はそん
なに苦にならないと思いますけど。
ノートは、先生の情報全部取ろうとして汚くとって、授
業後にまとめ直せばいいかなっていう人いるんですけど
そうするとアウトプットする機会が減るんですよ。どう
しても。ほんとにそれがノートをきれいに取ることが目
的になってるんですよ。次に問題解くために覚えたりす
る時間とかどうしたらいいかって考える時間がほんとに
狭まっちゃう。ノート取るんだったらちゃんと授業中に
自分が取れる範囲でとったりして、完結させる。僕もそ
れ出来てなかったときあったりして、別のノートとかに
写してる時に、なにやってるんだろうなって。こんなこ
としてる間に、授業中ちょっと抜けがあってもノート余
白多めにとっておけばまた後々の期間に書き足したり、
授業中にアウトプットできたのになって。

ノートはちゃんと授業で作る努力をした方がいいんじゃ
ないかなって。経験ですね。それくらいしか意識できな
いと思います。本気でやったら。他に何か注意したほう
がいいですかって聞く方とか受験生の方いらっしゃいま
すけど、そういう人ってまず漏れなく量やってないんで。
量だけやってたらほんとに手一杯で何にも考えられない
はずなんですよ。もうちょっと自分でアクションを起こ
して、こんだけやったんですけどどうしたらいいですかっ
ていう質問なら分かるんですけど。その前に質問しに行
くのはちょっとあんまり、先生も逆に困るんじゃないか
なって思います。僕が言いたいのはそれぐらいですかね。

信頼できる将来の仕事仲間との出会い
受かった人は、確実に将来の同業者の中でも重要な位置
になると思います。僕がすごいなって尊敬する人も、梶
浦とか保坂とかもあと牧とかもかなり信頼して、ほんと
にすごい向上心持ってたやつなんだなって思ってたんで。
これなら将来絶対医者になってもこういう人なら頼れる
なって言う、そういう人を見つけられたいい場になった
と思います。
ここまでやっぱり本気になる人ってこんなにいないと思
うんで、他の普通の予備校行ってたらまざまざと見るっ
てことはあんまりないと思うんで。すごいなと。そういう、
将来こういう人と関われたらいいなとかそういうグルー
プに入っていかなきゃなって意識が強く持てた場になっ
たと思います。だってみんな同業者ですから。受かった
人は。
梶浦君に感謝ですね。1浪であそこまでしっかり謙虚に
やってるっていうのは。
牧君もそうなんですよ。でも僕より切羽詰まってない感
はあったんで。ひらめきっていうかちょっと手際が良い
所があって、そこはすごく尊敬してて。そつなくこなす
タイプ。
保坂くんはもう、マンスリーは僕よりずっと下だったん
ですけど、ただ、パッションが凄くて、ずっと日医に受
かるって言ってたんですよ。日医の 1次もそれで通りま
したしそのときに、自分のメンタルとか気持ちとか、ま
あしょうがないって割り切って上げてく気持ちとか、そ
ういうのが凄いなって思ってて。やっぱり個々で尊敬で
きることがあって。
宇津野君にも感謝ですね。そこは運がいいかなって思っ
てて。あの時、聞いといてよかったって思ってました。
塾の名前とか。
代官山MEDICAL でなければ、受かってても、地方でした。
( 笑 ) 勉強頑張ってくださいって僕は言いたくないんで。
「やれば受かります」、とだけは言いたいです。

昭和大寮生活
寮楽しいですね、非常に。まあ結構 3浪だから浮くかなっ
て思ってたんですけど全然そんなことないですね。3浪っ
て、僕が聞く限りでは今いないんですよ。同じ学部で話
しすることが少なくて、今何浪？って聞いたら 2浪だと
か。いても 2浪なんですよ。薬学部と医療学部と歯学部
と医学部が 4人一部屋なんです。男子寮は赤松と白樺っ
てあって、白樺が新しい方なんですけど僕は運良く？赤
松の方に（笑）。まあ相当年期が入ってるって話で。そう
ですね、40年以上は。4月 12 日に入学だったんですけど、
23日までずっとオリエンテーション期間で。オリエンテー
ションって皆さん仲良くなりましょうみたいな会で、男
子が 4人 1部屋なんですけどそれが 2組か 3組くらい。
それと女子もまた同数くらいで、コンパってものが組ま
されるんですよ。20 人 1組は 1年間固定なんですけど、
でも医学部が 20 人の中で 4人しかいないんですよね。だ
から他の学部の人が非常に多くて。以外とみんな頭きれ
てたりする人もいるんで凄いなって思って。医学部以外
でも頭いい子いますね。頭良いっていうか、なんだろうな。
今思ってるんですけど、やっぱりレポートとかがあって
それを提出する時に自分のやっぱり気付かないこととか
を気付いてたりして、本当にだから凄いなあって感心す
ることも多くて。

３浪目で意識変わった
現役の時も河合行ってて 1浪 2浪の時も河合だった。途
中でヤバいなって思いもあったんですけど、明確にちゃ
んと自分が勉強できてるかっていうとそうではなかった
ので。なんだろう、神頼みとかってあるじゃないですか。
これなんとなく行けそうとか、お願いしますとか。運良
ければ行けるみたいな。なんかそういう気持ちだったん
で。まぁ 3浪目になって変わったんでしょうね。それは。
リアリズムになった（笑）意識が一番変わったのはまあ
3浪になってから。結構今まで感情で判断してたものが
全部理性で判断するようになりましたね。

代官山MEDICALでの友人
代官山MEDICAL で人とつるんでなかったんですよね、も
うあんまり感情入れてませんでしたからね。まあ 1月に
なったらメンタル面であんまり勉強できなくなるんで。
そういう時には本当に選んだ人で過去問一緒にやろうと
かやってましたけど。
保坂（保坂洵　獨協医科大進学）と梶浦（梶浦淳史　日
本医科大進学）と、順天行った牧（牧健太郎　順天堂大
医学部進学）です。で、こいつらは絶対僕受かるって思っ
てたんで、受かる人とやって自分も受かろうって。日医の、
僕がこの問題で日医で出そうだっていうやつをピック
アップして、慈恵の問題だったんですけど。それは保坂
と梶浦と僕でやったんですけど、僕だけ落ちましたね、
日医に。（笑）日医はちょっときついかなって思ってたん
で。自分が落ちるだろうなって思ってた大学は全て落ち

ましたし、もう自分の中では的中 100％（笑）慈恵は受
けてないんですけど、13 校中 9校（1次）合格して。
9校受かって 3校落ちて 1校受けてない。で 1校受けて
ないのはもう日大で。親にちょっと疲れたと。もういい
よと。
2次受かったのは杏林と昭和だけなんで。落ちたところ
は東邦と東医と、あと日医ですね。東医はちょっと、生
物きつくて、あーもうだから、問題とかみて、解き終わっ
たあとに行ってやらないって思いました。( 笑 ) ちょっと
強気で。もう昭和受かるんでって思ってたんで。英語が
割と簡単だったって言ってたので。でも僕はそうとは思
わなかったので、多分そこで差を付けられたんだと思い
ますね。

代官山に来たら、 自分とほぼ変わらない人が受

かっている。
2 浪時に北里に 2次で行ったときに「宇津野君」（宇津野
将也　日大医学部進学）って子にあったんですよ。塾が
代官山MEDICAL だったっていう。どんな塾なんだろうっ
て思って代官山MEDICAL 来たら、そこの合格者一覧の所
に 2次合格で宇津野君の名前があって「あ、受かるんだ」っ
て思ったんすよ。現実に自分とほぼ変わらないような人
が受かってるって現実を見て「あ、これはもう絶対受か
るわ」って思っちゃったんすよね。ちょっと悪いですけど、
宇津野君には。でもこれでもっと彼よりも頑張ったら確
実に受からないわけがないだろうと。受かんなかったら
訴えてやるくらいに勉強しましたね。( 笑 )
代官山MEDICAL の寮入ったの 1月っすね。もうほんと直
前に。急にお願いして。すいません。
すべて考えがかなり極端だったんで、例えば勉強しなきゃ
いけないってなって、自分の来てる時間だったら絶対終

わらないってなるんすよ。それで先生に相談しに行った
ら、「だったら勉強時間増やせば良いじゃん」って言われ
て。ああじゃあもう朝早く来るしかないなってなるわけ
ですよ。それでも、試験前だからもうちょっと詰めたいっ
てなるじゃないですか。1月とか 12 月の、12 月の終わ
りくらいか、引っ越してきたの。12 月の終わりくらいに
もうちょっと勉強したいなってなるじゃないですか。そ
したら通学時間が無駄だって考えるようになって。通学
時間が無駄だって思ったらそれを切り捨てれば良いわけ
で。それだったらもうこっちに住めばいいじゃんってい
う結論に。もう 3日後に「ここ住めなかったらもう今年
は無理だ」って親に言って（笑）もう朝 6時半からちゃ
んと来て、ちゃんとできました。

入試のおまじない
気合の入りすぎも良くないんですよね、だからドリンク
剤も重要で、飲み方が。医薬部外品だったんですけど、
それ飲むとほんと英語読むスピードが 1.2 倍とかになっ
て。
ビタミンが英語の速読に効くってホントなんすよ！無水
カフェインが結構効いてるんだと思います。50mgって
書いてあったんで。いつもそこのコンビニで買ってて。
ここでこの教科挽回できないとヤバいなっていう試験の
前の時間に飲んで。トイレ行きたくなったらためらいな
く行きます。もうだって何しようが受かるやつは受かる
んですよ。ただ杏林は途中で頭痛くなったり、気持ち悪
くなったりして吐いて。

自信をつける120冊のノート
昭和TOCで3000人入る、あのぶちぬきの大きい教室。あー
でも隣見たら若いんですよ。前の子とかも制服で。絶対
お前らよりもやってるからって思ってました。一番最後
の 120 冊目のノート持ってたので。それとかで積分しな
がら。捨てちゃったのもかなり多いんですけど。もう今
は残ってないです。120 冊目くらいしか。あとで見直す
用じゃないので。
自信をつける用です。これだけやったっていう証拠が欲
しくて。120 冊っていうと相当置き場所に困るんですよ。
この色のノートがほんとに 120 冊あるんで。まあ、親に
買って来てって言ったんですけど。そしたらこれだった
んで。多分一番安いやつ。こだわりはないんですけど無
地ってのがやっぱり大事かなって思って。だから売り場
からは消えましたね（笑）追加注文しました。親にノー
ト明日 30 冊買って来てくれみたいな。そんな感じで。パ
ンパンのビニール袋で買って来ていただいて。ありがた
かったです。

前期のテキストはよくまとまっている
ここに入って最初のクラス分け試験でクラスは A1です。
正直Mには入ると思ってたんですよ。3校は通ってたん
で。ここ来る前に。でもそれでも貼り紙の所にMかと思っ

てたら Aだったって書いてある人がいて、あの貼ってあ
るじゃないですか。合格の軌跡でしたっけ。で、やっぱ
りしょうがないんだなって思って。初めから上にいって
落とされるよりもここで一気に成りあがる方が良いか
なって。もう全部肯定的に捉えましたね。
もうアドラー心理学でそうしてるんで。悲しんでると悲
しむことが目的なんだって考えて、それはいらないよねっ
ていうふうに判断して、悲しむことをやめるっていう。
まあ悲しんでもあんまりプラスにはならないですよね。
1,2 浪目の大手予備校と比べて一番違うところは、まあ出
るとこがテキストになってるっていうところですかね。
言い方変なんですけど僕はもう出るところしかやりたく
なかったんですよ。ほんとに。入試で。テキストの 1-1
からとか、なんで 1,2 浪目のところだと入試だと絶対出
ない様な所とかなんでこんな問題があるんだろうみたい
な。そういう問題ばっかだったんですけど。こっちはも
うほんとに私大特化なんで。前期のテキストとか特にこ
れは入試で出てきてもおかしくないよねって問題ばかり
だったんですよ。それが一番大きかったと思います。
前期のテキストまとまってましたね。英語は特に石井先
生のやつは前期の 1～ 26 の中文みたいな英文しか入試の
直前は読んでなかったんで。それをずーっと。あ、その
ぼろっぼろのノートは取ってあります。これはいるわっ
て思って。
いや、現実的にそんなに大量のノートを試験に持って行
けるわけでもないし、ある程度の文章と単語と文法が
チェックできれば良いかなって思ってたんで。それ以外
はもういくら持って行っても無駄かなって思ってしまっ
て。覚えてきちゃうんですよね。
1､2 浪は一生懸命考えたけど、結局アクションに移せて
なかったのが結構あったんだと思います。

大切なのは勉強量
最後は量ですね、もうだから僕も座談会で言ってたんで
すよ、量やれって。ノートはこんだけやったけど梶浦君
はもうちょっとやってましたよとか。梶浦 123 冊なんで
すよ。3冊だけ負けて、だけど僕は絶対ペンの消費本数
では負けてないって思ってました（笑）ホントに。ボー
ルペン使ってたんですけど、それ 3箱…30 本以上あけて
るんで。でも家にもっとあるので。座談会とか抜きにし
てその最後の 120 冊目のノートとペンの空いた本数だけ
ぽんと置いておけば、みんなこれだけやればいいんだなっ
てのがわかると思ったんですけど、さすがにやめてくれっ
て言われて。みんな見れば納得するから。
一番苦労した科目は数学ですね。やっててもあんまり出
来ないんですよ。身に付かないって言うのはなんなんで
すけど。応用が僕は効かない方だったんで。ひねり出せ
ば出るけどそんなことしてたら試験終わっちゃうよねっ
て。やっぱそこがかなりできてなくて。最後は割り切っ
て暗記に走りましたけど。薄先生のやつとか。確率と微
積やれば都内には残れるっておっしゃってて。ああじゃ
あ確率と微積だって。確率と微積だけ、あとそういう

ちょっとでそうな問題とか引っ張ってきて。問題見れば
答えから逆算できるレベルまで。7回くらいやったら覚
えるんですよ。いや、問題の 1行目見たらありありと再
現されるみたいな。ぱーって。ペンが、考えながら書い
てるからもう見たころには答案ができてるっていう。昭
和で正規合格したのは型通りの問題がでたからってのも
あるかもしれません。やっぱり身の丈に合ったものをちゃ
んと確実にやったってのは大きくて。1年前の昭和だっ
たらそんなに簡単ではなかったのでもしかしたら失敗し
てた可能性高いですね。補欠で終わってたかもしれない
です。まあそういう意味では今年はすごい運が良くて。
大学から、縁があるっていうのはこういうことなのかと
思いました。

ほとんどの先生から１つの事を学んだ
んー。なんでしょうね。ほとんどの先生から１つのこと
を学んだっていう。この先生からはこういうやり方を学
んだって言うのがそれぞれあって。いいとこ取りしまし
たね。でもだいたい石井先生が総合的に言ってくれるん
で。だったらこっちをとるかなって。それで合う合わな
いを自分でやってみたりして。印象って…ほんとに申し
訳ないんですけど印象とかって感情じゃないですか。僕、
ほんとに過激なんですけど思想が。だから個々の授業に
感情は持ち合わせてなかったですね。だから何を得た
か、ってそれだけですね。これをやったよっていう事実
しかない。
後期の授業は結構実戦的なんですよね。頭の使い方を、
そこで新たな知識を身に付けるのもまたそうなんですけ
ど実際難易度が高すぎて、頭の使い方、本番でどう頭を
使うかってそういうトレーニング中心っぽくて。授業が。
そこで出来る出来ないとかは考えてませんでした。前期
の授業の最初らへんの方がほんとに入試まんま出て、取

らなきゃいけないってのがあったんで後期の授業まぁで
きればいいかなと。ここでまぁ半分ぐらい取ってれば、
かなり合格+αにはいくのかなと思ってました。
僕的にはなんか 1問 1答系がそこまで得意ではなくて。1
個引っ張ってきて、あ、とれたとれた、ってのが多い。
単純暗記がちょっと苦手なんで、うまいこといろいろ刺
激になるものを入れてゴロを作ったりしないとやっぱり
きついんで。単発ではやっぱ無意味なものって覚えられ
ないんですよ。だからやたらエビングハウスの忘却曲線
とか言いますけど、ああいうのってだって単純な数列を
今から覚えて下さいって言ってそれの学習の曲線を表し
たものだからそれに感情とか刺激とかを与えれば一発で
覚えられるはずなんですよ。
生物もつなげて覚えて。例えばここに水があったら人間
の細胞何％だったっけ、って。一番多いのが水でタンパ
ク質になると、植物は炭水化物の方が多いよねって、そ
こからなんかばーってつながる、芋づるみたいに。根幹
があってそっから葉っぱの方に行く感じなんですよね。

マンスリーは本番の縮図
精神的にきついって時はありましたね。マンスリーとか
で問題の難易度で物理とか生物で差があるじゃないです
か。あれでやっぱり努力してても順位が下がってしまう
のがあって。1回ほんとに載らなくなりそうなことがあっ
て一番心に来て。何が原因なんだろうって思ったんです
けど、それは何が原因なんだろうって少し考えちゃいま
したね。
ただ原因を考えて悩んで問題がぐるぐる循環しちゃうの
はいけなくて原因からそのまま次のアクションに起こせ
ればいいんですけど、僕はやっぱりこの 2年間苦手だっ
たんで。原因は考えるのやめてとりあえず行動してまし
たね。マンスリー直そうと。まあ仕方ないと。生物と物
理で差があるっていうのは本番の入試でもあることです
から。
なんで英語でこの人に勝ってるのにひっくり返されてる
のとか。他の人も言ってたけども。あれは良くも悪くも
本番の縮図なんですね。

代官山 MEDICAL で強制される事がプラスに
受かる人は受かるってほんとにそれだなって。本当に順
当な人が受かっているなって印象だったんでこんだけ
やって受からなかったらおかしいですからね。まぁでも
自分の自覚でしっかりやってたんで代官山MEDICAL 来て
強制されることがプラスになりましたね。拘束されるじゃ
ないですか。どうしても、時間。そうなると必然的に数
をこなすようになるんで。合ってましたね。元からそん
なにだらっとするタイプではあんまりなかったので、こ
こでかっちり与えられたものをやったから。勉強だけに
集中できたってのは大きいですね。あんまり迷わずとも
そこにテキストがあるからやるっていう。自分でどこ出
るかって選ぶ必要がないんで。出ますから。テキストに
沿ってると。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

石井先生のテキストの 1-26 の 1 冊のノートでこれでいい
んだって。それは、1冊のノートが 26 で終わっちゃった
からです。2冊目が 26-40 と後期のちょろっとなんです
けど実際見れないしょ、って 1冊だけ持って行ったって
いう。でもかなり情報量としては濃くて。何回も見直す
たびに、サーって読んでても実際日本語訳合わせるとど
う？みたいなそういうチェックもできるので。短文です
ね。どの位の文章かって言ったら、長くてここからここ
までくらいの文章量なんですよ。それでいろいろ文法事
項が詰まってたりするんで。最初は絶対僕は無理でした
ね。全部訳せみたいなのものが宿題とかに、雰囲気的に
なったりするわけなんですけど、全然訳せなかったりし
て。だんだん回数経ってくる毎にちゃんと訳せるように
はなりました。雰囲気でとるってことはなくなって。でも、
そそっかしいミスとかはあってmonkey って書いてたと
こをずっとmoney だと思ってて、お金って読んでて、で
すごい壮絶に訳しちゃったこととかあって。でそれを石
井先生に当てられたときあって、そん時みんなと訳が全
然違ってあーもう終わったなと思って。静まり返ってた
んですよ。それが非常に嫌で。A1とかだったらいいんで
すけどMのクラスだったら間違えたら確実に音がなく
なっちゃてて。やばいと思って。なんか、禊を受ける感
じになって。裁かれてる気分でした ( 笑 )。入試でもこう
いう事があったら後々困るなと思って。良かった今でと
思って。

一番は量。とくにノートの整理も重要な要素。
後輩たちにアドバイスは絶対 1番は量ですね。まず量や
らないと受からないってことと、みんながやってるのは、
出来る人ほどノートをしっかりとって、後でまとめようっ
て意識がないんで。できる人って。もう 1つはプリント
の整理、モノの整理がしっかりできてる人は受かってま
すね。僕あったんですけど。生物とか。で結構、緒方先
生にもお前何やってんだ、って。勉強しなくていいから
プリントの整理しろって。ほぼ丸 1日プリントの整理し
てた日もありました。でもやっぱりどこになにがあるか
わかんないままだと頭もその状態になってしまうので、
プリントの管理は大事ですね。もともとできる人はそん
なに苦にならないと思いますけど。
ノートは、先生の情報全部取ろうとして汚くとって、授
業後にまとめ直せばいいかなっていう人いるんですけど
そうするとアウトプットする機会が減るんですよ。どう
しても。ほんとにそれがノートをきれいに取ることが目
的になってるんですよ。次に問題解くために覚えたりす
る時間とかどうしたらいいかって考える時間がほんとに
狭まっちゃう。ノート取るんだったらちゃんと授業中に
自分が取れる範囲でとったりして、完結させる。僕もそ
れ出来てなかったときあったりして、別のノートとかに
写してる時に、なにやってるんだろうなって。こんなこ
としてる間に、授業中ちょっと抜けがあってもノート余
白多めにとっておけばまた後々の期間に書き足したり、
授業中にアウトプットできたのになって。

ノートはちゃんと授業で作る努力をした方がいいんじゃ
ないかなって。経験ですね。それくらいしか意識できな
いと思います。本気でやったら。他に何か注意したほう
がいいですかって聞く方とか受験生の方いらっしゃいま
すけど、そういう人ってまず漏れなく量やってないんで。
量だけやってたらほんとに手一杯で何にも考えられない
はずなんですよ。もうちょっと自分でアクションを起こ
して、こんだけやったんですけどどうしたらいいですかっ
ていう質問なら分かるんですけど。その前に質問しに行
くのはちょっとあんまり、先生も逆に困るんじゃないか
なって思います。僕が言いたいのはそれぐらいですかね。

信頼できる将来の仕事仲間との出会い
受かった人は、確実に将来の同業者の中でも重要な位置
になると思います。僕がすごいなって尊敬する人も、梶
浦とか保坂とかもあと牧とかもかなり信頼して、ほんと
にすごい向上心持ってたやつなんだなって思ってたんで。
これなら将来絶対医者になってもこういう人なら頼れる
なって言う、そういう人を見つけられたいい場になった
と思います。
ここまでやっぱり本気になる人ってこんなにいないと思
うんで、他の普通の予備校行ってたらまざまざと見るっ
てことはあんまりないと思うんで。すごいなと。そういう、
将来こういう人と関われたらいいなとかそういうグルー
プに入っていかなきゃなって意識が強く持てた場になっ
たと思います。だってみんな同業者ですから。受かった
人は。
梶浦君に感謝ですね。1浪であそこまでしっかり謙虚に
やってるっていうのは。
牧君もそうなんですよ。でも僕より切羽詰まってない感
はあったんで。ひらめきっていうかちょっと手際が良い
所があって、そこはすごく尊敬してて。そつなくこなす
タイプ。
保坂くんはもう、マンスリーは僕よりずっと下だったん
ですけど、ただ、パッションが凄くて、ずっと日医に受
かるって言ってたんですよ。日医の 1次もそれで通りま
したしそのときに、自分のメンタルとか気持ちとか、ま
あしょうがないって割り切って上げてく気持ちとか、そ
ういうのが凄いなって思ってて。やっぱり個々で尊敬で
きることがあって。
宇津野君にも感謝ですね。そこは運がいいかなって思っ
てて。あの時、聞いといてよかったって思ってました。
塾の名前とか。
代官山MEDICAL でなければ、受かってても、地方でした。
( 笑 ) 勉強頑張ってくださいって僕は言いたくないんで。
「やれば受かります」、とだけは言いたいです。
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昭和大寮生活
寮楽しいですね、非常に。まあ結構 3浪だから浮くかなっ
て思ってたんですけど全然そんなことないですね。3浪っ
て、僕が聞く限りでは今いないんですよ。同じ学部で話
しすることが少なくて、今何浪？って聞いたら 2浪だと
か。いても 2浪なんですよ。薬学部と医療学部と歯学部
と医学部が 4人一部屋なんです。男子寮は赤松と白樺っ
てあって、白樺が新しい方なんですけど僕は運良く？赤
松の方に（笑）。まあ相当年期が入ってるって話で。そう
ですね、40年以上は。4月 12 日に入学だったんですけど、
23日までずっとオリエンテーション期間で。オリエンテー
ションって皆さん仲良くなりましょうみたいな会で、男
子が 4人 1部屋なんですけどそれが 2組か 3組くらい。
それと女子もまた同数くらいで、コンパってものが組ま
されるんですよ。20 人 1組は 1年間固定なんですけど、
でも医学部が 20 人の中で 4人しかいないんですよね。だ
から他の学部の人が非常に多くて。以外とみんな頭きれ
てたりする人もいるんで凄いなって思って。医学部以外
でも頭いい子いますね。頭良いっていうか、なんだろうな。
今思ってるんですけど、やっぱりレポートとかがあって
それを提出する時に自分のやっぱり気付かないこととか
を気付いてたりして、本当にだから凄いなあって感心す
ることも多くて。

３浪目で意識変わった
現役の時も河合行ってて 1浪 2浪の時も河合だった。途
中でヤバいなって思いもあったんですけど、明確にちゃ
んと自分が勉強できてるかっていうとそうではなかった
ので。なんだろう、神頼みとかってあるじゃないですか。
これなんとなく行けそうとか、お願いしますとか。運良
ければ行けるみたいな。なんかそういう気持ちだったん
で。まぁ 3浪目になって変わったんでしょうね。それは。
リアリズムになった（笑）意識が一番変わったのはまあ
3浪になってから。結構今まで感情で判断してたものが
全部理性で判断するようになりましたね。

代官山MEDICALでの友人
代官山MEDICAL で人とつるんでなかったんですよね、も
うあんまり感情入れてませんでしたからね。まあ 1月に
なったらメンタル面であんまり勉強できなくなるんで。
そういう時には本当に選んだ人で過去問一緒にやろうと
かやってましたけど。
保坂（保坂洵　獨協医科大進学）と梶浦（梶浦淳史　日
本医科大進学）と、順天行った牧（牧健太郎　順天堂大
医学部進学）です。で、こいつらは絶対僕受かるって思っ
てたんで、受かる人とやって自分も受かろうって。日医の、
僕がこの問題で日医で出そうだっていうやつをピック
アップして、慈恵の問題だったんですけど。それは保坂
と梶浦と僕でやったんですけど、僕だけ落ちましたね、
日医に。（笑）日医はちょっときついかなって思ってたん
で。自分が落ちるだろうなって思ってた大学は全て落ち

ましたし、もう自分の中では的中 100％（笑）慈恵は受
けてないんですけど、13 校中 9校（1次）合格して。
9校受かって 3校落ちて 1校受けてない。で 1校受けて
ないのはもう日大で。親にちょっと疲れたと。もういい
よと。
2次受かったのは杏林と昭和だけなんで。落ちたところ
は東邦と東医と、あと日医ですね。東医はちょっと、生
物きつくて、あーもうだから、問題とかみて、解き終わっ
たあとに行ってやらないって思いました。( 笑 ) ちょっと
強気で。もう昭和受かるんでって思ってたんで。英語が
割と簡単だったって言ってたので。でも僕はそうとは思
わなかったので、多分そこで差を付けられたんだと思い
ますね。

代官山に来たら、 自分とほぼ変わらない人が受

かっている。
2 浪時に北里に 2次で行ったときに「宇津野君」（宇津野
将也　日大医学部進学）って子にあったんですよ。塾が
代官山MEDICAL だったっていう。どんな塾なんだろうっ
て思って代官山MEDICAL 来たら、そこの合格者一覧の所
に 2次合格で宇津野君の名前があって「あ、受かるんだ」っ
て思ったんすよ。現実に自分とほぼ変わらないような人
が受かってるって現実を見て「あ、これはもう絶対受か
るわ」って思っちゃったんすよね。ちょっと悪いですけど、
宇津野君には。でもこれでもっと彼よりも頑張ったら確
実に受からないわけがないだろうと。受かんなかったら
訴えてやるくらいに勉強しましたね。( 笑 )
代官山MEDICAL の寮入ったの 1月っすね。もうほんと直
前に。急にお願いして。すいません。
すべて考えがかなり極端だったんで、例えば勉強しなきゃ
いけないってなって、自分の来てる時間だったら絶対終

わらないってなるんすよ。それで先生に相談しに行った
ら、「だったら勉強時間増やせば良いじゃん」って言われ
て。ああじゃあもう朝早く来るしかないなってなるわけ
ですよ。それでも、試験前だからもうちょっと詰めたいっ
てなるじゃないですか。1月とか 12 月の、12 月の終わ
りくらいか、引っ越してきたの。12 月の終わりくらいに
もうちょっと勉強したいなってなるじゃないですか。そ
したら通学時間が無駄だって考えるようになって。通学
時間が無駄だって思ったらそれを切り捨てれば良いわけ
で。それだったらもうこっちに住めばいいじゃんってい
う結論に。もう 3日後に「ここ住めなかったらもう今年
は無理だ」って親に言って（笑）もう朝 6時半からちゃ
んと来て、ちゃんとできました。

入試のおまじない
気合の入りすぎも良くないんですよね、だからドリンク
剤も重要で、飲み方が。医薬部外品だったんですけど、
それ飲むとほんと英語読むスピードが 1.2 倍とかになっ
て。
ビタミンが英語の速読に効くってホントなんすよ！無水
カフェインが結構効いてるんだと思います。50mgって
書いてあったんで。いつもそこのコンビニで買ってて。
ここでこの教科挽回できないとヤバいなっていう試験の
前の時間に飲んで。トイレ行きたくなったらためらいな
く行きます。もうだって何しようが受かるやつは受かる
んですよ。ただ杏林は途中で頭痛くなったり、気持ち悪
くなったりして吐いて。

自信をつける120冊のノート
昭和TOCで3000人入る、あのぶちぬきの大きい教室。あー
でも隣見たら若いんですよ。前の子とかも制服で。絶対
お前らよりもやってるからって思ってました。一番最後
の 120 冊目のノート持ってたので。それとかで積分しな
がら。捨てちゃったのもかなり多いんですけど。もう今
は残ってないです。120 冊目くらいしか。あとで見直す
用じゃないので。
自信をつける用です。これだけやったっていう証拠が欲
しくて。120 冊っていうと相当置き場所に困るんですよ。
この色のノートがほんとに 120 冊あるんで。まあ、親に
買って来てって言ったんですけど。そしたらこれだった
んで。多分一番安いやつ。こだわりはないんですけど無
地ってのがやっぱり大事かなって思って。だから売り場
からは消えましたね（笑）追加注文しました。親にノー
ト明日 30 冊買って来てくれみたいな。そんな感じで。パ
ンパンのビニール袋で買って来ていただいて。ありがた
かったです。

前期のテキストはよくまとまっている
ここに入って最初のクラス分け試験でクラスは A1です。
正直Mには入ると思ってたんですよ。3校は通ってたん
で。ここ来る前に。でもそれでも貼り紙の所にMかと思っ

てたら Aだったって書いてある人がいて、あの貼ってあ
るじゃないですか。合格の軌跡でしたっけ。で、やっぱ
りしょうがないんだなって思って。初めから上にいって
落とされるよりもここで一気に成りあがる方が良いか
なって。もう全部肯定的に捉えましたね。
もうアドラー心理学でそうしてるんで。悲しんでると悲
しむことが目的なんだって考えて、それはいらないよねっ
ていうふうに判断して、悲しむことをやめるっていう。
まあ悲しんでもあんまりプラスにはならないですよね。
1,2 浪目の大手予備校と比べて一番違うところは、まあ出
るとこがテキストになってるっていうところですかね。
言い方変なんですけど僕はもう出るところしかやりたく
なかったんですよ。ほんとに。入試で。テキストの 1-1
からとか、なんで 1,2 浪目のところだと入試だと絶対出
ない様な所とかなんでこんな問題があるんだろうみたい
な。そういう問題ばっかだったんですけど。こっちはも
うほんとに私大特化なんで。前期のテキストとか特にこ
れは入試で出てきてもおかしくないよねって問題ばかり
だったんですよ。それが一番大きかったと思います。
前期のテキストまとまってましたね。英語は特に石井先
生のやつは前期の 1～ 26 の中文みたいな英文しか入試の
直前は読んでなかったんで。それをずーっと。あ、その
ぼろっぼろのノートは取ってあります。これはいるわっ
て思って。
いや、現実的にそんなに大量のノートを試験に持って行
けるわけでもないし、ある程度の文章と単語と文法が
チェックできれば良いかなって思ってたんで。それ以外
はもういくら持って行っても無駄かなって思ってしまっ
て。覚えてきちゃうんですよね。
1､2 浪は一生懸命考えたけど、結局アクションに移せて
なかったのが結構あったんだと思います。

大切なのは勉強量
最後は量ですね、もうだから僕も座談会で言ってたんで
すよ、量やれって。ノートはこんだけやったけど梶浦君
はもうちょっとやってましたよとか。梶浦 123 冊なんで
すよ。3冊だけ負けて、だけど僕は絶対ペンの消費本数
では負けてないって思ってました（笑）ホントに。ボー
ルペン使ってたんですけど、それ 3箱…30 本以上あけて
るんで。でも家にもっとあるので。座談会とか抜きにし
てその最後の 120 冊目のノートとペンの空いた本数だけ
ぽんと置いておけば、みんなこれだけやればいいんだなっ
てのがわかると思ったんですけど、さすがにやめてくれっ
て言われて。みんな見れば納得するから。
一番苦労した科目は数学ですね。やっててもあんまり出
来ないんですよ。身に付かないって言うのはなんなんで
すけど。応用が僕は効かない方だったんで。ひねり出せ
ば出るけどそんなことしてたら試験終わっちゃうよねっ
て。やっぱそこがかなりできてなくて。最後は割り切っ
て暗記に走りましたけど。薄先生のやつとか。確率と微
積やれば都内には残れるっておっしゃってて。ああじゃ
あ確率と微積だって。確率と微積だけ、あとそういう
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ちょっとでそうな問題とか引っ張ってきて。問題見れば
答えから逆算できるレベルまで。7回くらいやったら覚
えるんですよ。いや、問題の 1行目見たらありありと再
現されるみたいな。ぱーって。ペンが、考えながら書い
てるからもう見たころには答案ができてるっていう。昭
和で正規合格したのは型通りの問題がでたからってのも
あるかもしれません。やっぱり身の丈に合ったものをちゃ
んと確実にやったってのは大きくて。1年前の昭和だっ
たらそんなに簡単ではなかったのでもしかしたら失敗し
てた可能性高いですね。補欠で終わってたかもしれない
です。まあそういう意味では今年はすごい運が良くて。
大学から、縁があるっていうのはこういうことなのかと
思いました。

ほとんどの先生から１つの事を学んだ
んー。なんでしょうね。ほとんどの先生から１つのこと
を学んだっていう。この先生からはこういうやり方を学
んだって言うのがそれぞれあって。いいとこ取りしまし
たね。でもだいたい石井先生が総合的に言ってくれるん
で。だったらこっちをとるかなって。それで合う合わな
いを自分でやってみたりして。印象って…ほんとに申し
訳ないんですけど印象とかって感情じゃないですか。僕、
ほんとに過激なんですけど思想が。だから個々の授業に
感情は持ち合わせてなかったですね。だから何を得た
か、ってそれだけですね。これをやったよっていう事実
しかない。
後期の授業は結構実戦的なんですよね。頭の使い方を、
そこで新たな知識を身に付けるのもまたそうなんですけ
ど実際難易度が高すぎて、頭の使い方、本番でどう頭を
使うかってそういうトレーニング中心っぽくて。授業が。
そこで出来る出来ないとかは考えてませんでした。前期
の授業の最初らへんの方がほんとに入試まんま出て、取

らなきゃいけないってのがあったんで後期の授業まぁで
きればいいかなと。ここでまぁ半分ぐらい取ってれば、
かなり合格+αにはいくのかなと思ってました。
僕的にはなんか 1問 1答系がそこまで得意ではなくて。1
個引っ張ってきて、あ、とれたとれた、ってのが多い。
単純暗記がちょっと苦手なんで、うまいこといろいろ刺
激になるものを入れてゴロを作ったりしないとやっぱり
きついんで。単発ではやっぱ無意味なものって覚えられ
ないんですよ。だからやたらエビングハウスの忘却曲線
とか言いますけど、ああいうのってだって単純な数列を
今から覚えて下さいって言ってそれの学習の曲線を表し
たものだからそれに感情とか刺激とかを与えれば一発で
覚えられるはずなんですよ。
生物もつなげて覚えて。例えばここに水があったら人間
の細胞何％だったっけ、って。一番多いのが水でタンパ
ク質になると、植物は炭水化物の方が多いよねって、そ
こからなんかばーってつながる、芋づるみたいに。根幹
があってそっから葉っぱの方に行く感じなんですよね。

マンスリーは本番の縮図
精神的にきついって時はありましたね。マンスリーとか
で問題の難易度で物理とか生物で差があるじゃないです
か。あれでやっぱり努力してても順位が下がってしまう
のがあって。1回ほんとに載らなくなりそうなことがあっ
て一番心に来て。何が原因なんだろうって思ったんです
けど、それは何が原因なんだろうって少し考えちゃいま
したね。
ただ原因を考えて悩んで問題がぐるぐる循環しちゃうの
はいけなくて原因からそのまま次のアクションに起こせ
ればいいんですけど、僕はやっぱりこの 2年間苦手だっ
たんで。原因は考えるのやめてとりあえず行動してまし
たね。マンスリー直そうと。まあ仕方ないと。生物と物
理で差があるっていうのは本番の入試でもあることです
から。
なんで英語でこの人に勝ってるのにひっくり返されてる
のとか。他の人も言ってたけども。あれは良くも悪くも
本番の縮図なんですね。

代官山 MEDICAL で強制される事がプラスに
受かる人は受かるってほんとにそれだなって。本当に順
当な人が受かっているなって印象だったんでこんだけ
やって受からなかったらおかしいですからね。まぁでも
自分の自覚でしっかりやってたんで代官山MEDICAL 来て
強制されることがプラスになりましたね。拘束されるじゃ
ないですか。どうしても、時間。そうなると必然的に数
をこなすようになるんで。合ってましたね。元からそん
なにだらっとするタイプではあんまりなかったので、こ
こでかっちり与えられたものをやったから。勉強だけに
集中できたってのは大きいですね。あんまり迷わずとも
そこにテキストがあるからやるっていう。自分でどこ出
るかって選ぶ必要がないんで。出ますから。テキストに
沿ってると。

石井先生のテキストの 1-26 の 1 冊のノートでこれでいい
んだって。それは、1冊のノートが 26 で終わっちゃった
からです。2冊目が 26-40 と後期のちょろっとなんです
けど実際見れないしょ、って 1冊だけ持って行ったって
いう。でもかなり情報量としては濃くて。何回も見直す
たびに、サーって読んでても実際日本語訳合わせるとど
う？みたいなそういうチェックもできるので。短文です
ね。どの位の文章かって言ったら、長くてここからここ
までくらいの文章量なんですよ。それでいろいろ文法事
項が詰まってたりするんで。最初は絶対僕は無理でした
ね。全部訳せみたいなのものが宿題とかに、雰囲気的に
なったりするわけなんですけど、全然訳せなかったりし
て。だんだん回数経ってくる毎にちゃんと訳せるように
はなりました。雰囲気でとるってことはなくなって。でも、
そそっかしいミスとかはあってmonkey って書いてたと
こをずっとmoney だと思ってて、お金って読んでて、で
すごい壮絶に訳しちゃったこととかあって。でそれを石
井先生に当てられたときあって、そん時みんなと訳が全
然違ってあーもう終わったなと思って。静まり返ってた
んですよ。それが非常に嫌で。A1とかだったらいいんで
すけどMのクラスだったら間違えたら確実に音がなく
なっちゃてて。やばいと思って。なんか、禊を受ける感
じになって。裁かれてる気分でした ( 笑 )。入試でもこう
いう事があったら後々困るなと思って。良かった今でと
思って。

一番は量。とくにノートの整理も重要な要素。
後輩たちにアドバイスは絶対 1番は量ですね。まず量や
らないと受からないってことと、みんながやってるのは、
出来る人ほどノートをしっかりとって、後でまとめようっ
て意識がないんで。できる人って。もう 1つはプリント
の整理、モノの整理がしっかりできてる人は受かってま
すね。僕あったんですけど。生物とか。で結構、緒方先
生にもお前何やってんだ、って。勉強しなくていいから
プリントの整理しろって。ほぼ丸 1日プリントの整理し
てた日もありました。でもやっぱりどこになにがあるか
わかんないままだと頭もその状態になってしまうので、
プリントの管理は大事ですね。もともとできる人はそん
なに苦にならないと思いますけど。
ノートは、先生の情報全部取ろうとして汚くとって、授
業後にまとめ直せばいいかなっていう人いるんですけど
そうするとアウトプットする機会が減るんですよ。どう
しても。ほんとにそれがノートをきれいに取ることが目
的になってるんですよ。次に問題解くために覚えたりす
る時間とかどうしたらいいかって考える時間がほんとに
狭まっちゃう。ノート取るんだったらちゃんと授業中に
自分が取れる範囲でとったりして、完結させる。僕もそ
れ出来てなかったときあったりして、別のノートとかに
写してる時に、なにやってるんだろうなって。こんなこ
としてる間に、授業中ちょっと抜けがあってもノート余
白多めにとっておけばまた後々の期間に書き足したり、
授業中にアウトプットできたのになって。

ノートはちゃんと授業で作る努力をした方がいいんじゃ
ないかなって。経験ですね。それくらいしか意識できな
いと思います。本気でやったら。他に何か注意したほう
がいいですかって聞く方とか受験生の方いらっしゃいま
すけど、そういう人ってまず漏れなく量やってないんで。
量だけやってたらほんとに手一杯で何にも考えられない
はずなんですよ。もうちょっと自分でアクションを起こ
して、こんだけやったんですけどどうしたらいいですかっ
ていう質問なら分かるんですけど。その前に質問しに行
くのはちょっとあんまり、先生も逆に困るんじゃないか
なって思います。僕が言いたいのはそれぐらいですかね。

信頼できる将来の仕事仲間との出会い
受かった人は、確実に将来の同業者の中でも重要な位置
になると思います。僕がすごいなって尊敬する人も、梶
浦とか保坂とかもあと牧とかもかなり信頼して、ほんと
にすごい向上心持ってたやつなんだなって思ってたんで。
これなら将来絶対医者になってもこういう人なら頼れる
なって言う、そういう人を見つけられたいい場になった
と思います。
ここまでやっぱり本気になる人ってこんなにいないと思
うんで、他の普通の予備校行ってたらまざまざと見るっ
てことはあんまりないと思うんで。すごいなと。そういう、
将来こういう人と関われたらいいなとかそういうグルー
プに入っていかなきゃなって意識が強く持てた場になっ
たと思います。だってみんな同業者ですから。受かった
人は。
梶浦君に感謝ですね。1浪であそこまでしっかり謙虚に
やってるっていうのは。
牧君もそうなんですよ。でも僕より切羽詰まってない感
はあったんで。ひらめきっていうかちょっと手際が良い
所があって、そこはすごく尊敬してて。そつなくこなす
タイプ。
保坂くんはもう、マンスリーは僕よりずっと下だったん
ですけど、ただ、パッションが凄くて、ずっと日医に受
かるって言ってたんですよ。日医の 1次もそれで通りま
したしそのときに、自分のメンタルとか気持ちとか、ま
あしょうがないって割り切って上げてく気持ちとか、そ
ういうのが凄いなって思ってて。やっぱり個々で尊敬で
きることがあって。
宇津野君にも感謝ですね。そこは運がいいかなって思っ
てて。あの時、聞いといてよかったって思ってました。
塾の名前とか。
代官山MEDICAL でなければ、受かってても、地方でした。
( 笑 ) 勉強頑張ってくださいって僕は言いたくないんで。
「やれば受かります」、とだけは言いたいです。

昭和大寮生活
寮楽しいですね、非常に。まあ結構 3浪だから浮くかなっ
て思ってたんですけど全然そんなことないですね。3浪っ
て、僕が聞く限りでは今いないんですよ。同じ学部で話
しすることが少なくて、今何浪？って聞いたら 2浪だと
か。いても 2浪なんですよ。薬学部と医療学部と歯学部
と医学部が 4人一部屋なんです。男子寮は赤松と白樺っ
てあって、白樺が新しい方なんですけど僕は運良く？赤
松の方に（笑）。まあ相当年期が入ってるって話で。そう
ですね、40年以上は。4月 12 日に入学だったんですけど、
23日までずっとオリエンテーション期間で。オリエンテー
ションって皆さん仲良くなりましょうみたいな会で、男
子が 4人 1部屋なんですけどそれが 2組か 3組くらい。
それと女子もまた同数くらいで、コンパってものが組ま
されるんですよ。20 人 1組は 1年間固定なんですけど、
でも医学部が 20 人の中で 4人しかいないんですよね。だ
から他の学部の人が非常に多くて。以外とみんな頭きれ
てたりする人もいるんで凄いなって思って。医学部以外
でも頭いい子いますね。頭良いっていうか、なんだろうな。
今思ってるんですけど、やっぱりレポートとかがあって
それを提出する時に自分のやっぱり気付かないこととか
を気付いてたりして、本当にだから凄いなあって感心す
ることも多くて。

３浪目で意識変わった
現役の時も河合行ってて 1浪 2浪の時も河合だった。途
中でヤバいなって思いもあったんですけど、明確にちゃ
んと自分が勉強できてるかっていうとそうではなかった
ので。なんだろう、神頼みとかってあるじゃないですか。
これなんとなく行けそうとか、お願いしますとか。運良
ければ行けるみたいな。なんかそういう気持ちだったん
で。まぁ 3浪目になって変わったんでしょうね。それは。
リアリズムになった（笑）意識が一番変わったのはまあ
3浪になってから。結構今まで感情で判断してたものが
全部理性で判断するようになりましたね。

代官山MEDICALでの友人
代官山MEDICAL で人とつるんでなかったんですよね、も
うあんまり感情入れてませんでしたからね。まあ 1月に
なったらメンタル面であんまり勉強できなくなるんで。
そういう時には本当に選んだ人で過去問一緒にやろうと
かやってましたけど。
保坂（保坂洵　獨協医科大進学）と梶浦（梶浦淳史　日
本医科大進学）と、順天行った牧（牧健太郎　順天堂大
医学部進学）です。で、こいつらは絶対僕受かるって思っ
てたんで、受かる人とやって自分も受かろうって。日医の、
僕がこの問題で日医で出そうだっていうやつをピック
アップして、慈恵の問題だったんですけど。それは保坂
と梶浦と僕でやったんですけど、僕だけ落ちましたね、
日医に。（笑）日医はちょっときついかなって思ってたん
で。自分が落ちるだろうなって思ってた大学は全て落ち

ましたし、もう自分の中では的中 100％（笑）慈恵は受
けてないんですけど、13 校中 9校（1次）合格して。
9校受かって 3校落ちて 1校受けてない。で 1校受けて
ないのはもう日大で。親にちょっと疲れたと。もういい
よと。
2次受かったのは杏林と昭和だけなんで。落ちたところ
は東邦と東医と、あと日医ですね。東医はちょっと、生
物きつくて、あーもうだから、問題とかみて、解き終わっ
たあとに行ってやらないって思いました。( 笑 ) ちょっと
強気で。もう昭和受かるんでって思ってたんで。英語が
割と簡単だったって言ってたので。でも僕はそうとは思
わなかったので、多分そこで差を付けられたんだと思い
ますね。

代官山に来たら、 自分とほぼ変わらない人が受

かっている。
2 浪時に北里に 2次で行ったときに「宇津野君」（宇津野
将也　日大医学部進学）って子にあったんですよ。塾が
代官山MEDICAL だったっていう。どんな塾なんだろうっ
て思って代官山MEDICAL 来たら、そこの合格者一覧の所
に 2次合格で宇津野君の名前があって「あ、受かるんだ」っ
て思ったんすよ。現実に自分とほぼ変わらないような人
が受かってるって現実を見て「あ、これはもう絶対受か
るわ」って思っちゃったんすよね。ちょっと悪いですけど、
宇津野君には。でもこれでもっと彼よりも頑張ったら確
実に受からないわけがないだろうと。受かんなかったら
訴えてやるくらいに勉強しましたね。( 笑 )
代官山MEDICAL の寮入ったの 1月っすね。もうほんと直
前に。急にお願いして。すいません。
すべて考えがかなり極端だったんで、例えば勉強しなきゃ
いけないってなって、自分の来てる時間だったら絶対終

わらないってなるんすよ。それで先生に相談しに行った
ら、「だったら勉強時間増やせば良いじゃん」って言われ
て。ああじゃあもう朝早く来るしかないなってなるわけ
ですよ。それでも、試験前だからもうちょっと詰めたいっ
てなるじゃないですか。1月とか 12 月の、12 月の終わ
りくらいか、引っ越してきたの。12 月の終わりくらいに
もうちょっと勉強したいなってなるじゃないですか。そ
したら通学時間が無駄だって考えるようになって。通学
時間が無駄だって思ったらそれを切り捨てれば良いわけ
で。それだったらもうこっちに住めばいいじゃんってい
う結論に。もう 3日後に「ここ住めなかったらもう今年
は無理だ」って親に言って（笑）もう朝 6時半からちゃ
んと来て、ちゃんとできました。

入試のおまじない
気合の入りすぎも良くないんですよね、だからドリンク
剤も重要で、飲み方が。医薬部外品だったんですけど、
それ飲むとほんと英語読むスピードが 1.2 倍とかになっ
て。
ビタミンが英語の速読に効くってホントなんすよ！無水
カフェインが結構効いてるんだと思います。50mgって
書いてあったんで。いつもそこのコンビニで買ってて。
ここでこの教科挽回できないとヤバいなっていう試験の
前の時間に飲んで。トイレ行きたくなったらためらいな
く行きます。もうだって何しようが受かるやつは受かる
んですよ。ただ杏林は途中で頭痛くなったり、気持ち悪
くなったりして吐いて。

自信をつける120冊のノート
昭和TOCで3000人入る、あのぶちぬきの大きい教室。あー
でも隣見たら若いんですよ。前の子とかも制服で。絶対
お前らよりもやってるからって思ってました。一番最後
の 120 冊目のノート持ってたので。それとかで積分しな
がら。捨てちゃったのもかなり多いんですけど。もう今
は残ってないです。120 冊目くらいしか。あとで見直す
用じゃないので。
自信をつける用です。これだけやったっていう証拠が欲
しくて。120 冊っていうと相当置き場所に困るんですよ。
この色のノートがほんとに 120 冊あるんで。まあ、親に
買って来てって言ったんですけど。そしたらこれだった
んで。多分一番安いやつ。こだわりはないんですけど無
地ってのがやっぱり大事かなって思って。だから売り場
からは消えましたね（笑）追加注文しました。親にノー
ト明日 30 冊買って来てくれみたいな。そんな感じで。パ
ンパンのビニール袋で買って来ていただいて。ありがた
かったです。

前期のテキストはよくまとまっている
ここに入って最初のクラス分け試験でクラスは A1です。
正直Mには入ると思ってたんですよ。3校は通ってたん
で。ここ来る前に。でもそれでも貼り紙の所にMかと思っ

てたら Aだったって書いてある人がいて、あの貼ってあ
るじゃないですか。合格の軌跡でしたっけ。で、やっぱ
りしょうがないんだなって思って。初めから上にいって
落とされるよりもここで一気に成りあがる方が良いか
なって。もう全部肯定的に捉えましたね。
もうアドラー心理学でそうしてるんで。悲しんでると悲
しむことが目的なんだって考えて、それはいらないよねっ
ていうふうに判断して、悲しむことをやめるっていう。
まあ悲しんでもあんまりプラスにはならないですよね。
1,2 浪目の大手予備校と比べて一番違うところは、まあ出
るとこがテキストになってるっていうところですかね。
言い方変なんですけど僕はもう出るところしかやりたく
なかったんですよ。ほんとに。入試で。テキストの 1-1
からとか、なんで 1,2 浪目のところだと入試だと絶対出
ない様な所とかなんでこんな問題があるんだろうみたい
な。そういう問題ばっかだったんですけど。こっちはも
うほんとに私大特化なんで。前期のテキストとか特にこ
れは入試で出てきてもおかしくないよねって問題ばかり
だったんですよ。それが一番大きかったと思います。
前期のテキストまとまってましたね。英語は特に石井先
生のやつは前期の 1～ 26 の中文みたいな英文しか入試の
直前は読んでなかったんで。それをずーっと。あ、その
ぼろっぼろのノートは取ってあります。これはいるわっ
て思って。
いや、現実的にそんなに大量のノートを試験に持って行
けるわけでもないし、ある程度の文章と単語と文法が
チェックできれば良いかなって思ってたんで。それ以外
はもういくら持って行っても無駄かなって思ってしまっ
て。覚えてきちゃうんですよね。
1､2 浪は一生懸命考えたけど、結局アクションに移せて
なかったのが結構あったんだと思います。

大切なのは勉強量
最後は量ですね、もうだから僕も座談会で言ってたんで
すよ、量やれって。ノートはこんだけやったけど梶浦君
はもうちょっとやってましたよとか。梶浦 123 冊なんで
すよ。3冊だけ負けて、だけど僕は絶対ペンの消費本数
では負けてないって思ってました（笑）ホントに。ボー
ルペン使ってたんですけど、それ 3箱…30 本以上あけて
るんで。でも家にもっとあるので。座談会とか抜きにし
てその最後の 120 冊目のノートとペンの空いた本数だけ
ぽんと置いておけば、みんなこれだけやればいいんだなっ
てのがわかると思ったんですけど、さすがにやめてくれっ
て言われて。みんな見れば納得するから。
一番苦労した科目は数学ですね。やっててもあんまり出
来ないんですよ。身に付かないって言うのはなんなんで
すけど。応用が僕は効かない方だったんで。ひねり出せ
ば出るけどそんなことしてたら試験終わっちゃうよねっ
て。やっぱそこがかなりできてなくて。最後は割り切っ
て暗記に走りましたけど。薄先生のやつとか。確率と微
積やれば都内には残れるっておっしゃってて。ああじゃ
あ確率と微積だって。確率と微積だけ、あとそういう

ちょっとでそうな問題とか引っ張ってきて。問題見れば
答えから逆算できるレベルまで。7回くらいやったら覚
えるんですよ。いや、問題の 1行目見たらありありと再
現されるみたいな。ぱーって。ペンが、考えながら書い
てるからもう見たころには答案ができてるっていう。昭
和で正規合格したのは型通りの問題がでたからってのも
あるかもしれません。やっぱり身の丈に合ったものをちゃ
んと確実にやったってのは大きくて。1年前の昭和だっ
たらそんなに簡単ではなかったのでもしかしたら失敗し
てた可能性高いですね。補欠で終わってたかもしれない
です。まあそういう意味では今年はすごい運が良くて。
大学から、縁があるっていうのはこういうことなのかと
思いました。

ほとんどの先生から１つの事を学んだ
んー。なんでしょうね。ほとんどの先生から１つのこと
を学んだっていう。この先生からはこういうやり方を学
んだって言うのがそれぞれあって。いいとこ取りしまし
たね。でもだいたい石井先生が総合的に言ってくれるん
で。だったらこっちをとるかなって。それで合う合わな
いを自分でやってみたりして。印象って…ほんとに申し
訳ないんですけど印象とかって感情じゃないですか。僕、
ほんとに過激なんですけど思想が。だから個々の授業に
感情は持ち合わせてなかったですね。だから何を得た
か、ってそれだけですね。これをやったよっていう事実
しかない。
後期の授業は結構実戦的なんですよね。頭の使い方を、
そこで新たな知識を身に付けるのもまたそうなんですけ
ど実際難易度が高すぎて、頭の使い方、本番でどう頭を
使うかってそういうトレーニング中心っぽくて。授業が。
そこで出来る出来ないとかは考えてませんでした。前期
の授業の最初らへんの方がほんとに入試まんま出て、取

らなきゃいけないってのがあったんで後期の授業まぁで
きればいいかなと。ここでまぁ半分ぐらい取ってれば、
かなり合格+αにはいくのかなと思ってました。
僕的にはなんか 1問 1答系がそこまで得意ではなくて。1
個引っ張ってきて、あ、とれたとれた、ってのが多い。
単純暗記がちょっと苦手なんで、うまいこといろいろ刺
激になるものを入れてゴロを作ったりしないとやっぱり
きついんで。単発ではやっぱ無意味なものって覚えられ
ないんですよ。だからやたらエビングハウスの忘却曲線
とか言いますけど、ああいうのってだって単純な数列を
今から覚えて下さいって言ってそれの学習の曲線を表し
たものだからそれに感情とか刺激とかを与えれば一発で
覚えられるはずなんですよ。
生物もつなげて覚えて。例えばここに水があったら人間
の細胞何％だったっけ、って。一番多いのが水でタンパ
ク質になると、植物は炭水化物の方が多いよねって、そ
こからなんかばーってつながる、芋づるみたいに。根幹
があってそっから葉っぱの方に行く感じなんですよね。

マンスリーは本番の縮図
精神的にきついって時はありましたね。マンスリーとか
で問題の難易度で物理とか生物で差があるじゃないです
か。あれでやっぱり努力してても順位が下がってしまう
のがあって。1回ほんとに載らなくなりそうなことがあっ
て一番心に来て。何が原因なんだろうって思ったんです
けど、それは何が原因なんだろうって少し考えちゃいま
したね。
ただ原因を考えて悩んで問題がぐるぐる循環しちゃうの
はいけなくて原因からそのまま次のアクションに起こせ
ればいいんですけど、僕はやっぱりこの 2年間苦手だっ
たんで。原因は考えるのやめてとりあえず行動してまし
たね。マンスリー直そうと。まあ仕方ないと。生物と物
理で差があるっていうのは本番の入試でもあることです
から。
なんで英語でこの人に勝ってるのにひっくり返されてる
のとか。他の人も言ってたけども。あれは良くも悪くも
本番の縮図なんですね。

代官山 MEDICAL で強制される事がプラスに
受かる人は受かるってほんとにそれだなって。本当に順
当な人が受かっているなって印象だったんでこんだけ
やって受からなかったらおかしいですからね。まぁでも
自分の自覚でしっかりやってたんで代官山MEDICAL 来て
強制されることがプラスになりましたね。拘束されるじゃ
ないですか。どうしても、時間。そうなると必然的に数
をこなすようになるんで。合ってましたね。元からそん
なにだらっとするタイプではあんまりなかったので、こ
こでかっちり与えられたものをやったから。勉強だけに
集中できたってのは大きいですね。あんまり迷わずとも
そこにテキストがあるからやるっていう。自分でどこ出
るかって選ぶ必要がないんで。出ますから。テキストに
沿ってると。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

石井先生のテキストの 1-26 の 1 冊のノートでこれでいい
んだって。それは、1冊のノートが 26 で終わっちゃった
からです。2冊目が 26-40 と後期のちょろっとなんです
けど実際見れないしょ、って 1冊だけ持って行ったって
いう。でもかなり情報量としては濃くて。何回も見直す
たびに、サーって読んでても実際日本語訳合わせるとど
う？みたいなそういうチェックもできるので。短文です
ね。どの位の文章かって言ったら、長くてここからここ
までくらいの文章量なんですよ。それでいろいろ文法事
項が詰まってたりするんで。最初は絶対僕は無理でした
ね。全部訳せみたいなのものが宿題とかに、雰囲気的に
なったりするわけなんですけど、全然訳せなかったりし
て。だんだん回数経ってくる毎にちゃんと訳せるように
はなりました。雰囲気でとるってことはなくなって。でも、
そそっかしいミスとかはあってmonkey って書いてたと
こをずっとmoney だと思ってて、お金って読んでて、で
すごい壮絶に訳しちゃったこととかあって。でそれを石
井先生に当てられたときあって、そん時みんなと訳が全
然違ってあーもう終わったなと思って。静まり返ってた
んですよ。それが非常に嫌で。A1とかだったらいいんで
すけどMのクラスだったら間違えたら確実に音がなく
なっちゃてて。やばいと思って。なんか、禊を受ける感
じになって。裁かれてる気分でした ( 笑 )。入試でもこう
いう事があったら後々困るなと思って。良かった今でと
思って。

一番は量。とくにノートの整理も重要な要素。
後輩たちにアドバイスは絶対 1番は量ですね。まず量や
らないと受からないってことと、みんながやってるのは、
出来る人ほどノートをしっかりとって、後でまとめようっ
て意識がないんで。できる人って。もう 1つはプリント
の整理、モノの整理がしっかりできてる人は受かってま
すね。僕あったんですけど。生物とか。で結構、緒方先
生にもお前何やってんだ、って。勉強しなくていいから
プリントの整理しろって。ほぼ丸 1日プリントの整理し
てた日もありました。でもやっぱりどこになにがあるか
わかんないままだと頭もその状態になってしまうので、
プリントの管理は大事ですね。もともとできる人はそん
なに苦にならないと思いますけど。
ノートは、先生の情報全部取ろうとして汚くとって、授
業後にまとめ直せばいいかなっていう人いるんですけど
そうするとアウトプットする機会が減るんですよ。どう
しても。ほんとにそれがノートをきれいに取ることが目
的になってるんですよ。次に問題解くために覚えたりす
る時間とかどうしたらいいかって考える時間がほんとに
狭まっちゃう。ノート取るんだったらちゃんと授業中に
自分が取れる範囲でとったりして、完結させる。僕もそ
れ出来てなかったときあったりして、別のノートとかに
写してる時に、なにやってるんだろうなって。こんなこ
としてる間に、授業中ちょっと抜けがあってもノート余
白多めにとっておけばまた後々の期間に書き足したり、
授業中にアウトプットできたのになって。

ノートはちゃんと授業で作る努力をした方がいいんじゃ
ないかなって。経験ですね。それくらいしか意識できな
いと思います。本気でやったら。他に何か注意したほう
がいいですかって聞く方とか受験生の方いらっしゃいま
すけど、そういう人ってまず漏れなく量やってないんで。
量だけやってたらほんとに手一杯で何にも考えられない
はずなんですよ。もうちょっと自分でアクションを起こ
して、こんだけやったんですけどどうしたらいいですかっ
ていう質問なら分かるんですけど。その前に質問しに行
くのはちょっとあんまり、先生も逆に困るんじゃないか
なって思います。僕が言いたいのはそれぐらいですかね。

信頼できる将来の仕事仲間との出会い
受かった人は、確実に将来の同業者の中でも重要な位置
になると思います。僕がすごいなって尊敬する人も、梶
浦とか保坂とかもあと牧とかもかなり信頼して、ほんと
にすごい向上心持ってたやつなんだなって思ってたんで。
これなら将来絶対医者になってもこういう人なら頼れる
なって言う、そういう人を見つけられたいい場になった
と思います。
ここまでやっぱり本気になる人ってこんなにいないと思
うんで、他の普通の予備校行ってたらまざまざと見るっ
てことはあんまりないと思うんで。すごいなと。そういう、
将来こういう人と関われたらいいなとかそういうグルー
プに入っていかなきゃなって意識が強く持てた場になっ
たと思います。だってみんな同業者ですから。受かった
人は。
梶浦君に感謝ですね。1浪であそこまでしっかり謙虚に
やってるっていうのは。
牧君もそうなんですよ。でも僕より切羽詰まってない感
はあったんで。ひらめきっていうかちょっと手際が良い
所があって、そこはすごく尊敬してて。そつなくこなす
タイプ。
保坂くんはもう、マンスリーは僕よりずっと下だったん
ですけど、ただ、パッションが凄くて、ずっと日医に受
かるって言ってたんですよ。日医の 1次もそれで通りま
したしそのときに、自分のメンタルとか気持ちとか、ま
あしょうがないって割り切って上げてく気持ちとか、そ
ういうのが凄いなって思ってて。やっぱり個々で尊敬で
きることがあって。
宇津野君にも感謝ですね。そこは運がいいかなって思っ
てて。あの時、聞いといてよかったって思ってました。
塾の名前とか。
代官山MEDICAL でなければ、受かってても、地方でした。
( 笑 ) 勉強頑張ってくださいって僕は言いたくないんで。
「やれば受かります」、とだけは言いたいです。

昭和大寮生活
寮楽しいですね、非常に。まあ結構 3浪だから浮くかなっ
て思ってたんですけど全然そんなことないですね。3浪っ
て、僕が聞く限りでは今いないんですよ。同じ学部で話
しすることが少なくて、今何浪？って聞いたら 2浪だと
か。いても 2浪なんですよ。薬学部と医療学部と歯学部
と医学部が 4人一部屋なんです。男子寮は赤松と白樺っ
てあって、白樺が新しい方なんですけど僕は運良く？赤
松の方に（笑）。まあ相当年期が入ってるって話で。そう
ですね、40年以上は。4月 12 日に入学だったんですけど、
23日までずっとオリエンテーション期間で。オリエンテー
ションって皆さん仲良くなりましょうみたいな会で、男
子が 4人 1部屋なんですけどそれが 2組か 3組くらい。
それと女子もまた同数くらいで、コンパってものが組ま
されるんですよ。20 人 1組は 1年間固定なんですけど、
でも医学部が 20 人の中で 4人しかいないんですよね。だ
から他の学部の人が非常に多くて。以外とみんな頭きれ
てたりする人もいるんで凄いなって思って。医学部以外
でも頭いい子いますね。頭良いっていうか、なんだろうな。
今思ってるんですけど、やっぱりレポートとかがあって
それを提出する時に自分のやっぱり気付かないこととか
を気付いてたりして、本当にだから凄いなあって感心す
ることも多くて。

３浪目で意識変わった
現役の時も河合行ってて 1浪 2浪の時も河合だった。途
中でヤバいなって思いもあったんですけど、明確にちゃ
んと自分が勉強できてるかっていうとそうではなかった
ので。なんだろう、神頼みとかってあるじゃないですか。
これなんとなく行けそうとか、お願いしますとか。運良
ければ行けるみたいな。なんかそういう気持ちだったん
で。まぁ 3浪目になって変わったんでしょうね。それは。
リアリズムになった（笑）意識が一番変わったのはまあ
3浪になってから。結構今まで感情で判断してたものが
全部理性で判断するようになりましたね。

代官山MEDICALでの友人
代官山MEDICAL で人とつるんでなかったんですよね、も
うあんまり感情入れてませんでしたからね。まあ 1月に
なったらメンタル面であんまり勉強できなくなるんで。
そういう時には本当に選んだ人で過去問一緒にやろうと
かやってましたけど。
保坂（保坂洵　獨協医科大進学）と梶浦（梶浦淳史　日
本医科大進学）と、順天行った牧（牧健太郎　順天堂大
医学部進学）です。で、こいつらは絶対僕受かるって思っ
てたんで、受かる人とやって自分も受かろうって。日医の、
僕がこの問題で日医で出そうだっていうやつをピック
アップして、慈恵の問題だったんですけど。それは保坂
と梶浦と僕でやったんですけど、僕だけ落ちましたね、
日医に。（笑）日医はちょっときついかなって思ってたん
で。自分が落ちるだろうなって思ってた大学は全て落ち

ましたし、もう自分の中では的中 100％（笑）慈恵は受
けてないんですけど、13 校中 9校（1次）合格して。
9校受かって 3校落ちて 1校受けてない。で 1校受けて
ないのはもう日大で。親にちょっと疲れたと。もういい
よと。
2次受かったのは杏林と昭和だけなんで。落ちたところ
は東邦と東医と、あと日医ですね。東医はちょっと、生
物きつくて、あーもうだから、問題とかみて、解き終わっ
たあとに行ってやらないって思いました。( 笑 ) ちょっと
強気で。もう昭和受かるんでって思ってたんで。英語が
割と簡単だったって言ってたので。でも僕はそうとは思
わなかったので、多分そこで差を付けられたんだと思い
ますね。

代官山に来たら、 自分とほぼ変わらない人が受

かっている。
2 浪時に北里に 2次で行ったときに「宇津野君」（宇津野
将也　日大医学部進学）って子にあったんですよ。塾が
代官山MEDICAL だったっていう。どんな塾なんだろうっ
て思って代官山MEDICAL 来たら、そこの合格者一覧の所
に 2次合格で宇津野君の名前があって「あ、受かるんだ」っ
て思ったんすよ。現実に自分とほぼ変わらないような人
が受かってるって現実を見て「あ、これはもう絶対受か
るわ」って思っちゃったんすよね。ちょっと悪いですけど、
宇津野君には。でもこれでもっと彼よりも頑張ったら確
実に受からないわけがないだろうと。受かんなかったら
訴えてやるくらいに勉強しましたね。( 笑 )
代官山MEDICAL の寮入ったの 1月っすね。もうほんと直
前に。急にお願いして。すいません。
すべて考えがかなり極端だったんで、例えば勉強しなきゃ
いけないってなって、自分の来てる時間だったら絶対終

わらないってなるんすよ。それで先生に相談しに行った
ら、「だったら勉強時間増やせば良いじゃん」って言われ
て。ああじゃあもう朝早く来るしかないなってなるわけ
ですよ。それでも、試験前だからもうちょっと詰めたいっ
てなるじゃないですか。1月とか 12 月の、12 月の終わ
りくらいか、引っ越してきたの。12 月の終わりくらいに
もうちょっと勉強したいなってなるじゃないですか。そ
したら通学時間が無駄だって考えるようになって。通学
時間が無駄だって思ったらそれを切り捨てれば良いわけ
で。それだったらもうこっちに住めばいいじゃんってい
う結論に。もう 3日後に「ここ住めなかったらもう今年
は無理だ」って親に言って（笑）もう朝 6時半からちゃ
んと来て、ちゃんとできました。

入試のおまじない
気合の入りすぎも良くないんですよね、だからドリンク
剤も重要で、飲み方が。医薬部外品だったんですけど、
それ飲むとほんと英語読むスピードが 1.2 倍とかになっ
て。
ビタミンが英語の速読に効くってホントなんすよ！無水
カフェインが結構効いてるんだと思います。50mgって
書いてあったんで。いつもそこのコンビニで買ってて。
ここでこの教科挽回できないとヤバいなっていう試験の
前の時間に飲んで。トイレ行きたくなったらためらいな
く行きます。もうだって何しようが受かるやつは受かる
んですよ。ただ杏林は途中で頭痛くなったり、気持ち悪
くなったりして吐いて。

自信をつける120冊のノート
昭和TOCで3000人入る、あのぶちぬきの大きい教室。あー
でも隣見たら若いんですよ。前の子とかも制服で。絶対
お前らよりもやってるからって思ってました。一番最後
の 120 冊目のノート持ってたので。それとかで積分しな
がら。捨てちゃったのもかなり多いんですけど。もう今
は残ってないです。120 冊目くらいしか。あとで見直す
用じゃないので。
自信をつける用です。これだけやったっていう証拠が欲
しくて。120 冊っていうと相当置き場所に困るんですよ。
この色のノートがほんとに 120 冊あるんで。まあ、親に
買って来てって言ったんですけど。そしたらこれだった
んで。多分一番安いやつ。こだわりはないんですけど無
地ってのがやっぱり大事かなって思って。だから売り場
からは消えましたね（笑）追加注文しました。親にノー
ト明日 30 冊買って来てくれみたいな。そんな感じで。パ
ンパンのビニール袋で買って来ていただいて。ありがた
かったです。

前期のテキストはよくまとまっている
ここに入って最初のクラス分け試験でクラスは A1です。
正直Mには入ると思ってたんですよ。3校は通ってたん
で。ここ来る前に。でもそれでも貼り紙の所にMかと思っ

てたら Aだったって書いてある人がいて、あの貼ってあ
るじゃないですか。合格の軌跡でしたっけ。で、やっぱ
りしょうがないんだなって思って。初めから上にいって
落とされるよりもここで一気に成りあがる方が良いか
なって。もう全部肯定的に捉えましたね。
もうアドラー心理学でそうしてるんで。悲しんでると悲
しむことが目的なんだって考えて、それはいらないよねっ
ていうふうに判断して、悲しむことをやめるっていう。
まあ悲しんでもあんまりプラスにはならないですよね。
1,2 浪目の大手予備校と比べて一番違うところは、まあ出
るとこがテキストになってるっていうところですかね。
言い方変なんですけど僕はもう出るところしかやりたく
なかったんですよ。ほんとに。入試で。テキストの 1-1
からとか、なんで 1,2 浪目のところだと入試だと絶対出
ない様な所とかなんでこんな問題があるんだろうみたい
な。そういう問題ばっかだったんですけど。こっちはも
うほんとに私大特化なんで。前期のテキストとか特にこ
れは入試で出てきてもおかしくないよねって問題ばかり
だったんですよ。それが一番大きかったと思います。
前期のテキストまとまってましたね。英語は特に石井先
生のやつは前期の 1～ 26 の中文みたいな英文しか入試の
直前は読んでなかったんで。それをずーっと。あ、その
ぼろっぼろのノートは取ってあります。これはいるわっ
て思って。
いや、現実的にそんなに大量のノートを試験に持って行
けるわけでもないし、ある程度の文章と単語と文法が
チェックできれば良いかなって思ってたんで。それ以外
はもういくら持って行っても無駄かなって思ってしまっ
て。覚えてきちゃうんですよね。
1､2 浪は一生懸命考えたけど、結局アクションに移せて
なかったのが結構あったんだと思います。

大切なのは勉強量
最後は量ですね、もうだから僕も座談会で言ってたんで
すよ、量やれって。ノートはこんだけやったけど梶浦君
はもうちょっとやってましたよとか。梶浦 123 冊なんで
すよ。3冊だけ負けて、だけど僕は絶対ペンの消費本数
では負けてないって思ってました（笑）ホントに。ボー
ルペン使ってたんですけど、それ 3箱…30 本以上あけて
るんで。でも家にもっとあるので。座談会とか抜きにし
てその最後の 120 冊目のノートとペンの空いた本数だけ
ぽんと置いておけば、みんなこれだけやればいいんだなっ
てのがわかると思ったんですけど、さすがにやめてくれっ
て言われて。みんな見れば納得するから。
一番苦労した科目は数学ですね。やっててもあんまり出
来ないんですよ。身に付かないって言うのはなんなんで
すけど。応用が僕は効かない方だったんで。ひねり出せ
ば出るけどそんなことしてたら試験終わっちゃうよねっ
て。やっぱそこがかなりできてなくて。最後は割り切っ
て暗記に走りましたけど。薄先生のやつとか。確率と微
積やれば都内には残れるっておっしゃってて。ああじゃ
あ確率と微積だって。確率と微積だけ、あとそういう

ちょっとでそうな問題とか引っ張ってきて。問題見れば
答えから逆算できるレベルまで。7回くらいやったら覚
えるんですよ。いや、問題の 1行目見たらありありと再
現されるみたいな。ぱーって。ペンが、考えながら書い
てるからもう見たころには答案ができてるっていう。昭
和で正規合格したのは型通りの問題がでたからってのも
あるかもしれません。やっぱり身の丈に合ったものをちゃ
んと確実にやったってのは大きくて。1年前の昭和だっ
たらそんなに簡単ではなかったのでもしかしたら失敗し
てた可能性高いですね。補欠で終わってたかもしれない
です。まあそういう意味では今年はすごい運が良くて。
大学から、縁があるっていうのはこういうことなのかと
思いました。

ほとんどの先生から１つの事を学んだ
んー。なんでしょうね。ほとんどの先生から１つのこと
を学んだっていう。この先生からはこういうやり方を学
んだって言うのがそれぞれあって。いいとこ取りしまし
たね。でもだいたい石井先生が総合的に言ってくれるん
で。だったらこっちをとるかなって。それで合う合わな
いを自分でやってみたりして。印象って…ほんとに申し
訳ないんですけど印象とかって感情じゃないですか。僕、
ほんとに過激なんですけど思想が。だから個々の授業に
感情は持ち合わせてなかったですね。だから何を得た
か、ってそれだけですね。これをやったよっていう事実
しかない。
後期の授業は結構実戦的なんですよね。頭の使い方を、
そこで新たな知識を身に付けるのもまたそうなんですけ
ど実際難易度が高すぎて、頭の使い方、本番でどう頭を
使うかってそういうトレーニング中心っぽくて。授業が。
そこで出来る出来ないとかは考えてませんでした。前期
の授業の最初らへんの方がほんとに入試まんま出て、取

らなきゃいけないってのがあったんで後期の授業まぁで
きればいいかなと。ここでまぁ半分ぐらい取ってれば、
かなり合格+αにはいくのかなと思ってました。
僕的にはなんか 1問 1答系がそこまで得意ではなくて。1
個引っ張ってきて、あ、とれたとれた、ってのが多い。
単純暗記がちょっと苦手なんで、うまいこといろいろ刺
激になるものを入れてゴロを作ったりしないとやっぱり
きついんで。単発ではやっぱ無意味なものって覚えられ
ないんですよ。だからやたらエビングハウスの忘却曲線
とか言いますけど、ああいうのってだって単純な数列を
今から覚えて下さいって言ってそれの学習の曲線を表し
たものだからそれに感情とか刺激とかを与えれば一発で
覚えられるはずなんですよ。
生物もつなげて覚えて。例えばここに水があったら人間
の細胞何％だったっけ、って。一番多いのが水でタンパ
ク質になると、植物は炭水化物の方が多いよねって、そ
こからなんかばーってつながる、芋づるみたいに。根幹
があってそっから葉っぱの方に行く感じなんですよね。

マンスリーは本番の縮図
精神的にきついって時はありましたね。マンスリーとか
で問題の難易度で物理とか生物で差があるじゃないです
か。あれでやっぱり努力してても順位が下がってしまう
のがあって。1回ほんとに載らなくなりそうなことがあっ
て一番心に来て。何が原因なんだろうって思ったんです
けど、それは何が原因なんだろうって少し考えちゃいま
したね。
ただ原因を考えて悩んで問題がぐるぐる循環しちゃうの
はいけなくて原因からそのまま次のアクションに起こせ
ればいいんですけど、僕はやっぱりこの 2年間苦手だっ
たんで。原因は考えるのやめてとりあえず行動してまし
たね。マンスリー直そうと。まあ仕方ないと。生物と物
理で差があるっていうのは本番の入試でもあることです
から。
なんで英語でこの人に勝ってるのにひっくり返されてる
のとか。他の人も言ってたけども。あれは良くも悪くも
本番の縮図なんですね。

代官山 MEDICAL で強制される事がプラスに
受かる人は受かるってほんとにそれだなって。本当に順
当な人が受かっているなって印象だったんでこんだけ
やって受からなかったらおかしいですからね。まぁでも
自分の自覚でしっかりやってたんで代官山MEDICAL 来て
強制されることがプラスになりましたね。拘束されるじゃ
ないですか。どうしても、時間。そうなると必然的に数
をこなすようになるんで。合ってましたね。元からそん
なにだらっとするタイプではあんまりなかったので、こ
こでかっちり与えられたものをやったから。勉強だけに
集中できたってのは大きいですね。あんまり迷わずとも
そこにテキストがあるからやるっていう。自分でどこ出
るかって選ぶ必要がないんで。出ますから。テキストに
沿ってると。

石井先生のテキストの 1-26 の 1 冊のノートでこれでいい
んだって。それは、1冊のノートが 26 で終わっちゃった
からです。2冊目が 26-40 と後期のちょろっとなんです
けど実際見れないしょ、って 1冊だけ持って行ったって
いう。でもかなり情報量としては濃くて。何回も見直す
たびに、サーって読んでても実際日本語訳合わせるとど
う？みたいなそういうチェックもできるので。短文です
ね。どの位の文章かって言ったら、長くてここからここ
までくらいの文章量なんですよ。それでいろいろ文法事
項が詰まってたりするんで。最初は絶対僕は無理でした
ね。全部訳せみたいなのものが宿題とかに、雰囲気的に
なったりするわけなんですけど、全然訳せなかったりし
て。だんだん回数経ってくる毎にちゃんと訳せるように
はなりました。雰囲気でとるってことはなくなって。でも、
そそっかしいミスとかはあってmonkey って書いてたと
こをずっとmoney だと思ってて、お金って読んでて、で
すごい壮絶に訳しちゃったこととかあって。でそれを石
井先生に当てられたときあって、そん時みんなと訳が全
然違ってあーもう終わったなと思って。静まり返ってた
んですよ。それが非常に嫌で。A1とかだったらいいんで
すけどMのクラスだったら間違えたら確実に音がなく
なっちゃてて。やばいと思って。なんか、禊を受ける感
じになって。裁かれてる気分でした ( 笑 )。入試でもこう
いう事があったら後々困るなと思って。良かった今でと
思って。

一番は量。とくにノートの整理も重要な要素。
後輩たちにアドバイスは絶対 1番は量ですね。まず量や
らないと受からないってことと、みんながやってるのは、
出来る人ほどノートをしっかりとって、後でまとめようっ
て意識がないんで。できる人って。もう 1つはプリント
の整理、モノの整理がしっかりできてる人は受かってま
すね。僕あったんですけど。生物とか。で結構、緒方先
生にもお前何やってんだ、って。勉強しなくていいから
プリントの整理しろって。ほぼ丸 1日プリントの整理し
てた日もありました。でもやっぱりどこになにがあるか
わかんないままだと頭もその状態になってしまうので、
プリントの管理は大事ですね。もともとできる人はそん
なに苦にならないと思いますけど。
ノートは、先生の情報全部取ろうとして汚くとって、授
業後にまとめ直せばいいかなっていう人いるんですけど
そうするとアウトプットする機会が減るんですよ。どう
しても。ほんとにそれがノートをきれいに取ることが目
的になってるんですよ。次に問題解くために覚えたりす
る時間とかどうしたらいいかって考える時間がほんとに
狭まっちゃう。ノート取るんだったらちゃんと授業中に
自分が取れる範囲でとったりして、完結させる。僕もそ
れ出来てなかったときあったりして、別のノートとかに
写してる時に、なにやってるんだろうなって。こんなこ
としてる間に、授業中ちょっと抜けがあってもノート余
白多めにとっておけばまた後々の期間に書き足したり、
授業中にアウトプットできたのになって。

ノートはちゃんと授業で作る努力をした方がいいんじゃ
ないかなって。経験ですね。それくらいしか意識できな
いと思います。本気でやったら。他に何か注意したほう
がいいですかって聞く方とか受験生の方いらっしゃいま
すけど、そういう人ってまず漏れなく量やってないんで。
量だけやってたらほんとに手一杯で何にも考えられない
はずなんですよ。もうちょっと自分でアクションを起こ
して、こんだけやったんですけどどうしたらいいですかっ
ていう質問なら分かるんですけど。その前に質問しに行
くのはちょっとあんまり、先生も逆に困るんじゃないか
なって思います。僕が言いたいのはそれぐらいですかね。

信頼できる将来の仕事仲間との出会い
受かった人は、確実に将来の同業者の中でも重要な位置
になると思います。僕がすごいなって尊敬する人も、梶
浦とか保坂とかもあと牧とかもかなり信頼して、ほんと
にすごい向上心持ってたやつなんだなって思ってたんで。
これなら将来絶対医者になってもこういう人なら頼れる
なって言う、そういう人を見つけられたいい場になった
と思います。
ここまでやっぱり本気になる人ってこんなにいないと思
うんで、他の普通の予備校行ってたらまざまざと見るっ
てことはあんまりないと思うんで。すごいなと。そういう、
将来こういう人と関われたらいいなとかそういうグルー
プに入っていかなきゃなって意識が強く持てた場になっ
たと思います。だってみんな同業者ですから。受かった
人は。
梶浦君に感謝ですね。1浪であそこまでしっかり謙虚に
やってるっていうのは。
牧君もそうなんですよ。でも僕より切羽詰まってない感
はあったんで。ひらめきっていうかちょっと手際が良い
所があって、そこはすごく尊敬してて。そつなくこなす
タイプ。
保坂くんはもう、マンスリーは僕よりずっと下だったん
ですけど、ただ、パッションが凄くて、ずっと日医に受
かるって言ってたんですよ。日医の 1次もそれで通りま
したしそのときに、自分のメンタルとか気持ちとか、ま
あしょうがないって割り切って上げてく気持ちとか、そ
ういうのが凄いなって思ってて。やっぱり個々で尊敬で
きることがあって。
宇津野君にも感謝ですね。そこは運がいいかなって思っ
てて。あの時、聞いといてよかったって思ってました。
塾の名前とか。
代官山MEDICAL でなければ、受かってても、地方でした。
( 笑 ) 勉強頑張ってくださいって僕は言いたくないんで。
「やれば受かります」、とだけは言いたいです。
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昭和大寮生活
寮楽しいですね、非常に。まあ結構 3浪だから浮くかなっ
て思ってたんですけど全然そんなことないですね。3浪っ
て、僕が聞く限りでは今いないんですよ。同じ学部で話
しすることが少なくて、今何浪？って聞いたら 2浪だと
か。いても 2浪なんですよ。薬学部と医療学部と歯学部
と医学部が 4人一部屋なんです。男子寮は赤松と白樺っ
てあって、白樺が新しい方なんですけど僕は運良く？赤
松の方に（笑）。まあ相当年期が入ってるって話で。そう
ですね、40年以上は。4月 12 日に入学だったんですけど、
23日までずっとオリエンテーション期間で。オリエンテー
ションって皆さん仲良くなりましょうみたいな会で、男
子が 4人 1部屋なんですけどそれが 2組か 3組くらい。
それと女子もまた同数くらいで、コンパってものが組ま
されるんですよ。20 人 1組は 1年間固定なんですけど、
でも医学部が 20 人の中で 4人しかいないんですよね。だ
から他の学部の人が非常に多くて。以外とみんな頭きれ
てたりする人もいるんで凄いなって思って。医学部以外
でも頭いい子いますね。頭良いっていうか、なんだろうな。
今思ってるんですけど、やっぱりレポートとかがあって
それを提出する時に自分のやっぱり気付かないこととか
を気付いてたりして、本当にだから凄いなあって感心す
ることも多くて。

３浪目で意識変わった
現役の時も河合行ってて 1浪 2浪の時も河合だった。途
中でヤバいなって思いもあったんですけど、明確にちゃ
んと自分が勉強できてるかっていうとそうではなかった
ので。なんだろう、神頼みとかってあるじゃないですか。
これなんとなく行けそうとか、お願いしますとか。運良
ければ行けるみたいな。なんかそういう気持ちだったん
で。まぁ 3浪目になって変わったんでしょうね。それは。
リアリズムになった（笑）意識が一番変わったのはまあ
3浪になってから。結構今まで感情で判断してたものが
全部理性で判断するようになりましたね。

代官山MEDICALでの友人
代官山MEDICAL で人とつるんでなかったんですよね、も
うあんまり感情入れてませんでしたからね。まあ 1月に
なったらメンタル面であんまり勉強できなくなるんで。
そういう時には本当に選んだ人で過去問一緒にやろうと
かやってましたけど。
保坂（保坂洵　獨協医科大進学）と梶浦（梶浦淳史　日
本医科大進学）と、順天行った牧（牧健太郎　順天堂大
医学部進学）です。で、こいつらは絶対僕受かるって思っ
てたんで、受かる人とやって自分も受かろうって。日医の、
僕がこの問題で日医で出そうだっていうやつをピック
アップして、慈恵の問題だったんですけど。それは保坂
と梶浦と僕でやったんですけど、僕だけ落ちましたね、
日医に。（笑）日医はちょっときついかなって思ってたん
で。自分が落ちるだろうなって思ってた大学は全て落ち

ましたし、もう自分の中では的中 100％（笑）慈恵は受
けてないんですけど、13 校中 9校（1次）合格して。
9校受かって 3校落ちて 1校受けてない。で 1校受けて
ないのはもう日大で。親にちょっと疲れたと。もういい
よと。
2次受かったのは杏林と昭和だけなんで。落ちたところ
は東邦と東医と、あと日医ですね。東医はちょっと、生
物きつくて、あーもうだから、問題とかみて、解き終わっ
たあとに行ってやらないって思いました。( 笑 ) ちょっと
強気で。もう昭和受かるんでって思ってたんで。英語が
割と簡単だったって言ってたので。でも僕はそうとは思
わなかったので、多分そこで差を付けられたんだと思い
ますね。

代官山に来たら、 自分とほぼ変わらない人が受

かっている。
2 浪時に北里に 2次で行ったときに「宇津野君」（宇津野
将也　日大医学部進学）って子にあったんですよ。塾が
代官山MEDICAL だったっていう。どんな塾なんだろうっ
て思って代官山MEDICAL 来たら、そこの合格者一覧の所
に 2次合格で宇津野君の名前があって「あ、受かるんだ」っ
て思ったんすよ。現実に自分とほぼ変わらないような人
が受かってるって現実を見て「あ、これはもう絶対受か
るわ」って思っちゃったんすよね。ちょっと悪いですけど、
宇津野君には。でもこれでもっと彼よりも頑張ったら確
実に受からないわけがないだろうと。受かんなかったら
訴えてやるくらいに勉強しましたね。( 笑 )
代官山MEDICAL の寮入ったの 1月っすね。もうほんと直
前に。急にお願いして。すいません。
すべて考えがかなり極端だったんで、例えば勉強しなきゃ
いけないってなって、自分の来てる時間だったら絶対終

わらないってなるんすよ。それで先生に相談しに行った
ら、「だったら勉強時間増やせば良いじゃん」って言われ
て。ああじゃあもう朝早く来るしかないなってなるわけ
ですよ。それでも、試験前だからもうちょっと詰めたいっ
てなるじゃないですか。1月とか 12 月の、12 月の終わ
りくらいか、引っ越してきたの。12 月の終わりくらいに
もうちょっと勉強したいなってなるじゃないですか。そ
したら通学時間が無駄だって考えるようになって。通学
時間が無駄だって思ったらそれを切り捨てれば良いわけ
で。それだったらもうこっちに住めばいいじゃんってい
う結論に。もう 3日後に「ここ住めなかったらもう今年
は無理だ」って親に言って（笑）もう朝 6時半からちゃ
んと来て、ちゃんとできました。

入試のおまじない
気合の入りすぎも良くないんですよね、だからドリンク
剤も重要で、飲み方が。医薬部外品だったんですけど、
それ飲むとほんと英語読むスピードが 1.2 倍とかになっ
て。
ビタミンが英語の速読に効くってホントなんすよ！無水
カフェインが結構効いてるんだと思います。50mgって
書いてあったんで。いつもそこのコンビニで買ってて。
ここでこの教科挽回できないとヤバいなっていう試験の
前の時間に飲んで。トイレ行きたくなったらためらいな
く行きます。もうだって何しようが受かるやつは受かる
んですよ。ただ杏林は途中で頭痛くなったり、気持ち悪
くなったりして吐いて。

自信をつける120冊のノート
昭和TOCで3000人入る、あのぶちぬきの大きい教室。あー
でも隣見たら若いんですよ。前の子とかも制服で。絶対
お前らよりもやってるからって思ってました。一番最後
の 120 冊目のノート持ってたので。それとかで積分しな
がら。捨てちゃったのもかなり多いんですけど。もう今
は残ってないです。120 冊目くらいしか。あとで見直す
用じゃないので。
自信をつける用です。これだけやったっていう証拠が欲
しくて。120 冊っていうと相当置き場所に困るんですよ。
この色のノートがほんとに 120 冊あるんで。まあ、親に
買って来てって言ったんですけど。そしたらこれだった
んで。多分一番安いやつ。こだわりはないんですけど無
地ってのがやっぱり大事かなって思って。だから売り場
からは消えましたね（笑）追加注文しました。親にノー
ト明日 30 冊買って来てくれみたいな。そんな感じで。パ
ンパンのビニール袋で買って来ていただいて。ありがた
かったです。

前期のテキストはよくまとまっている
ここに入って最初のクラス分け試験でクラスは A1です。
正直Mには入ると思ってたんですよ。3校は通ってたん
で。ここ来る前に。でもそれでも貼り紙の所にMかと思っ

てたら Aだったって書いてある人がいて、あの貼ってあ
るじゃないですか。合格の軌跡でしたっけ。で、やっぱ
りしょうがないんだなって思って。初めから上にいって
落とされるよりもここで一気に成りあがる方が良いか
なって。もう全部肯定的に捉えましたね。
もうアドラー心理学でそうしてるんで。悲しんでると悲
しむことが目的なんだって考えて、それはいらないよねっ
ていうふうに判断して、悲しむことをやめるっていう。
まあ悲しんでもあんまりプラスにはならないですよね。
1,2 浪目の大手予備校と比べて一番違うところは、まあ出
るとこがテキストになってるっていうところですかね。
言い方変なんですけど僕はもう出るところしかやりたく
なかったんですよ。ほんとに。入試で。テキストの 1-1
からとか、なんで 1,2 浪目のところだと入試だと絶対出
ない様な所とかなんでこんな問題があるんだろうみたい
な。そういう問題ばっかだったんですけど。こっちはも
うほんとに私大特化なんで。前期のテキストとか特にこ
れは入試で出てきてもおかしくないよねって問題ばかり
だったんですよ。それが一番大きかったと思います。
前期のテキストまとまってましたね。英語は特に石井先
生のやつは前期の 1～ 26 の中文みたいな英文しか入試の
直前は読んでなかったんで。それをずーっと。あ、その
ぼろっぼろのノートは取ってあります。これはいるわっ
て思って。
いや、現実的にそんなに大量のノートを試験に持って行
けるわけでもないし、ある程度の文章と単語と文法が
チェックできれば良いかなって思ってたんで。それ以外
はもういくら持って行っても無駄かなって思ってしまっ
て。覚えてきちゃうんですよね。
1､2 浪は一生懸命考えたけど、結局アクションに移せて
なかったのが結構あったんだと思います。

大切なのは勉強量
最後は量ですね、もうだから僕も座談会で言ってたんで
すよ、量やれって。ノートはこんだけやったけど梶浦君
はもうちょっとやってましたよとか。梶浦 123 冊なんで
すよ。3冊だけ負けて、だけど僕は絶対ペンの消費本数
では負けてないって思ってました（笑）ホントに。ボー
ルペン使ってたんですけど、それ 3箱…30 本以上あけて
るんで。でも家にもっとあるので。座談会とか抜きにし
てその最後の 120 冊目のノートとペンの空いた本数だけ
ぽんと置いておけば、みんなこれだけやればいいんだなっ
てのがわかると思ったんですけど、さすがにやめてくれっ
て言われて。みんな見れば納得するから。
一番苦労した科目は数学ですね。やっててもあんまり出
来ないんですよ。身に付かないって言うのはなんなんで
すけど。応用が僕は効かない方だったんで。ひねり出せ
ば出るけどそんなことしてたら試験終わっちゃうよねっ
て。やっぱそこがかなりできてなくて。最後は割り切っ
て暗記に走りましたけど。薄先生のやつとか。確率と微
積やれば都内には残れるっておっしゃってて。ああじゃ
あ確率と微積だって。確率と微積だけ、あとそういう

ちょっとでそうな問題とか引っ張ってきて。問題見れば
答えから逆算できるレベルまで。7回くらいやったら覚
えるんですよ。いや、問題の 1行目見たらありありと再
現されるみたいな。ぱーって。ペンが、考えながら書い
てるからもう見たころには答案ができてるっていう。昭
和で正規合格したのは型通りの問題がでたからってのも
あるかもしれません。やっぱり身の丈に合ったものをちゃ
んと確実にやったってのは大きくて。1年前の昭和だっ
たらそんなに簡単ではなかったのでもしかしたら失敗し
てた可能性高いですね。補欠で終わってたかもしれない
です。まあそういう意味では今年はすごい運が良くて。
大学から、縁があるっていうのはこういうことなのかと
思いました。

ほとんどの先生から１つの事を学んだ
んー。なんでしょうね。ほとんどの先生から１つのこと
を学んだっていう。この先生からはこういうやり方を学
んだって言うのがそれぞれあって。いいとこ取りしまし
たね。でもだいたい石井先生が総合的に言ってくれるん
で。だったらこっちをとるかなって。それで合う合わな
いを自分でやってみたりして。印象って…ほんとに申し
訳ないんですけど印象とかって感情じゃないですか。僕、
ほんとに過激なんですけど思想が。だから個々の授業に
感情は持ち合わせてなかったですね。だから何を得た
か、ってそれだけですね。これをやったよっていう事実
しかない。
後期の授業は結構実戦的なんですよね。頭の使い方を、
そこで新たな知識を身に付けるのもまたそうなんですけ
ど実際難易度が高すぎて、頭の使い方、本番でどう頭を
使うかってそういうトレーニング中心っぽくて。授業が。
そこで出来る出来ないとかは考えてませんでした。前期
の授業の最初らへんの方がほんとに入試まんま出て、取

らなきゃいけないってのがあったんで後期の授業まぁで
きればいいかなと。ここでまぁ半分ぐらい取ってれば、
かなり合格+αにはいくのかなと思ってました。
僕的にはなんか 1問 1答系がそこまで得意ではなくて。1
個引っ張ってきて、あ、とれたとれた、ってのが多い。
単純暗記がちょっと苦手なんで、うまいこといろいろ刺
激になるものを入れてゴロを作ったりしないとやっぱり
きついんで。単発ではやっぱ無意味なものって覚えられ
ないんですよ。だからやたらエビングハウスの忘却曲線
とか言いますけど、ああいうのってだって単純な数列を
今から覚えて下さいって言ってそれの学習の曲線を表し
たものだからそれに感情とか刺激とかを与えれば一発で
覚えられるはずなんですよ。
生物もつなげて覚えて。例えばここに水があったら人間
の細胞何％だったっけ、って。一番多いのが水でタンパ
ク質になると、植物は炭水化物の方が多いよねって、そ
こからなんかばーってつながる、芋づるみたいに。根幹
があってそっから葉っぱの方に行く感じなんですよね。

マンスリーは本番の縮図
精神的にきついって時はありましたね。マンスリーとか
で問題の難易度で物理とか生物で差があるじゃないです
か。あれでやっぱり努力してても順位が下がってしまう
のがあって。1回ほんとに載らなくなりそうなことがあっ
て一番心に来て。何が原因なんだろうって思ったんです
けど、それは何が原因なんだろうって少し考えちゃいま
したね。
ただ原因を考えて悩んで問題がぐるぐる循環しちゃうの
はいけなくて原因からそのまま次のアクションに起こせ
ればいいんですけど、僕はやっぱりこの 2年間苦手だっ
たんで。原因は考えるのやめてとりあえず行動してまし
たね。マンスリー直そうと。まあ仕方ないと。生物と物
理で差があるっていうのは本番の入試でもあることです
から。
なんで英語でこの人に勝ってるのにひっくり返されてる
のとか。他の人も言ってたけども。あれは良くも悪くも
本番の縮図なんですね。

代官山 MEDICAL で強制される事がプラスに
受かる人は受かるってほんとにそれだなって。本当に順
当な人が受かっているなって印象だったんでこんだけ
やって受からなかったらおかしいですからね。まぁでも
自分の自覚でしっかりやってたんで代官山MEDICAL 来て
強制されることがプラスになりましたね。拘束されるじゃ
ないですか。どうしても、時間。そうなると必然的に数
をこなすようになるんで。合ってましたね。元からそん
なにだらっとするタイプではあんまりなかったので、こ
こでかっちり与えられたものをやったから。勉強だけに
集中できたってのは大きいですね。あんまり迷わずとも
そこにテキストがあるからやるっていう。自分でどこ出
るかって選ぶ必要がないんで。出ますから。テキストに
沿ってると。

石井先生のテキストの 1-26 の 1 冊のノートでこれでいい
んだって。それは、1冊のノートが 26 で終わっちゃった
からです。2冊目が 26-40 と後期のちょろっとなんです
けど実際見れないしょ、って 1冊だけ持って行ったって
いう。でもかなり情報量としては濃くて。何回も見直す
たびに、サーって読んでても実際日本語訳合わせるとど
う？みたいなそういうチェックもできるので。短文です
ね。どの位の文章かって言ったら、長くてここからここ
までくらいの文章量なんですよ。それでいろいろ文法事
項が詰まってたりするんで。最初は絶対僕は無理でした
ね。全部訳せみたいなのものが宿題とかに、雰囲気的に
なったりするわけなんですけど、全然訳せなかったりし
て。だんだん回数経ってくる毎にちゃんと訳せるように
はなりました。雰囲気でとるってことはなくなって。でも、
そそっかしいミスとかはあってmonkey って書いてたと
こをずっとmoney だと思ってて、お金って読んでて、で
すごい壮絶に訳しちゃったこととかあって。でそれを石
井先生に当てられたときあって、そん時みんなと訳が全
然違ってあーもう終わったなと思って。静まり返ってた
んですよ。それが非常に嫌で。A1とかだったらいいんで
すけどMのクラスだったら間違えたら確実に音がなく
なっちゃてて。やばいと思って。なんか、禊を受ける感
じになって。裁かれてる気分でした ( 笑 )。入試でもこう
いう事があったら後々困るなと思って。良かった今でと
思って。

一番は量。とくにノートの整理も重要な要素。
後輩たちにアドバイスは絶対 1番は量ですね。まず量や
らないと受からないってことと、みんながやってるのは、
出来る人ほどノートをしっかりとって、後でまとめようっ
て意識がないんで。できる人って。もう 1つはプリント
の整理、モノの整理がしっかりできてる人は受かってま
すね。僕あったんですけど。生物とか。で結構、緒方先
生にもお前何やってんだ、って。勉強しなくていいから
プリントの整理しろって。ほぼ丸 1日プリントの整理し
てた日もありました。でもやっぱりどこになにがあるか
わかんないままだと頭もその状態になってしまうので、
プリントの管理は大事ですね。もともとできる人はそん
なに苦にならないと思いますけど。
ノートは、先生の情報全部取ろうとして汚くとって、授
業後にまとめ直せばいいかなっていう人いるんですけど
そうするとアウトプットする機会が減るんですよ。どう
しても。ほんとにそれがノートをきれいに取ることが目
的になってるんですよ。次に問題解くために覚えたりす
る時間とかどうしたらいいかって考える時間がほんとに
狭まっちゃう。ノート取るんだったらちゃんと授業中に
自分が取れる範囲でとったりして、完結させる。僕もそ
れ出来てなかったときあったりして、別のノートとかに
写してる時に、なにやってるんだろうなって。こんなこ
としてる間に、授業中ちょっと抜けがあってもノート余
白多めにとっておけばまた後々の期間に書き足したり、
授業中にアウトプットできたのになって。

ノートはちゃんと授業で作る努力をした方がいいんじゃ
ないかなって。経験ですね。それくらいしか意識できな
いと思います。本気でやったら。他に何か注意したほう
がいいですかって聞く方とか受験生の方いらっしゃいま
すけど、そういう人ってまず漏れなく量やってないんで。
量だけやってたらほんとに手一杯で何にも考えられない
はずなんですよ。もうちょっと自分でアクションを起こ
して、こんだけやったんですけどどうしたらいいですかっ
ていう質問なら分かるんですけど。その前に質問しに行
くのはちょっとあんまり、先生も逆に困るんじゃないか
なって思います。僕が言いたいのはそれぐらいですかね。

信頼できる将来の仕事仲間との出会い
受かった人は、確実に将来の同業者の中でも重要な位置
になると思います。僕がすごいなって尊敬する人も、梶
浦とか保坂とかもあと牧とかもかなり信頼して、ほんと
にすごい向上心持ってたやつなんだなって思ってたんで。
これなら将来絶対医者になってもこういう人なら頼れる
なって言う、そういう人を見つけられたいい場になった
と思います。
ここまでやっぱり本気になる人ってこんなにいないと思
うんで、他の普通の予備校行ってたらまざまざと見るっ
てことはあんまりないと思うんで。すごいなと。そういう、
将来こういう人と関われたらいいなとかそういうグルー
プに入っていかなきゃなって意識が強く持てた場になっ
たと思います。だってみんな同業者ですから。受かった
人は。
梶浦君に感謝ですね。1浪であそこまでしっかり謙虚に
やってるっていうのは。
牧君もそうなんですよ。でも僕より切羽詰まってない感
はあったんで。ひらめきっていうかちょっと手際が良い
所があって、そこはすごく尊敬してて。そつなくこなす
タイプ。
保坂くんはもう、マンスリーは僕よりずっと下だったん
ですけど、ただ、パッションが凄くて、ずっと日医に受
かるって言ってたんですよ。日医の 1次もそれで通りま
したしそのときに、自分のメンタルとか気持ちとか、ま
あしょうがないって割り切って上げてく気持ちとか、そ
ういうのが凄いなって思ってて。やっぱり個々で尊敬で
きることがあって。
宇津野君にも感謝ですね。そこは運がいいかなって思っ
てて。あの時、聞いといてよかったって思ってました。
塾の名前とか。
代官山MEDICAL でなければ、受かってても、地方でした。
( 笑 ) 勉強頑張ってくださいって僕は言いたくないんで。
「やれば受かります」、とだけは言いたいです。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2018年

東京女子医科大

愛知医科大

２次正規合格

２次正規合格

高校を辞めて社会に出て

もう一回再受験。ハードルは

高かったけど1年でやりきれた。

高校を辞めて社会に出て

もう一回再受験。ハードルは

高かったけど1年でやりきれた。
東京女子医科大進学　飯塚尚子さん(向陽台高校卒)

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2018年

東京女子医科大

岩手医科大医学部

埼玉医科大

２次正規合格

２次正規合格

前期２次正規合格

すぐにサボって逃げてしまう

性格の私には代官山の環境で管理

されないと難しかったと思う。

すぐにサボって逃げてしまう

性格の私には代官山の環境で管理

されないと難しかったと思う。
東京女子医科大進学　川村美琴さん(広尾学園高校卒)

代官山MEDICALを知ったきっかけ
川村：私現役の時、この近くの医系予備校通ってたんで
すよ。現役はここの隣のビルの予備校なんですよ。英語
と小論文だけ受けてたんですけど、で、浪人決まって色
んなとこまわってたんでその一環でここは知ってました。
まあ見てるんで。えー色々行きました。
飯塚：私は、その、浪人 2年目だったんですけど前行っ
てた塾だと、おんなじことをやるようになっちゃって。
どこ行ってたかはちょっと…あんまり言いたくない…
( 笑 )。でまぁそこ行ってて、そのおんなじような形で結
構やるなっていうのが分かってたので、他の環境に置い
てって。そこで学べそうなことは一通り学んだなという
か結構基礎をやれみたいな、なんだろう…重要…なに、
なんだろう、あんまり応用に手を伸ばしすぎるよりかは、
絶対に点を取るところで点を取れっていう感じだったん
ですけど、やっぱり入試を実際に受けて、少しは難しい
問題もやらないと初見と、1回目通しただけでもやっぱ
り違うなってのをすごく思って、で、なんかいろいろ探
していって、ここだとなんかいろいろクラスの組分けと
か自分の好きにできるし、いいんじゃないかなと思って、
なんか難しいこともありそうだけど…。桑満萌々（日本
大医学部進学）の、1個上なんですけど、紹介もあって
だと思います。1回、下のセブンで会って。そうです。
久しぶりーって。それたまたまだったんですけど、何し
てるの？ってなったら、私今塾行ってるんですって、そ
うなんだって。それで受かった後にいろいろ話とかも聞
いて、でもやっぱりここ実際来て石井先生のお話し聞い
てっていうのが大きいかもしれないです。

高２で学校辞めて通信に通いながら仕事をして

いた。
飯塚：大学出てないです。私出てないですよはい。高 3
もやったことないです。高 2で、学校辞めちゃって、で
も結局通信の学校に通いながら、仕事みたいな感じのこ
とをしていて。社会出たんですよ。1次は結構通ってた
んですけど。えと、覚えてないけど、9校通ったんですよ。
でも都内の大学はほぼ落ちた。地方は大体受けたとこは
受かって。地方キラーでした。都内だと昭和と女子医し
か 1次通らなくて。あと岩手、金沢…下がってくと、埼玉。
杏林落ちたの結構ダメージ大きかったので。

代官山に来て最初のクラスは？
川村：A4
飯塚：M3
川村：あーそうですね。基本前の方にいました私。目悪かっ
たんで。
飯塚：そう前から 2-3 列目。前から 1列目は近すぎて見
づらいかなって。
川村：私、軌道に乗るまで大変で泣いてました家で。( 笑 )
成績上がんな過ぎて。数学は時に。数学マジで上がんな
くて泣いて。家でも受験なんて嫌だ、とかもうやめる、

とか言って。言ってました普通に。ほんと上がんなかっ
たんですよ。
飯塚：私も上がってない。
川村：M3だったじゃないですか。A4だったんですよ、私。
それで成績上がんないわーって泣くのと、M3で成績上が
らないって思うのってレベルが違うじゃないですか。
飯塚：でも、なんだろう、逆にどこやればいいのかわか
んなかった私は。なんか、自分のダメなとこ分かってる
けど、でもなんかある程度とれちゃうから自分の小さい
穴をこう見つけるのが大変というか。それ典先生の役目
なんですけど。典先生は大好き。でも最初全然関わりな
くて。私夏期でM2に上がったんですけど。授業受けて、
1つの問題に対していろんな解き方やってくださるじゃ
ないですか。それすごーいと思って、私とかてんぱっちゃ
うと、「こういうタイプみたいな感じで問題覚えがちなん
で、色んな道を立ててくれるのがすごい良いなーって。
自分にすごい合った先生選んだなって今思いました。
川村：私、4集は薄先生に聞いて、4集ってか確率系の、
薄先生に聞いて、それ以外全部平パンに聞いてました。
基本全部質問で、ってかんじでしたね。私、成績は悪い
と思ってるんで、まわりの、なんだろう、普通に、ここ
に自分より成績が良くて浪人してる人ってたくさんいた
じゃないですか。だから、私がこんな成績で、なんか、ねぇ、
受かると思ってるの？みたいな感じで思ってたんで。もっ
と取んなきゃ取んなきゃって。ほんと 10 月、9月くらい
に夏休み終わったじゃないですか、時間ないじゃないで
すか、なのに成績全然上がんねーと思って、で、でも 11
月とか 12 月くらいに、11 月とかそれくらいかな？よう
やく解けるようになってだんだん問題が。薄先生に褒め
られたんですよ。
飯塚：えーー。
川村：褒めてもらったんですよ。川村さん、最近出来る
ようになったねとか言われるようになって、わあーーっ
てなって、持ち直しました。だんだん過去問とか解いて
た時に、正解するようになって、それで言ってもらいま
したね。
川村：ほんとに、この生活をもう 1年は無理だなと思っ
てて私。だから 1月あたりにほんとにメンタル死んでて。
もう受験しないって言ってたんですけど。泣いてました。
いや家でじゃないです。なんかそこの公園で。管を巻い
てました。なんか、うん。私でももう 1年この生活を続
ける気はなかったです。浪人はもうやだって。
就職っていってもね。きつそうなんですけどね。でもも
う行く気、やる気もなかったです。2年目。
飯塚：私結構人生設計適当。適当ほんとに。私 1年で受
かろうとは思ってたけど、落ちて。今年ここ来て。いや
でも、もし落ちたらとか考えてなかった。
メンタル弱いですよ。いや、つよ…強くないです。ほん
とに強くない。
川村：ははは。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

理科の先生で印象に残った先生とかは？
川村：緒方先生。
飯塚：あ、緒方先生ね。
川村：なんか最初の 1学期の方かな授業で、プリントを
配るじゃないですか、授業で。そのプリントが、手書き
で凄いこの人、って思ったのを覚えてます。すごく手の
込んでる先生だなって思って、印象に残ってて、で結局
なんだかんだ 1年間授業どれかしら 1個見てもらってた
んで、やっぱり 1番印象に残ってますね。あと、なんだ。
深瀧先生も。絵うまいなって思ってました。
飯塚：字綺麗。
川村：超字綺麗。山崎先生も優しかったー。あと、大森先生。
川村：大森先生。大森先生はすごい…。
飯塚：詳しいすぎてびっくりした。
川村：詳しい。あとなんか、書くじゃないですか。めっちゃ
字細かいんですよ。でスペース？テキストないのになー
と思って。書けないと思って。私テキストに書いてました。
飯塚：結局全員よかった。
川村：全員。
飯塚：全員です。なんていうかこれを聞くならこの先生
というか、そうやっぱり…。
そう色分けっていうか。
川村：この人が特別、私に合ってるわみたいな先生じゃ
ないというか。
飯塚：適材適所。
川村：私化学質問行ってなかった。嫌いだった。ははは。
化学嫌いすぎて質問行きたくなくって、ほんとに分かん
ないとこだけ、あのその時の授業担当の先生に聞く感じ
でした。だから、最初ほんとにわたし理論がクズだった
んでほんとにヤバかったんで、高橋龍先生に聞いたら、
理論じゃなくて有機と無機で点数とれば大丈夫だよみた
いなこと言われて、お！なるほど、みたいな感じで。
飯塚：ははは。
川村：セミナーはちゃんと解いてましたよ。セミナーは

ちゃんと基本のところは解いてました。応用問題はまじ
で無理だったんで、私本当、解けなかったんですよ。だ
から、簡単な方だけとりあえずやってて、それでも全部
やんなかったんですけど。それで池永先生の理論のコマ
とって、それで解き方みたいな感じでやってくれるから
とりあえずそれを全部覚えて、もう対応出来るようにし
て最後の方で。なんか頑張るみたいなことやってました。
正規だったし、多分本番取れてたんですね。
飯塚：今生物の話戻っていいですか？あの緒方先生は
MT、あなたは何位で、この前より何点上がってて…。
川村：ここが出来てます出来てませんとか。
飯塚：そういうことを、毎回見てもらってて、それは良かっ
たよね。あとは、山崎先生が、質問行くと、あ、飯塚ちゃ
ん伸びてるね、とか。
川村：言ってくれる！川村ちゃんって言ってくれる。そ
れが嬉しかった。あと東北医科の問題とか出した時に、
いやーこれはなんか設計がちゃんとしてないから解けな
くてもしょうがないよーみたいなことを。ほんとにー？
みたいな感じだった。
飯塚：すいませんちょっと生物の話戻っちゃったけど。
いや、私ここきて生物びっくりした。深すぎて。
川村：でもマンスリー生物は基本載ってました。
飯塚：私消えてる時ありました。多分夏とかどんどん下
がってって…またちょっとずつのぼってくみたいな感じ
だった気がする。
川村：4月の最初のクラス分けテスト以外は全部載って
ました。はい。だけど、1番下とか普通にありましたよ。
ギリギリ入ってる、ふー！みたいな。
飯塚：ランキングは多分基本的に総合は載ってたんです
けど、でも…。多分、どっか、なにかの教科でどっかで
1回消えたなって思ったんですよ。多分生物かな。化学載っ
てた気がする。あ数学かな？ 1回消えたの。数学は確実
に消えた。
川村：私化学 2回くらい載って、あー私化学出来る！と

か思っちゃったことあります。
化学出来るとか思って、次のMTで惨敗してあー…って
なったことは覚えてますね。
飯塚：節田先生と三上先生授業でずーっとほぼ、多分 1
年間、教わってたかな。あと池永先生。
川村：原先生も。
飯塚：化学去年それこそ覚えてたので、そう。いやーで
もそのやっぱり、最後の方なに？あれ高分子みたいな。
川村：あー。
飯塚：そういう方がすごいやっぱり忘れがちというか。
最後の最後単科でガッっとやって終わった。結構出たよ
ね。
川村：うん高分子とか結構出ました。
飯塚：糖とか。

代官山MEDICALきて良かったこと
川村：あの、強制的にさせられる環境。その環境が、私
良かったなと思います。なんか正直、監獄みたいだなと
思ったんですけど、ほんとに。
飯塚：そう？
川村：なんかカギ閉められるってまじかとか思ってたん
ですけど、でもなんだろう今だから言いますけど、私休
み時間中、あの、次に授業がなかったりするとき、20 分
の休みの間で散歩してたんですよ。そこらへん普通に歩
きまくって。でもそれでちゃんと、ドアが閉められるっ
て分かってるから、それまでに帰んなきゃいけないし、
でもちゃんとその限られた時間内で運動はできるし、リ
フレッシュはしてて、でリフレッシュもしつつ、なんだ
ろうやっぱり出られないみたいな環境。が、私はなんか、
逃げ道作られるとそっち流れるんで。
あと、質問は私ちゃんと行ってました。それは胸張って
言えます私。あの、分かんないことはちゃんと全部聞き
に行ってましたし。その日のうち…じゃないですけどわ
からないなって思ったらすぐ聞きに行ってました。

職員の人の見回りのおかげで、自習中は携帯もイ

ヤフォンも使わなくなりました(笑)
川村：強制された…んーでもほんとにわたし逃げ道作ら
れると。すごい逃げるんで。自習室にも職員の人が回っ
てくるじゃないですか、で携帯弄ってると言われちゃう
じゃないですか、音楽聞いてたりでも。それで途中から
もう音楽聞かないで勉強するようになったし。
飯塚：いやでも真面目にやらざるをえなくなった。( 笑 )
川村：あとあれも、いや、元々の性格もあるんですよ、
人に話かけられないみたいな。性格もあるんですけど、
あんまり騒がないようにはしてました。元々私だって A4
だったじゃないですか、であのなんか運よくなんか問題
があたって、あれなんか A2に上がっちゃった、M4最後
上がっちゃったみたいな感じで周りと違って全然私実力
ないのにあのーM4上がったなって思ってたんで、あのー
やっぱりほんとにやんなきゃやばいなーって思ってたか
ら、周りの人一倍。まあやってなかったとこもあるんで

すけど。意識はしてました。意識は高かったです。実行
があんま伴ってなかったけど。意識は高かったです私。
飯塚：えでも、やってはいた。なんかいけないって言わ
れたことはやってたかもしれないけど、でもやってはい
た。ははは。勉強の量はしっかり保ってたと思います。
川村：あでも私、人生の中で 1番勉強したと思ってます。
中学受験経験してますけど、その時より全然勉強したし、
なんなら現役のときより勉強しました。1年で。
いいですよね。2度とやりたくないですよ私。
飯塚：なんか勉強方法もわかんないとか、わかんないだ
らけだったけど、わかんない時に頑張ってる人が結局受
かるんだろうなって。ありがとうございました。
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代官山MEDICALを知ったきっかけ
川村：私現役の時、この近くの医系予備校通ってたんで
すよ。現役はここの隣のビルの予備校なんですよ。英語
と小論文だけ受けてたんですけど、で、浪人決まって色
んなとこまわってたんでその一環でここは知ってました。
まあ見てるんで。えー色々行きました。
飯塚：私は、その、浪人 2年目だったんですけど前行っ
てた塾だと、おんなじことをやるようになっちゃって。
どこ行ってたかはちょっと…あんまり言いたくない…
( 笑 )。でまぁそこ行ってて、そのおんなじような形で結
構やるなっていうのが分かってたので、他の環境に置い
てって。そこで学べそうなことは一通り学んだなという
か結構基礎をやれみたいな、なんだろう…重要…なに、
なんだろう、あんまり応用に手を伸ばしすぎるよりかは、
絶対に点を取るところで点を取れっていう感じだったん
ですけど、やっぱり入試を実際に受けて、少しは難しい
問題もやらないと初見と、1回目通しただけでもやっぱ
り違うなってのをすごく思って、で、なんかいろいろ探
していって、ここだとなんかいろいろクラスの組分けと
か自分の好きにできるし、いいんじゃないかなと思って、
なんか難しいこともありそうだけど…。桑満萌々（日本
大医学部進学）の、1個上なんですけど、紹介もあって
だと思います。1回、下のセブンで会って。そうです。
久しぶりーって。それたまたまだったんですけど、何し
てるの？ってなったら、私今塾行ってるんですって、そ
うなんだって。それで受かった後にいろいろ話とかも聞
いて、でもやっぱりここ実際来て石井先生のお話し聞い
てっていうのが大きいかもしれないです。

高２で学校辞めて通信に通いながら仕事をして

いた。
飯塚：大学出てないです。私出てないですよはい。高 3
もやったことないです。高 2で、学校辞めちゃって、で
も結局通信の学校に通いながら、仕事みたいな感じのこ
とをしていて。社会出たんですよ。1次は結構通ってた
んですけど。えと、覚えてないけど、9校通ったんですよ。
でも都内の大学はほぼ落ちた。地方は大体受けたとこは
受かって。地方キラーでした。都内だと昭和と女子医し
か 1次通らなくて。あと岩手、金沢…下がってくと、埼玉。
杏林落ちたの結構ダメージ大きかったので。

代官山に来て最初のクラスは？
川村：A4
飯塚：M3
川村：あーそうですね。基本前の方にいました私。目悪かっ
たんで。
飯塚：そう前から 2-3 列目。前から 1列目は近すぎて見
づらいかなって。
川村：私、軌道に乗るまで大変で泣いてました家で。( 笑 )
成績上がんな過ぎて。数学は時に。数学マジで上がんな
くて泣いて。家でも受験なんて嫌だ、とかもうやめる、

とか言って。言ってました普通に。ほんと上がんなかっ
たんですよ。
飯塚：私も上がってない。
川村：M3だったじゃないですか。A4だったんですよ、私。
それで成績上がんないわーって泣くのと、M3で成績上が
らないって思うのってレベルが違うじゃないですか。
飯塚：でも、なんだろう、逆にどこやればいいのかわか
んなかった私は。なんか、自分のダメなとこ分かってる
けど、でもなんかある程度とれちゃうから自分の小さい
穴をこう見つけるのが大変というか。それ典先生の役目
なんですけど。典先生は大好き。でも最初全然関わりな
くて。私夏期でM2に上がったんですけど。授業受けて、
1つの問題に対していろんな解き方やってくださるじゃ
ないですか。それすごーいと思って、私とかてんぱっちゃ
うと、こういうタイプみたいな感じで問題覚えがちなん
で、色んな道を立ててくれるのがすごい良いなーって。
自分にすごい合った先生選んだなって今思いました。
川村：私、4集は薄先生に聞いて、4集ってか確率系の、
薄先生に聞いて、それ以外全部平パンに聞いてました。
基本全部質問で、ってかんじでしたね。私、成績は悪い
と思ってるんで、まわりの、なんだろう、普通に、ここ
に自分より成績が良くて浪人してる人ってたくさんいた
じゃないですか。だから、私がこんな成績で、なんか、ねぇ、
受かると思ってるの？みたいな感じで思ってたんで。もっ
と取んなきゃ取んなきゃって。ほんと 10 月、9月くらい
に夏休み終わったじゃないですか、時間ないじゃないで
すか、なのに成績全然上がんねーと思って、で、でも 11
月とか 12 月くらいに、11 月とかそれくらいかな？よう
やく解けるようになってだんだん問題が。薄先生に褒め
られたんですよ。
飯塚：えーー。
川村：褒めてもらったんですよ。川村さん、最近出来る
ようになったねとか言われるようになって、わあーーっ
てなって、持ち直しました。だんだん過去問とか解いて
た時に、正解するようになって、それで言ってもらいま
したね。
川村：ほんとに、この生活をもう 1年は無理だなと思っ
てて私。だから 1月あたりにほんとにメンタル死んでて。
もう受験しないって言ってたんですけど。泣いてました。
いや家でじゃないです。なんかそこの公園で。なんか、
うん。私でももう 1年この生活を続ける気はなかったで
す。浪人はもうやだって。
就職っていってもね。きつそうなんですけどね。でもも
う行く気、やる気もなかったです。2年目。
飯塚：私結構人生設計適当。適当ほんとに。私 1年で受
かろうとは思ってたけど、落ちて。今年ここ来て。いや
でも、もし落ちたらとか考えてなかった。
メンタル弱いですよ。いや、つよ…強くないです。ほん
とに強くない。
川村：ははは。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

理科の先生で印象に残った先生とかは？
川村：緒方先生。
飯塚：あ、緒方先生ね。
川村：なんか最初の 1学期の方かな授業で、プリントを
配るじゃないですか、授業で。そのプリントが、手書き
で凄いこの人、って思ったのを覚えてます。すごく手の
込んでる先生だなって思って、印象に残ってて、で結局
なんだかんだ 1年間授業どれかしら 1個見てもらってた
んで、やっぱり 1番印象に残ってますね。あと、なんだ。
深瀧先生も。絵うまいなって思ってました。
飯塚：字綺麗。
川村：超字綺麗。山崎先生も優しかったー。あと、大森先生。
川村：大森先生。大森先生はすごい…。
飯塚：詳しいすぎてびっくりした。
川村：詳しい。あとなんか、書くじゃないですか。めっちゃ
字細かいんですよ。でスペース？テキストないのになー
と思って。書けないと思って。私テキストに書いてました。
飯塚：結局全員よかった。
川村：全員。
飯塚：全員です。なんていうかこれを聞くならこの先生
というか、そうやっぱり…。
そう色分けっていうか。
川村：この人が特別、私に合ってるわみたいな先生じゃ
ないというか。
飯塚：適材適所。
川村：私化学質問行ってなかった。嫌いだった。ははは。
化学嫌いすぎて質問行きたくなくって、ほんとに分かん
ないとこだけ、あのその時の授業担当の先生に聞く感じ
でした。だから、最初ほんとにわたし理論がクズだった
んでほんとにヤバかったんで、高橋龍先生に聞いたら、
理論じゃなくて有機と無機で点数とれば大丈夫だよみた
いなこと言われて、お！なるほど、みたいな感じで。
飯塚：ははは。
川村：セミナーはちゃんと解いてましたよ。セミナーは

ちゃんと基本のところは解いてました。応用問題はまじ
で無理だったんで、私本当、解けなかったんですよ。だ
から、簡単な方だけとりあえずやってて、それでも全部
やんなかったんですけど。それで池永先生の理論のコマ
とって、それで解き方みたいな感じでやってくれるから
とりあえずそれを全部覚えて、もう対応出来るようにし
て最後の方で。なんか頑張るみたいなことやってました。
正規だったし、多分本番取れてたんですね。
飯塚：今生物の話戻っていいですか？あの緒方先生は
MT、あなたは何位で、この前より何点上がってて…。
川村：ここが出来てます出来てませんとか。
飯塚：そういうことを、毎回見てもらってて、それは良かっ
たよね。あとは、山崎先生が、質問行くと、あ、飯塚ちゃ
ん伸びてるね、とか。
川村：言ってくれる！川村ちゃんって言ってくれる。そ
れが嬉しかった。あと東北医科の問題とか出した時に、
いやーこれはなんか設計がちゃんとしてないから解けな
くてもしょうがないよーみたいなことを。ほんとにー？
みたいな感じだった。
飯塚：すいませんちょっと生物の話戻っちゃったけど。
いや、私ここきて生物びっくりした。深すぎて。
川村：でもマンスリー生物は基本載ってました。
飯塚：私消えてる時ありました。多分夏とかどんどん下
がってって…またちょっとずつのぼってくみたいな感じ
だった気がする。
川村：4月の最初のクラス分けテスト以外は全部載って
ました。はい。だけど、1番下とか普通にありましたよ。
ギリギリ入ってる、ふー！みたいな。
飯塚：ランキングは多分基本的に総合は載ってたんです
けど、でも…。多分、どっか、なにかの教科でどっかで
1回消えたなって思ったんですよ。多分生物かな。化学載っ
てた気がする。あ数学かな？ 1回消えたの。数学は確実
に消えた。
川村：私化学 2回くらい載って、あー私化学出来る！と

か思っちゃったことあります。
化学出来るとか思って、次のMTで惨敗してあー…って
なったことは覚えてますね。
飯塚：節田先生と三上先生授業でずーっとほぼ、多分 1
年間、教わってたかな。あと池永先生。
川村：原先生も。
飯塚：化学去年それこそ覚えてたので、そう。いやーで
もそのやっぱり、最後の方なに？あれ高分子みたいな。
川村：あー。
飯塚：そういう方がすごいやっぱり忘れがちというか。
最後の最後単科でガッっとやって終わった。結構出たよ
ね。
川村：うん高分子とか結構出ました。
飯塚：糖とか。

代官山MEDICALきて良かったこと
川村：あの、強制的にさせられる環境。その環境が、私
良かったなと思います。なんか正直、監獄みたいだなと
思ったんですけど、ほんとに。
飯塚：そう？
川村：なんかカギ閉められるってまじかとか思ってたん
ですけど、でもなんだろう今だから言いますけど、私休
み時間中、あの、次に授業がなかったりするとき、20 分
の休みの間で散歩してたんですよ。そこらへん普通に歩
きまくって。でもそれでちゃんと、ドアが閉められるっ
て分かってるから、それまでに帰んなきゃいけないし、
でもちゃんとその限られた時間内で運動はできるし、リ
フレッシュはしてて、でリフレッシュもしつつ、なんだ
ろうやっぱり出られないみたいな環境。が、私はなんか、
逃げ道作られるとそっち流れるんで。
あと、質問は私ちゃんと行ってました。それは胸張って
言えます私。あの、分かんないことはちゃんと全部聞き
に行ってましたし。その日のうち…じゃないですけどわ
からないなって思ったらすぐ聞きに行ってました。

職員の人の見回りのおかげで、自習中は携帯もイ

ヤフォンも使わなくなりました(笑)
川村：強制された…んーでもほんとにわたし逃げ道作ら
れると。すごい逃げるんで。自習室にも職員の人が回っ
てくるじゃないですか、で携帯弄ってると言われちゃう
じゃないですか、音楽聞いてたりでも。それで途中から
もう音楽聞かないで勉強するようになったし。
飯塚：いやでも真面目にやらざるをえなくなった。( 笑 )
川村：あとあれも、いや、元々の性格もあるんですよ、
人に話かけられないみたいな。性格もあるんですけど、
あんまり騒がないようにはしてました。元々私だって A4
だったじゃないですか、であのなんか運よくなんか問題
があたって、あれなんか A2に上がっちゃった、M4最後
上がっちゃったみたいな感じで周りと違って全然私実力
ないのにあのーM4上がったなって思ってたんで、あのー
やっぱりほんとにやんなきゃやばいなーって思ってたか
ら、周りの人一倍。まあやってなかったとこもあるんで

すけど。意識はしてました。意識は高かったです。実行
があんま伴ってなかったけど。意識は高かったです私。
飯塚：えでも、やってはいた。なんかいけないって言わ
れたことはやってたかもしれないけど、でもやってはい
た。ははは。勉強の量はしっかり保ってたと思います。
川村：あでも私、人生の中で 1番勉強したと思ってます。
中学受験経験してますけど、その時より全然勉強したし、
なんなら現役のときより勉強しました。1年で。
いいですよね。2度とやりたくないですよ私。
飯塚：なんか勉強方法もわかんないとか、わかんないだ
らけだったけど、わかんない時に頑張ってる人が結局受
かるんだろうなって。ありがとうございました。

代官山MEDICALを知ったきっかけ
川村：私現役の時、この近くの医系予備校通ってたんで
すよ。現役はここの隣のビルの予備校なんですよ。英語
と小論文だけ受けてたんですけど、で、浪人決まって色
んなとこまわってたんでその一環でここは知ってました。
まあ見てるんで。えー色々行きました。
飯塚：私は、その、浪人 2年目だったんですけど前行っ
てた塾だと、おんなじことをやるようになっちゃって。
どこ行ってたかはちょっと…あんまり言いたくない…
( 笑 )。でまぁそこ行ってて、そのおんなじような形で結
構やるなっていうのが分かってたので、他の環境に置い
てって。そこで学べそうなことは一通り学んだなという
か結構基礎をやれみたいな、なんだろう…重要…なに、
なんだろう、あんまり応用に手を伸ばしすぎるよりかは、
絶対に点を取るところで点を取れっていう感じだったん
ですけど、やっぱり入試を実際に受けて、少しは難しい
問題もやらないと初見と、1回目通しただけでもやっぱ
り違うなってのをすごく思って、で、なんかいろいろ探
していって、ここだとなんかいろいろクラスの組分けと
か自分の好きにできるし、いいんじゃないかなと思って、
なんか難しいこともありそうだけど…。桑満萌々（日本
大医学部進学）の、1個上なんですけど、紹介もあって
だと思います。1回、下のセブンで会って。そうです。
久しぶりーって。それたまたまだったんですけど、何し
てるの？ってなったら、私今塾行ってるんですって、そ
うなんだって。それで受かった後にいろいろ話とかも聞
いて、でもやっぱりここ実際来て石井先生のお話し聞い
てっていうのが大きいかもしれないです。

高２で学校辞めて通信に通いながら仕事をして

いた。
飯塚：大学出てないです。私出てないですよはい。高 3
もやったことないです。高 2で、学校辞めちゃって、で
も結局通信の学校に通いながら、仕事みたいな感じのこ
とをしていて。社会出たんですよ。1次は結構通ってた
んですけど。えと、覚えてないけど、9校通ったんですよ。
でも都内の大学はほぼ落ちた。地方は大体受けたとこは
受かって。地方キラーでした。都内だと昭和と女子医し
か 1次通らなくて。あと岩手、金沢…下がってくと、埼玉。
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代官山に来て最初のクラスは？
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とか言って。言ってました普通に。ほんと上がんなかっ
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もう受験しないって言ってたんですけど。泣いてました。
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もそのやっぱり、最後の方なに？あれ高分子みたいな。
川村：あー。
飯塚：そういう方がすごいやっぱり忘れがちというか。
最後の最後単科でガッっとやって終わった。結構出たよ
ね。
川村：うん高分子とか結構出ました。
飯塚：糖とか。

代官山MEDICALきて良かったこと
川村：あの、強制的にさせられる環境。その環境が、私
良かったなと思います。なんか正直、監獄みたいだなと
思ったんですけど、ほんとに。
飯塚：そう？
川村：なんかカギ閉められるってまじかとか思ってたん
ですけど、でもなんだろう今だから言いますけど、私休
み時間中、あの、次に授業がなかったりするとき、20 分
の休みの間で散歩してたんですよ。そこらへん普通に歩
きまくって。でもそれでちゃんと、ドアが閉められるっ
て分かってるから、それまでに帰んなきゃいけないし、
でもちゃんとその限られた時間内で運動はできるし、リ
フレッシュはしてて、でリフレッシュもしつつ、なんだ
ろうやっぱり出られないみたいな環境。が、私はなんか、
逃げ道作られるとそっち流れるんで。
あと、質問は私ちゃんと行ってました。それは胸張って
言えます私。あの、分かんないことはちゃんと全部聞き
に行ってましたし。その日のうち…じゃないですけどわ
からないなって思ったらすぐ聞きに行ってました。

職員の人の見回りのおかげで、自習中は携帯もイ

ヤフォンも使わなくなりました(笑)
川村：強制された…んーでもほんとにわたし逃げ道作ら
れると。すごい逃げるんで。自習室にも職員の人が回っ
てくるじゃないですか、で携帯弄ってると言われちゃう
じゃないですか、音楽聞いてたりでも。それで途中から
もう音楽聞かないで勉強するようになったし。
飯塚：いやでも真面目にやらざるをえなくなった。( 笑 )
川村：あとあれも、いや、元々の性格もあるんですよ、
人に話かけられないみたいな。性格もあるんですけど、
あんまり騒がないようにはしてました。元々私だって A4
だったじゃないですか、であのなんか運よくなんか問題
があたって、あれなんか A2に上がっちゃった、M4最後
上がっちゃったみたいな感じで周りと違って全然私実力
ないのにあのーM4上がったなって思ってたんで、あのー
やっぱりほんとにやんなきゃやばいなーって思ってたか
ら、周りの人一倍。まあやってなかったとこもあるんで

すけど。意識はしてました。意識は高かったです。実行
があんま伴ってなかったけど。意識は高かったです私。
飯塚：えでも、やってはいた。なんかいけないって言わ
れたことはやってたかもしれないけど、でもやってはい
た。ははは。勉強の量はしっかり保ってたと思います。
川村：あでも私、人生の中で 1番勉強したと思ってます。
中学受験経験してますけど、その時より全然勉強したし、
なんなら現役のときより勉強しました。1年で。
いいですよね。2度とやりたくないですよ私。
飯塚：なんか勉強方法もわかんないとか、わかんないだ
らけだったけど、わかんない時に頑張ってる人が結局受
かるんだろうなって。ありがとうございました。

代官山MEDICALを知ったきっかけ
川村：私現役の時、この近くの医系予備校通ってたんで
すよ。現役はここの隣のビルの予備校なんですよ。英語
と小論文だけ受けてたんですけど、で、浪人決まって色
んなとこまわってたんでその一環でここは知ってました。
まあ見てるんで。えー色々行きました。
飯塚：私は、その、浪人 2年目だったんですけど前行っ
てた塾だと、おんなじことをやるようになっちゃって。
どこ行ってたかはちょっと…あんまり言いたくない…
( 笑 )。でまぁそこ行ってて、そのおんなじような形で結
構やるなっていうのが分かってたので、他の環境に置い
てって。そこで学べそうなことは一通り学んだなという
か結構基礎をやれみたいな、なんだろう…重要…なに、
なんだろう、あんまり応用に手を伸ばしすぎるよりかは、
絶対に点を取るところで点を取れっていう感じだったん
ですけど、やっぱり入試を実際に受けて、少しは難しい
問題もやらないと初見と、1回目通しただけでもやっぱ
り違うなってのをすごく思って、で、なんかいろいろ探
していって、ここだとなんかいろいろクラスの組分けと
か自分の好きにできるし、いいんじゃないかなと思って、
なんか難しいこともありそうだけど…。桑満萌々（日本
大医学部進学）の、1個上なんですけど、紹介もあって
だと思います。1回、下のセブンで会って。そうです。
久しぶりーって。それたまたまだったんですけど、何し
てるの？ってなったら、私今塾行ってるんですって、そ
うなんだって。それで受かった後にいろいろ話とかも聞
いて、でもやっぱりここ実際来て石井先生のお話し聞い
てっていうのが大きいかもしれないです。

高２で学校辞めて通信に通いながら仕事をして

いた。
飯塚：大学出てないです。私出てないですよはい。高 3
もやったことないです。高 2で、学校辞めちゃって、で
も結局通信の学校に通いながら、仕事みたいな感じのこ
とをしていて。社会出たんですよ。1次は結構通ってた
んですけど。えと、覚えてないけど、9校通ったんですよ。
でも都内の大学はほぼ落ちた。地方は大体受けたとこは
受かって。地方キラーでした。都内だと昭和と女子医し
か 1次通らなくて。あと岩手、金沢…下がってくと、埼玉。
杏林落ちたの結構ダメージ大きかったので。

代官山に来て最初のクラスは？
川村：A4
飯塚：M3
川村：あーそうですね。基本前の方にいました私。目悪かっ
たんで。
飯塚：そう前から 2-3 列目。前から 1列目は近すぎて見
づらいかなって。
川村：私、軌道に乗るまで大変で泣いてました家で。( 笑 )
成績上がんな過ぎて。数学は時に。数学マジで上がんな
くて泣いて。家でも受験なんて嫌だ、とかもうやめる、

とか言って。言ってました普通に。ほんと上がんなかっ
たんですよ。
飯塚：私も上がってない。
川村：M3だったじゃないですか。A4だったんですよ、私。
それで成績上がんないわーって泣くのと、M3で成績上が
らないって思うのってレベルが違うじゃないですか。
飯塚：でも、なんだろう、逆にどこやればいいのかわか
んなかった私は。なんか、自分のダメなとこ分かってる
けど、でもなんかある程度とれちゃうから自分の小さい
穴をこう見つけるのが大変というか。それ典先生の役目
なんですけど。典先生は大好き。でも最初全然関わりな
くて。私夏期でM2に上がったんですけど。授業受けて、
1つの問題に対していろんな解き方やってくださるじゃ
ないですか。それすごーいと思って、私とかてんぱっちゃ
うと、「こういうタイプみたいな感じで問題覚えがちなん
で、色んな道を立ててくれるのがすごい良いなーって。
自分にすごい合った先生選んだなって今思いました。
川村：私、4集は薄先生に聞いて、4集ってか確率系の、
薄先生に聞いて、それ以外全部平パンに聞いてました。
基本全部質問で、ってかんじでしたね。私、成績は悪い
と思ってるんで、まわりの、なんだろう、普通に、ここ
に自分より成績が良くて浪人してる人ってたくさんいた
じゃないですか。だから、私がこんな成績で、なんか、ねぇ、
受かると思ってるの？みたいな感じで思ってたんで。もっ
と取んなきゃ取んなきゃって。ほんと 10 月、9月くらい
に夏休み終わったじゃないですか、時間ないじゃないで
すか、なのに成績全然上がんねーと思って、で、でも 11
月とか 12 月くらいに、11 月とかそれくらいかな？よう
やく解けるようになってだんだん問題が。薄先生に褒め
られたんですよ。
飯塚：えーー。
川村：褒めてもらったんですよ。川村さん、最近出来る
ようになったねとか言われるようになって、わあーーっ
てなって、持ち直しました。だんだん過去問とか解いて
た時に、正解するようになって、それで言ってもらいま
したね。
川村：ほんとに、この生活をもう 1年は無理だなと思っ
てて私。だから 1月あたりにほんとにメンタル死んでて。
もう受験しないって言ってたんですけど。泣いてました。
いや家でじゃないです。なんかそこの公園で。管を巻い
てました。なんか、うん。私でももう 1年この生活を続
ける気はなかったです。浪人はもうやだって。
就職っていってもね。きつそうなんですけどね。でもも
う行く気、やる気もなかったです。2年目。
飯塚：私結構人生設計適当。適当ほんとに。私 1年で受
かろうとは思ってたけど、落ちて。今年ここ来て。いや
でも、もし落ちたらとか考えてなかった。
メンタル弱いですよ。いや、つよ…強くないです。ほん
とに強くない。
川村：ははは。

理科の先生で印象に残った先生とかは？
川村：緒方先生。
飯塚：あ、緒方先生ね。
川村：なんか最初の 1学期の方かな授業で、プリントを
配るじゃないですか、授業で。そのプリントが、手書き
で凄いこの人、って思ったのを覚えてます。すごく手の
込んでる先生だなって思って、印象に残ってて、で結局
なんだかんだ 1年間授業どれかしら 1個見てもらってた
んで、やっぱり 1番印象に残ってますね。あと、なんだ。
深瀧先生も。絵うまいなって思ってました。
飯塚：字綺麗。
川村：超字綺麗。山崎先生も優しかったー。あと、大森先生。
川村：大森先生。大森先生はすごい…。
飯塚：詳しいすぎてびっくりした。
川村：詳しい。あとなんか、書くじゃないですか。めっちゃ
字細かいんですよ。でスペース？テキストないのになー
と思って。書けないと思って。私テキストに書いてました。
飯塚：結局全員よかった。
川村：全員。
飯塚：全員です。なんていうかこれを聞くならこの先生
というか、そうやっぱり…。
そう色分けっていうか。
川村：この人が特別、私に合ってるわみたいな先生じゃ
ないというか。
飯塚：適材適所。
川村：私化学質問行ってなかった。嫌いだった。ははは。
化学嫌いすぎて質問行きたくなくって、ほんとに分かん
ないとこだけ、あのその時の授業担当の先生に聞く感じ
でした。だから、最初ほんとにわたし理論がクズだった
んでほんとにヤバかったんで、高橋龍先生に聞いたら、
理論じゃなくて有機と無機で点数とれば大丈夫だよみた
いなこと言われて、お！なるほど、みたいな感じで。
飯塚：ははは。
川村：セミナーはちゃんと解いてましたよ。セミナーは

ちゃんと基本のところは解いてました。応用問題はまじ
で無理だったんで、私本当、解けなかったんですよ。だ
から、簡単な方だけとりあえずやってて、それでも全部
やんなかったんですけど。それで池永先生の理論のコマ
とって、それで解き方みたいな感じでやってくれるから
とりあえずそれを全部覚えて、もう対応出来るようにし
て最後の方で。なんか頑張るみたいなことやってました。
正規だったし、多分本番取れてたんですね。
飯塚：今生物の話戻っていいですか？あの緒方先生は
MT、あなたは何位で、この前より何点上がってて…。
川村：ここが出来てます出来てませんとか。
飯塚：そういうことを、毎回見てもらってて、それは良かっ
たよね。あとは、山崎先生が、質問行くと、あ、飯塚ちゃ
ん伸びてるね、とか。
川村：言ってくれる！川村ちゃんって言ってくれる。そ
れが嬉しかった。あと東北医科の問題とか出した時に、
いやーこれはなんか設計がちゃんとしてないから解けな
くてもしょうがないよーみたいなことを。ほんとにー？
みたいな感じだった。
飯塚：すいませんちょっと生物の話戻っちゃったけど。
いや、私ここきて生物びっくりした。深すぎて。
川村：でもマンスリー生物は基本載ってました。
飯塚：私消えてる時ありました。多分夏とかどんどん下
がってって…またちょっとずつのぼってくみたいな感じ
だった気がする。
川村：4月の最初のクラス分けテスト以外は全部載って
ました。はい。だけど、1番下とか普通にありましたよ。
ギリギリ入ってる、ふー！みたいな。
飯塚：ランキングは多分基本的に総合は載ってたんです
けど、でも…。多分、どっか、なにかの教科でどっかで
1回消えたなって思ったんですよ。多分生物かな。化学載っ
てた気がする。あ数学かな？ 1回消えたの。数学は確実
に消えた。
川村：私化学 2回くらい載って、あー私化学出来る！と
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に行ってましたし。その日のうち…じゃないですけどわ
からないなって思ったらすぐ聞きに行ってました。
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けど、でもなんかある程度とれちゃうから自分の小さい
穴をこう見つけるのが大変というか。それ典先生の役目
なんですけど。典先生は大好き。でも最初全然関わりな
くて。私夏期でM2に上がったんですけど。授業受けて、
1つの問題に対していろんな解き方やってくださるじゃ
ないですか。それすごーいと思って、私とかてんぱっちゃ
うと、「こういうタイプみたいな感じで問題覚えがちなん
で、色んな道を立ててくれるのがすごい良いなーって。
自分にすごい合った先生選んだなって今思いました。
川村：私、4集は薄先生に聞いて、4集ってか確率系の、
薄先生に聞いて、それ以外全部平パンに聞いてました。
基本全部質問で、ってかんじでしたね。私、成績は悪い
と思ってるんで、まわりの、なんだろう、普通に、ここ
に自分より成績が良くて浪人してる人ってたくさんいた
じゃないですか。だから、私がこんな成績で、なんか、ねぇ、
受かると思ってるの？みたいな感じで思ってたんで。もっ
と取んなきゃ取んなきゃって。ほんと 10 月、9月くらい
に夏休み終わったじゃないですか、時間ないじゃないで
すか、なのに成績全然上がんねーと思って、で、でも 11
月とか 12 月くらいに、11 月とかそれくらいかな？よう
やく解けるようになってだんだん問題が。薄先生に褒め
られたんですよ。
飯塚：えーー。
川村：褒めてもらったんですよ。川村さん、最近出来る
ようになったねとか言われるようになって、わあーーっ
てなって、持ち直しました。だんだん過去問とか解いて
た時に、正解するようになって、それで言ってもらいま
したね。
川村：ほんとに、この生活をもう 1年は無理だなと思っ
てて私。だから 1月あたりにほんとにメンタル死んでて。
もう受験しないって言ってたんですけど。泣いてました。
いや家でじゃないです。なんかそこの公園で。管を巻い
てました。なんか、うん。私でももう 1年この生活を続
ける気はなかったです。浪人はもうやだって。
就職っていってもね。きつそうなんですけどね。でもも
う行く気、やる気もなかったです。2年目。
飯塚：私結構人生設計適当。適当ほんとに。私 1年で受
かろうとは思ってたけど、落ちて。今年ここ来て。いや
でも、もし落ちたらとか考えてなかった。
メンタル弱いですよ。いや、つよ…強くないです。ほん
とに強くない。
川村：ははは。

理科の先生で印象に残った先生とかは？
川村：緒方先生。
飯塚：あ、緒方先生ね。
川村：なんか最初の 1学期の方かな授業で、プリントを
配るじゃないですか、授業で。そのプリントが、手書き
で凄いこの人、って思ったのを覚えてます。すごく手の
込んでる先生だなって思って、印象に残ってて、で結局
なんだかんだ 1年間授業どれかしら 1個見てもらってた
んで、やっぱり 1番印象に残ってますね。あと、なんだ。
深瀧先生も。絵うまいなって思ってました。
飯塚：字綺麗。
川村：超字綺麗。山崎先生も優しかったー。あと、大森先生。
川村：大森先生。大森先生はすごい…。
飯塚：詳しいすぎてびっくりした。
川村：詳しい。あとなんか、書くじゃないですか。めっちゃ
字細かいんですよ。でスペース？テキストないのになー
と思って。書けないと思って。私テキストに書いてました。
飯塚：結局全員よかった。
川村：全員。
飯塚：全員です。なんていうかこれを聞くならこの先生
というか、そうやっぱり…。
そう色分けっていうか。
川村：この人が特別、私に合ってるわみたいな先生じゃ
ないというか。
飯塚：適材適所。
川村：私化学質問行ってなかった。嫌いだった。ははは。
化学嫌いすぎて質問行きたくなくって、ほんとに分かん
ないとこだけ、あのその時の授業担当の先生に聞く感じ
でした。だから、最初ほんとにわたし理論がクズだった
んでほんとにヤバかったんで、高橋龍先生に聞いたら、
理論じゃなくて有機と無機で点数とれば大丈夫だよみた
いなこと言われて、お！なるほど、みたいな感じで。
飯塚：ははは。
川村：セミナーはちゃんと解いてましたよ。セミナーは

ちゃんと基本のところは解いてました。応用問題はまじ
で無理だったんで、私本当、解けなかったんですよ。だ
から、簡単な方だけとりあえずやってて、それでも全部
やんなかったんですけど。それで池永先生の理論のコマ
とって、それで解き方みたいな感じでやってくれるから
とりあえずそれを全部覚えて、もう対応出来るようにし
て最後の方で。なんか頑張るみたいなことやってました。
正規だったし、多分本番取れてたんですね。
飯塚：今生物の話戻っていいですか？あの緒方先生は
MT、あなたは何位で、この前より何点上がってて…。
川村：ここが出来てます出来てませんとか。
飯塚：そういうことを、毎回見てもらってて、それは良かっ
たよね。あとは、山崎先生が、質問行くと、あ、飯塚ちゃ
ん伸びてるね、とか。
川村：言ってくれる！川村ちゃんって言ってくれる。そ
れが嬉しかった。あと東北医科の問題とか出した時に、
いやーこれはなんか設計がちゃんとしてないから解けな
くてもしょうがないよーみたいなことを。ほんとにー？
みたいな感じだった。
飯塚：すいませんちょっと生物の話戻っちゃったけど。
いや、私ここきて生物びっくりした。深すぎて。
川村：でもマンスリー生物は基本載ってました。
飯塚：私消えてる時ありました。多分夏とかどんどん下
がってって…またちょっとずつのぼってくみたいな感じ
だった気がする。
川村：4月の最初のクラス分けテスト以外は全部載って
ました。はい。だけど、1番下とか普通にありましたよ。
ギリギリ入ってる、ふー！みたいな。
飯塚：ランキングは多分基本的に総合は載ってたんです
けど、でも…。多分、どっか、なにかの教科でどっかで
1回消えたなって思ったんですよ。多分生物かな。化学載っ
てた気がする。あ数学かな？ 1回消えたの。数学は確実
に消えた。
川村：私化学 2回くらい載って、あー私化学出来る！と

か思っちゃったことあります。
化学出来るとか思って、次のMTで惨敗してあー…って
なったことは覚えてますね。
飯塚：節田先生と三上先生授業でずーっとほぼ、多分 1
年間、教わってたかな。あと池永先生。
川村：原先生も。
飯塚：化学去年それこそ覚えてたので、そう。いやーで
もそのやっぱり、最後の方なに？あれ高分子みたいな。
川村：あー。
飯塚：そういう方がすごいやっぱり忘れがちというか。
最後の最後単科でガッっとやって終わった。結構出たよ
ね。
川村：うん高分子とか結構出ました。
飯塚：糖とか。

代官山MEDICALきて良かったこと
川村：あの、強制的にさせられる環境。その環境が、私
良かったなと思います。なんか正直、監獄みたいだなと
思ったんですけど、ほんとに。
飯塚：そう？
川村：なんかカギ閉められるってまじかとか思ってたん
ですけど、でもなんだろう今だから言いますけど、私休
み時間中、あの、次に授業がなかったりするとき、20 分
の休みの間で散歩してたんですよ。そこらへん普通に歩
きまくって。でもそれでちゃんと、ドアが閉められるっ
て分かってるから、それまでに帰んなきゃいけないし、
でもちゃんとその限られた時間内で運動はできるし、リ
フレッシュはしてて、でリフレッシュもしつつ、なんだ
ろうやっぱり出られないみたいな環境。が、私はなんか、
逃げ道作られるとそっち流れるんで。
あと、質問は私ちゃんと行ってました。それは胸張って
言えます私。あの、分かんないことはちゃんと全部聞き
に行ってましたし。その日のうち…じゃないですけどわ
からないなって思ったらすぐ聞きに行ってました。

職員の人の見回りのおかげで、自習中は携帯もイ

ヤフォンも使わなくなりました(笑)
川村：強制された…んーでもほんとにわたし逃げ道作ら
れると。すごい逃げるんで。自習室にも職員の人が回っ
てくるじゃないですか、で携帯弄ってると言われちゃう
じゃないですか、音楽聞いてたりでも。それで途中から
もう音楽聞かないで勉強するようになったし。
飯塚：いやでも真面目にやらざるをえなくなった。( 笑 )
川村：あとあれも、いや、元々の性格もあるんですよ、
人に話かけられないみたいな。性格もあるんですけど、
あんまり騒がないようにはしてました。元々私だって A4
だったじゃないですか、であのなんか運よくなんか問題
があたって、あれなんか A2に上がっちゃった、M4最後
上がっちゃったみたいな感じで周りと違って全然私実力
ないのにあのーM4上がったなって思ってたんで、あのー
やっぱりほんとにやんなきゃやばいなーって思ってたか
ら、周りの人一倍。まあやってなかったとこもあるんで

すけど。意識はしてました。意識は高かったです。実行
があんま伴ってなかったけど。意識は高かったです私。
飯塚：えでも、やってはいた。なんかいけないって言わ
れたことはやってたかもしれないけど、でもやってはい
た。ははは。勉強の量はしっかり保ってたと思います。
川村：あでも私、人生の中で 1番勉強したと思ってます。
中学受験経験してますけど、その時より全然勉強したし、
なんなら現役のときより勉強しました。1年で。
いいですよね。2度とやりたくないですよ私。
飯塚：なんか勉強方法もわかんないとか、わかんないだ
らけだったけど、わかんない時に頑張ってる人が結局受
かるんだろうなって。ありがとうございました。
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代官山MEDICALを知ったきっかけ
川村：私現役の時、この近くの医系予備校通ってたんで
すよ。現役はここの隣のビルの予備校なんですよ。英語
と小論文だけ受けてたんですけど、で、浪人決まって色
んなとこまわってたんでその一環でここは知ってました。
まあ見てるんで。えー色々行きました。
飯塚：私は、その、浪人 2年目だったんですけど前行っ
てた塾だと、おんなじことをやるようになっちゃって。
どこ行ってたかはちょっと…あんまり言いたくない…
( 笑 )。でまぁそこ行ってて、そのおんなじような形で結
構やるなっていうのが分かってたので、他の環境に置い
てって。そこで学べそうなことは一通り学んだなという
か結構基礎をやれみたいな、なんだろう…重要…なに、
なんだろう、あんまり応用に手を伸ばしすぎるよりかは、
絶対に点を取るところで点を取れっていう感じだったん
ですけど、やっぱり入試を実際に受けて、少しは難しい
問題もやらないと初見と、1回目通しただけでもやっぱ
り違うなってのをすごく思って、で、なんかいろいろ探
していって、ここだとなんかいろいろクラスの組分けと
か自分の好きにできるし、いいんじゃないかなと思って、
なんか難しいこともありそうだけど…。桑満萌々（日本
大医学部進学）の、1個上なんですけど、紹介もあって
だと思います。1回、下のセブンで会って。そうです。
久しぶりーって。それたまたまだったんですけど、何し
てるの？ってなったら、私今塾行ってるんですって、そ
うなんだって。それで受かった後にいろいろ話とかも聞
いて、でもやっぱりここ実際来て石井先生のお話し聞い
てっていうのが大きいかもしれないです。

高２で学校辞めて通信に通いながら仕事をして

いた。
飯塚：大学出てないです。私出てないですよはい。高 3
もやったことないです。高 2で、学校辞めちゃって、で
も結局通信の学校に通いながら、仕事みたいな感じのこ
とをしていて。社会出たんですよ。1次は結構通ってた
んですけど。えと、覚えてないけど、9校通ったんですよ。
でも都内の大学はほぼ落ちた。地方は大体受けたとこは
受かって。地方キラーでした。都内だと昭和と女子医し
か 1次通らなくて。あと岩手、金沢…下がってくと、埼玉。
杏林落ちたの結構ダメージ大きかったので。

代官山に来て最初のクラスは？
川村：A4
飯塚：M3
川村：あーそうですね。基本前の方にいました私。目悪かっ
たんで。
飯塚：そう前から 2-3 列目。前から 1列目は近すぎて見
づらいかなって。
川村：私、軌道に乗るまで大変で泣いてました家で。( 笑 )
成績上がんな過ぎて。数学は時に。数学マジで上がんな
くて泣いて。家でも受験なんて嫌だ、とかもうやめる、

とか言って。言ってました普通に。ほんと上がんなかっ
たんですよ。
飯塚：私も上がってない。
川村：M3だったじゃないですか。A4だったんですよ、私。
それで成績上がんないわーって泣くのと、M3で成績上が
らないって思うのってレベルが違うじゃないですか。
飯塚：でも、なんだろう、逆にどこやればいいのかわか
んなかった私は。なんか、自分のダメなとこ分かってる
けど、でもなんかある程度とれちゃうから自分の小さい
穴をこう見つけるのが大変というか。それ典先生の役目
なんですけど。典先生は大好き。でも最初全然関わりな
くて。私夏期でM2に上がったんですけど。授業受けて、
1つの問題に対していろんな解き方やってくださるじゃ
ないですか。それすごーいと思って、私とかてんぱっちゃ
うと、「こういうタイプみたいな感じで問題覚えがちなん
で、色んな道を立ててくれるのがすごい良いなーって。
自分にすごい合った先生選んだなって今思いました。
川村：私、4集は薄先生に聞いて、4集ってか確率系の、
薄先生に聞いて、それ以外全部平パンに聞いてました。
基本全部質問で、ってかんじでしたね。私、成績は悪い
と思ってるんで、まわりの、なんだろう、普通に、ここ
に自分より成績が良くて浪人してる人ってたくさんいた
じゃないですか。だから、私がこんな成績で、なんか、ねぇ、
受かると思ってるの？みたいな感じで思ってたんで。もっ
と取んなきゃ取んなきゃって。ほんと 10 月、9月くらい
に夏休み終わったじゃないですか、時間ないじゃないで
すか、なのに成績全然上がんねーと思って、で、でも 11
月とか 12 月くらいに、11 月とかそれくらいかな？よう
やく解けるようになってだんだん問題が。薄先生に褒め
られたんですよ。
飯塚：えーー。
川村：褒めてもらったんですよ。川村さん、最近出来る
ようになったねとか言われるようになって、わあーーっ
てなって、持ち直しました。だんだん過去問とか解いて
た時に、正解するようになって、それで言ってもらいま
したね。
川村：ほんとに、この生活をもう 1年は無理だなと思っ
てて私。だから 1月あたりにほんとにメンタル死んでて。
もう受験しないって言ってたんですけど。泣いてました。
いや家でじゃないです。なんかそこの公園で。管を巻い
てました。なんか、うん。私でももう 1年この生活を続
ける気はなかったです。浪人はもうやだって。
就職っていってもね。きつそうなんですけどね。でもも
う行く気、やる気もなかったです。2年目。
飯塚：私結構人生設計適当。適当ほんとに。私 1年で受
かろうとは思ってたけど、落ちて。今年ここ来て。いや
でも、もし落ちたらとか考えてなかった。
メンタル弱いですよ。いや、つよ…強くないです。ほん
とに強くない。
川村：ははは。

理科の先生で印象に残った先生とかは？
川村：緒方先生。
飯塚：あ、緒方先生ね。
川村：なんか最初の 1学期の方かな授業で、プリントを
配るじゃないですか、授業で。そのプリントが、手書き
で凄いこの人、って思ったのを覚えてます。すごく手の
込んでる先生だなって思って、印象に残ってて、で結局
なんだかんだ 1年間授業どれかしら 1個見てもらってた
んで、やっぱり 1番印象に残ってますね。あと、なんだ。
深瀧先生も。絵うまいなって思ってました。
飯塚：字綺麗。
川村：超字綺麗。山崎先生も優しかったー。あと、大森先生。
川村：大森先生。大森先生はすごい…。
飯塚：詳しいすぎてびっくりした。
川村：詳しい。あとなんか、書くじゃないですか。めっちゃ
字細かいんですよ。でスペース？テキストないのになー
と思って。書けないと思って。私テキストに書いてました。
飯塚：結局全員よかった。
川村：全員。
飯塚：全員です。なんていうかこれを聞くならこの先生
というか、そうやっぱり…。
そう色分けっていうか。
川村：この人が特別、私に合ってるわみたいな先生じゃ
ないというか。
飯塚：適材適所。
川村：私化学質問行ってなかった。嫌いだった。ははは。
化学嫌いすぎて質問行きたくなくって、ほんとに分かん
ないとこだけ、あのその時の授業担当の先生に聞く感じ
でした。だから、最初ほんとにわたし理論がクズだった
んでほんとにヤバかったんで、高橋龍先生に聞いたら、
理論じゃなくて有機と無機で点数とれば大丈夫だよみた
いなこと言われて、お！なるほど、みたいな感じで。
飯塚：ははは。
川村：セミナーはちゃんと解いてましたよ。セミナーは

ちゃんと基本のところは解いてました。応用問題はまじ
で無理だったんで、私本当、解けなかったんですよ。だ
から、簡単な方だけとりあえずやってて、それでも全部
やんなかったんですけど。それで池永先生の理論のコマ
とって、それで解き方みたいな感じでやってくれるから
とりあえずそれを全部覚えて、もう対応出来るようにし
て最後の方で。なんか頑張るみたいなことやってました。
正規だったし、多分本番取れてたんですね。
飯塚：今生物の話戻っていいですか？あの緒方先生は
MT、あなたは何位で、この前より何点上がってて…。
川村：ここが出来てます出来てませんとか。
飯塚：そういうことを、毎回見てもらってて、それは良かっ
たよね。あとは、山崎先生が、質問行くと、あ、飯塚ちゃ
ん伸びてるね、とか。
川村：言ってくれる！川村ちゃんって言ってくれる。そ
れが嬉しかった。あと東北医科の問題とか出した時に、
いやーこれはなんか設計がちゃんとしてないから解けな
くてもしょうがないよーみたいなことを。ほんとにー？
みたいな感じだった。
飯塚：すいませんちょっと生物の話戻っちゃったけど。
いや、私ここきて生物びっくりした。深すぎて。
川村：でもマンスリー生物は基本載ってました。
飯塚：私消えてる時ありました。多分夏とかどんどん下
がってって…またちょっとずつのぼってくみたいな感じ
だった気がする。
川村：4月の最初のクラス分けテスト以外は全部載って
ました。はい。だけど、1番下とか普通にありましたよ。
ギリギリ入ってる、ふー！みたいな。
飯塚：ランキングは多分基本的に総合は載ってたんです
けど、でも…。多分、どっか、なにかの教科でどっかで
1回消えたなって思ったんですよ。多分生物かな。化学載っ
てた気がする。あ数学かな？ 1回消えたの。数学は確実
に消えた。
川村：私化学 2回くらい載って、あー私化学出来る！と
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か思っちゃったことあります。
化学出来るとか思って、次のMTで惨敗してあー…って
なったことは覚えてますね。
飯塚：節田先生と三上先生授業でずーっとほぼ、多分 1
年間、教わってたかな。あと池永先生。
川村：原先生も。
飯塚：化学去年それこそ覚えてたので、そう。いやーで
もそのやっぱり、最後の方なに？あれ高分子みたいな。
川村：あー。
飯塚：そういう方がすごいやっぱり忘れがちというか。
最後の最後単科でガッっとやって終わった。結構出たよ
ね。
川村：うん高分子とか結構出ました。
飯塚：糖とか。

代官山MEDICALきて良かったこと
川村：あの、強制的にさせられる環境。その環境が、私
良かったなと思います。なんか正直、監獄みたいだなと
思ったんですけど、ほんとに。
飯塚：そう？
川村：なんかカギ閉められるってまじかとか思ってたん
ですけど、でもなんだろう今だから言いますけど、私休
み時間中、あの、次に授業がなかったりするとき、20 分
の休みの間で散歩してたんですよ。そこらへん普通に歩
きまくって。でもそれでちゃんと、ドアが閉められるっ
て分かってるから、それまでに帰んなきゃいけないし、
でもちゃんとその限られた時間内で運動はできるし、リ
フレッシュはしてて、でリフレッシュもしつつ、なんだ
ろうやっぱり出られないみたいな環境。が、私はなんか、
逃げ道作られるとそっち流れるんで。
あと、質問は私ちゃんと行ってました。それは胸張って
言えます私。あの、分かんないことはちゃんと全部聞き
に行ってましたし。その日のうち…じゃないですけどわ
からないなって思ったらすぐ聞きに行ってました。

職員の人の見回りのおかげで、自習中は携帯もイ

ヤフォンも使わなくなりました(笑)
川村：強制された…んーでもほんとにわたし逃げ道作ら
れると。すごい逃げるんで。自習室にも職員の人が回っ
てくるじゃないですか、で携帯弄ってると言われちゃう
じゃないですか、音楽聞いてたりでも。それで途中から
もう音楽聞かないで勉強するようになったし。
飯塚：いやでも真面目にやらざるをえなくなった。( 笑 )
川村：あとあれも、いや、元々の性格もあるんですよ、
人に話かけられないみたいな。性格もあるんですけど、
あんまり騒がないようにはしてました。元々私だって A4
だったじゃないですか、であのなんか運よくなんか問題
があたって、あれなんか A2に上がっちゃった、M4最後
上がっちゃったみたいな感じで周りと違って全然私実力
ないのにあのーM4上がったなって思ってたんで、あのー
やっぱりほんとにやんなきゃやばいなーって思ってたか
ら、周りの人一倍。まあやってなかったとこもあるんで

すけど。意識はしてました。意識は高かったです。実行
があんま伴ってなかったけど。意識は高かったです私。
飯塚：えでも、やってはいた。なんかいけないって言わ
れたことはやってたかもしれないけど、でもやってはい
た。ははは。勉強の量はしっかり保ってたと思います。
川村：あでも私、人生の中で 1番勉強したと思ってます。
中学受験経験してますけど、その時より全然勉強したし、
なんなら現役のときより勉強しました。1年で。
いいですよね。2度とやりたくないですよ私。
飯塚：なんか勉強方法もわかんないとか、わかんないだ
らけだったけど、わかんない時に頑張ってる人が結局受
かるんだろうなって。ありがとうございました。

代官山MEDICALを知ったきっかけ
川村：私現役の時、この近くの医系予備校通ってたんで
すよ。現役はここの隣のビルの予備校なんですよ。英語
と小論文だけ受けてたんですけど、で、浪人決まって色
んなとこまわってたんでその一環でここは知ってました。
まあ見てるんで。えー色々行きました。
飯塚：私は、その、浪人 2年目だったんですけど前行っ
てた塾だと、おんなじことをやるようになっちゃって。
どこ行ってたかはちょっと…あんまり言いたくない…
( 笑 )。でまぁそこ行ってて、そのおんなじような形で結
構やるなっていうのが分かってたので、他の環境に置い
てって。そこで学べそうなことは一通り学んだなという
か結構基礎をやれみたいな、なんだろう…重要…なに、
なんだろう、あんまり応用に手を伸ばしすぎるよりかは、
絶対に点を取るところで点を取れっていう感じだったん
ですけど、やっぱり入試を実際に受けて、少しは難しい
問題もやらないと初見と、1回目通しただけでもやっぱ
り違うなってのをすごく思って、で、なんかいろいろ探
していって、ここだとなんかいろいろクラスの組分けと
か自分の好きにできるし、いいんじゃないかなと思って、
なんか難しいこともありそうだけど…。桑満萌々（日本
大医学部進学）の、1個上なんですけど、紹介もあって
だと思います。1回、下のセブンで会って。そうです。
久しぶりーって。それたまたまだったんですけど、何し
てるの？ってなったら、私今塾行ってるんですって、そ
うなんだって。それで受かった後にいろいろ話とかも聞
いて、でもやっぱりここ実際来て石井先生のお話し聞い
てっていうのが大きいかもしれないです。

高２で学校辞めて通信に通いながら仕事をして

いた。
飯塚：大学出てないです。私出てないですよはい。高 3
もやったことないです。高 2で、学校辞めちゃって、で
も結局通信の学校に通いながら、仕事みたいな感じのこ
とをしていて。社会出たんですよ。1次は結構通ってた
んですけど。えと、覚えてないけど、9校通ったんですよ。
でも都内の大学はほぼ落ちた。地方は大体受けたとこは
受かって。地方キラーでした。都内だと昭和と女子医し
か 1次通らなくて。あと岩手、金沢…下がってくと、埼玉。
杏林落ちたの結構ダメージ大きかったので。

代官山に来て最初のクラスは？
川村：A4
飯塚：M3
川村：あーそうですね。基本前の方にいました私。目悪かっ
たんで。
飯塚：そう前から 2-3 列目。前から 1列目は近すぎて見
づらいかなって。
川村：私、軌道に乗るまで大変で泣いてました家で。( 笑 )
成績上がんな過ぎて。数学は時に。数学マジで上がんな
くて泣いて。家でも受験なんて嫌だ、とかもうやめる、

とか言って。言ってました普通に。ほんと上がんなかっ
たんですよ。
飯塚：私も上がってない。
川村：M3だったじゃないですか。A4だったんですよ、私。
それで成績上がんないわーって泣くのと、M3で成績上が
らないって思うのってレベルが違うじゃないですか。
飯塚：でも、なんだろう、逆にどこやればいいのかわか
んなかった私は。なんか、自分のダメなとこ分かってる
けど、でもなんかある程度とれちゃうから自分の小さい
穴をこう見つけるのが大変というか。それ典先生の役目
なんですけど。典先生は大好き。でも最初全然関わりな
くて。私夏期でM2に上がったんですけど。授業受けて、
1つの問題に対していろんな解き方やってくださるじゃ
ないですか。それすごーいと思って、私とかてんぱっちゃ
うと、「こういうタイプみたいな感じで問題覚えがちなん
で、色んな道を立ててくれるのがすごい良いなーって。
自分にすごい合った先生選んだなって今思いました。
川村：私、4集は薄先生に聞いて、4集ってか確率系の、
薄先生に聞いて、それ以外全部平パンに聞いてました。
基本全部質問で、ってかんじでしたね。私、成績は悪い
と思ってるんで、まわりの、なんだろう、普通に、ここ
に自分より成績が良くて浪人してる人ってたくさんいた
じゃないですか。だから、私がこんな成績で、なんか、ねぇ、
受かると思ってるの？みたいな感じで思ってたんで。もっ
と取んなきゃ取んなきゃって。ほんと 10 月、9月くらい
に夏休み終わったじゃないですか、時間ないじゃないで
すか、なのに成績全然上がんねーと思って、で、でも 11
月とか 12 月くらいに、11 月とかそれくらいかな？よう
やく解けるようになってだんだん問題が。薄先生に褒め
られたんですよ。
飯塚：えーー。
川村：褒めてもらったんですよ。川村さん、最近出来る
ようになったねとか言われるようになって、わあーーっ
てなって、持ち直しました。だんだん過去問とか解いて
た時に、正解するようになって、それで言ってもらいま
したね。
川村：ほんとに、この生活をもう 1年は無理だなと思っ
てて私。だから 1月あたりにほんとにメンタル死んでて。
もう受験しないって言ってたんですけど。泣いてました。
いや家でじゃないです。なんかそこの公園で。管を巻い
てました。なんか、うん。私でももう 1年この生活を続
ける気はなかったです。浪人はもうやだって。
就職っていってもね。きつそうなんですけどね。でもも
う行く気、やる気もなかったです。2年目。
飯塚：私結構人生設計適当。適当ほんとに。私 1年で受
かろうとは思ってたけど、落ちて。今年ここ来て。いや
でも、もし落ちたらとか考えてなかった。
メンタル弱いですよ。いや、つよ…強くないです。ほん
とに強くない。
川村：ははは。

理科の先生で印象に残った先生とかは？
川村：緒方先生。
飯塚：あ、緒方先生ね。
川村：なんか最初の 1学期の方かな授業で、プリントを
配るじゃないですか、授業で。そのプリントが、手書き
で凄いこの人、って思ったのを覚えてます。すごく手の
込んでる先生だなって思って、印象に残ってて、で結局
なんだかんだ 1年間授業どれかしら 1個見てもらってた
んで、やっぱり 1番印象に残ってますね。あと、なんだ。
深瀧先生も。絵うまいなって思ってました。
飯塚：字綺麗。
川村：超字綺麗。山崎先生も優しかったー。あと、大森先生。
川村：大森先生。大森先生はすごい…。
飯塚：詳しいすぎてびっくりした。
川村：詳しい。あとなんか、書くじゃないですか。めっちゃ
字細かいんですよ。でスペース？テキストないのになー
と思って。書けないと思って。私テキストに書いてました。
飯塚：結局全員よかった。
川村：全員。
飯塚：全員です。なんていうかこれを聞くならこの先生
というか、そうやっぱり…。
そう色分けっていうか。
川村：この人が特別、私に合ってるわみたいな先生じゃ
ないというか。
飯塚：適材適所。
川村：私化学質問行ってなかった。嫌いだった。ははは。
化学嫌いすぎて質問行きたくなくって、ほんとに分かん
ないとこだけ、あのその時の授業担当の先生に聞く感じ
でした。だから、最初ほんとにわたし理論がクズだった
んでほんとにヤバかったんで、高橋龍先生に聞いたら、
理論じゃなくて有機と無機で点数とれば大丈夫だよみた
いなこと言われて、お！なるほど、みたいな感じで。
飯塚：ははは。
川村：セミナーはちゃんと解いてましたよ。セミナーは

ちゃんと基本のところは解いてました。応用問題はまじ
で無理だったんで、私本当、解けなかったんですよ。だ
から、簡単な方だけとりあえずやってて、それでも全部
やんなかったんですけど。それで池永先生の理論のコマ
とって、それで解き方みたいな感じでやってくれるから
とりあえずそれを全部覚えて、もう対応出来るようにし
て最後の方で。なんか頑張るみたいなことやってました。
正規だったし、多分本番取れてたんですね。
飯塚：今生物の話戻っていいですか？あの緒方先生は
MT、あなたは何位で、この前より何点上がってて…。
川村：ここが出来てます出来てませんとか。
飯塚：そういうことを、毎回見てもらってて、それは良かっ
たよね。あとは、山崎先生が、質問行くと、あ、飯塚ちゃ
ん伸びてるね、とか。
川村：言ってくれる！川村ちゃんって言ってくれる。そ
れが嬉しかった。あと東北医科の問題とか出した時に、
いやーこれはなんか設計がちゃんとしてないから解けな
くてもしょうがないよーみたいなことを。ほんとにー？
みたいな感じだった。
飯塚：すいませんちょっと生物の話戻っちゃったけど。
いや、私ここきて生物びっくりした。深すぎて。
川村：でもマンスリー生物は基本載ってました。
飯塚：私消えてる時ありました。多分夏とかどんどん下
がってって…またちょっとずつのぼってくみたいな感じ
だった気がする。
川村：4月の最初のクラス分けテスト以外は全部載って
ました。はい。だけど、1番下とか普通にありましたよ。
ギリギリ入ってる、ふー！みたいな。
飯塚：ランキングは多分基本的に総合は載ってたんです
けど、でも…。多分、どっか、なにかの教科でどっかで
1回消えたなって思ったんですよ。多分生物かな。化学載っ
てた気がする。あ数学かな？ 1回消えたの。数学は確実
に消えた。
川村：私化学 2回くらい載って、あー私化学出来る！と

か思っちゃったことあります。
化学出来るとか思って、次のMTで惨敗してあー…って
なったことは覚えてますね。
飯塚：節田先生と三上先生授業でずーっとほぼ、多分 1
年間、教わってたかな。あと池永先生。
川村：原先生も。
飯塚：化学去年それこそ覚えてたので、そう。いやーで
もそのやっぱり、最後の方なに？あれ高分子みたいな。
川村：あー。
飯塚：そういう方がすごいやっぱり忘れがちというか。
最後の最後単科でガッっとやって終わった。結構出たよ
ね。
川村：うん高分子とか結構出ました。
飯塚：糖とか。

代官山MEDICALきて良かったこと
川村：あの、強制的にさせられる環境。その環境が、私
良かったなと思います。なんか正直、監獄みたいだなと
思ったんですけど、ほんとに。
飯塚：そう？
川村：なんかカギ閉められるってまじかとか思ってたん
ですけど、でもなんだろう今だから言いますけど、私休
み時間中、あの、次に授業がなかったりするとき、20 分
の休みの間で散歩してたんですよ。そこらへん普通に歩
きまくって。でもそれでちゃんと、ドアが閉められるっ
て分かってるから、それまでに帰んなきゃいけないし、
でもちゃんとその限られた時間内で運動はできるし、リ
フレッシュはしてて、でリフレッシュもしつつ、なんだ
ろうやっぱり出られないみたいな環境。が、私はなんか、
逃げ道作られるとそっち流れるんで。
あと、質問は私ちゃんと行ってました。それは胸張って
言えます私。あの、分かんないことはちゃんと全部聞き
に行ってましたし。その日のうち…じゃないですけどわ
からないなって思ったらすぐ聞きに行ってました。
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ヤフォンも使わなくなりました(笑)
川村：強制された…んーでもほんとにわたし逃げ道作ら
れると。すごい逃げるんで。自習室にも職員の人が回っ
てくるじゃないですか、で携帯弄ってると言われちゃう
じゃないですか、音楽聞いてたりでも。それで途中から
もう音楽聞かないで勉強するようになったし。
飯塚：いやでも真面目にやらざるをえなくなった。( 笑 )
川村：あとあれも、いや、元々の性格もあるんですよ、
人に話かけられないみたいな。性格もあるんですけど、
あんまり騒がないようにはしてました。元々私だって A4
だったじゃないですか、であのなんか運よくなんか問題
があたって、あれなんか A2に上がっちゃった、M4最後
上がっちゃったみたいな感じで周りと違って全然私実力
ないのにあのーM4上がったなって思ってたんで、あのー
やっぱりほんとにやんなきゃやばいなーって思ってたか
ら、周りの人一倍。まあやってなかったとこもあるんで

すけど。意識はしてました。意識は高かったです。実行
があんま伴ってなかったけど。意識は高かったです私。
飯塚：えでも、やってはいた。なんかいけないって言わ
れたことはやってたかもしれないけど、でもやってはい
た。ははは。勉強の量はしっかり保ってたと思います。
川村：あでも私、人生の中で 1番勉強したと思ってます。
中学受験経験してますけど、その時より全然勉強したし、
なんなら現役のときより勉強しました。1年で。
いいですよね。2度とやりたくないですよ私。
飯塚：なんか勉強方法もわかんないとか、わかんないだ
らけだったけど、わかんない時に頑張ってる人が結局受
かるんだろうなって。ありがとうございました。
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日本医科大進学　鄭京華さん(雙葉高校卒)

今年の入試の結果
鄭：私２個受かりました。１次も２個です。日大と日
医。
佐伯：私は３個です、２次が３個。１次は４個です。杏
林、北里、聖マ、女子医で、来なかったのは女子医で
す。手応えあった所はほんとにどこもなくて。ほんとで
すこれは、杏林の生物だけはできたんですけど他の北里
とかはほんとに自信なくて。
鄭・佐伯：運が良かったと思います。
佐伯：北里は正規で、聖マも正規です。聖マ蹴りました
（笑）例年、杏林補欠が回ってくる番号だったから。今
年１２７番までまわってる。まわったの３月２８日で
す。７５番だったんですけど。いやだからほんとに直前
まで決まらずでしたね。一応北里に決まってましたが。
ちょっとその、交通が、アクセスが良くないなって。杏
林は周りが、吉祥寺近いんで。
鄭：日大は正規。で、日医は後期１６番です。いや来な
いと思ってました私は。最後に数学頑張った。詰めた(笑)
知識を定着。鄭家は最後に頑張る家系みたいです(笑)英語
はちょっと自信ありました。

代官山MEDICALは兄姉つながりで
佐伯：私は兄がここに通っていたのでそこで知って。5歳
上。
鄭：私の1番上の姉と同じです。
佐伯：兄は慈恵です。私も慈恵に行かないとみたいなと
こ、まあその若干、親もみんな慈恵なので、ちょっとし
たプレッシャーみたいなのはあったかもしれないんです
けど、変に縛られることなくどこでも行ければいいか
なっていうスタンスでしたね。兄は浪人しました。私勝
ちましたね（笑）そこだけ（笑）いやー女子医ちょっと
悔しいですけどね、はい。鄭さんとこも。
鄭：いやいや（笑）3姉妹で上2人が現役合格なので、私
が記録を破るわけには（笑）
私が1番散々言われてましたよ。言われてはないんですけ
ど現役で1番ダメ、いや受かんないかもなって思ってまし
た。1番上の姉はたくさん受かって、2次はもう試験会場
行ってないのもあるんで（笑）
佐伯：で、代官山来て石井先生のお話を聞いて。
鄭：はい、私も面接やりました。高３の３月から入りま
した。０学期の。
佐伯：私は多分４月からなので１学期です。高３の１学
期。高３の１～３月まで、２か月間だけ大手行ってて、
数学だけ。なんかそろそろ塾を考えないとってなって、
部活をやってたので受験勉強のことまったく考えてなく
てとりあえずまずは大手行っとく？みたいな、周りがみ
んな行ってたので近くの大手行っとくみたいな感じで数
学だけとってたんですけどやっぱ医学部の専門に行くべ
きだって話になりここにしました。大手は全然ここと違
くて、完全にしゃべって終わり。もう先生が一方的に
しゃべってほんと終わりみたいな感じで、問いかけると
か、投げかけるとか全くなくて、もうみんな寝ちゃう

し、ああここダメだなって思って。みんな爆睡、部活後
の人も多くていろんなもうこんなん寝ながらみんなもう
寝てるし、ああもうダメだなと思って。ノートはまじめ
に取ってましたけど、でも全然自分の力になってる気が
しなかったのでここに来ようと。最初から来ればよかっ
た、って思いました。

数学は薄先生と平野先生！
鄭：私絶対大手で受け身でやるのは絶対無理だと思ったん
で。あと自習室があるってのが、家じゃ絶対勉強できない
んで私。だから今やばいです（笑）自習室も、あと先生も
姉２人から聞いてたんで。石井先生…緊張しました（笑）
正直。数学、薄先生と平野先生。
佐伯：薄先生は分かりやすい。
鄭：なんだそうだったのかっていうやり方があるんだみた
いな知らなかったっていうか、新たな発見がいっぱいあっ
た授業だったと思います。
佐伯：平パンは…（笑）本当に分かりやすかった（笑）
鄭：数学苦手なんですけど分かるまで、すっごい分かりや
すく教えてくれて。
佐伯：で、平パンは問題をなんていうんだろうこれ出るみ
たいなのを。
鄭：あー、めっちゃ予想をしてくれるから、なんか本人も
楽しんでるじゃないですか？
佐伯：案外当たりますね。
鄭：なんかこういうのが出るんだなってのを想像しながら
(笑)

内容の濃い化学の授業
佐伯：私は三上先生。
鄭：三上先生と節田先生。最初姉２人が授業受けててそ
れの安心感もあって、とって、量をいろいろ渡してくれ
て、毎年受かってる人たちはこれやってるよみたいなの
を渡してくれて、じゃあやんないとダメだと思って、す
ごい量をやって分かんないとこは聞いてって、けっこう
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すごい密度が、内容が濃い授業だった。
佐伯　三上先生はなんかすごい同じ目線に立って、いい
意味で現役でなんていうの若い集団を学校みたい？ガ
キって言うか元気な人たちをすごい先生みたいにまとめ
てくれた。なんか担任の先生みたいに(笑)高３の担任(笑)
鄭：もちろん化学もわかりやすかったし。ここやっとけ
みたいな。限定してくれる、ここやんなくていいみたい
な。やんなくていいというか、なんかいろんなやり方が
あるじゃないですか１つの問題でもあるけどこっちはや
らなくていいとか。

生物は緒方先生にお世話になりました。
鄭：いやー緒方先生。
佐伯：私はけっこう他の先生も習ってたんですけど大体
緒方先生。
鄭：ほんとに１００％緒方先生でした。
佐伯：緒方先生おもしろい（笑）
鄭：おもしろいってのもあったし、ほんとに生物に詳し
いんだなって。詳しいし、面白く教えてくれるし。
佐伯：黒板に書く、例えとかがすごく分かりやすかった
りとか。
鄭：あ、まとめが上手いんでそのまま覚えてたり。本番
も持って行きました。
佐伯：なんかレジュメみたいなやつと資料集、図説。図
説あーもうボロボロ。通学時間とかに。電車でテロテロ
なの読んでました、てかそんくらいやれって言われて多
分。なんか暗記は私はそういう時間位やってて、他は数
学とか手動かす時間に使いたかったんで。

石井先生の授業で超反省
佐伯：英語ももちろんなんですけど、「教え」みたいな
「日々の教え」みたいなものがすごいたくさん言ってく
ださって、だから石井先生の授業がある日の夜とかは超
反省して、やる気に満ち溢れて、絶対生活習慣を見直さ
ないととかやっべ頑張ろうみたいにはなってました
（笑）やる気なくなった時とかになると「ああ、やば
い」とかになる（笑）授業でしたね。定期的にモティ
ベーションなくなるんで、あの火木でけっこう「オ
オゥ」とかになるんですけど月曜日とかに「はぁぁ」み
たいな
石井先生のテキストとかむずいです。辞書ないと死ん
じゃいますよほんとに。
鄭：難しかった。んー、難しいです、でも時間けっこう
かかっちゃいうんで辞書使ってました。

時間ない現役は、どこで時間作ったか
鄭：日曜日。朝から来てました。なんか起きれない日が
あったんですけど、なぜかここに来るようになってから
は朝起きれるようになって。なんか、もう朝からやって
ました。
佐伯：私は学校での話になるんですけど朝からやってま
した。1番に着いてました。

開門が7時00分だったんですけど、高3だけは別館なので
早く空いてたんで、6時半とかに行って誰もいなかったん
ですけどやってました。受験久しぶりだったんで、長期
戦っていうか、やっぱ医学部だし、兄とかのは見てたの
である程度知識とかは全くほんとに始めての人たちより
は知識とか経験とかがあったので。

浪人すればいいやって思わなかった。
佐伯：いやもう、モティベーションは絶対浪人したくな
いって思って1年間やってたんで、正直年明けてからとか
はやるしかないというか、浪人する心配はあんま考えて
なかったかもしれない。それまではちょっといろいろ
あったんですけど、もうやるしかないって直前期は。開
き直ってました（笑）
鄭：リアルに感じてました（笑）でもなんか、考えたら
だめだと思って最初はずっと現役現役って感じで自分に
言い聞かせてやってたんですけど落ちてくうちに
「アー」ってなって、石井先生の所1回行ったんですよ、
日大の前に、それでいろいろ話してくれてそれでなんか
受かりました。なんか、家ですごいへこんでいて、家族
に石井先生と話してこいって言われて、で２番目の姉の
時も話したらしくて石井先生と。なんか励ましてもらい
ました。あんまり石井先生のとこには行ってなかったん
ですけどその時行って、いや大丈夫だからみたいなこと
言ってもらって、生徒ひとりひとりちゃんと見てても
らってるんだなって思いましたね。問題への意識の違
い、もっとゲームと思ってやれって、たぶん試験みたい
にガチッとやってたんでそれをもっとゲーム感覚でやっ
てこいって言われて、それで私も受かるか分かんないけ
どやるか的な感じのリラックスした状態であとのはやっ
てたんで。石井先生のおかげですね（笑）
佐伯：私あんま先生のとこ行くタイプじゃなかったかも
しんない（笑）この塾にいて珍しいタイプだと思うんで
すけど。質問には行きましたが人より回数は少ない、な

んか自分で考えちゃう人なんでほんとに分かんなかった
時だけ行ってて、あとはもうひたすら。三上先生とか平
パンとか。緒方先生とか。時間もったいなくて早く聞い
ちゃった方がいいかなって、後になって思いました。聞
いた方が早かったなとか（笑）

現役生として気を付けていたこと
鄭：時間…。スマホとか。携帯はもうさらば、ばいば
いって。携帯、連絡手段としては持っていたんですけ
ど。私はLINEもう今年は休み時間も友達としないように
してたんで。休み時間もできなかったんでずっと。携帯
はあんまり見なかったです。
佐伯：携帯ですかね（笑）私逆に友達と休み時間くらい
しゃべろうって感じだったかな？
休み時間めっちゃしゃべってました。でも切り替えしっ
かりです、ああ切り替え大事ですね。常に気を付けてい
ることって言うか、常にやっぱり現役合格したいってい
う思いがあったのでちょっと気がゆるむと「ああ、現役
合格」みたいな、絶対浪人しないっていうモティベー
ションかな？石井先生の授業で上げてもらって。　
鄭：やっぱり早く起きることです。日曜日とか学校がな
い日早く来て、学校終わってもすぐたぶん現役の中で１
番早く来て。ほんとに早かったよね。なるべくここにい
る時間を長くして、ご飯食べる時とかもなるべく、隙間
時間を少なくして。浪人生でもっと早い人いましたね。
豊島さん（豊島さくら　杏林大医学部進学）とか。豊島
さん超友達です（笑）あと、予習復習、やることリスト
みたいのは作ってました。

今年受ける人にアドバイス
佐伯：やっぱ、大事だと思ったのは何度も繰り返してや
ることかな？もう１回やった問題を覚えるくらいやっ
て、それが試験に出たらラッキーみたいな感じで。
数学とあと化学とか(笑)生物に関してはほんとに図説を
端っこから端っこまで見る。
ボロボロになるくらいボロボロ(笑)宝物ですね。今も使っ

てる。え、使ってます使ってます(笑)あとは現役って言う
のもそうなんですけど最後は気持ちかなと思いました
ね。たるんだ時もやっぱり自分を奮い立たせるためには
絶対受かるって言う気持ちだなって言う最後感じました
ね。あとは石井先生の授業を受けること。自分を律する
ために必要だと思います。石井先生の授業なかったら受
かってなかったかも。あとは私じゃなくて他の生徒の人
が言われてることも全部自分が言われてるように感じて
なんか「はぁ、あー」って思って、他人事じゃなかっ
た。
鄭：人に流されない毎日コツコツとやること。なんか１
日でも怠けたら今までのあれが全部消えちゃうと思って
毎日コツコツと嫌でもやってました(笑)嫌な日とかありま
したよ。気持ちがのらない日とかは食べ物(笑)で。食べ
て、ストレスをなるべくそこでためないように。前期は
学年自体が全然しゃべんなくて、後期からすっごい仲良
くなっちゃって。お互い警戒してた(笑)ほんとに一言も
しゃべんないで、むしろ敵みたいな。夏の講習でほんと
びっくり急に。夏の講習全部取ってました。現役で一体
感があって頑張ろう感が、人に恵まれた？メンツがすご
い良かった。

ここで成長できた。
佐伯：今の自分はないみたいな、かっこよく言うと、た
ぶんここに来てなかったら受かってないと思います現役
で、いやー良かったです。
鄭：成長した。自分で医者になるために勉強ももちろん
ですけど、計画とか、朝早く起きたりとか貴重な１年で
したね。環境が良かった、先生も良かったですし、私、
高校で全然先生に質問しないんですけどここですごい質
問して。
佐伯：いい塾です(笑)
鄭：入って良かったと思います。ありがとうございました。

今年の入試の結果
鄭：私２個受かりました。１次も２個です。日大と日
医。
佐伯：私は３個です、２次が３個。１次は４個です。杏
林、北里、聖マ、女子医で、来なかったのは女子医で
す。手応えあった所はほんとにどこもなくて。ほんとで
すこれは、杏林の生物だけはできたんですけど他の北里
とかはほんとに自信なくて。
鄭・佐伯：運が良かったと思います。
佐伯：北里は正規で、聖マも正規です。聖マ蹴りました
（笑）例年、杏林補欠が回ってくる番号だったから。今
年１２７番までまわってる。まわったの３月２８日で
す。７５番だったんですけど。いやだからほんとに直前
まで決まらずでしたね。一応北里に決まってましたが。
ちょっとその、交通が、アクセスが良くないなって。杏
林は周りが、吉祥寺近いんで。
鄭：日大は正規。で、日医は後期１６番です。いや来な
いと思ってました私は。最後に数学頑張った。詰めた(笑)
知識を定着。鄭家は最後に頑張る家系みたいです(笑)英語
はちょっと自信ありました。

代官山MEDICALは兄姉つながりで
佐伯：私は兄がここに通っていたのでそこで知って。5歳
上。
鄭：私の1番上の姉と同じです。
佐伯：兄は慈恵です。私も慈恵に行かないとみたいなと
こ、まあその若干、親もみんな慈恵なので、ちょっとし
たプレッシャーみたいなのはあったかもしれないんです
けど、変に縛られることなくどこでも行ければいいか
なっていうスタンスでしたね。兄は浪人しました。私勝
ちましたね（笑）そこだけ（笑）いやー女子医ちょっと
悔しいですけどね、はい。鄭さんとこも。
鄭：いやいや（笑）3姉妹で上2人が現役合格なので、私
が記録を破るわけには（笑）
私が1番散々言われてましたよ。言われてはないんですけ
ど現役で1番ダメ、いや受かんないかもなって思ってまし
た。1番上の姉はたくさん受かって、2次はもう試験会場
行ってないのもあるんで（笑）
佐伯：で、代官山来て石井先生のお話を聞いて。
鄭：はい、私も面接やりました。高３の３月から入りま
した。０学期の。
佐伯：私は多分４月からなので１学期です。高３の１学
期。高３の１～３月まで、２か月間だけ大手行ってて、
数学だけ。なんかそろそろ塾を考えないとってなって、
部活をやってたので受験勉強のことまったく考えてなく
てとりあえずまずは大手行っとく？みたいな、周りがみ
んな行ってたので近くの大手行っとくみたいな感じで数
学だけとってたんですけどやっぱ医学部の専門に行くべ
きだって話になりここにしました。大手は全然ここと違
くて、完全にしゃべって終わり。もう先生が一方的に
しゃべってほんと終わりみたいな感じで、問いかけると
か、投げかけるとか全くなくて、もうみんな寝ちゃう

し、ああここダメだなって思って。みんな爆睡、部活後
の人も多くていろんなもうこんなん寝ながらみんなもう
寝てるし、ああもうダメだなと思って。ノートはまじめ
に取ってましたけど、でも全然自分の力になってる気が
しなかったのでここに来ようと。最初から来ればよかっ
た、って思いました。

数学は薄先生と平野先生！
鄭：私絶対大手で受け身でやるのは絶対無理だと思ったん
で。あと自習室があるってのが、家じゃ絶対勉強できない
んで私。だから今やばいです（笑）自習室も、あと先生も
姉２人から聞いてたんで。石井先生…緊張しました（笑）
正直。数学、薄先生と平野先生。
佐伯：薄先生は分かりやすい。
鄭：なんだそうだったのかっていうやり方があるんだみた
いな知らなかったっていうか、新たな発見がいっぱいあっ
た授業だったと思います。
佐伯：平パンは…（笑）本当に分かりやすかった（笑）
鄭：数学苦手なんですけど分かるまで、すっごい分かりや
すく教えてくれて。
佐伯：で、平パンは問題をなんていうんだろうこれ出るみ
たいなのを。
鄭：あー、めっちゃ予想をしてくれるから、なんか本人も
楽しんでるじゃないですか？
佐伯：案外当たりますね。
鄭：なんかこういうのが出るんだなってのを想像しながら
(笑)

内容の濃い化学の授業
佐伯：私は三上先生。
鄭：三上先生と節田先生。最初姉２人が授業受けててそ
れの安心感もあって、とって、量をいろいろ渡してくれ
て、毎年受かってる人たちはこれやってるよみたいなの
を渡してくれて、じゃあやんないとダメだと思って、す
ごい量をやって分かんないとこは聞いてって、けっこう

すごい密度が、内容が濃い授業だった。
佐伯　三上先生はなんかすごい同じ目線に立って、いい
意味で現役でなんていうの若い集団を学校みたい？ガ
キって言うか元気な人たちをすごい先生みたいにまとめ
てくれた。なんか担任の先生みたいに(笑)高３の担任(笑)
鄭：もちろん化学もわかりやすかったし。ここやっとけ
みたいな。限定してくれる、ここやんなくていいみたい
な。やんなくていいというか、なんかいろんなやり方が
あるじゃないですか１つの問題でもあるけどこっちはや
らなくていいとか。

生物は緒方先生にお世話になりました。
鄭：いやー緒方先生。
佐伯：私はけっこう他の先生も習ってたんですけど大体
緒方先生。
鄭：ほんとに１００％緒方先生でした。
佐伯：緒方先生おもしろい（笑）
鄭：おもしろいってのもあったし、ほんとに生物に詳し
いんだなって。詳しいし、面白く教えてくれるし。
佐伯：黒板に書く、例えとかがすごく分かりやすかった
りとか。
鄭：あ、まとめが上手いんでそのまま覚えてたり。本番
も持って行きました。
佐伯：なんかレジュメみたいなやつと資料集、図説。図
説あーもうボロボロ。通学時間とかに。電車でテロテロ
なの読んでました、てかそんくらいやれって言われて多
分。なんか暗記は私はそういう時間位やってて、他は数
学とか手動かす時間に使いたかったんで。

石井先生の授業で超反省
佐伯：英語ももちろんなんですけど、「教え」みたいな
「日々の教え」みたいなものがすごいたくさん言ってく
ださって、だから石井先生の授業がある日の夜とかは超
反省して、やる気に満ち溢れて、絶対生活習慣を見直さ
ないととかやっべ頑張ろうみたいにはなってました
（笑）やる気なくなった時とかになると「ああ、やば
い」とかになる（笑）授業でしたね。定期的にモティ
ベーションなくなるんで、あの火木でけっこう「オ
オゥ」とかになるんですけど月曜日とかに「はぁぁ」み
たいな
石井先生のテキストとかむずいです。辞書ないと死ん
じゃいますよほんとに。
鄭：難しかった。んー、難しいです、でも時間けっこう
かかっちゃいうんで辞書使ってました。

時間ない現役は、どこで時間作ったか
鄭：日曜日。朝から来てました。なんか起きれない日が
あったんですけど、なぜかここに来るようになってから
は朝起きれるようになって。なんか、もう朝からやって
ました。
佐伯：私は学校での話になるんですけど朝からやってま
した。1番に着いてました。

開門が7時00分だったんですけど、高3だけは別館なので
早く空いてたんで、6時半とかに行って誰もいなかったん
ですけどやってました。受験久しぶりだったんで、長期
戦っていうか、やっぱ医学部だし、兄とかのは見てたの
である程度知識とかは全くほんとに始めての人たちより
は知識とか経験とかがあったので。

浪人すればいいやって思わなかった。
佐伯：いやもう、モティベーションは絶対浪人したくな
いって思って1年間やってたんで、正直年明けてからとか
はやるしかないというか、浪人する心配はあんま考えて
なかったかもしれない。それまではちょっといろいろ
あったんですけど、もうやるしかないって直前期は。開
き直ってました（笑）
鄭：リアルに感じてました（笑）でもなんか、考えたら
だめだと思って最初はずっと現役現役って感じで自分に
言い聞かせてやってたんですけど落ちてくうちに
「アー」ってなって、石井先生の所1回行ったんですよ、
日大の前に、それでいろいろ話してくれてそれでなんか
受かりました。なんか、家ですごいへこんでいて、家族
に石井先生と話してこいって言われて、で２番目の姉の
時も話したらしくて石井先生と。なんか励ましてもらい
ました。あんまり石井先生のとこには行ってなかったん
ですけどその時行って、いや大丈夫だからみたいなこと
言ってもらって、生徒ひとりひとりちゃんと見てても
らってるんだなって思いましたね。問題への意識の違
い、もっとゲームと思ってやれって、たぶん試験みたい
にガチッとやってたんでそれをもっとゲーム感覚でやっ
てこいって言われて、それで私も受かるか分かんないけ
どやるか的な感じのリラックスした状態であとのはやっ
てたんで。石井先生のおかげですね（笑）
佐伯：私あんま先生のとこ行くタイプじゃなかったかも
しんない（笑）この塾にいて珍しいタイプだと思うんで
すけど。質問には行きましたが人より回数は少ない、な
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んか自分で考えちゃう人なんでほんとに分かんなかった
時だけ行ってて、あとはもうひたすら。三上先生とか平
パンとか。緒方先生とか。時間もったいなくて早く聞い
ちゃった方がいいかなって、後になって思いました。聞
いた方が早かったなとか（笑）

現役生として気を付けていたこと
鄭：時間…。スマホとか。携帯はもうさらば、ばいば
いって。携帯、連絡手段としては持っていたんですけ
ど。私はLINEもう今年は休み時間も友達としないように
してたんで。休み時間もできなかったんでずっと。携帯
はあんまり見なかったです。
佐伯：携帯ですかね（笑）私逆に友達と休み時間くらい
しゃべろうって感じだったかな？
休み時間めっちゃしゃべってました。でも切り替えしっ
かりです、ああ切り替え大事ですね。常に気を付けてい
ることって言うか、常にやっぱり現役合格したいってい
う思いがあったのでちょっと気がゆるむと「ああ、現役
合格」みたいな、絶対浪人しないっていうモティベー
ションかな？石井先生の授業で上げてもらって。　
鄭：やっぱり早く起きることです。日曜日とか学校がな
い日早く来て、学校終わってもすぐたぶん現役の中で１
番早く来て。ほんとに早かったよね。なるべくここにい
る時間を長くして、ご飯食べる時とかもなるべく、隙間
時間を少なくして。浪人生でもっと早い人いましたね。
豊島さん（豊島さくら　杏林大医学部進学）とか。豊島
さん超友達です（笑）あと、予習復習、やることリスト
みたいのは作ってました。

今年受ける人にアドバイス
佐伯：やっぱ、大事だと思ったのは何度も繰り返してや
ることかな？もう１回やった問題を覚えるくらいやっ
て、それが試験に出たらラッキーみたいな感じで。
数学とあと化学とか(笑)生物に関してはほんとに図説を
端っこから端っこまで見る。
ボロボロになるくらいボロボロ(笑)宝物ですね。今も使っ

てる。え、使ってます使ってます(笑)あとは現役って言う
のもそうなんですけど最後は気持ちかなと思いました
ね。たるんだ時もやっぱり自分を奮い立たせるためには
絶対受かるって言う気持ちだなって言う最後感じました
ね。あとは石井先生の授業を受けること。自分を律する
ために必要だと思います。石井先生の授業なかったら受
かってなかったかも。あとは私じゃなくて他の生徒の人
が言われてることも全部自分が言われてるように感じて
なんか「はぁ、あー」って思って、他人事じゃなかっ
た。
鄭：人に流されない毎日コツコツとやること。なんか１
日でも怠けたら今までのあれが全部消えちゃうと思って
毎日コツコツと嫌でもやってました(笑)嫌な日とかありま
したよ。気持ちがのらない日とかは食べ物(笑)で。食べ
て、ストレスをなるべくそこでためないように。前期は
学年自体が全然しゃべんなくて、後期からすっごい仲良
くなっちゃって。お互い警戒してた(笑)ほんとに一言も
しゃべんないで、むしろ敵みたいな。夏の講習でほんと
びっくり急に。夏の講習全部取ってました。現役で一体
感があって頑張ろう感が、人に恵まれた？メンツがすご
い良かった。

ここで成長できた。
佐伯：今の自分はないみたいな、かっこよく言うと、た
ぶんここに来てなかったら受かってないと思います現役
で、いやー良かったです。
鄭：成長した。自分で医者になるために勉強ももちろん
ですけど、計画とか、朝早く起きたりとか貴重な１年で
したね。環境が良かった、先生も良かったですし、私、
高校で全然先生に質問しないんですけどここですごい質
問して。
佐伯：いい塾です(笑)
鄭：入って良かったと思います。ありがとうございました。
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今年の入試の結果
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まで決まらずでしたね。一応北里に決まってましたが。
ちょっとその、交通が、アクセスが良くないなって。杏
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鄭：日大は正規。で、日医は後期１６番です。いや来な
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知識を定着。鄭家は最後に頑張る家系みたいです(笑)英語
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代官山MEDICALは兄姉つながりで
佐伯：私は兄がここに通っていたのでそこで知って。5歳
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鄭：私の1番上の姉と同じです。
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こ、まあその若干、親もみんな慈恵なので、ちょっとし
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ど現役で1番ダメ、いや受かんないかもなって思ってまし
た。1番上の姉はたくさん受かって、2次はもう試験会場
行ってないのもあるんで（笑）
佐伯：で、代官山来て石井先生のお話を聞いて。
鄭：はい、私も面接やりました。高３の３月から入りま
した。０学期の。
佐伯：私は多分４月からなので１学期です。高３の１学
期。高３の１～３月まで、２か月間だけ大手行ってて、
数学だけ。なんかそろそろ塾を考えないとってなって、
部活をやってたので受験勉強のことまったく考えてなく
てとりあえずまずは大手行っとく？みたいな、周りがみ
んな行ってたので近くの大手行っとくみたいな感じで数
学だけとってたんですけどやっぱ医学部の専門に行くべ
きだって話になりここにしました。大手は全然ここと違
くて、完全にしゃべって終わり。もう先生が一方的に
しゃべってほんと終わりみたいな感じで、問いかけると
か、投げかけるとか全くなくて、もうみんな寝ちゃう

し、ああここダメだなって思って。みんな爆睡、部活後
の人も多くていろんなもうこんなん寝ながらみんなもう
寝てるし、ああもうダメだなと思って。ノートはまじめ
に取ってましたけど、でも全然自分の力になってる気が
しなかったのでここに来ようと。最初から来ればよかっ
た、って思いました。

数学は薄先生と平野先生！
鄭：私絶対大手で受け身でやるのは絶対無理だと思ったん
で。あと自習室があるってのが、家じゃ絶対勉強できない
んで私。だから今やばいです（笑）自習室も、あと先生も
姉２人から聞いてたんで。石井先生…緊張しました（笑）
正直。数学、薄先生と平野先生。
佐伯：薄先生は分かりやすい。
鄭：なんだそうだったのかっていうやり方があるんだみた
いな知らなかったっていうか、新たな発見がいっぱいあっ
た授業だったと思います。
佐伯：平パンは…（笑）本当に分かりやすかった（笑）
鄭：数学苦手なんですけど分かるまで、すっごい分かりや
すく教えてくれて。
佐伯：で、平パンは問題をなんていうんだろうこれ出るみ
たいなのを。
鄭：あー、めっちゃ予想をしてくれるから、なんか本人も
楽しんでるじゃないですか？
佐伯：案外当たりますね。
鄭：なんかこういうのが出るんだなってのを想像しながら
(笑)

内容の濃い化学の授業
佐伯：私は三上先生。
鄭：三上先生と節田先生。最初姉２人が授業受けててそ
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て、毎年受かってる人たちはこれやってるよみたいなの
を渡してくれて、じゃあやんないとダメだと思って、す
ごい量をやって分かんないとこは聞いてって、けっこう
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すごい密度が、内容が濃い授業だった。
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佐伯：黒板に書く、例えとかがすごく分かりやすかった
りとか。
鄭：あ、まとめが上手いんでそのまま覚えてたり。本番
も持って行きました。
佐伯：なんかレジュメみたいなやつと資料集、図説。図
説あーもうボロボロ。通学時間とかに。電車でテロテロ
なの読んでました、てかそんくらいやれって言われて多
分。なんか暗記は私はそういう時間位やってて、他は数
学とか手動かす時間に使いたかったんで。

石井先生の授業で超反省
佐伯：英語ももちろんなんですけど、「教え」みたいな
「日々の教え」みたいなものがすごいたくさん言ってく
ださって、だから石井先生の授業がある日の夜とかは超
反省して、やる気に満ち溢れて、絶対生活習慣を見直さ
ないととかやっべ頑張ろうみたいにはなってました
（笑）やる気なくなった時とかになると「ああ、やば
い」とかになる（笑）授業でしたね。定期的にモティ
ベーションなくなるんで、あの火木でけっこう「オ
オゥ」とかになるんですけど月曜日とかに「はぁぁ」み
たいな
石井先生のテキストとかむずいです。辞書ないと死ん
じゃいますよほんとに。
鄭：難しかった。んー、難しいです、でも時間けっこう
かかっちゃいうんで辞書使ってました。

時間ない現役は、どこで時間作ったか
鄭：日曜日。朝から来てました。なんか起きれない日が
あったんですけど、なぜかここに来るようになってから
は朝起きれるようになって。なんか、もう朝からやって
ました。
佐伯：私は学校での話になるんですけど朝からやってま
した。1番に着いてました。

開門が7時00分だったんですけど、高3だけは別館なので
早く空いてたんで、6時半とかに行って誰もいなかったん
ですけどやってました。受験久しぶりだったんで、長期
戦っていうか、やっぱ医学部だし、兄とかのは見てたの
である程度知識とかは全くほんとに始めての人たちより
は知識とか経験とかがあったので。

浪人すればいいやって思わなかった。
佐伯：いやもう、モティベーションは絶対浪人したくな
いって思って1年間やってたんで、正直年明けてからとか
はやるしかないというか、浪人する心配はあんま考えて
なかったかもしれない。それまではちょっといろいろ
あったんですけど、もうやるしかないって直前期は。開
き直ってました（笑）
鄭：リアルに感じてました（笑）でもなんか、考えたら
だめだと思って最初はずっと現役現役って感じで自分に
言い聞かせてやってたんですけど落ちてくうちに
「アー」ってなって、石井先生の所1回行ったんですよ、
日大の前に、それでいろいろ話してくれてそれでなんか
受かりました。なんか、家ですごいへこんでいて、家族
に石井先生と話してこいって言われて、で２番目の姉の
時も話したらしくて石井先生と。なんか励ましてもらい
ました。あんまり石井先生のとこには行ってなかったん
ですけどその時行って、いや大丈夫だからみたいなこと
言ってもらって、生徒ひとりひとりちゃんと見てても
らってるんだなって思いましたね。問題への意識の違
い、もっとゲームと思ってやれって、たぶん試験みたい
にガチッとやってたんでそれをもっとゲーム感覚でやっ
てこいって言われて、それで私も受かるか分かんないけ
どやるか的な感じのリラックスした状態であとのはやっ
てたんで。石井先生のおかげですね（笑）
佐伯：私あんま先生のとこ行くタイプじゃなかったかも
しんない（笑）この塾にいて珍しいタイプだと思うんで
すけど。質問には行きましたが人より回数は少ない、な

んか自分で考えちゃう人なんでほんとに分かんなかった
時だけ行ってて、あとはもうひたすら。三上先生とか平
パンとか。緒方先生とか。時間もったいなくて早く聞い
ちゃった方がいいかなって、後になって思いました。聞
いた方が早かったなとか（笑）

現役生として気を付けていたこと
鄭：時間…。スマホとか。携帯はもうさらば、ばいば
いって。携帯、連絡手段としては持っていたんですけ
ど。私はLINEもう今年は休み時間も友達としないように
してたんで。休み時間もできなかったんでずっと。携帯
はあんまり見なかったです。
佐伯：携帯ですかね（笑）私逆に友達と休み時間くらい
しゃべろうって感じだったかな？
休み時間めっちゃしゃべってました。でも切り替えしっ
かりです、ああ切り替え大事ですね。常に気を付けてい
ることって言うか、常にやっぱり現役合格したいってい
う思いがあったのでちょっと気がゆるむと「ああ、現役
合格」みたいな、絶対浪人しないっていうモティベー
ションかな？石井先生の授業で上げてもらって。　
鄭：やっぱり早く起きることです。日曜日とか学校がな
い日早く来て、学校終わってもすぐたぶん現役の中で１
番早く来て。ほんとに早かったよね。なるべくここにい
る時間を長くして、ご飯食べる時とかもなるべく、隙間
時間を少なくして。浪人生でもっと早い人いましたね。
豊島さん（豊島さくら　杏林大医学部進学）とか。豊島
さん超友達です（笑）あと、予習復習、やることリスト
みたいのは作ってました。

今年受ける人にアドバイス
佐伯：やっぱ、大事だと思ったのは何度も繰り返してや
ることかな？もう１回やった問題を覚えるくらいやっ
て、それが試験に出たらラッキーみたいな感じで。
数学とあと化学とか(笑)生物に関してはほんとに図説を
端っこから端っこまで見る。
ボロボロになるくらいボロボロ(笑)宝物ですね。今も使っ

てる。え、使ってます使ってます(笑)あとは現役って言う
のもそうなんですけど最後は気持ちかなと思いました
ね。たるんだ時もやっぱり自分を奮い立たせるためには
絶対受かるって言う気持ちだなって言う最後感じました
ね。あとは石井先生の授業を受けること。自分を律する
ために必要だと思います。石井先生の授業なかったら受
かってなかったかも。あとは私じゃなくて他の生徒の人
が言われてることも全部自分が言われてるように感じて
なんか「はぁ、あー」って思って、他人事じゃなかっ
た。
鄭：人に流されない毎日コツコツとやること。なんか１
日でも怠けたら今までのあれが全部消えちゃうと思って
毎日コツコツと嫌でもやってました(笑)嫌な日とかありま
したよ。気持ちがのらない日とかは食べ物(笑)で。食べ
て、ストレスをなるべくそこでためないように。前期は
学年自体が全然しゃべんなくて、後期からすっごい仲良
くなっちゃって。お互い警戒してた(笑)ほんとに一言も
しゃべんないで、むしろ敵みたいな。夏の講習でほんと
びっくり急に。夏の講習全部取ってました。現役で一体
感があって頑張ろう感が、人に恵まれた？メンツがすご
い良かった。

ここで成長できた。
佐伯：今の自分はないみたいな、かっこよく言うと、た
ぶんここに来てなかったら受かってないと思います現役
で、いやー良かったです。
鄭：成長した。自分で医者になるために勉強ももちろん
ですけど、計画とか、朝早く起きたりとか貴重な１年で
したね。環境が良かった、先生も良かったですし、私、
高校で全然先生に質問しないんですけどここですごい質
問して。
佐伯：いい塾です(笑)
鄭：入って良かったと思います。ありがとうございました。

今年の入試の結果
鄭：私２個受かりました。１次も２個です。日大と日
医。
佐伯：私は３個です、２次が３個。１次は４個です。杏
林、北里、聖マ、女子医で、来なかったのは女子医で
す。手応えあった所はほんとにどこもなくて。ほんとで
すこれは、杏林の生物だけはできたんですけど他の北里
とかはほんとに自信なくて。
鄭・佐伯：運が良かったと思います。
佐伯：北里は正規で、聖マも正規です。聖マ蹴りました
（笑）例年、杏林補欠が回ってくる番号だったから。今
年１２７番までまわってる。まわったの３月２８日で
す。７５番だったんですけど。いやだからほんとに直前
まで決まらずでしたね。一応北里に決まってましたが。
ちょっとその、交通が、アクセスが良くないなって。杏
林は周りが、吉祥寺近いんで。
鄭：日大は正規。で、日医は後期１６番です。いや来な
いと思ってました私は。最後に数学頑張った。詰めた(笑)
知識を定着。鄭家は最後に頑張る家系みたいです(笑)英語
はちょっと自信ありました。

代官山MEDICALは兄姉つながりで
佐伯：私は兄がここに通っていたのでそこで知って。5歳
上。
鄭：私の1番上の姉と同じです。
佐伯：兄は慈恵です。私も慈恵に行かないとみたいなと
こ、まあその若干、親もみんな慈恵なので、ちょっとし
たプレッシャーみたいなのはあったかもしれないんです
けど、変に縛られることなくどこでも行ければいいか
なっていうスタンスでしたね。兄は浪人しました。私勝
ちましたね（笑）そこだけ（笑）いやー女子医ちょっと
悔しいですけどね、はい。鄭さんとこも。
鄭：いやいや（笑）3姉妹で上2人が現役合格なので、私
が記録を破るわけには（笑）
私が1番散々言われてましたよ。言われてはないんですけ
ど現役で1番ダメ、いや受かんないかもなって思ってまし
た。1番上の姉はたくさん受かって、2次はもう試験会場
行ってないのもあるんで（笑）
佐伯：で、代官山来て石井先生のお話を聞いて。
鄭：はい、私も面接やりました。高３の３月から入りま
した。０学期の。
佐伯：私は多分４月からなので１学期です。高３の１学
期。高３の１～３月まで、２か月間だけ大手行ってて、
数学だけ。なんかそろそろ塾を考えないとってなって、
部活をやってたので受験勉強のことまったく考えてなく
てとりあえずまずは大手行っとく？みたいな、周りがみ
んな行ってたので近くの大手行っとくみたいな感じで数
学だけとってたんですけどやっぱ医学部の専門に行くべ
きだって話になりここにしました。大手は全然ここと違
くて、完全にしゃべって終わり。もう先生が一方的に
しゃべってほんと終わりみたいな感じで、問いかけると
か、投げかけるとか全くなくて、もうみんな寝ちゃう

し、ああここダメだなって思って。みんな爆睡、部活後
の人も多くていろんなもうこんなん寝ながらみんなもう
寝てるし、ああもうダメだなと思って。ノートはまじめ
に取ってましたけど、でも全然自分の力になってる気が
しなかったのでここに来ようと。最初から来ればよかっ
た、って思いました。

数学は薄先生と平野先生！
鄭：私絶対大手で受け身でやるのは絶対無理だと思ったん
で。あと自習室があるってのが、家じゃ絶対勉強できない
んで私。だから今やばいです（笑）自習室も、あと先生も
姉２人から聞いてたんで。石井先生…緊張しました（笑）
正直。数学、薄先生と平野先生。
佐伯：薄先生は分かりやすい。
鄭：なんだそうだったのかっていうやり方があるんだみた
いな知らなかったっていうか、新たな発見がいっぱいあっ
た授業だったと思います。
佐伯：平パンは…（笑）本当に分かりやすかった（笑）
鄭：数学苦手なんですけど分かるまで、すっごい分かりや
すく教えてくれて。
佐伯：で、平パンは問題をなんていうんだろうこれ出るみ
たいなのを。
鄭：あー、めっちゃ予想をしてくれるから、なんか本人も
楽しんでるじゃないですか？
佐伯：案外当たりますね。
鄭：なんかこういうのが出るんだなってのを想像しながら
(笑)

内容の濃い化学の授業
佐伯：私は三上先生。
鄭：三上先生と節田先生。最初姉２人が授業受けててそ
れの安心感もあって、とって、量をいろいろ渡してくれ
て、毎年受かってる人たちはこれやってるよみたいなの
を渡してくれて、じゃあやんないとダメだと思って、す
ごい量をやって分かんないとこは聞いてって、けっこう

すごい密度が、内容が濃い授業だった。
佐伯　三上先生はなんかすごい同じ目線に立って、いい
意味で現役でなんていうの若い集団を学校みたい？ガ
キって言うか元気な人たちをすごい先生みたいにまとめ
てくれた。なんか担任の先生みたいに(笑)高３の担任(笑)
鄭：もちろん化学もわかりやすかったし。ここやっとけ
みたいな。限定してくれる、ここやんなくていいみたい
な。やんなくていいというか、なんかいろんなやり方が
あるじゃないですか１つの問題でもあるけどこっちはや
らなくていいとか。

生物は緒方先生にお世話になりました。
鄭：いやー緒方先生。
佐伯：私はけっこう他の先生も習ってたんですけど大体
緒方先生。
鄭：ほんとに１００％緒方先生でした。
佐伯：緒方先生おもしろい（笑）
鄭：おもしろいってのもあったし、ほんとに生物に詳し
いんだなって。詳しいし、面白く教えてくれるし。
佐伯：黒板に書く、例えとかがすごく分かりやすかった
りとか。
鄭：あ、まとめが上手いんでそのまま覚えてたり。本番
も持って行きました。
佐伯：なんかレジュメみたいなやつと資料集、図説。図
説あーもうボロボロ。通学時間とかに。電車でテロテロ
なの読んでました、てかそんくらいやれって言われて多
分。なんか暗記は私はそういう時間位やってて、他は数
学とか手動かす時間に使いたかったんで。

石井先生の授業で超反省
佐伯：英語ももちろんなんですけど、「教え」みたいな
「日々の教え」みたいなものがすごいたくさん言ってく
ださって、だから石井先生の授業がある日の夜とかは超
反省して、やる気に満ち溢れて、絶対生活習慣を見直さ
ないととかやっべ頑張ろうみたいにはなってました
（笑）やる気なくなった時とかになると「ああ、やば
い」とかになる（笑）授業でしたね。定期的にモティ
ベーションなくなるんで、あの火木でけっこう「オ
オゥ」とかになるんですけど月曜日とかに「はぁぁ」み
たいな
石井先生のテキストとかむずいです。辞書ないと死ん
じゃいますよほんとに。
鄭：難しかった。んー、難しいです、でも時間けっこう
かかっちゃいうんで辞書使ってました。

時間ない現役は、どこで時間作ったか
鄭：日曜日。朝から来てました。なんか起きれない日が
あったんですけど、なぜかここに来るようになってから
は朝起きれるようになって。なんか、もう朝からやって
ました。
佐伯：私は学校での話になるんですけど朝からやってま
した。1番に着いてました。

開門が7時00分だったんですけど、高3だけは別館なので
早く空いてたんで、6時半とかに行って誰もいなかったん
ですけどやってました。受験久しぶりだったんで、長期
戦っていうか、やっぱ医学部だし、兄とかのは見てたの
である程度知識とかは全くほんとに始めての人たちより
は知識とか経験とかがあったので。

浪人すればいいやって思わなかった。
佐伯：いやもう、モティベーションは絶対浪人したくな
いって思って1年間やってたんで、正直年明けてからとか
はやるしかないというか、浪人する心配はあんま考えて
なかったかもしれない。それまではちょっといろいろ
あったんですけど、もうやるしかないって直前期は。開
き直ってました（笑）
鄭：リアルに感じてました（笑）でもなんか、考えたら
だめだと思って最初はずっと現役現役って感じで自分に
言い聞かせてやってたんですけど落ちてくうちに
「アー」ってなって、石井先生の所1回行ったんですよ、
日大の前に、それでいろいろ話してくれてそれでなんか
受かりました。なんか、家ですごいへこんでいて、家族
に石井先生と話してこいって言われて、で２番目の姉の
時も話したらしくて石井先生と。なんか励ましてもらい
ました。あんまり石井先生のとこには行ってなかったん
ですけどその時行って、いや大丈夫だからみたいなこと
言ってもらって、生徒ひとりひとりちゃんと見てても
らってるんだなって思いましたね。問題への意識の違
い、もっとゲームと思ってやれって、たぶん試験みたい
にガチッとやってたんでそれをもっとゲーム感覚でやっ
てこいって言われて、それで私も受かるか分かんないけ
どやるか的な感じのリラックスした状態であとのはやっ
てたんで。石井先生のおかげですね（笑）
佐伯：私あんま先生のとこ行くタイプじゃなかったかも
しんない（笑）この塾にいて珍しいタイプだと思うんで
すけど。質問には行きましたが人より回数は少ない、な
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んか自分で考えちゃう人なんでほんとに分かんなかった
時だけ行ってて、あとはもうひたすら。三上先生とか平
パンとか。緒方先生とか。時間もったいなくて早く聞い
ちゃった方がいいかなって、後になって思いました。聞
いた方が早かったなとか（笑）

現役生として気を付けていたこと
鄭：時間…。スマホとか。携帯はもうさらば、ばいば
いって。携帯、連絡手段としては持っていたんですけ
ど。私はLINEもう今年は休み時間も友達としないように
してたんで。休み時間もできなかったんでずっと。携帯
はあんまり見なかったです。
佐伯：携帯ですかね（笑）私逆に友達と休み時間くらい
しゃべろうって感じだったかな？
休み時間めっちゃしゃべってました。でも切り替えしっ
かりです、ああ切り替え大事ですね。常に気を付けてい
ることって言うか、常にやっぱり現役合格したいってい
う思いがあったのでちょっと気がゆるむと「ああ、現役
合格」みたいな、絶対浪人しないっていうモティベー
ションかな？石井先生の授業で上げてもらって。　
鄭：やっぱり早く起きることです。日曜日とか学校がな
い日早く来て、学校終わってもすぐたぶん現役の中で１
番早く来て。ほんとに早かったよね。なるべくここにい
る時間を長くして、ご飯食べる時とかもなるべく、隙間
時間を少なくして。浪人生でもっと早い人いましたね。
豊島さん（豊島さくら　杏林大医学部進学）とか。豊島
さん超友達です（笑）あと、予習復習、やることリスト
みたいのは作ってました。

今年受ける人にアドバイス
佐伯：やっぱ、大事だと思ったのは何度も繰り返してや
ることかな？もう１回やった問題を覚えるくらいやっ
て、それが試験に出たらラッキーみたいな感じで。
数学とあと化学とか(笑)生物に関してはほんとに図説を
端っこから端っこまで見る。
ボロボロになるくらいボロボロ(笑)宝物ですね。今も使っ

てる。え、使ってます使ってます(笑)あとは現役って言う
のもそうなんですけど最後は気持ちかなと思いました
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絶対受かるって言う気持ちだなって言う最後感じました
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ために必要だと思います。石井先生の授業なかったら受
かってなかったかも。あとは私じゃなくて他の生徒の人
が言われてることも全部自分が言われてるように感じて
なんか「はぁ、あー」って思って、他人事じゃなかっ
た。
鄭：人に流されない毎日コツコツとやること。なんか１
日でも怠けたら今までのあれが全部消えちゃうと思って
毎日コツコツと嫌でもやってました(笑)嫌な日とかありま
したよ。気持ちがのらない日とかは食べ物(笑)で。食べ
て、ストレスをなるべくそこでためないように。前期は
学年自体が全然しゃべんなくて、後期からすっごい仲良
くなっちゃって。お互い警戒してた(笑)ほんとに一言も
しゃべんないで、むしろ敵みたいな。夏の講習でほんと
びっくり急に。夏の講習全部取ってました。現役で一体
感があって頑張ろう感が、人に恵まれた？メンツがすご
い良かった。

ここで成長できた。
佐伯：今の自分はないみたいな、かっこよく言うと、た
ぶんここに来てなかったら受かってないと思います現役
で、いやー良かったです。
鄭：成長した。自分で医者になるために勉強ももちろん
ですけど、計画とか、朝早く起きたりとか貴重な１年で
したね。環境が良かった、先生も良かったですし、私、
高校で全然先生に質問しないんですけどここですごい質
問して。
佐伯：いい塾です(笑)
鄭：入って良かったと思います。ありがとうございました。

今年の入試の結果
鄭：私２個受かりました。１次も２個です。日大と日
医。
佐伯：私は３個です、２次が３個。１次は４個です。杏
林、北里、聖マ、女子医で、来なかったのは女子医で
す。手応えあった所はほんとにどこもなくて。ほんとで
すこれは、杏林の生物だけはできたんですけど他の北里
とかはほんとに自信なくて。
鄭・佐伯：運が良かったと思います。
佐伯：北里は正規で、聖マも正規です。聖マ蹴りました
（笑）例年、杏林補欠が回ってくる番号だったから。今
年１２７番までまわってる。まわったの３月２８日で
す。７５番だったんですけど。いやだからほんとに直前
まで決まらずでしたね。一応北里に決まってましたが。
ちょっとその、交通が、アクセスが良くないなって。杏
林は周りが、吉祥寺近いんで。
鄭：日大は正規。で、日医は後期１６番です。いや来な
いと思ってました私は。最後に数学頑張った。詰めた(笑)
知識を定着。鄭家は最後に頑張る家系みたいです(笑)英語
はちょっと自信ありました。

代官山MEDICALは兄姉つながりで
佐伯：私は兄がここに通っていたのでそこで知って。5歳
上。
鄭：私の1番上の姉と同じです。
佐伯：兄は慈恵です。私も慈恵に行かないとみたいなと
こ、まあその若干、親もみんな慈恵なので、ちょっとし
たプレッシャーみたいなのはあったかもしれないんです
けど、変に縛られることなくどこでも行ければいいか
なっていうスタンスでしたね。兄は浪人しました。私勝
ちましたね（笑）そこだけ（笑）いやー女子医ちょっと
悔しいですけどね、はい。鄭さんとこも。
鄭：いやいや（笑）3姉妹で上2人が現役合格なので、私
が記録を破るわけには（笑）
私が1番散々言われてましたよ。言われてはないんですけ
ど現役で1番ダメ、いや受かんないかもなって思ってまし
た。1番上の姉はたくさん受かって、2次はもう試験会場
行ってないのもあるんで（笑）
佐伯：で、代官山来て石井先生のお話を聞いて。
鄭：はい、私も面接やりました。高３の３月から入りま
した。０学期の。
佐伯：私は多分４月からなので１学期です。高３の１学
期。高３の１～３月まで、２か月間だけ大手行ってて、
数学だけ。なんかそろそろ塾を考えないとってなって、
部活をやってたので受験勉強のことまったく考えてなく
てとりあえずまずは大手行っとく？みたいな、周りがみ
んな行ってたので近くの大手行っとくみたいな感じで数
学だけとってたんですけどやっぱ医学部の専門に行くべ
きだって話になりここにしました。大手は全然ここと違
くて、完全にしゃべって終わり。もう先生が一方的に
しゃべってほんと終わりみたいな感じで、問いかけると
か、投げかけるとか全くなくて、もうみんな寝ちゃう

し、ああここダメだなって思って。みんな爆睡、部活後
の人も多くていろんなもうこんなん寝ながらみんなもう
寝てるし、ああもうダメだなと思って。ノートはまじめ
に取ってましたけど、でも全然自分の力になってる気が
しなかったのでここに来ようと。最初から来ればよかっ
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数学は薄先生と平野先生！
鄭：私絶対大手で受け身でやるのは絶対無理だと思ったん
で。あと自習室があるってのが、家じゃ絶対勉強できない
んで私。だから今やばいです（笑）自習室も、あと先生も
姉２人から聞いてたんで。石井先生…緊張しました（笑）
正直。数学、薄先生と平野先生。
佐伯：薄先生は分かりやすい。
鄭：なんだそうだったのかっていうやり方があるんだみた
いな知らなかったっていうか、新たな発見がいっぱいあっ
た授業だったと思います。
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鄭：数学苦手なんですけど分かるまで、すっごい分かりや
すく教えてくれて。
佐伯：で、平パンは問題をなんていうんだろうこれ出るみ
たいなのを。
鄭：あー、めっちゃ予想をしてくれるから、なんか本人も
楽しんでるじゃないですか？
佐伯：案外当たりますね。
鄭：なんかこういうのが出るんだなってのを想像しながら
(笑)
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て、毎年受かってる人たちはこれやってるよみたいなの
を渡してくれて、じゃあやんないとダメだと思って、す
ごい量をやって分かんないとこは聞いてって、けっこう

すごい密度が、内容が濃い授業だった。
佐伯　三上先生はなんかすごい同じ目線に立って、いい
意味で現役でなんていうの若い集団を学校みたい？ガ
キって言うか元気な人たちをすごい先生みたいにまとめ
てくれた。なんか担任の先生みたいに(笑)高３の担任(笑)
鄭：もちろん化学もわかりやすかったし。ここやっとけ
みたいな。限定してくれる、ここやんなくていいみたい
な。やんなくていいというか、なんかいろんなやり方が
あるじゃないですか１つの問題でもあるけどこっちはや
らなくていいとか。

生物は緒方先生にお世話になりました。
鄭：いやー緒方先生。
佐伯：私はけっこう他の先生も習ってたんですけど大体
緒方先生。
鄭：ほんとに１００％緒方先生でした。
佐伯：緒方先生おもしろい（笑）
鄭：おもしろいってのもあったし、ほんとに生物に詳し
いんだなって。詳しいし、面白く教えてくれるし。
佐伯：黒板に書く、例えとかがすごく分かりやすかった
りとか。
鄭：あ、まとめが上手いんでそのまま覚えてたり。本番
も持って行きました。
佐伯：なんかレジュメみたいなやつと資料集、図説。図
説あーもうボロボロ。通学時間とかに。電車でテロテロ
なの読んでました、てかそんくらいやれって言われて多
分。なんか暗記は私はそういう時間位やってて、他は数
学とか手動かす時間に使いたかったんで。

石井先生の授業で超反省
佐伯：英語ももちろんなんですけど、「教え」みたいな
「日々の教え」みたいなものがすごいたくさん言ってく
ださって、だから石井先生の授業がある日の夜とかは超
反省して、やる気に満ち溢れて、絶対生活習慣を見直さ
ないととかやっべ頑張ろうみたいにはなってました
（笑）やる気なくなった時とかになると「ああ、やば
い」とかになる（笑）授業でしたね。定期的にモティ
ベーションなくなるんで、あの火木でけっこう「オ
オゥ」とかになるんですけど月曜日とかに「はぁぁ」み
たいな
石井先生のテキストとかむずいです。辞書ないと死ん
じゃいますよほんとに。
鄭：難しかった。んー、難しいです、でも時間けっこう
かかっちゃいうんで辞書使ってました。

時間ない現役は、どこで時間作ったか
鄭：日曜日。朝から来てました。なんか起きれない日が
あったんですけど、なぜかここに来るようになってから
は朝起きれるようになって。なんか、もう朝からやって
ました。
佐伯：私は学校での話になるんですけど朝からやってま
した。1番に着いてました。

開門が7時00分だったんですけど、高3だけは別館なので
早く空いてたんで、6時半とかに行って誰もいなかったん
ですけどやってました。受験久しぶりだったんで、長期
戦っていうか、やっぱ医学部だし、兄とかのは見てたの
である程度知識とかは全くほんとに始めての人たちより
は知識とか経験とかがあったので。

浪人すればいいやって思わなかった。
佐伯：いやもう、モティベーションは絶対浪人したくな
いって思って1年間やってたんで、正直年明けてからとか
はやるしかないというか、浪人する心配はあんま考えて
なかったかもしれない。それまではちょっといろいろ
あったんですけど、もうやるしかないって直前期は。開
き直ってました（笑）
鄭：リアルに感じてました（笑）でもなんか、考えたら
だめだと思って最初はずっと現役現役って感じで自分に
言い聞かせてやってたんですけど落ちてくうちに
「アー」ってなって、石井先生の所1回行ったんですよ、
日大の前に、それでいろいろ話してくれてそれでなんか
受かりました。なんか、家ですごいへこんでいて、家族
に石井先生と話してこいって言われて、で２番目の姉の
時も話したらしくて石井先生と。なんか励ましてもらい
ました。あんまり石井先生のとこには行ってなかったん
ですけどその時行って、いや大丈夫だからみたいなこと
言ってもらって、生徒ひとりひとりちゃんと見てても
らってるんだなって思いましたね。問題への意識の違
い、もっとゲームと思ってやれって、たぶん試験みたい
にガチッとやってたんでそれをもっとゲーム感覚でやっ
てこいって言われて、それで私も受かるか分かんないけ
どやるか的な感じのリラックスした状態であとのはやっ
てたんで。石井先生のおかげですね（笑）
佐伯：私あんま先生のとこ行くタイプじゃなかったかも
しんない（笑）この塾にいて珍しいタイプだと思うんで
すけど。質問には行きましたが人より回数は少ない、な

んか自分で考えちゃう人なんでほんとに分かんなかった
時だけ行ってて、あとはもうひたすら。三上先生とか平
パンとか。緒方先生とか。時間もったいなくて早く聞い
ちゃった方がいいかなって、後になって思いました。聞
いた方が早かったなとか（笑）

現役生として気を付けていたこと
鄭：時間…。スマホとか。携帯はもうさらば、ばいば
いって。携帯、連絡手段としては持っていたんですけ
ど。私はLINEもう今年は休み時間も友達としないように
してたんで。休み時間もできなかったんでずっと。携帯
はあんまり見なかったです。
佐伯：携帯ですかね（笑）私逆に友達と休み時間くらい
しゃべろうって感じだったかな？
休み時間めっちゃしゃべってました。でも切り替えしっ
かりです、ああ切り替え大事ですね。常に気を付けてい
ることって言うか、常にやっぱり現役合格したいってい
う思いがあったのでちょっと気がゆるむと「ああ、現役
合格」みたいな、絶対浪人しないっていうモティベー
ションかな？石井先生の授業で上げてもらって。　
鄭：やっぱり早く起きることです。日曜日とか学校がな
い日早く来て、学校終わってもすぐたぶん現役の中で１
番早く来て。ほんとに早かったよね。なるべくここにい
る時間を長くして、ご飯食べる時とかもなるべく、隙間
時間を少なくして。浪人生でもっと早い人いましたね。
豊島さん（豊島さくら　杏林大医学部進学）とか。豊島
さん超友達です（笑）あと、予習復習、やることリスト
みたいのは作ってました。

今年受ける人にアドバイス
佐伯：やっぱ、大事だと思ったのは何度も繰り返してや
ることかな？もう１回やった問題を覚えるくらいやっ
て、それが試験に出たらラッキーみたいな感じで。
数学とあと化学とか(笑)生物に関してはほんとに図説を
端っこから端っこまで見る。
ボロボロになるくらいボロボロ(笑)宝物ですね。今も使っ

てる。え、使ってます使ってます(笑)あとは現役って言う
のもそうなんですけど最後は気持ちかなと思いました
ね。たるんだ時もやっぱり自分を奮い立たせるためには
絶対受かるって言う気持ちだなって言う最後感じました
ね。あとは石井先生の授業を受けること。自分を律する
ために必要だと思います。石井先生の授業なかったら受
かってなかったかも。あとは私じゃなくて他の生徒の人
が言われてることも全部自分が言われてるように感じて
なんか「はぁ、あー」って思って、他人事じゃなかっ
た。
鄭：人に流されない毎日コツコツとやること。なんか１
日でも怠けたら今までのあれが全部消えちゃうと思って
毎日コツコツと嫌でもやってました(笑)嫌な日とかありま
したよ。気持ちがのらない日とかは食べ物(笑)で。食べ
て、ストレスをなるべくそこでためないように。前期は
学年自体が全然しゃべんなくて、後期からすっごい仲良
くなっちゃって。お互い警戒してた(笑)ほんとに一言も
しゃべんないで、むしろ敵みたいな。夏の講習でほんと
びっくり急に。夏の講習全部取ってました。現役で一体
感があって頑張ろう感が、人に恵まれた？メンツがすご
い良かった。

ここで成長できた。
佐伯：今の自分はないみたいな、かっこよく言うと、た
ぶんここに来てなかったら受かってないと思います現役
で、いやー良かったです。
鄭：成長した。自分で医者になるために勉強ももちろん
ですけど、計画とか、朝早く起きたりとか貴重な１年で
したね。環境が良かった、先生も良かったですし、私、
高校で全然先生に質問しないんですけどここですごい質
問して。
佐伯：いい塾です(笑)
鄭：入って良かったと思います。ありがとうございました。
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今年の入試の結果
鄭：私２個受かりました。１次も２個です。日大と日
医。
佐伯：私は３個です、２次が３個。１次は４個です。杏
林、北里、聖マ、女子医で、来なかったのは女子医で
す。手応えあった所はほんとにどこもなくて。ほんとで
すこれは、杏林の生物だけはできたんですけど他の北里
とかはほんとに自信なくて。
鄭・佐伯：運が良かったと思います。
佐伯：北里は正規で、聖マも正規です。聖マ蹴りました
（笑）例年、杏林補欠が回ってくる番号だったから。今
年１２７番までまわってる。まわったの３月２８日で
す。７５番だったんですけど。いやだからほんとに直前
まで決まらずでしたね。一応北里に決まってましたが。
ちょっとその、交通が、アクセスが良くないなって。杏
林は周りが、吉祥寺近いんで。
鄭：日大は正規。で、日医は後期１６番です。いや来な
いと思ってました私は。最後に数学頑張った。詰めた(笑)
知識を定着。鄭家は最後に頑張る家系みたいです(笑)英語
はちょっと自信ありました。

代官山MEDICALは兄姉つながりで
佐伯：私は兄がここに通っていたのでそこで知って。5歳
上。
鄭：私の1番上の姉と同じです。
佐伯：兄は慈恵です。私も慈恵に行かないとみたいなと
こ、まあその若干、親もみんな慈恵なので、ちょっとし
たプレッシャーみたいなのはあったかもしれないんです
けど、変に縛られることなくどこでも行ければいいか
なっていうスタンスでしたね。兄は浪人しました。私勝
ちましたね（笑）そこだけ（笑）いやー女子医ちょっと
悔しいですけどね、はい。鄭さんとこも。
鄭：いやいや（笑）3姉妹で上2人が現役合格なので、私
が記録を破るわけには（笑）
私が1番散々言われてましたよ。言われてはないんですけ
ど現役で1番ダメ、いや受かんないかもなって思ってまし
た。1番上の姉はたくさん受かって、2次はもう試験会場
行ってないのもあるんで（笑）
佐伯：で、代官山来て石井先生のお話を聞いて。
鄭：はい、私も面接やりました。高３の３月から入りま
した。０学期の。
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数学だけ。なんかそろそろ塾を考えないとってなって、
部活をやってたので受験勉強のことまったく考えてなく
てとりあえずまずは大手行っとく？みたいな、周りがみ
んな行ってたので近くの大手行っとくみたいな感じで数
学だけとってたんですけどやっぱ医学部の専門に行くべ
きだって話になりここにしました。大手は全然ここと違
くて、完全にしゃべって終わり。もう先生が一方的に
しゃべってほんと終わりみたいな感じで、問いかけると
か、投げかけるとか全くなくて、もうみんな寝ちゃう

し、ああここダメだなって思って。みんな爆睡、部活後
の人も多くていろんなもうこんなん寝ながらみんなもう
寝てるし、ああもうダメだなと思って。ノートはまじめ
に取ってましたけど、でも全然自分の力になってる気が
しなかったのでここに来ようと。最初から来ればよかっ
た、って思いました。

数学は薄先生と平野先生！
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で。あと自習室があるってのが、家じゃ絶対勉強できない
んで私。だから今やばいです（笑）自習室も、あと先生も
姉２人から聞いてたんで。石井先生…緊張しました（笑）
正直。数学、薄先生と平野先生。
佐伯：薄先生は分かりやすい。
鄭：なんだそうだったのかっていうやり方があるんだみた
いな知らなかったっていうか、新たな発見がいっぱいあっ
た授業だったと思います。
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豊島さん（豊島さくら　杏林大医学部進学）とか。豊島
さん超友達です（笑）あと、予習復習、やることリスト
みたいのは作ってました。

今年受ける人にアドバイス
佐伯：やっぱ、大事だと思ったのは何度も繰り返してや
ることかな？もう１回やった問題を覚えるくらいやっ
て、それが試験に出たらラッキーみたいな感じで。
数学とあと化学とか(笑)生物に関してはほんとに図説を
端っこから端っこまで見る。
ボロボロになるくらいボロボロ(笑)宝物ですね。今も使っ

てる。え、使ってます使ってます(笑)あとは現役って言う
のもそうなんですけど最後は気持ちかなと思いました
ね。たるんだ時もやっぱり自分を奮い立たせるためには
絶対受かるって言う気持ちだなって言う最後感じました
ね。あとは石井先生の授業を受けること。自分を律する
ために必要だと思います。石井先生の授業なかったら受
かってなかったかも。あとは私じゃなくて他の生徒の人
が言われてることも全部自分が言われてるように感じて
なんか「はぁ、あー」って思って、他人事じゃなかっ
た。
鄭：人に流されない毎日コツコツとやること。なんか１
日でも怠けたら今までのあれが全部消えちゃうと思って
毎日コツコツと嫌でもやってました(笑)嫌な日とかありま
したよ。気持ちがのらない日とかは食べ物(笑)で。食べ
て、ストレスをなるべくそこでためないように。前期は
学年自体が全然しゃべんなくて、後期からすっごい仲良
くなっちゃって。お互い警戒してた(笑)ほんとに一言も
しゃべんないで、むしろ敵みたいな。夏の講習でほんと
びっくり急に。夏の講習全部取ってました。現役で一体
感があって頑張ろう感が、人に恵まれた？メンツがすご
い良かった。

ここで成長できた。
佐伯：今の自分はないみたいな、かっこよく言うと、た
ぶんここに来てなかったら受かってないと思います現役
で、いやー良かったです。
鄭：成長した。自分で医者になるために勉強ももちろん
ですけど、計画とか、朝早く起きたりとか貴重な１年で
したね。環境が良かった、先生も良かったですし、私、
高校で全然先生に質問しないんですけどここですごい質
問して。
佐伯：いい塾です(笑)
鄭：入って良かったと思います。ありがとうございました。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

47.0 64.8＋106点

6ヶ月後ヶ月後6

合格の軌跡

数学偏差値総合得点 
51.7 61.7＋87点

7ヶ月後ヶ月後7

合格の軌跡

英語偏差値総合得点 

氏名：鄭京華 氏名：佐伯理花子

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2018年

日本大医学部

埼玉医科大

金沢医科大

２次合格

後期２次合格

前期２次合格

こんないい加減な自分が合格

できるのか？とにかくマイペースで

プレッシャーを感じず

リラックスして1年過ごした。
日本大医学部進学　臼井亮輔君(長崎日本大高校卒)

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2018年

日本大医学部

埼玉医科大

金沢医科大

２次合格

後期２次合格

前期２次合格

こんないい加減な自分が合格

できるのか？とにかくマイペースで

プレッシャーを感じず

リラックスして1年過ごした。
日本大医学部進学　臼井亮輔君(長崎日本大高校卒)

現役時は長崎で遊んでいた
現役の時は長崎にいて塾行ってないっす。どこにも行っ
てないっす。遊んでました。
医学部目指したのはだいぶ前。中高一貫に入ったあたり
から。中学で医学部目指していたのにも関わらず、高3の
ときだらだらだらだらやってましたね。そうですね。あ
のときは何していたんでしょうね。兄が同学年。双子な
ので。ずっと同じ学校ですね。長崎日大ですね。
受かったところは日大、金沢、埼玉後期。一次出た所は
それプラス岩手。
金沢は絶対来ると思ってました。俺試験途中で帰っ
ちゃって。で次の日杏林で、50分以上余って。これで受
かってなかったら多分二度と受かんねえなって思って。
点数開示とかしていないので分からないですけど。金沢
の英語と生物は9割ぐらい取って、他は4割ぐらい。これ
が今年の自分の得点の仕方じゃないですかね。数学は少
しずつ点数かき集めてました。化学もかき集めてまし
た。で英語はバンバン、生物もバンバンだったから。(笑)

代官山に決めた理由って
長崎で一浪してて、一浪目の受験の途中で化学がやっぱ
りできねえってなって、化学の参考書買うかってなっ
て。そしたら節田先生の本があって。東京で。受験の途
中だったので。で節田先生の本見て、分かりやすいなっ
て。俺が居た時は有機の方出ていなかったので理論です
ね。
それが分かりやすくて後ろに紹介とか書いてあるじゃな
いですか。配ってあるやつ、代官山の。でどうせ今年も
落ちるだろうと思って、お母さんに連絡して。こういう
ところあるよって。埼玉後期の次の日に石井先生と面談
して。お母さん来てました来てました。長崎からっての
もあって、親が心配してて。大丈夫かって。大丈夫で
しょうみたいな。頑張りますって。まあ勝負でしょうっ
て、それならやりますって。で入った感じですね。代官
山で良いんじゃねって。その日に決めちゃいました。

最初は下の方でコケたけど、最高でランキング３位

に。
クラス分けで入って来て、クラスはA8。最初が150で、
次が170とか180とか。そこらへん。英語は最初から載っ
てましたよ。あと生物も。生物1年間ずっと載ってたんす
よ。
最初は下の方。2回ぐらいコけました。生物はコけたにし
ては頑張った分、コけてもランキングには載りました。
最高は3位ですかね。
陳君（陳業隆　日本大医学部進学）と草野君（草野達哉
　帝京大医学部進学）とかあと近藤君（近藤悟　帝京大
医学部進学）とか。陳君が化け物だったのは知ってま
す。あと赤岡（赤岡春菜　日本医科大進学）とか。自分
が勝てる相手ではない。みんなもとA8のメンバーです。
1学期はA8で、夏はA7です。ちょっとずつって上がっ
て、A6ですね。最終的に。

数学はセンター10点から、テキストがっちりやって

人並みにまで。
諦めないけど結局分からないんで。センスがない。
俺本当に勉強したんですよ数学。夏の2か月間ずっと数学
だけやって。ホントほぼ数学だけです。授業以外は。で
やっと人並み。平均点です。化学も9月からずっとやって
て平均って感じです。で、ゴミとか言われちゃうし。
じゃあその時に全部頭に入っちゃっていたのかね。まあ
そうなんすかね。ああ阿里さんプリントすかね。
んーーーー100は超えたんじゃないですか。1学期から。
全部で200問ぐらいかな。それがまだ第一章らしいです
よ。長文編、文法編、その他諸々を加えると結構ありそ
う。ちょっと何枚あるかは想定・・・。今年また増やし
たとか嬉しそうに言ってましたし。英語は阿里先生。数
学は中村先生が夏。で二学期が力丸先生。冬が中村先
生。
最後詰め込むのは中村先生が良いなって思いました。力
丸先生のテキストとかをもう一回丁寧に教えてくれると
ころは良かったですね。ずっとテキストでしたね。Basic
ですね。Basicのテキストは出来るようになったんじゃな
いですか。岩手の積分当てましたもん。三番の4π/3って
書くとこ。いやいやいや計算して。最後まで。おおっ
びっくりって。一次は通ったんで、三番は出来たけど二
番は出来なかった。数学は伸びましたよ。一浪目のとき
のセンター10点ぐらいっす、数学。二浪目でめっちゃ伸
びた。

英作文は毎日１つ作って提出した。
でも大体みんな受かっちゃって。本館なのに。全員A8な
のに、本田さん（本田香織　岩手医科大進学）が。長棟
（長棟淳史　埼玉医科大進学）がA6。最初がA5で落ちて
きたんでA7ですね。長棟はクラス落ちても何も言わな
かった。落ちたら落ちたで自分の立ち位置だから良いと

思いますね。
英語で阿里先生の他に印象に残った先生は青葉先生です
かね。英作とか出て来るとこあるじゃないですか。福大
とか。地元なんで受けるかなって思って。英作の対策っ
て話をしたらじゃあこれ持って行きなって。それを毎日
持って行ってましたね。英作の本そこにあるやつなんで
すけどそれを借りて。役に立ちましたよ。毎日英語１つ
作るって。やって提出して。やっぱり英語は毎日やるの
が重要でなんだかんだで好きだからやってました。

1浪目は長崎の地元の個別予備校みたいな。そこも

兄が行っていたから。
一浪目は東京に来るって選択肢がほぼ無かった。逆にゴ
ミみたいなところに行ったことによって、二浪目で東京
に出るって決心がついた。もし一浪目から、行くとした
ら福岡だったんですけど。そしたら二も三あったか知ら
ないですけど、それも福岡だったはずですね。九州の
人っていうのは東京って言うよりまず福岡ですね、多
分。だいたいそうじゃないすか。俺の場合私立医学部受
験する人が学校で2人だけ。お兄ちゃん入れたら3人か。3
人だけみたいな感じで情報がないから大体不幸。そうで
すよ。情報が無いんですよ。じゃあ今度母校に帰ったと
き宣伝しておきますね。（笑）東京に来たら受かるよっ
て言っておきます。(笑)
ここへ来て、自習室でなく教室でやってて、ただ教室で
やっているとどのぐらいやっているのか分からない部分
もあって。
でも教室で勉強していた仲間合格率ほぼ100%ですよ。い
やまあ、個人的なアレでは、一人で勉強するっていうよ
りは、生物は喋って勉強する方が覚えられたんですよ。
そこ違うじゃんとか良いながら。こう覚えるとやりやす
いよとか。って方が記憶に残るような気がするんですけ
どね。

数学で印象に残った先生は
中村先生。ずっとお世話になりました。面倒見が良い分
自分の現状をしっかり把握してくれている。その中でア
ドバイスも貰えるし、全体的な勉強の仕方にコメントも
貰えるのでやりやすかったですね。たまに質問に行く先
生は自分がどれだけできるか分かんないから。中村先生
だとここはパパってやらないでこれが分からないといけ
ないからこれやろうみたいな。自分の成績を知ってくれ
ているので一番良かったですね。

化学は授業楽しかった。
化学は龍先生。龍先生の良かったところ・・・化学勉強
するのが苦痛じゃなかったですね。龍さんだと。化学っ
てつまらないじゃないですか。めっちゃくちゃつまんな
くて覚えるのも嫌だし、セミナーも2、3周したけどまだ
解けないし。熱化学だけは解けた。まああの辺、頭しか
使わないし。あと酸塩基とか。構造決定とかは全然出来

ない。ああでもそんな高いレベルじゃなかったら解けた
かもしれない。後半やっていたのがなんか難しくて。龍
先生はやってて楽しいっす。あーあと横井さんとかも。
横井先生はもう、あの人面白いじゃないですか。すご
い。化学の授業とかもすごい変な動きしているんですけ
どそれで覚えるんですよ。周期表のゴロは全部横井先生
から教わったものでやってたし。覚えやすいっす。すご
い覚えやすくて。動きも面白いです。こんな感じでみた
いな。吸熱反応とか。生成物の反応はこうなっていると
か。でそれでめっちゃ覚える。左引く右だからね、っ
て。めっちゃそれで覚えるんですよ。変なジェスチャー
が。めっちゃツボで横井先生が。楽しかったですね。
辛うじて化学ができるようになったのはこの2人のおか
げ。ホントにセンス、何か徹底的に足りない。ずっと悩
んでました。なんで忘れるんだろうみたいな。まあ普通
につまらないんでしょうね俺の中で。だから楽しくして
もらったところは覚えている。

生物は覚えるの苦にならなかった。
緒方先生にこんなとこまで覚えるのっていうところまで
覚えさせられた結果、強くなりましたね。出ましたし
少々。全部じゃないけどさすがに。下の豆知識まで。開
いたら下にあるじゃないですか。そこまで覚えました。
全部ではないですけど問題とかで超難しいのだとそこか
ら出たりするんですけど。ほら、書いてあるよねって言
われました。で、こっちも意地になって覚えてました。
陳君は何ページに何があるか覚えたらしいです。
すごいっすね。変態じゃないですか。生物でランキング
載りはじめたら変態ですね。
半端は載らないんじゃないですかね。載ったとしても。
どんどん変態になっていく実感はありました。やってな
いですけど少しずつやればその少しを忘れないんで。結
構積み重なるんですよ。忘れないっすね。そう簡単に
は。覚え方がうまいとかも言われましたね。
ただの暗記ではなくて理論立ててって。丸暗記だとすぐ
忘れちゃうんで。ボンボンボン繋げたり。自分でゴロ
作ったりとかして。

石井先生が言っていた「たまに本番で力を出すタイ

プ」、俺の事だった（笑）
数学はその都度その都度考えていかないといけないか
ら。俺に合っていると思ったんだけど。微積が。微積っ
て概念自体が嫌い。高1の時の試験で微分せよって問題
で、カッコつけてダッシュって付けて。提出して。計算
するの！？って。それから微分に納得いっていない。計
算がなんで俺がしないといけないんだって。俺以外の誰
かがやってくれれば良い。微積自体が本当に嫌いなんで
すよ。まあ、ちょっとした数学的な考え方で出来たんだ
と思います。算数は苦手じゃなかったんで。特に数Ⅲ。
数列も別に嫌いじゃないです。でもやっぱ数Ⅲじゃない
ですか。だから取れないんですよ。完答した問題は岩手
のだけです。自分が受かった理由がメンタルなんで。実
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力は普通。石井先生が言っていた、たまに本番で力を出
すタイプって、俺の事だと思います(笑)。後から考える
と。良いなそんな人って思っていたんですけど。俺の力
本来金沢とかだったんですけど日大で本番が出ちゃっ
た。本番強いアレが出ちゃった。日大は手応えはありま
したね。一次は絶対通ると思ってましたね。英85、生
85、数40、化40ぐらいで。
日大は自己採出来るんで得点率は分かりました。

石井先生の授業印象的でしたね。
石井先生の授業、割と印象に残るんですよね。言ってい
ること１つ１つ。だから日大のアレなんですけど、赤本
見れば分かると思うんですけど、どっかの大問出てき
た、スフィア（sphere）って単語がずっと覚えられなく
て。楕円だったかな。石井先生がずっと授業で言ってて
印象に残っていて、それが日大で出てきて、おおスフィ
アって石井先生言っていたなって。印象に残るっていう
のはありますね。一言一言。たまたまそこが直結しまし
たけど、誰でもちゃんと一年間聞いて真面目に受けてい
ればああって思うことはあるんじゃないですか。英語解
くのが早かったので説明している間にちゃっと。
色んな授業で色んな先生の話を聞いて自分に合う戦法だ
けをカスタマイズして、一番効率良い方法をゲットし
たって感じでしたね。勝因ですね。オーダーメイド受験
と言うか。そういう環境じゃないですか、ここは。それ
に一番適応できた。朝来た方が良いんだろうなって思っ
てました。眠さには勝てない。直前まで寝て。じゃあ行
こうって。先生と同時に入っていくみたいな。授業中集
中してやっていましたね。誰よりも。英語も。一回も寝
たことないですね。じゃあ授業の集中力とかは英語は解
いて聞いて解いて聞いてだったので。生物とかも。

合格の秘訣
授業中の集中。苦手分野も嫌いでも頑張る。あとなるべ
くだったらメンタルもどうにか。
色んなとこから先生に話を聞ける環境だから取り入れて
それをオーダーメイドで出来るっていうのが良い。環境
を活かせる。質問は色んな先生に行っていました。１つ
の問題でも色んな先生に聞いていました。聞いて分かっ
ても、この前教えてもらったけど忘れたなって思ったら
別の先生行ったりとかしていました。先生にバンバン
行っていた中では一番行っていたんじゃないですかね。
質問は。初めての先生でも行こうぜって。

最後後輩に一言。
俺一学期すごい後悔しています。英語と生物やるっていう
自己満的な勉強だったんですよ。得意教科をやって分かる
じゃないですか。でわかるわかるって。みたいな感じしか
やっていなくて。苦手から逃げていたんですよ。出だし。
だから一学期ずっとやっておけば良かったなって後悔はあ
ります。
一瞬でも逃げたらダメじゃないですか。苦手が2つあるな

らもう出だしから始めないと。それこそ5、6月、こっか
ら始めないと絶対間に合わない。
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てましたよ。あと生物も。生物1年間ずっと載ってたんす
よ。
最初は下の方。2回ぐらいコけました。生物はコけたにし
ては頑張った分、コけてもランキングには載りました。
最高は3位ですかね。
陳君（陳業隆　日本大医学部進学）と草野君（草野達哉
　帝京大医学部進学）とかあと近藤君（近藤悟　帝京大
医学部進学）とか。陳君が化け物だったのは知ってま
す。あと赤岡（赤岡春菜　日本医科大進学）とか。自分
が勝てる相手ではない。みんなもとA8のメンバーです。
1学期はA8で、夏はA7です。ちょっとずつって上がっ
て、A6ですね。最終的に。

数学はセンター10点から、テキストがっちりやって

人並みにまで。
諦めないけど結局分からないんで。センスがない。
俺本当に勉強したんですよ数学。夏の2か月間ずっと数学
だけやって。ホントほぼ数学だけです。授業以外は。で
やっと人並み。平均点です。化学も9月からずっとやって
て平均って感じです。で、ゴミとか言われちゃうし。
じゃあその時に全部頭に入っちゃっていたのかね。まあ
そうなんすかね。ああ阿里さんプリントすかね。
んーーーー100は超えたんじゃないですか。1学期から。
全部で200問ぐらいかな。それがまだ第一章らしいです
よ。長文編、文法編、その他諸々を加えると結構ありそ
う。ちょっと何枚あるかは想定・・・。今年また増やし
たとか嬉しそうに言ってましたし。英語は阿里先生。数
学は中村先生が夏。で二学期が力丸先生。冬が中村先
生。
最後詰め込むのは中村先生が良いなって思いました。力
丸先生のテキストとかをもう一回丁寧に教えてくれると
ころは良かったですね。ずっとテキストでしたね。Basic
ですね。Basicのテキストは出来るようになったんじゃな
いですか。岩手の積分当てましたもん。三番の4π/3って
書くとこ。いやいやいや計算して。最後まで。おおっ
びっくりって。一次は通ったんで、三番は出来たけど二
番は出来なかった。数学は伸びましたよ。一浪目のとき
のセンター10点ぐらいっす、数学。二浪目でめっちゃ伸
びた。

英作文は毎日１つ作って提出した。
でも大体みんな受かっちゃって。本館なのに。全員A8な
のに、本田さん（本田香織　岩手医科大進学）が。長棟
（長棟淳史　埼玉医科大進学）がA6。最初がA5で落ちて
きたんでA7ですね。長棟はクラス落ちても何も言わな
かった。落ちたら落ちたで自分の立ち位置だから良いと

思いますね。
英語で阿里先生の他に印象に残った先生は青葉先生です
かね。英作とか出て来るとこあるじゃないですか。福大
とか。地元なんで受けるかなって思って。英作の対策っ
て話をしたらじゃあこれ持って行きなって。それを毎日
持って行ってましたね。英作の本そこにあるやつなんで
すけどそれを借りて。役に立ちましたよ。毎日英語１つ
作るって。やって提出して。やっぱり英語は毎日やるの
が重要でなんだかんだで好きだからやってました。

1浪目は長崎の地元の個別予備校みたいな。そこも

兄が行っていたから。
一浪目は東京に来るって選択肢がほぼ無かった。逆にゴ
ミみたいなところに行ったことによって、二浪目で東京
に出るって決心がついた。もし一浪目から、行くとした
ら福岡だったんですけど。そしたら二も三あったか知ら
ないですけど、それも福岡だったはずですね。九州の
人っていうのは東京って言うよりまず福岡ですね、多
分。だいたいそうじゃないすか。俺の場合私立医学部受
験する人が学校で2人だけ。お兄ちゃん入れたら3人か。3
人だけみたいな感じで情報がないから大体不幸。そうで
すよ。情報が無いんですよ。じゃあ今度母校に帰ったと
き宣伝しておきますね。（笑）東京に来たら受かるよっ
て言っておきます。(笑)
ここへ来て、自習室でなく教室でやってて、ただ教室で
やっているとどのぐらいやっているのか分からない部分
もあって。
でも教室で勉強していた仲間合格率ほぼ100%ですよ。い
やまあ、個人的なアレでは、一人で勉強するっていうよ
りは、生物は喋って勉強する方が覚えられたんですよ。
そこ違うじゃんとか良いながら。こう覚えるとやりやす
いよとか。って方が記憶に残るような気がするんですけ
どね。

数学で印象に残った先生は
中村先生。ずっとお世話になりました。面倒見が良い分
自分の現状をしっかり把握してくれている。その中でア
ドバイスも貰えるし、全体的な勉強の仕方にコメントも
貰えるのでやりやすかったですね。たまに質問に行く先
生は自分がどれだけできるか分かんないから。中村先生
だとここはパパってやらないでこれが分からないといけ
ないからこれやろうみたいな。自分の成績を知ってくれ
ているので一番良かったですね。

化学は授業楽しかった。
化学は龍先生。龍先生の良かったところ・・・化学勉強
するのが苦痛じゃなかったですね。龍さんだと。化学っ
てつまらないじゃないですか。めっちゃくちゃつまんな
くて覚えるのも嫌だし、セミナーも2、3周したけどまだ
解けないし。熱化学だけは解けた。まああの辺、頭しか
使わないし。あと酸塩基とか。構造決定とかは全然出来

ない。ああでもそんな高いレベルじゃなかったら解けた
かもしれない。後半やっていたのがなんか難しくて。龍
先生はやってて楽しいっす。あーあと横井さんとかも。
横井先生はもう、あの人面白いじゃないですか。すご
い。化学の授業とかもすごい変な動きしているんですけ
どそれで覚えるんですよ。周期表のゴロは全部横井先生
から教わったものでやってたし。覚えやすいっす。すご
い覚えやすくて。動きも面白いです。こんな感じでみた
いな。吸熱反応とか。生成物の反応はこうなっていると
か。でそれでめっちゃ覚える。左引く右だからね、っ
て。めっちゃそれで覚えるんですよ。変なジェスチャー
が。めっちゃツボで横井先生が。楽しかったですね。
辛うじて化学ができるようになったのはこの2人のおか
げ。ホントにセンス、何か徹底的に足りない。ずっと悩
んでました。なんで忘れるんだろうみたいな。まあ普通
につまらないんでしょうね俺の中で。だから楽しくして
もらったところは覚えている。
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全部ではないですけど問題とかで超難しいのだとそこか
ら出たりするんですけど。ほら、書いてあるよねって言
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いですけど少しずつやればその少しを忘れないんで。結
構積み重なるんですよ。忘れないっすね。そう簡単に
は。覚え方がうまいとかも言われましたね。
ただの暗記ではなくて理論立ててって。丸暗記だとすぐ
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作ったりとかして。

石井先生が言っていた「たまに本番で力を出すタイ

プ」、俺の事だった（笑）
数学はその都度その都度考えていかないといけないか
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数列も別に嫌いじゃないです。でもやっぱ数Ⅲじゃない
ですか。だから取れないんですよ。完答した問題は岩手
のだけです。自分が受かった理由がメンタルなんで。実
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い覚えやすくて。動きも面白いです。こんな感じでみた
いな。吸熱反応とか。生成物の反応はこうなっていると
か。でそれでめっちゃ覚える。左引く右だからね、っ
て。めっちゃそれで覚えるんですよ。変なジェスチャー
が。めっちゃツボで横井先生が。楽しかったですね。
辛うじて化学ができるようになったのはこの2人のおか
げ。ホントにセンス、何か徹底的に足りない。ずっと悩
んでました。なんで忘れるんだろうみたいな。まあ普通
につまらないんでしょうね俺の中で。だから楽しくして
もらったところは覚えている。

生物は覚えるの苦にならなかった。
緒方先生にこんなとこまで覚えるのっていうところまで
覚えさせられた結果、強くなりましたね。出ましたし
少々。全部じゃないけどさすがに。下の豆知識まで。開
いたら下にあるじゃないですか。そこまで覚えました。
全部ではないですけど問題とかで超難しいのだとそこか
ら出たりするんですけど。ほら、書いてあるよねって言
われました。で、こっちも意地になって覚えてました。
陳君は何ページに何があるか覚えたらしいです。
すごいっすね。変態じゃないですか。生物でランキング
載りはじめたら変態ですね。
半端は載らないんじゃないですかね。載ったとしても。
どんどん変態になっていく実感はありました。やってな
いですけど少しずつやればその少しを忘れないんで。結
構積み重なるんですよ。忘れないっすね。そう簡単に
は。覚え方がうまいとかも言われましたね。
ただの暗記ではなくて理論立ててって。丸暗記だとすぐ
忘れちゃうんで。ボンボンボン繋げたり。自分でゴロ
作ったりとかして。

石井先生が言っていた「たまに本番で力を出すタイ

プ」、俺の事だった（笑）
数学はその都度その都度考えていかないといけないか
ら。俺に合っていると思ったんだけど。微積が。微積っ
て概念自体が嫌い。高1の時の試験で微分せよって問題
で、カッコつけてダッシュって付けて。提出して。計算
するの！？って。それから微分に納得いっていない。計
算がなんで俺がしないといけないんだって。俺以外の誰
かがやってくれれば良い。微積自体が本当に嫌いなんで
すよ。まあ、ちょっとした数学的な考え方で出来たんだ
と思います。算数は苦手じゃなかったんで。特に数Ⅲ。
数列も別に嫌いじゃないです。でもやっぱ数Ⅲじゃない
ですか。だから取れないんですよ。完答した問題は岩手
のだけです。自分が受かった理由がメンタルなんで。実

力は普通。石井先生が言っていた、たまに本番で力を出
すタイプって、俺の事だと思います(笑)。後から考える
と。良いなそんな人って思っていたんですけど。俺の力
本来金沢とかだったんですけど日大で本番が出ちゃっ
た。本番強いアレが出ちゃった。日大は手応えはありま
したね。一次は絶対通ると思ってましたね。英85、生
85、数40、化40ぐらいで。
日大は自己採出来るんで得点率は分かりました。

石井先生の授業印象的でしたね。
石井先生の授業、割と印象に残るんですよね。言ってい
ること１つ１つ。だから日大のアレなんですけど、赤本
見れば分かると思うんですけど、どっかの大問出てき
た、スフィア（sphere）って単語がずっと覚えられなく
て。楕円だったかな。石井先生がずっと授業で言ってて
印象に残っていて、それが日大で出てきて、おおスフィ
アって石井先生言っていたなって。印象に残るっていう
のはありますね。一言一言。たまたまそこが直結しまし
たけど、誰でもちゃんと一年間聞いて真面目に受けてい
ればああって思うことはあるんじゃないですか。英語解
くのが早かったので説明している間にちゃっと。
色んな授業で色んな先生の話を聞いて自分に合う戦法だ
けをカスタマイズして、一番効率良い方法をゲットし
たって感じでしたね。勝因ですね。オーダーメイド受験
と言うか。そういう環境じゃないですか、ここは。それ
に一番適応できた。朝来た方が良いんだろうなって思っ
てました。眠さには勝てない。直前まで寝て。じゃあ行
こうって。先生と同時に入っていくみたいな。授業中集
中してやっていましたね。誰よりも。英語も。一回も寝
たことないですね。じゃあ授業の集中力とかは英語は解
いて聞いて解いて聞いてだったので。生物とかも。

合格の秘訣
授業中の集中。苦手分野も嫌いでも頑張る。あとなるべ
くだったらメンタルもどうにか。
色んなとこから先生に話を聞ける環境だから取り入れて
それをオーダーメイドで出来るっていうのが良い。環境
を活かせる。質問は色んな先生に行っていました。１つ
の問題でも色んな先生に聞いていました。聞いて分かっ
ても、この前教えてもらったけど忘れたなって思ったら
別の先生行ったりとかしていました。先生にバンバン
行っていた中では一番行っていたんじゃないですかね。
質問は。初めての先生でも行こうぜって。

最後後輩に一言。
俺一学期すごい後悔しています。英語と生物やるっていう
自己満的な勉強だったんですよ。得意教科をやって分かる
じゃないですか。でわかるわかるって。みたいな感じしか
やっていなくて。苦手から逃げていたんですよ。出だし。
だから一学期ずっとやっておけば良かったなって後悔はあ
ります。
一瞬でも逃げたらダメじゃないですか。苦手が2つあるな

らもう出だしから始めないと。それこそ5、6月、こっか
ら始めないと絶対間に合わない。
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合格の軌跡 氏名：臼井亮輔

生物偏差値総合得点 

現役時は長崎で遊んでいた
現役の時は長崎にいて塾行ってないっす。どこにも行っ
てないっす。遊んでました。
医学部目指したのはだいぶ前。中高一貫に入ったあたり
から。中学で医学部目指していたのにも関わらず、高3の
ときだらだらだらだらやってましたね。そうですね。あ
のときは何していたんでしょうね。兄が同学年。双子な
ので。ずっと同じ学校ですね。長崎日大ですね。
受かったところは日大、金沢、埼玉後期。一次出た所は
それプラス岩手。
金沢は絶対来ると思ってました。俺試験途中で帰っ
ちゃって。で次の日杏林で、50分以上余って。これで受
かってなかったら多分二度と受かんねえなって思って。
点数開示とかしていないので分からないですけど。金沢
の英語と生物は9割ぐらい取って、他は4割ぐらい。これ
が今年の自分の得点の仕方じゃないですかね。数学は少
しずつ点数かき集めてました。化学もかき集めてまし
た。で英語はバンバン、生物もバンバンだったから。(笑)

代官山に決めた理由って
長崎で一浪してて、一浪目の受験の途中で化学がやっぱ
りできねえってなって、化学の参考書買うかってなっ
て。そしたら節田先生の本があって。東京で。受験の途
中だったので。で節田先生の本見て、分かりやすいなっ
て。俺が居た時は有機の方出ていなかったので理論です
ね。
それが分かりやすくて後ろに紹介とか書いてあるじゃな
いですか。配ってあるやつ、代官山の。でどうせ今年も
落ちるだろうと思って、お母さんに連絡して。こういう
ところあるよって。埼玉後期の次の日に石井先生と面談
して。お母さん来てました来てました。長崎からっての
もあって、親が心配してて。大丈夫かって。大丈夫で
しょうみたいな。頑張りますって。まあ勝負でしょうっ
て、それならやりますって。で入った感じですね。代官
山で良いんじゃねって。その日に決めちゃいました。

最初は下の方でコケたけど、最高でランキング３位

に。
クラス分けで入って来て、クラスはA8。最初が150で、
次が170とか180とか。そこらへん。英語は最初から載っ
てましたよ。あと生物も。生物1年間ずっと載ってたんす
よ。
最初は下の方。2回ぐらいコけました。生物はコけたにし
ては頑張った分、コけてもランキングには載りました。
最高は3位ですかね。
陳君（陳業隆　日本大医学部進学）と草野君（草野達哉
　帝京大医学部進学）とかあと近藤君（近藤悟　帝京大
医学部進学）とか。陳君が化け物だったのは知ってま
す。あと赤岡（赤岡春菜　日本医科大進学）とか。自分
が勝てる相手ではない。みんなもとA8のメンバーです。
1学期はA8で、夏はA7です。ちょっとずつって上がっ
て、A6ですね。最終的に。

数学はセンター10点から、テキストがっちりやって

人並みにまで。
諦めないけど結局分からないんで。センスがない。
俺本当に勉強したんですよ数学。夏の2か月間ずっと数学
だけやって。ホントほぼ数学だけです。授業以外は。で
やっと人並み。平均点です。化学も9月からずっとやって
て平均って感じです。で、ゴミとか言われちゃうし。
じゃあその時に全部頭に入っちゃっていたのかね。まあ
そうなんすかね。ああ阿里さんプリントすかね。
んーーーー100は超えたんじゃないですか。1学期から。
全部で200問ぐらいかな。それがまだ第一章らしいです
よ。長文編、文法編、その他諸々を加えると結構ありそ
う。ちょっと何枚あるかは想定・・・。今年また増やし
たとか嬉しそうに言ってましたし。英語は阿里先生。数
学は中村先生が夏。で二学期が力丸先生。冬が中村先
生。
最後詰め込むのは中村先生が良いなって思いました。力
丸先生のテキストとかをもう一回丁寧に教えてくれると
ころは良かったですね。ずっとテキストでしたね。Basic
ですね。Basicのテキストは出来るようになったんじゃな
いですか。岩手の積分当てましたもん。三番の4π/3って
書くとこ。いやいやいや計算して。最後まで。おおっ
びっくりって。一次は通ったんで、三番は出来たけど二
番は出来なかった。数学は伸びましたよ。一浪目のとき
のセンター10点ぐらいっす、数学。二浪目でめっちゃ伸
びた。

英作文は毎日１つ作って提出した。
でも大体みんな受かっちゃって。本館なのに。全員A8な
のに、本田さん（本田香織　岩手医科大進学）が。長棟
（長棟淳史　埼玉医科大進学）がA6。最初がA5で落ちて
きたんでA7ですね。長棟はクラス落ちても何も言わな
かった。落ちたら落ちたで自分の立ち位置だから良いと

思いますね。
英語で阿里先生の他に印象に残った先生は青葉先生です
かね。英作とか出て来るとこあるじゃないですか。福大
とか。地元なんで受けるかなって思って。英作の対策っ
て話をしたらじゃあこれ持って行きなって。それを毎日
持って行ってましたね。英作の本そこにあるやつなんで
すけどそれを借りて。役に立ちましたよ。毎日英語１つ
作るって。やって提出して。やっぱり英語は毎日やるの
が重要でなんだかんだで好きだからやってました。

1浪目は長崎の地元の個別予備校みたいな。そこも

兄が行っていたから。
一浪目は東京に来るって選択肢がほぼ無かった。逆にゴ
ミみたいなところに行ったことによって、二浪目で東京
に出るって決心がついた。もし一浪目から、行くとした
ら福岡だったんですけど。そしたら二も三あったか知ら
ないですけど、それも福岡だったはずですね。九州の
人っていうのは東京って言うよりまず福岡ですね、多
分。だいたいそうじゃないすか。俺の場合私立医学部受
験する人が学校で2人だけ。お兄ちゃん入れたら3人か。3
人だけみたいな感じで情報がないから大体不幸。そうで
すよ。情報が無いんですよ。じゃあ今度母校に帰ったと
き宣伝しておきますね。（笑）東京に来たら受かるよっ
て言っておきます。(笑)
ここへ来て、自習室でなく教室でやってて、ただ教室で
やっているとどのぐらいやっているのか分からない部分
もあって。
でも教室で勉強していた仲間合格率ほぼ100%ですよ。い
やまあ、個人的なアレでは、一人で勉強するっていうよ
りは、生物は喋って勉強する方が覚えられたんですよ。
そこ違うじゃんとか良いながら。こう覚えるとやりやす
いよとか。って方が記憶に残るような気がするんですけ
どね。

数学で印象に残った先生は
中村先生。ずっとお世話になりました。面倒見が良い分
自分の現状をしっかり把握してくれている。その中でア
ドバイスも貰えるし、全体的な勉強の仕方にコメントも
貰えるのでやりやすかったですね。たまに質問に行く先
生は自分がどれだけできるか分かんないから。中村先生
だとここはパパってやらないでこれが分からないといけ
ないからこれやろうみたいな。自分の成績を知ってくれ
ているので一番良かったですね。

化学は授業楽しかった。
化学は龍先生。龍先生の良かったところ・・・化学勉強
するのが苦痛じゃなかったですね。龍さんだと。化学っ
てつまらないじゃないですか。めっちゃくちゃつまんな
くて覚えるのも嫌だし、セミナーも2、3周したけどまだ
解けないし。熱化学だけは解けた。まああの辺、頭しか
使わないし。あと酸塩基とか。構造決定とかは全然出来

ない。ああでもそんな高いレベルじゃなかったら解けた
かもしれない。後半やっていたのがなんか難しくて。龍
先生はやってて楽しいっす。あーあと横井さんとかも。
横井先生はもう、あの人面白いじゃないですか。すご
い。化学の授業とかもすごい変な動きしているんですけ
どそれで覚えるんですよ。周期表のゴロは全部横井先生
から教わったものでやってたし。覚えやすいっす。すご
い覚えやすくて。動きも面白いです。こんな感じでみた
いな。吸熱反応とか。生成物の反応はこうなっていると
か。でそれでめっちゃ覚える。左引く右だからね、っ
て。めっちゃそれで覚えるんですよ。変なジェスチャー
が。めっちゃツボで横井先生が。楽しかったですね。
辛うじて化学ができるようになったのはこの2人のおか
げ。ホントにセンス、何か徹底的に足りない。ずっと悩
んでました。なんで忘れるんだろうみたいな。まあ普通
につまらないんでしょうね俺の中で。だから楽しくして
もらったところは覚えている。

生物は覚えるの苦にならなかった。
緒方先生にこんなとこまで覚えるのっていうところまで
覚えさせられた結果、強くなりましたね。出ましたし
少々。全部じゃないけどさすがに。下の豆知識まで。開
いたら下にあるじゃないですか。そこまで覚えました。
全部ではないですけど問題とかで超難しいのだとそこか
ら出たりするんですけど。ほら、書いてあるよねって言
われました。で、こっちも意地になって覚えてました。
陳君は何ページに何があるか覚えたらしいです。
すごいっすね。変態じゃないですか。生物でランキング
載りはじめたら変態ですね。
半端は載らないんじゃないですかね。載ったとしても。
どんどん変態になっていく実感はありました。やってな
いですけど少しずつやればその少しを忘れないんで。結
構積み重なるんですよ。忘れないっすね。そう簡単に
は。覚え方がうまいとかも言われましたね。
ただの暗記ではなくて理論立ててって。丸暗記だとすぐ
忘れちゃうんで。ボンボンボン繋げたり。自分でゴロ
作ったりとかして。

石井先生が言っていた「たまに本番で力を出すタイ

プ」、俺の事だった（笑）
数学はその都度その都度考えていかないといけないか
ら。俺に合っていると思ったんだけど。微積が。微積っ
て概念自体が嫌い。高1の時の試験で微分せよって問題
で、カッコつけてダッシュって付けて。提出して。計算
するの！？って。それから微分に納得いっていない。計
算がなんで俺がしないといけないんだって。俺以外の誰
かがやってくれれば良い。微積自体が本当に嫌いなんで
すよ。まあ、ちょっとした数学的な考え方で出来たんだ
と思います。算数は苦手じゃなかったんで。特に数Ⅲ。
数列も別に嫌いじゃないです。でもやっぱ数Ⅲじゃない
ですか。だから取れないんですよ。完答した問題は岩手
のだけです。自分が受かった理由がメンタルなんで。実
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力は普通。石井先生が言っていた、たまに本番で力を出
すタイプって、俺の事だと思います(笑)。後から考える
と。良いなそんな人って思っていたんですけど。俺の力
本来金沢とかだったんですけど日大で本番が出ちゃっ
た。本番強いアレが出ちゃった。日大は手応えはありま
したね。一次は絶対通ると思ってましたね。英85、生
85、数40、化40ぐらいで。
日大は自己採出来るんで得点率は分かりました。

石井先生の授業印象的でしたね。
石井先生の授業、割と印象に残るんですよね。言ってい
ること１つ１つ。だから日大のアレなんですけど、赤本
見れば分かると思うんですけど、どっかの大問出てき
た、スフィア（sphere）って単語がずっと覚えられなく
て。楕円だったかな。石井先生がずっと授業で言ってて
印象に残っていて、それが日大で出てきて、おおスフィ
アって石井先生言っていたなって。印象に残るっていう
のはありますね。一言一言。たまたまそこが直結しまし
たけど、誰でもちゃんと一年間聞いて真面目に受けてい
ればああって思うことはあるんじゃないですか。英語解
くのが早かったので説明している間にちゃっと。
色んな授業で色んな先生の話を聞いて自分に合う戦法だ
けをカスタマイズして、一番効率良い方法をゲットし
たって感じでしたね。勝因ですね。オーダーメイド受験
と言うか。そういう環境じゃないですか、ここは。それ
に一番適応できた。朝来た方が良いんだろうなって思っ
てました。眠さには勝てない。直前まで寝て。じゃあ行
こうって。先生と同時に入っていくみたいな。授業中集
中してやっていましたね。誰よりも。英語も。一回も寝
たことないですね。じゃあ授業の集中力とかは英語は解
いて聞いて解いて聞いてだったので。生物とかも。

合格の秘訣
授業中の集中。苦手分野も嫌いでも頑張る。あとなるべ
くだったらメンタルもどうにか。
色んなとこから先生に話を聞ける環境だから取り入れて
それをオーダーメイドで出来るっていうのが良い。環境
を活かせる。質問は色んな先生に行っていました。１つ
の問題でも色んな先生に聞いていました。聞いて分かっ
ても、この前教えてもらったけど忘れたなって思ったら
別の先生行ったりとかしていました。先生にバンバン
行っていた中では一番行っていたんじゃないですかね。
質問は。初めての先生でも行こうぜって。

最後後輩に一言。
俺一学期すごい後悔しています。英語と生物やるっていう
自己満的な勉強だったんですよ。得意教科をやって分かる
じゃないですか。でわかるわかるって。みたいな感じしか
やっていなくて。苦手から逃げていたんですよ。出だし。
だから一学期ずっとやっておけば良かったなって後悔はあ
ります。
一瞬でも逃げたらダメじゃないですか。苦手が2つあるな

らもう出だしから始めないと。それこそ5、6月、こっか
ら始めないと絶対間に合わない。

現役時は長崎で遊んでいた
現役の時は長崎にいて塾行ってないっす。どこにも行っ
てないっす。遊んでました。
医学部目指したのはだいぶ前。中高一貫に入ったあたり
から。中学で医学部目指していたのにも関わらず、高3の
ときだらだらだらだらやってましたね。そうですね。あ
のときは何していたんでしょうね。兄が同学年。双子な
ので。ずっと同じ学校ですね。長崎日大ですね。
受かったところは日大、金沢、埼玉後期。一次出た所は
それプラス岩手。
金沢は絶対来ると思ってました。俺試験途中で帰っ
ちゃって。で次の日杏林で、50分以上余って。これで受
かってなかったら多分二度と受かんねえなって思って。
点数開示とかしていないので分からないですけど。金沢
の英語と生物は9割ぐらい取って、他は4割ぐらい。これ
が今年の自分の得点の仕方じゃないですかね。数学は少
しずつ点数かき集めてました。化学もかき集めてまし
た。で英語はバンバン、生物もバンバンだったから。(笑)

代官山に決めた理由って
長崎で一浪してて、一浪目の受験の途中で化学がやっぱ
りできねえってなって、化学の参考書買うかってなっ
て。そしたら節田先生の本があって。東京で。受験の途
中だったので。で節田先生の本見て、分かりやすいなっ
て。俺が居た時は有機の方出ていなかったので理論です
ね。
それが分かりやすくて後ろに紹介とか書いてあるじゃな
いですか。配ってあるやつ、代官山の。でどうせ今年も
落ちるだろうと思って、お母さんに連絡して。こういう
ところあるよって。埼玉後期の次の日に石井先生と面談
して。お母さん来てました来てました。長崎からっての
もあって、親が心配してて。大丈夫かって。大丈夫で
しょうみたいな。頑張りますって。まあ勝負でしょうっ
て、それならやりますって。で入った感じですね。代官
山で良いんじゃねって。その日に決めちゃいました。

最初は下の方でコケたけど、最高でランキング３位

に。
クラス分けで入って来て、クラスはA8。最初が150で、
次が170とか180とか。そこらへん。英語は最初から載っ
てましたよ。あと生物も。生物1年間ずっと載ってたんす
よ。
最初は下の方。2回ぐらいコけました。生物はコけたにし
ては頑張った分、コけてもランキングには載りました。
最高は3位ですかね。
陳君（陳業隆　日本大医学部進学）と草野君（草野達哉
　帝京大医学部進学）とかあと近藤君（近藤悟　帝京大
医学部進学）とか。陳君が化け物だったのは知ってま
す。あと赤岡（赤岡春菜　日本医科大進学）とか。自分
が勝てる相手ではない。みんなもとA8のメンバーです。
1学期はA8で、夏はA7です。ちょっとずつって上がっ
て、A6ですね。最終的に。

数学はセンター10点から、テキストがっちりやって

人並みにまで。
諦めないけど結局分からないんで。センスがない。
俺本当に勉強したんですよ数学。夏の2か月間ずっと数学
だけやって。ホントほぼ数学だけです。授業以外は。で
やっと人並み。平均点です。化学も9月からずっとやって
て平均って感じです。で、ゴミとか言われちゃうし。
じゃあその時に全部頭に入っちゃっていたのかね。まあ
そうなんすかね。ああ阿里さんプリントすかね。
んーーーー100は超えたんじゃないですか。1学期から。
全部で200問ぐらいかな。それがまだ第一章らしいです
よ。長文編、文法編、その他諸々を加えると結構ありそ
う。ちょっと何枚あるかは想定・・・。今年また増やし
たとか嬉しそうに言ってましたし。英語は阿里先生。数
学は中村先生が夏。で二学期が力丸先生。冬が中村先
生。
最後詰め込むのは中村先生が良いなって思いました。力
丸先生のテキストとかをもう一回丁寧に教えてくれると
ころは良かったですね。ずっとテキストでしたね。Basic
ですね。Basicのテキストは出来るようになったんじゃな
いですか。岩手の積分当てましたもん。三番の4π/3って
書くとこ。いやいやいや計算して。最後まで。おおっ
びっくりって。一次は通ったんで、三番は出来たけど二
番は出来なかった。数学は伸びましたよ。一浪目のとき
のセンター10点ぐらいっす、数学。二浪目でめっちゃ伸
びた。

英作文は毎日１つ作って提出した。
でも大体みんな受かっちゃって。本館なのに。全員A8な
のに、本田さん（本田香織　岩手医科大進学）が。長棟
（長棟淳史　埼玉医科大進学）がA6。最初がA5で落ちて
きたんでA7ですね。長棟はクラス落ちても何も言わな
かった。落ちたら落ちたで自分の立ち位置だから良いと

思いますね。
英語で阿里先生の他に印象に残った先生は青葉先生です
かね。英作とか出て来るとこあるじゃないですか。福大
とか。地元なんで受けるかなって思って。英作の対策っ
て話をしたらじゃあこれ持って行きなって。それを毎日
持って行ってましたね。英作の本そこにあるやつなんで
すけどそれを借りて。役に立ちましたよ。毎日英語１つ
作るって。やって提出して。やっぱり英語は毎日やるの
が重要でなんだかんだで好きだからやってました。

1浪目は長崎の地元の個別予備校みたいな。そこも

兄が行っていたから。
一浪目は東京に来るって選択肢がほぼ無かった。逆にゴ
ミみたいなところに行ったことによって、二浪目で東京
に出るって決心がついた。もし一浪目から、行くとした
ら福岡だったんですけど。そしたら二も三あったか知ら
ないですけど、それも福岡だったはずですね。九州の
人っていうのは東京って言うよりまず福岡ですね、多
分。だいたいそうじゃないすか。俺の場合私立医学部受
験する人が学校で2人だけ。お兄ちゃん入れたら3人か。3
人だけみたいな感じで情報がないから大体不幸。そうで
すよ。情報が無いんですよ。じゃあ今度母校に帰ったと
き宣伝しておきますね。（笑）東京に来たら受かるよっ
て言っておきます。(笑)
ここへ来て、自習室でなく教室でやってて、ただ教室で
やっているとどのぐらいやっているのか分からない部分
もあって。
でも教室で勉強していた仲間合格率ほぼ100%ですよ。い
やまあ、個人的なアレでは、一人で勉強するっていうよ
りは、生物は喋って勉強する方が覚えられたんですよ。
そこ違うじゃんとか良いながら。こう覚えるとやりやす
いよとか。って方が記憶に残るような気がするんですけ
どね。

数学で印象に残った先生は
中村先生。ずっとお世話になりました。面倒見が良い分
自分の現状をしっかり把握してくれている。その中でア
ドバイスも貰えるし、全体的な勉強の仕方にコメントも
貰えるのでやりやすかったですね。たまに質問に行く先
生は自分がどれだけできるか分かんないから。中村先生
だとここはパパってやらないでこれが分からないといけ
ないからこれやろうみたいな。自分の成績を知ってくれ
ているので一番良かったですね。

化学は授業楽しかった。
化学は龍先生。龍先生の良かったところ・・・化学勉強
するのが苦痛じゃなかったですね。龍さんだと。化学っ
てつまらないじゃないですか。めっちゃくちゃつまんな
くて覚えるのも嫌だし、セミナーも2、3周したけどまだ
解けないし。熱化学だけは解けた。まああの辺、頭しか
使わないし。あと酸塩基とか。構造決定とかは全然出来

ない。ああでもそんな高いレベルじゃなかったら解けた
かもしれない。後半やっていたのがなんか難しくて。龍
先生はやってて楽しいっす。あーあと横井さんとかも。
横井先生はもう、あの人面白いじゃないですか。すご
い。化学の授業とかもすごい変な動きしているんですけ
どそれで覚えるんですよ。周期表のゴロは全部横井先生
から教わったものでやってたし。覚えやすいっす。すご
い覚えやすくて。動きも面白いです。こんな感じでみた
いな。吸熱反応とか。生成物の反応はこうなっていると
か。でそれでめっちゃ覚える。左引く右だからね、っ
て。めっちゃそれで覚えるんですよ。変なジェスチャー
が。めっちゃツボで横井先生が。楽しかったですね。
辛うじて化学ができるようになったのはこの2人のおか
げ。ホントにセンス、何か徹底的に足りない。ずっと悩
んでました。なんで忘れるんだろうみたいな。まあ普通
につまらないんでしょうね俺の中で。だから楽しくして
もらったところは覚えている。

生物は覚えるの苦にならなかった。
緒方先生にこんなとこまで覚えるのっていうところまで
覚えさせられた結果、強くなりましたね。出ましたし
少々。全部じゃないけどさすがに。下の豆知識まで。開
いたら下にあるじゃないですか。そこまで覚えました。
全部ではないですけど問題とかで超難しいのだとそこか
ら出たりするんですけど。ほら、書いてあるよねって言
われました。で、こっちも意地になって覚えてました。
陳君は何ページに何があるか覚えたらしいです。
すごいっすね。変態じゃないですか。生物でランキング
載りはじめたら変態ですね。
半端は載らないんじゃないですかね。載ったとしても。
どんどん変態になっていく実感はありました。やってな
いですけど少しずつやればその少しを忘れないんで。結
構積み重なるんですよ。忘れないっすね。そう簡単に
は。覚え方がうまいとかも言われましたね。
ただの暗記ではなくて理論立ててって。丸暗記だとすぐ
忘れちゃうんで。ボンボンボン繋げたり。自分でゴロ
作ったりとかして。

石井先生が言っていた「たまに本番で力を出すタイ

プ」、俺の事だった（笑）
数学はその都度その都度考えていかないといけないか
ら。俺に合っていると思ったんだけど。微積が。微積っ
て概念自体が嫌い。高1の時の試験で微分せよって問題
で、カッコつけてダッシュって付けて。提出して。計算
するの！？って。それから微分に納得いっていない。計
算がなんで俺がしないといけないんだって。俺以外の誰
かがやってくれれば良い。微積自体が本当に嫌いなんで
すよ。まあ、ちょっとした数学的な考え方で出来たんだ
と思います。算数は苦手じゃなかったんで。特に数Ⅲ。
数列も別に嫌いじゃないです。でもやっぱ数Ⅲじゃない
ですか。だから取れないんですよ。完答した問題は岩手
のだけです。自分が受かった理由がメンタルなんで。実

力は普通。石井先生が言っていた、たまに本番で力を出
すタイプって、俺の事だと思います(笑)。後から考える
と。良いなそんな人って思っていたんですけど。俺の力
本来金沢とかだったんですけど日大で本番が出ちゃっ
た。本番強いアレが出ちゃった。日大は手応えはありま
したね。一次は絶対通ると思ってましたね。英85、生
85、数40、化40ぐらいで。
日大は自己採出来るんで得点率は分かりました。

石井先生の授業印象的でしたね。
石井先生の授業、割と印象に残るんですよね。言ってい
ること１つ１つ。だから日大のアレなんですけど、赤本
見れば分かると思うんですけど、どっかの大問出てき
た、スフィア（sphere）って単語がずっと覚えられなく
て。楕円だったかな。石井先生がずっと授業で言ってて
印象に残っていて、それが日大で出てきて、おおスフィ
アって石井先生言っていたなって。印象に残るっていう
のはありますね。一言一言。たまたまそこが直結しまし
たけど、誰でもちゃんと一年間聞いて真面目に受けてい
ればああって思うことはあるんじゃないですか。英語解
くのが早かったので説明している間にちゃっと。
色んな授業で色んな先生の話を聞いて自分に合う戦法だ
けをカスタマイズして、一番効率良い方法をゲットし
たって感じでしたね。勝因ですね。オーダーメイド受験
と言うか。そういう環境じゃないですか、ここは。それ
に一番適応できた。朝来た方が良いんだろうなって思っ
てました。眠さには勝てない。直前まで寝て。じゃあ行
こうって。先生と同時に入っていくみたいな。授業中集
中してやっていましたね。誰よりも。英語も。一回も寝
たことないですね。じゃあ授業の集中力とかは英語は解
いて聞いて解いて聞いてだったので。生物とかも。

合格の秘訣
授業中の集中。苦手分野も嫌いでも頑張る。あとなるべ
くだったらメンタルもどうにか。
色んなとこから先生に話を聞ける環境だから取り入れて
それをオーダーメイドで出来るっていうのが良い。環境
を活かせる。質問は色んな先生に行っていました。１つ
の問題でも色んな先生に聞いていました。聞いて分かっ
ても、この前教えてもらったけど忘れたなって思ったら
別の先生行ったりとかしていました。先生にバンバン
行っていた中では一番行っていたんじゃないですかね。
質問は。初めての先生でも行こうぜって。

最後後輩に一言。
俺一学期すごい後悔しています。英語と生物やるっていう
自己満的な勉強だったんですよ。得意教科をやって分かる
じゃないですか。でわかるわかるって。みたいな感じしか
やっていなくて。苦手から逃げていたんですよ。出だし。
だから一学期ずっとやっておけば良かったなって後悔はあ
ります。
一瞬でも逃げたらダメじゃないですか。苦手が2つあるな

らもう出だしから始めないと。それこそ5、6月、こっか
ら始めないと絶対間に合わない。
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のときは何していたんでしょうね。兄が同学年。双子な
ので。ずっと同じ学校ですね。長崎日大ですね。
受かったところは日大、金沢、埼玉後期。一次出た所は
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かってなかったら多分二度と受かんねえなって思って。
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が今年の自分の得点の仕方じゃないですかね。数学は少
しずつ点数かき集めてました。化学もかき集めてまし
た。で英語はバンバン、生物もバンバンだったから。(笑)

代官山に決めた理由って
長崎で一浪してて、一浪目の受験の途中で化学がやっぱ
りできねえってなって、化学の参考書買うかってなっ
て。そしたら節田先生の本があって。東京で。受験の途
中だったので。で節田先生の本見て、分かりやすいなっ
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それが分かりやすくて後ろに紹介とか書いてあるじゃな
いですか。配ってあるやつ、代官山の。でどうせ今年も
落ちるだろうと思って、お母さんに連絡して。こういう
ところあるよって。埼玉後期の次の日に石井先生と面談
して。お母さん来てました来てました。長崎からっての
もあって、親が心配してて。大丈夫かって。大丈夫で
しょうみたいな。頑張りますって。まあ勝負でしょうっ
て、それならやりますって。で入った感じですね。代官
山で良いんじゃねって。その日に決めちゃいました。
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クラス分けで入って来て、クラスはA8。最初が150で、
次が170とか180とか。そこらへん。英語は最初から載っ
てましたよ。あと生物も。生物1年間ずっと載ってたんす
よ。
最初は下の方。2回ぐらいコけました。生物はコけたにし
ては頑張った分、コけてもランキングには載りました。
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が勝てる相手ではない。みんなもとA8のメンバーです。
1学期はA8で、夏はA7です。ちょっとずつって上がっ
て、A6ですね。最終的に。
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俺本当に勉強したんですよ数学。夏の2か月間ずっと数学
だけやって。ホントほぼ数学だけです。授業以外は。で
やっと人並み。平均点です。化学も9月からずっとやって
て平均って感じです。で、ゴミとか言われちゃうし。
じゃあその時に全部頭に入っちゃっていたのかね。まあ
そうなんすかね。ああ阿里さんプリントすかね。
んーーーー100は超えたんじゃないですか。1学期から。
全部で200問ぐらいかな。それがまだ第一章らしいです
よ。長文編、文法編、その他諸々を加えると結構ありそ
う。ちょっと何枚あるかは想定・・・。今年また増やし
たとか嬉しそうに言ってましたし。英語は阿里先生。数
学は中村先生が夏。で二学期が力丸先生。冬が中村先
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最後詰め込むのは中村先生が良いなって思いました。力
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びっくりって。一次は通ったんで、三番は出来たけど二
番は出来なかった。数学は伸びましたよ。一浪目のとき
のセンター10点ぐらいっす、数学。二浪目でめっちゃ伸
びた。

英作文は毎日１つ作って提出した。
でも大体みんな受かっちゃって。本館なのに。全員A8な
のに、本田さん（本田香織　岩手医科大進学）が。それ
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英語で阿里先生の他に印象に残った先生は青葉先生です
かね。英作とか出て来るとこあるじゃないですか。福大
とか。地元なんで受けるかなって思って。英作の対策っ
て話をしたらじゃあこれ持って行きなって。それを毎日
持って行ってましたね。英作の本そこにあるやつなんで
すけどそれを借りて。役に立ちましたよ。毎日英語１つ
作るって。やって提出して。やっぱり英語は毎日やるの
が重要でなんだかんだで好きだからやってました。

1浪目は長崎の地元の個別予備校みたいな。そこも

兄が行っていたから。
一浪目は東京に来るって選択肢がほぼ無かった。逆にゴ
ミみたいなところに行ったことによって、二浪目で東京
に出るって決心がついた。もし一浪目から、行くとした
ら福岡だったんですけど。そしたら二も三あったか知ら
ないですけど、それも福岡だったはずですね。九州の
人っていうのは東京って言うよりまず福岡ですね、多
分。だいたいそうじゃないすか。俺の場合私立医学部受
験する人が学校で2人だけ。お兄ちゃん入れたら3人か。3
人だけみたいな感じで情報がないから大体不幸。そうで
すよ。情報が無いんですよ。じゃあ今度母校に帰ったと
き宣伝しておきますね。（笑）東京に来たら受かるよっ
て言っておきます。(笑)
ここへ来て、自習室でなく教室でやってて、ただ教室で
やっているとどのぐらいやっているのか分からない部分
もあって。
でも教室で勉強していた仲間合格率ほぼ100%ですよ。い
やまあ、個人的なアレでは、一人で勉強するっていうよ
りは、生物は喋って勉強する方が覚えられたんですよ。
そこ違うじゃんとか良いながら。こう覚えるとやりやす
いよとか。って方が記憶に残るような気がするんですけ
どね。

数学で印象に残った先生は
中村先生。ずっとお世話になりました。面倒見が良い分
自分の現状をしっかり把握してくれている。その中でア
ドバイスも貰えるし、全体的な勉強の仕方にコメントも
貰えるのでやりやすかったですね。たまに質問に行く先
生は自分がどれだけできるか分かんないから。中村先生
だとここはパパってやらないでこれが分からないといけ
ないからこれやろうみたいな。自分の成績を知ってくれ
ているので一番良かったですね。

化学は授業楽しかった。
化学は龍先生。龍先生の良かったところ・・・化学勉強
するのが苦痛じゃなかったですね。龍さんだと。化学っ
てつまらないじゃないですか。めっちゃくちゃつまんな
くて覚えるのも嫌だし、セミナーも2、3周したけどまだ
解けないし。熱化学だけは解けた。まああの辺、頭しか
使わないし。あと酸塩基とか。構造決定とかは全然出来

ない。ああでもそんな高いレベルじゃなかったら解けた
かもしれない。後半やっていたのがなんか難しくて。龍
先生はやってて楽しいっす。あーあと横井さんとかも。
横井先生はもう、あの人面白いじゃないですか。すご
い。化学の授業とかもすごい変な動きしているんですけ
どそれで覚えるんですよ。周期表のゴロは全部横井先生
から教わったものでやってたし。覚えやすいっす。すご
い覚えやすくて。動きも面白いです。こんな感じでみた
いな。吸熱反応とか。生成物の反応はこうなっていると
か。でそれでめっちゃ覚える。左引く右だからね、っ
て。めっちゃそれで覚えるんですよ。変なジェスチャー
が。めっちゃツボで横井先生が。楽しかったですね。
辛うじて化学ができるようになったのはこの2人のおか
げ。ホントにセンス、何か徹底的に足りない。ずっと悩
んでました。なんで忘れるんだろうみたいな。まあ普通
につまらないんでしょうね俺の中で。だから楽しくして
もらったところは覚えている。

生物は覚えるの苦にならなかった。
緒方先生にこんなとこまで覚えるのっていうところまで
覚えさせられた結果、強くなりましたね。出ましたし
少々。全部じゃないけどさすがに。下の豆知識まで。開
いたら下にあるじゃないですか。そこまで覚えました。
全部ではないですけど問題とかで超難しいのだとそこか
ら出たりするんですけど。ほら、書いてあるよねって言
われました。で、こっちも意地になって覚えてました。
陳君は何ページに何があるか覚えたらしいです。
すごいっすね。変態じゃないですか。生物でランキング
載りはじめたら変態ですね。
半端は載らないんじゃないですかね。載ったとしても。
どんどん変態になっていく実感はありました。やってな
いですけど少しずつやればその少しを忘れないんで。結
構積み重なるんですよ。忘れないっすね。そう簡単に
は。覚え方がうまいとかも言われましたね。
ただの暗記ではなくて理論立ててって。丸暗記だとすぐ
忘れちゃうんで。ボンボンボン繋げたり。自分でゴロ
作ったりとかして。

石井先生が言っていた「たまに本番で力を出すタイ

プ」、俺の事だった（笑）
数学はその都度その都度考えていかないといけないか
ら。俺に合っていると思ったんだけど。微積が。微積っ
て概念自体が嫌い。高1の時の試験で微分せよって問題
で、カッコつけてダッシュって付けて。提出して。計算
するの！？って。それから微分に納得いっていない。計
算がなんで俺がしないといけないんだって。俺以外の誰
かがやってくれれば良い。微積自体が本当に嫌いなんで
すよ。まあ、ちょっとした数学的な考え方で出来たんだ
と思います。算数は苦手じゃなかったんで。特に数Ⅲ。
数列も別に嫌いじゃないです。でもやっぱ数Ⅲじゃない
ですか。だから取れないんですよ。完答した問題は岩手
のだけです。自分が受かった理由がメンタルなんで。実

力は普通。石井先生が言っていた、たまに本番で力を出
すタイプって、俺の事だと思います(笑)。後から考える
と。良いなそんな人って思っていたんですけど。俺の力
本来金沢とかだったんですけど日大で本番が出ちゃっ
た。本番強いアレが出ちゃった。日大は手応えはありま
したね。一次は絶対通ると思ってましたね。英85、生
85、数40、化40ぐらいで。
日大は自己採出来るんで得点率は分かりました。

石井先生の授業印象的でしたね。
石井先生の授業、割と印象に残るんですよね。言ってい
ること１つ１つ。だから日大のアレなんですけど、赤本
見れば分かると思うんですけど、どっかの大問出てき
た、スフィア（sphere）って単語がずっと覚えられなく
て。楕円だったかな。石井先生がずっと授業で言ってて
印象に残っていて、それが日大で出てきて、おおスフィ
アって石井先生言っていたなって。印象に残るっていう
のはありますね。一言一言。たまたまそこが直結しまし
たけど、誰でもちゃんと一年間聞いて真面目に受けてい
ればああって思うことはあるんじゃないですか。英語解
くのが早かったので説明している間にちゃっと。
色んな授業で色んな先生の話を聞いて自分に合う戦法だ
けをカスタマイズして、一番効率良い方法をゲットし
たって感じでしたね。勝因ですね。オーダーメイド受験
と言うか。そういう環境じゃないですか、ここは。それ
に一番適応できた。朝来た方が良いんだろうなって思っ
てました。眠さには勝てない。直前まで寝て。じゃあ行
こうって。先生と同時に入っていくみたいな。授業中集
中してやっていましたね。誰よりも。英語も。一回も寝
たことないですね。じゃあ授業の集中力とかは英語は解
いて聞いて解いて聞いてだったので。生物とかも。

合格の秘訣
授業中の集中。苦手分野も嫌いでも頑張る。あとなるべ
くだったらメンタルもどうにか。
色んなとこから先生に話を聞ける環境だから取り入れて
それをオーダーメイドで出来るっていうのが良い。環境
を活かせる。質問は色んな先生に行っていました。１つ
の問題でも色んな先生に聞いていました。聞いて分かっ
ても、この前教えてもらったけど忘れたなって思ったら
別の先生行ったりとかしていました。先生にバンバン
行っていた中では一番行っていたんじゃないですかね。
質問は。初めての先生でも行こうぜって。

最後後輩に一言。
俺一学期すごい後悔しています。英語と生物やるっていう
自己満的な勉強だったんですよ。得意教科をやって分かる
じゃないですか。でわかるわかるって。みたいな感じしか
やっていなくて。苦手から逃げていたんですよ。出だし。
だから一学期ずっとやっておけば良かったなって後悔はあ
ります。
一瞬でも逃げたらダメじゃないですか。苦手が2つあるな

らもう出だしから始めないと。それこそ5、6月、こっか
ら始めないと絶対間に合わない。
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信じて先生の言う通りやった。
杏林大医学部進学　山本俊太郎君(都立新宿山吹高校卒)

異色の経歴
昨日一昨日でしたね。熱でたの。テストで頑張りすぎ
ちゃって。まあでも一息ついた感はありますね。今週か
ら夏休みなんで。佐伯とか鈴木とか元気ですよ、みん
な。テストはどうなんだろ。でもいうて2-3個しかやって
ないので。でもみんなだいたいボーダーは超えたりくら
いじゃないですか。森杏菜とか豊島とかあの2人は授業
ちゃんと出てますけど。
僕もちゃんと出てます。基本的にやっぱ、年齢層高めの
人はちゃんと出てますよ､授業。
僕が今23の次24ですね。単純に浪人で言ったら5浪の歳
ですね。一人5浪の女の子がいたかなーって感じですね。
結構比較的上の子も取ってくれてますね。あともう一人
知ってるのが何か薬学部出た人で28くらいの人が。僕は
今軽音部に入ってます。そうですね。部というよりバン
ドごとに活動してて。まあでも一応高校も軽音部だった
んで。新宿山吹高校ってあんまり聞かないっすね。い
や、元々中高一貫入ってて、九段ってわかります？九段
だったんですけど、最初。九段の高1でまあちょっといろ
いろあって辞めまして、まあ普通に単位足りなかっただ
けなんですけど。高1で。中退して、新宿山吹ってとこ行
きましたね。そうですね、そのときの担任の先生が中学
時代からの持ち上がりだったんでまあ結構色々探してく
れて。こういうのあるけどって。いやなんか内申が、今
変わってきちゃってるみたいなんですけど、内申じゃな
くて当日点重視だったんで、入りやすい都立、しかも3科
目受験で理科なしみたいな。高校は1年間在籍してたんで
中途で、入れてくれました。だから高校生だった期間は
一応5年間になるんですよ。結構面接でいじられました
よ。高校1年間行って辞めて、山吹で4年間過ごし、って
感じなんで浪人自体は3浪ですね。5浪の歳で、高校2年間
ダブってるようなもんなんで。

入試の結果
1次9校出ました。岩手、金沢、杏林、埼玉前期、聖マ、
日大、東医、獨協、東海です。
2次がきたのが杏林だけですね。杏林はまあ優しい方だっ
た気がします。大学によっては、あんま、これダメな気
がするって感じでした。弄られたというか、弄ってくれ
る学校はなんかまだいい気がするんですけど、無視、
あ、ふーんみたいな定時制ねみたいな、手ごたえ無い学
校が一番落ちた気がしますね。あしらうというか、行け
そうかなって学校は言い訳の時間くれるんですよね。面
接の時間ほとんど学校の説明で使っちゃいますねだいた
い。10～20分くらいじゃないですか、学校の説明で10分
は使っちゃうんで。逆になんか用意してたことを突っ込
まれることがなかった。僕はバランス型じゃないんで1次
だけ通っちゃったとこもあったと思うんですけど、まあ
経歴関係ないことはないんじゃないかなって感じはあり
ますけどね。

医学部志望の理由
1年間文系の心理学部とかそっち系目指してて、まあ秋ご
ろに色々調べたんですけど、高校卒業した時点でまあ2浪
見たいなもんなんで高校ダブってる関係で。2浪？3浪？
で文系の心理入って、で僕男なんでまぁこっから先暮ら
していけないなって。就職は一応専門職なんであるんで
すけど圧倒的になんか伸びしろが少ないみたいな。国家
資格じゃないんで。進路は自分で決めました。高校の先
生によくして下さる人がいたので、山吹で、その先生と
話してて、僕のことを買ってくださってる先生で、やり
たいことないのって言われて。まあ学力がその時ポンコ
ツだったので。医学部は…医者は小っちゃい頃からの夢
でしたねって言ったらじゃあ目指してみればって言われ
ちゃって。おじいちゃんが医者ですね。
おじいちゃんもう亡くなってるんで。おばあちゃんはだ
いぶ喜んでくれましたね。親戚の方、お医者さんがいっ
ぱいいるんで、まだ知らない方もいらっしゃる。1年に1
回親族の集まりみたいなのあるんで、そこで。高校時代
とか普通に髪とかも染めてたんで多分死んでも医学部に
行ってるとは思ってないと思うんで。
新宿山吹高校は卒業しても働くか専門行くかがほとんど
ですね。大学行く子はあんまりいないですね。医学部多
分あんまいないと思いますね。まだあんま報告してない
んですけど。受かって速攻ここ（代官山MEDICAL）来ま
した。親に言う前に(笑)。劇的でした、3月の…31です。
もうラストっす。電話かかってきましたね、僕の携帯に
かかってきましたね。126番で僕最後だと思ってたんです
けど、友達に話聞いたら127番もいるって聞いて、まあで
も僕が最後から2-3番目じゃないですかね。今年は130前
後じゃないですかね多分。電話かかってきて、どうすれ
ばいいですかって言ったらあっちもやっぱり時期的に

焦ってたんで、出来れば今日来てくれみたいな。真っ先
に聞かれたのは、2次どこ持ってるかとか、どこなら来る
可能性あるかとかいろいろ聞かれて。まあここら辺は一
応2次待ち状態ですけど、場所的にも、僕都内住みなんで
杏林は普通に、どっか来てもありだったんで、多分杏林
行くと思いますって、言ったら大喜びしてました。

全くゼロから代官山MEDICALスタート
親戚ですね。さっき親戚に結構医者いるんでって言っ
た、平野遥彦（東邦大医学部進学）が親戚でして、母の
いとこの息子かな？彼が、ここでお世話になってて。で
いろいろ調べたら医専って調べたこともなかったし、高
校時代も大手予備校すら行ってなかったんでで色々調べ
たら医専ってのがあるぞって家族で話になって、でも
いっぱいあるぞってなって、で、親戚の、子供が医者に
なった人何人かに聞いたらうちで、平野家が教えてくれ
て、とりあえず渋谷だし行ってみようかなって行った
ら、偶然石井先生お時間あったみたいで受付行ったら今
から学院長面談して下さるそうなので、って母とびっく
りしたけどいろいろ説明聞いて、石井先生の感じが良
かったというのもありますし、親戚が良いって言ってる
から間違いはないかなって感じで。最初入って、クラス
はほぼドベですね。最初のMT多分4科目で100点切ってま
すよ。なんか、質問行くレベルに達するのも大変だった
んで、まず。最初テキスト渡されて授業やってもう…な
んだろう、みたいな。その時の感情とかまだ覚えてま
す。なんか、漠然とヤバいって感じしかしなかったで
す。わかんない所もわかんないじゃないですか最初。全
部わかんなかったんで。漸近線とかも漢字読めなかった
んで。これなんだろうみたいな。なにかを求めるんだ
なって感じで。数学だったら後ろの方に載ってるじゃな
いですか、で僕Bクラスだったんでもうその、ほんとに基
礎問みたいなのがあったんでひたすらその後ろの付録と
にらめっこして、やって、って感じでしたね。授業休み
ませんでした。大学でもそうしてますけど、1つはいい歳
してるからやらないとな、ってのもありましたし、高校
は高校なんで高校サボりまくってたんで1度サボるとサボ
り癖復活しちゃうとまずいなと思って。ギリギリで生き
るみたいなのあって、ぎりぎりの時にうっかり風邪ひい
て単位落としたりとかしたんで。秋すぎるまでは多分、
おんなじくらいを。僕は理数の方が得意だったんで、
冬、一概にそれだけかわからないですけど冬に先生方と
いっぱい赤本やったのが良かったような気が。それまで
コツコツやってたものの、ベタな言い方ですけどやっと
使い方が分かったみたいな。こうすればいいのかみたい
な。実際の入試クラスのをこうやってやってくのかみた
いな感じ。そうですね物理は最終的に結構得意になりま
したね。1位にはなれなかったけど。そうですね10位前後
は。斎藤さん（齋藤拓眞　名古屋市立大医学部進学）と
かやっぱ強かったんで。夏ぐらいまでは。1年の夏ぐらい
までは大変でしたね。どの科目も大変でしたね。やめよ
うとは思わなかったです。大変だけど1つ1つやってくし

かないかみたいな。そうですね。やるしかないかなみた
いな感じでしたねMTとかなんか、なめてたりやる気な
かったわけじゃないんですけど、1年目は恐怖でもなく、
とれないし、みたいな。しゃーないって感じでした。全
然それはしょうがないって。物理とかは大問形式なん
で、まだやってないとこでてくるとしょうがないって感
じ。もう無理ですね。だってなんも知らないのに。まあ
そうですね。時期的にもやっと全範囲終わって。
石井先生との面談で、お互い口には出さないけどきつ
いってことは分かってたんで、まあそういう感じだった
んで、無理して地方受けるもやめて、僕都内住みなので
いろんな意味で都内の方が都合よかったんで。もちろん
受かれば行きましたけど、まあその石井先生と話して、
どうせなら受かっていきたいとこ受ければって。で普通
にしゃーないんでそれは、って感じで都内中心にあとは
岩手とかぼちぼち地方受けて後は都内で、って感じでし
たね。僕が1浪目で受けたの…2年前ですか、難しかった
です。今年もなんかちょいちょい難しかったですね。ま
あまだいけましたね。1番の立体の奴ですよね。ぼちぼち
はとったはずっすね。なんか英語が難しかったですね。
なんか、ちょっと傾向、傾向じゃないですけどセンター
激しくなったバージョンみたいなのきましたね。あんま
りとれなかったですね。まあ、他でカバーしたんだと思
いますね。1次は。

1年目が終わって東海の1次が
特に理由はないというと凄く失礼というか違う感じです
けど、変える…続けるメリットより変えるメリットの方
がよくわかんないし、先生方も知ってる方多いし1年目で
特に不満もがあったわけでもなく、十分やらせていただ
いたのでまあ全然いいなあ、みたいな感じでした。1年目
は1次1校東海が。なんか、うっかり。びっくりしまし
た。いや、結構数学とかが、たしかあんま覚えてないで
すけど計算めんどくさくて、穴埋めが分数2桁/2桁とかと
かめんどくさいのがいっぱいあったんで、手ごたえはな
かったですね。まあとりあえずやったけど、あれがあっ
てればいけるのかなーって。で多分ギリあってたんだと
思います。東海を待ってたっていうのもありますね。優
しいんで東海。番号も出してくれるし。打ち切ったら手
紙もくれるんで。なんで、切り替えは楽っちゃ楽でした
ね。もうダメならもう1回やるしかない、で僕1個しか
もってなかったんで、まあ、しゃーないって。
2年目は最初クラス分けテストはA1だったと思います。
結構それもびっくりしました。1年目最後A10だったん
で。よく1次出したよねーって。逆に。自分でもびっくり
しました。1年目よりはMTの順位とか平均とか。やっと
順位載るようになったんで。順位とか平均とかは気にな
りましたけど、普通に緊張とかもしましたけど、どっち
かっていうと周りの子に比べるとそういうのは少ないタ
イプだった気はします。そうですね、MTで取れたら嬉し
いし、コツコツ取ってくのが大事だと思うんですけど、
最終的に受かんないとどうしようもないし、まあ良くも
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悪くも参考程度に頑張ってこうみたいな感じでしたね。
MTは疑似テストですからね。本番へ備えるためにやって
るんで。月1であるし。でもやっぱMT前とかはちょい
ちょいなんか全体的な、広く浅くやって全部思い出しと
こみたいな感じで、それは受験前の練習にはなった気が
します。物理とかだったら、とりあえず全範囲サラッと
見て、交流とかすぐ忘れちゃうと思って、数学だった
ら、やんないと忘れちゃいますし。見とかないと、っ
て。さらーっと全体的にやる練習にはなって良かったと
思います。

授業とかで、印象に残った先生は
英語は、やっぱり石井先生の授業がもちろん印象に残り
ましたね。あとは、お世話していただいた朝岡先生。ど
ういうところ…やっぱり、色々丁寧、というか。まあ丁
寧、でも僕英語が苦手なんでまあ早く読むのも大事だと
思うんですけど、量をこなせることに越したことは無い
し一応量はやるようにしたんですけど、1人でじっくりや
るのとかをみていただいてって感じ。先生に過去問とか
全部指定してもらって、朝岡先生的に良問だなと思うも
のを選んできて、多分教えたい構文とかが入ってる赤本
の年度とか覚えてると思うんで先生。じゃあ、東邦なら
○年度やってきてみたいな。

理系科目の印象に残ってる先生は
数学は、コマ数多くていろんな先生と触れ合う機会多
かったんで、で特に数学はいろんな先生良かったです
ね。結構山室先生のショートカット系のやつ好きでした
よ。使えるようになったら使おう的な。平野先生もそう
いうの教えてくれますね。そういう系は、僕は好きでし
たね。
化学は一番安定してましたね。物理よりやっぱ科目の特
性で安定してた。あれは量も質も多分やばかったんで。
僕、40何点でランキング載ってびっくりしましたああい
うテストでも大崩れしませんでした。2年目化学が安定で
きたので、化学に使う分の時間を他に回して。テキスト
の復習はやって、あとセミナー。セミナー僕多分2-3周く
らい。あでも理論は割と得意だったんで、無機有機の知
識系は数回して。テキストの復習はきついとこを重点的
にやるって感じでした。分っているとこはいいからって
いってももちろん無視はしないですけど。化学が1年目一
番伸びて安定したんで。平野先生が言ってたんですけ
ど、小椋先生は再受験系の人と相性いいって言ってまし
た。サラッとした感じが、僕も好きだったんで。ホント
に何もわかんなかったんで、1回1単元くらいの超高速で
終わらせてもらって、もちろんその時は分かんないし復
習しても分かんないんですけど、そのおかげでレギュ
ラーの授業で初耳の単語が減ったんで、ついていきやす
くなりましたね。レギュラーはだってきっちり教えてく
れるんで。ゆっくりめで。なんとなく馴染んでからレ
ギュラーでしっかり覚えてって感じでしたね。それが僕
には合ってたんで、小椋先生にはお世話になりました

ね。物理は小澤先生。なんとなく小澤先生でした。(笑)
いや、僕の印象ですけど意外と寺澤先生が一番基本に忠
実なイメージですね。あの人原理しっかりやるんです
よ。小澤先生はテクニックとかもやるんですが、もちろ
ん段階を踏んでですけど、頃合いを見て出してくる感
じ。まあ寺澤先生もちょいちょい出してはくるんですけ
ど、それまでのハードル…なんかそういうことやってミ
スると。めっちゃ怒りますね。普通にやりゃできるから
やれみたいなタイプでしたね。野村先生は淡々とテクニ
カルというか。最初の印象よりは、結構面白かったで
す。意外という事を言うタイプの先生。物理の先生はみ
んな基本に忠実。公式は覚えるなって言ってましたね。3
人とも。その場で30秒くらいで作れるようになればいい
じゃんって。もちろん、基礎は全部覚えるんじゃなくて
ベースを作ってそっから導いていけばいいんじゃない。
みたいな？文字数多いですから、暗記はやめてってみな
さん仰ってました。僕物理覚えるの嫌いでしたね。導
くって言うか、形を覚えちゃえば楽な問題多いじゃない
ですか、その形一応覚えてましたけど、一応、計算で慣
れてるんで。慣れてたんで早くだせるんで検算みたいな
ことを一応ちゃんとやってましたね。去年多分物理むず
かったと思います。金沢、あー量多かったし。言い方悪
いですけど金沢でるとは思わなかったってやつ出てき
ちゃいましたし。流れ的に原子は多めでしたね、どの学
校も。深く突っ込まれることは無いって、そこまでだと
多分無理なんで。物理は2年目は比較的安定してたと思う
けど、3-4回に1回くらいやらかすことはあったんですけ
ど。

石井先生のアドバイス
最後の石井先生との面談は1年目とは違いましたね。石井
先生と面談して、少し自信はつきましたね。1年目とは

違って、まあ1次はいけるでしょ、1次はここ通るでしょ
とかいろいろ言ってくださったので。ドンピシャでし
た。まあだから1次受かって。2次行くの大変でした。あ
んま西の方受けてなかったんですけどまあ金沢行ったり
とか。新幹線です。雪ちょっと怖かったですけどちょう
どあの時期はセーフだったんで。ちょっと笑っちゃいま
したね。普通にあっちで本田さん（本田香織　岩手医科
大進学）とか山内さん（山内健　聖マリアンナ医科大進
学）とか会って、あ、みたいな。本田さん朝バス一緒
で、隣に座って面接するみたいな。面接は違ったんです
けど。いやほんとに終わって順次解散だったんで。チー
ムの子と、タクシー割り勘して、寒い中バス待つのもあ
れなんで。って感じでしたね。石井先生に普段からでも
相談には来てました。基本的にあんまりメンタルやられ
ちゃうタイプじゃなかったんで。夏冬の各休み前の授業
とかの話はとりあえず自分で目星つけて、取りすぎです
か足りないですかみたいなことだけは毎回相談に行って
ましね。その教科ごとに多分見て下さってるので、さっ
き言ったように理科はもういらないよとか英語は取った
方が良いよみたいな。数学とか、稼げるように授業入れ
るべきかその時間を他に回すべきか。どっちかというと
伸ばしたら？という感じでしたね。自分でやって受かる
んだったらね、もう受かってるので。結局先生たちの言
う事聞いて、出たわけだから。1年目から言うことを聞い
といて、別に伸び悩んでる感じはしなかったので。

黒歴史の僕でも受かる！
頑張ればちょっと大変なことはあるけど、黒歴史であっ
てもいけるよ、ってのは教えてあげたいですけど。そう
思って頑張ってほしいですね。経歴僕よりひどい人なか
なかいないですよ。杏林で教授に、懇親会みたいなので
折角なのでお聞きしたら大検とか高認とかはいるけど定
時は知らんっていわれました教授に。大検とか杏林は一
応そういうのクリーンだよって。先生は言ってました
ね。差別してない様で。今の3年からカリキュラム変わっ
たりしてるんで。新カリきついらしいです。一応、テス
トは今の所高めとってるんで。ちゃんと情報仕入れて。
そうですね、結構鈴木が情報通なんで。あんな感じで
フットワーク軽めで。ガセじゃないです。結構世話に
なってます。

代官山なら、0からでも受かる！
一言でいうとやっぱり僕みたいな経歴の人でも頑張れば
一応受かるので。代官山だから受かってるのかもしれま
せん。0からの人に結構慣れてますよね。ちょいちょい0
からな感じの人がいるんで。何人か見ました。0からの人
に慣れてるってのも、あとは面接対策もしっかりやって
くれるんでそこらへんでなんとかカバーしていただいた
感じですね。やっぱり、基礎を大事にしたほうがいいの
かなって思います。国立系と違って私立医学部時間的に
量凄いし、もちろん簡単じゃないですけど、でもしっか
りやればイメージよりは簡単なので。やりこんだからで

しょうかね。そこらへんが僕分からないんですよ。ここ
で全部0からやったんで。普通の予備校も、普通の受験も
知らないんで。凄い面倒を見てくれるなーってのは印象
にありますね。お世話にだいぶなりましたね。
僕にとって代官山MEDICALって親よりも先に合格知らせ
るくらいなので。
色んな人が言ってるように、アットホームな感じで先生
に質問とかはしやすい環境でしたね。いっぱい行く人が
いてやりやすいってのもあると思いますし、僕みたいに
滅多にいかない人でも相手してくれるんで、大手行って
た子とかに聞くと仲いい子と先生とで固定されちゃって
質問できないとかって言ってる子もいたんで。そういう
感じじゃなかったので僕も気軽に質問できてそれはすご
く良かったと思います。あとはほんとにテキストで完結
できるくらい、テキストが良くできてたんで僕はテキス
トと理科のセミナーくらいで、英語も数学も他教材は、
先生のとかはありますけどほぼ使ってなかったのでそこ
も良かったと思います。難易度もだいたいクラスごとに
適切ですし、いまおっしゃったようにこれやれ、って感
じが凄いやりやすかったです。何も考えずにやるしかな
いって感じだったので。言いたいことは言いました。頑
張ってください。

異色の経歴
昨日一昨日でしたね。熱でたの。テストで頑張りすぎ
ちゃって。まあでも一息ついた感はありますね。今週か
ら夏休みなんで。佐伯とか鈴木とか元気ですよ、みん
な。テストはどうなんだろ。でもいうて2-3個しかやって
ないので。でもみんなだいたいボーダーは超えたりくら
いじゃないですか。森杏菜とか豊島とかあの2人は授業
ちゃんと出てますけど。
僕もちゃんと出てます。基本的にやっぱ、年齢層高めの
人はちゃんと出てますよ､授業。
僕が今23の次24ですね。単純に浪人で言ったら5浪の歳
ですね。一人5浪の女の子がいたかなーって感じですね。
結構比較的上の子も取ってくれてますね。あともう一人
知ってるのが何か薬学部出た人で28くらいの人が。僕は
今軽音部に入ってます。そうですね。部というよりバン
ドごとに活動してて。まあでも一応高校も軽音部だった
んで。新宿山吹高校ってあんまり聞かないっすね。い
や、元々中高一貫入ってて、九段ってわかります？九段
だったんですけど、最初。九段の高1でまあちょっといろ
いろあって辞めまして、まあ普通に単位足りなかっただ
けなんですけど。高1で。中退して、新宿山吹ってとこ行
きましたね。そうですね、そのときの担任の先生が中学
時代からの持ち上がりだったんでまあ結構色々探してく
れて。こういうのあるけどって。いやなんか内申が、今
変わってきちゃってるみたいなんですけど、内申じゃな
くて当日点重視だったんで、入りやすい都立、しかも3科
目受験で理科なしみたいな。高校は1年間在籍してたんで
中途で、入れてくれました。だから高校生だった期間は
一応5年間になるんですよ。結構面接でいじられました
よ。高校1年間行って辞めて、山吹で4年間過ごし、って
感じなんで浪人自体は3浪ですね。5浪の歳で、高校2年間
ダブってるようなもんなんで。

入試の結果
1次9校出ました。岩手、金沢、杏林、埼玉前期、聖マ、
日大、東医、獨協、東海です。
2次がきたのが杏林だけですね。杏林はまあ優しい方だっ
た気がします。大学によっては、あんま、これダメな気
がするって感じでした。弄られたというか、弄ってくれ
る学校はなんかまだいい気がするんですけど、無視、
あ、ふーんみたいな定時制ねみたいな、手ごたえ無い学
校が一番落ちた気がしますね。あしらうというか、行け
そうかなって学校は言い訳の時間くれるんですよね。面
接の時間ほとんど学校の説明で使っちゃいますねだいた
い。10～20分くらいじゃないですか、学校の説明で10分
は使っちゃうんで。逆になんか用意してたことを突っ込
まれることがなかった。僕はバランス型じゃないんで1次
だけ通っちゃったとこもあったと思うんですけど、まあ
経歴関係ないことはないんじゃないかなって感じはあり
ますけどね。

医学部志望の理由
1年間文系の心理学部とかそっち系目指してて、まあ秋ご
ろに色々調べたんですけど、高校卒業した時点でまあ2浪
見たいなもんなんで高校ダブってる関係で。2浪？3浪？
で文系の心理入って、で僕男なんでまぁこっから先暮ら
していけないなって。就職は一応専門職なんであるんで
すけど圧倒的になんか伸びしろが少ないみたいな。国家
資格じゃないんで。進路は自分で決めました。高校の先
生によくして下さる人がいたので、山吹で、その先生と
話してて、僕のことを買ってくださってる先生で、やり
たいことないのって言われて。まあ学力がその時ポンコ
ツだったので。医学部は…医者は小っちゃい頃からの夢
でしたねって言ったらじゃあ目指してみればって言われ
ちゃって。おじいちゃんが医者ですね。
おじいちゃんもう亡くなってるんで。おばあちゃんはだ
いぶ喜んでくれましたね。親戚の方、お医者さんがいっ
ぱいいるんで、まだ知らない方もいらっしゃる。1年に1
回親族の集まりみたいなのあるんで、そこで。高校時代
とか普通に髪とかも染めてたんで多分死んでも医学部に
行ってるとは思ってないと思うんで。
新宿山吹高校は卒業しても働くか専門行くかがほとんど
ですね。大学行く子はあんまりいないですね。医学部多
分あんまいないと思いますね。まだあんま報告してない
んですけど。受かって速攻ここ（代官山MEDICAL）来ま
した。親に言う前に(笑)。劇的でした、3月の…31です。
もうラストっす。電話かかってきましたね、僕の携帯に
かかってきましたね。126番で僕最後だと思ってたんです
けど、友達に話聞いたら127番もいるって聞いて、まあで
も僕が最後から2-3番目じゃないですかね。今年は130前
後じゃないですかね多分。電話かかってきて、どうすれ
ばいいですかって言ったらあっちもやっぱり時期的に

焦ってたんで、出来れば今日来てくれみたいな。真っ先
に聞かれたのは、2次どこ持ってるかとか、どこなら来る
可能性あるかとかいろいろ聞かれて。まあここら辺は一
応2次待ち状態ですけど、場所的にも、僕都内住みなんで
杏林は普通に、どっか来てもありだったんで、多分杏林
行くと思いますって、言ったら大喜びしてました。

全くゼロから代官山MEDICALスタート
親戚ですね。さっき親戚に結構医者いるんでって言っ
た、平野遥彦（東邦大医学部進学）が親戚でして、母の
いとこの息子かな？彼が、ここでお世話になってて。で
いろいろ調べたら医専って調べたこともなかったし、高
校時代も大手予備校すら行ってなかったんでで色々調べ
たら医専ってのがあるぞって家族で話になって、でも
いっぱいあるぞってなって、で、親戚の、子供が医者に
なった人何人かに聞いたらうちで、平野家が教えてくれ
て、とりあえず渋谷だし行ってみようかなって行った
ら、偶然石井先生お時間あったみたいで受付行ったら今
から学院長面談して下さるそうなので、って母とびっく
りしたけどいろいろ説明聞いて、石井先生の感じが良
かったというのもありますし、親戚が良いって言ってる
から間違いはないかなって感じで。最初入って、クラス
はほぼドベですね。最初のMT多分4科目で100点切ってま
すよ。なんか、質問行くレベルに達するのも大変だった
んで、まず。最初テキスト渡されて授業やってもう…な
んだろう、みたいな。その時の感情とかまだ覚えてま
す。なんか、漠然とヤバいって感じしかしなかったで
す。わかんない所もわかんないじゃないですか最初。全
部わかんなかったんで。漸近線とかも漢字読めなかった
んで。これなんだろうみたいな。なにかを求めるんだ
なって感じで。数学だったら後ろの方に載ってるじゃな
いですか、で僕Bクラスだったんでもうその、ほんとに基
礎問みたいなのがあったんでひたすらその後ろの付録と
にらめっこして、やって、って感じでしたね。授業休み
ませんでした。大学でもそうしてますけど、1つはいい歳
してるからやらないとな、ってのもありましたし、高校
は高校なんで高校サボりまくってたんで1度サボるとサボ
り癖復活しちゃうとまずいなと思って。ギリギリで生き
るみたいなのあって、ぎりぎりの時にうっかり風邪ひい
て単位落としたりとかしたんで。秋すぎるまでは多分、
おんなじくらいを。僕は理数の方が得意だったんで、
冬、一概にそれだけかわからないですけど冬に先生方と
いっぱい赤本やったのが良かったような気が。それまで
コツコツやってたものの、ベタな言い方ですけどやっと
使い方が分かったみたいな。こうすればいいのかみたい
な。実際の入試クラスのをこうやってやってくのかみた
いな感じ。そうですね物理は最終的に結構得意になりま
したね。1位にはなれなかったけど。そうですね10位前後
は。斎藤さん（齋藤拓眞　名古屋市立大医学部進学）と
かやっぱ強かったんで。夏ぐらいまでは。1年の夏ぐらい
までは大変でしたね。どの科目も大変でしたね。やめよ
うとは思わなかったです。大変だけど1つ1つやってくし

かないかみたいな。そうですね。やるしかないかなみた
いな感じでしたねMTとかなんか、なめてたりやる気な
かったわけじゃないんですけど、1年目は恐怖でもなく、
とれないし、みたいな。しゃーないって感じでした。全
然それはしょうがないって。物理とかは大問形式なん
で、まだやってないとこでてくるとしょうがないって感
じ。もう無理ですね。だってなんも知らないのに。まあ
そうですね。時期的にもやっと全範囲終わって。
石井先生との面談で、お互い口には出さないけどきつ
いってことは分かってたんで、まあそういう感じだった
んで、無理して地方受けるもやめて、僕都内住みなので
いろんな意味で都内の方が都合よかったんで。もちろん
受かれば行きましたけど、まあその石井先生と話して、
どうせなら受かっていきたいとこ受ければって。で普通
にしゃーないんでそれは、って感じで都内中心にあとは
岩手とかぼちぼち地方受けて後は都内で、って感じでし
たね。僕が1浪目で受けたの…2年前ですか、難しかった
です。今年もなんかちょいちょい難しかったですね。ま
あまだいけましたね。1番の立体の奴ですよね。ぼちぼち
はとったはずっすね。なんか英語が難しかったですね。
なんか、ちょっと傾向、傾向じゃないですけどセンター
激しくなったバージョンみたいなのきましたね。あんま
りとれなかったですね。まあ、他でカバーしたんだと思
いますね。1次は。

1年目が終わって東海の1次が
特に理由はないというと凄く失礼というか違う感じです
けど、変える…続けるメリットより変えるメリットの方
がよくわかんないし、先生方も知ってる方多いし1年目で
特に不満もがあったわけでもなく、十分やらせていただ
いたのでまあ全然いいなあ、みたいな感じでした。1年目
は1次1校東海が。なんか、うっかり。びっくりしまし
た。いや、結構数学とかが、たしかあんま覚えてないで
すけど計算めんどくさくて、穴埋めが分数2桁/2桁とかと
かめんどくさいのがいっぱいあったんで、手ごたえはな
かったですね。まあとりあえずやったけど、あれがあっ
てればいけるのかなーって。で多分ギリあってたんだと
思います。東海を待ってたっていうのもありますね。優
しいんで東海。番号も出してくれるし。打ち切ったら手
紙もくれるんで。なんで、切り替えは楽っちゃ楽でした
ね。もうダメならもう1回やるしかない、で僕1個しか
もってなかったんで、まあ、しゃーないって。
2年目は最初クラス分けテストはA1だったと思います。
結構それもびっくりしました。1年目最後A10だったん
で。よく1次出したよねーって。逆に。自分でもびっくり
しました。1年目よりはMTの順位とか平均とか。やっと
順位載るようになったんで。順位とか平均とかは気にな
りましたけど、普通に緊張とかもしましたけど、どっち
かっていうと周りの子に比べるとそういうのは少ないタ
イプだった気はします。そうですね、MTで取れたら嬉し
いし、コツコツ取ってくのが大事だと思うんですけど、
最終的に受かんないとどうしようもないし、まあ良くも
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悪くも参考程度に頑張ってこうみたいな感じでしたね。
MTは疑似テストですからね。本番へ備えるためにやって
るんで。月1であるし。でもやっぱMT前とかはちょい
ちょいなんか全体的な、広く浅くやって全部思い出しと
こみたいな感じで、それは受験前の練習にはなった気が
します。物理とかだったら、とりあえず全範囲サラッと
見て、交流とかすぐ忘れちゃうと思って、数学だった
ら、やんないと忘れちゃいますし。見とかないと、っ
て。さらーっと全体的にやる練習にはなって良かったと
思います。

授業とかで、印象に残った先生は
英語は、やっぱり石井先生の授業がもちろん印象に残り
ましたね。あとは、お世話していただいた朝岡先生。ど
ういうところ…やっぱり、色々丁寧、というか。まあ丁
寧、でも僕英語が苦手なんでまあ早く読むのも大事だと
思うんですけど、量をこなせることに越したことは無い
し一応量はやるようにしたんですけど、1人でじっくりや
るのとかをみていただいてって感じ。先生に過去問とか
全部指定してもらって、朝岡先生的に良問だなと思うも
のを選んできて、多分教えたい構文とかが入ってる赤本
の年度とか覚えてると思うんで先生。じゃあ、東邦なら
○年度やってきてみたいな。

理系科目の印象に残ってる先生は
数学は、コマ数多くていろんな先生と触れ合う機会多
かったんで、で特に数学はいろんな先生良かったです
ね。結構山室先生のショートカット系のやつ好きでした
よ。使えるようになったら使おう的な。平野先生もそう
いうの教えてくれますね。そういう系は、僕は好きでし
たね。
化学は一番安定してましたね。物理よりやっぱ科目の特
性で安定してた。あれは量も質も多分やばかったんで。
僕、40何点でランキング載ってびっくりしましたああい
うテストでも大崩れしませんでした。2年目化学が安定で
きたので、化学に使う分の時間を他に回して。テキスト
の復習はやって、あとセミナー。セミナー僕多分2-3周く
らい。あでも理論は割と得意だったんで、無機有機の知
識系は数回して。テキストの復習はきついとこを重点的
にやるって感じでした。分っているとこはいいからって
いってももちろん無視はしないですけど。化学が1年目一
番伸びて安定したんで。平野先生が言ってたんですけ
ど、小椋先生は再受験系の人と相性いいって言ってまし
た。サラッとした感じが、僕も好きだったんで。ホント
に何もわかんなかったんで、1回1単元くらいの超高速で
終わらせてもらって、もちろんその時は分かんないし復
習しても分かんないんですけど、そのおかげでレギュ
ラーの授業で初耳の単語が減ったんで、ついていきやす
くなりましたね。レギュラーはだってきっちり教えてく
れるんで。ゆっくりめで。なんとなく馴染んでからレ
ギュラーでしっかり覚えてって感じでしたね。それが僕
には合ってたんで、小椋先生にはお世話になりました

ね。物理は小澤先生。なんとなく小澤先生でした。(笑)
いや、僕の印象ですけど意外と寺澤先生が一番基本に忠
実なイメージですね。あの人原理しっかりやるんです
よ。小澤先生はテクニックとかもやるんですが、もちろ
ん段階を踏んでですけど、頃合いを見て出してくる感
じ。まあ寺澤先生もちょいちょい出してはくるんですけ
ど、それまでのハードル…なんかそういうことやってミ
スると。めっちゃ怒りますね。普通にやりゃできるから
やれみたいなタイプでしたね。野村先生は淡々とテクニ
カルというか。最初の印象よりは、結構面白かったで
す。意外という事を言うタイプの先生。物理の先生はみ
んな基本に忠実。公式は覚えるなって言ってましたね。3
人とも。その場で30秒くらいで作れるようになればいい
じゃんって。もちろん、基礎は全部覚えるんじゃなくて
ベースを作ってそっから導いていけばいいんじゃない。
みたいな？文字数多いですから、暗記はやめてってみな
さん仰ってました。僕物理覚えるの嫌いでしたね。導
くって言うか、形を覚えちゃえば楽な問題多いじゃない
ですか、その形一応覚えてましたけど、一応、計算で慣
れてるんで。慣れてたんで早くだせるんで検算みたいな
ことを一応ちゃんとやってましたね。去年多分物理むず
かったと思います。金沢、あー量多かったし。言い方悪
いですけど金沢でるとは思わなかったってやつ出てき
ちゃいましたし。流れ的に原子は多めでしたね、どの学
校も。深く突っ込まれることは無いって、そこまでだと
多分無理なんで。物理は2年目は比較的安定してたと思う
けど、3-4回に1回くらいやらかすことはあったんですけ
ど。

石井先生のアドバイス
最後の石井先生との面談は1年目とは違いましたね。石井
先生と面談して、少し自信はつきましたね。1年目とは

違って、まあ1次はいけるでしょ、1次はここ通るでしょ
とかいろいろ言ってくださったので。ドンピシャでし
た。まあだから1次受かって。2次行くの大変でした。あ
んま西の方受けてなかったんですけどまあ金沢行ったり
とか。新幹線です。雪ちょっと怖かったですけどちょう
どあの時期はセーフだったんで。ちょっと笑っちゃいま
したね。普通にあっちで本田さん（本田香織　岩手医科
大進学）とか山内さん（山内健　聖マリアンナ医科大進
学）とか会って、あ、みたいな。本田さん朝バス一緒
で、隣に座って面接するみたいな。面接は違ったんです
けど。いやほんとに終わって順次解散だったんで。チー
ムの子と、タクシー割り勘して、寒い中バス待つのもあ
れなんで。って感じでしたね。石井先生に普段からでも
相談には来てました。基本的にあんまりメンタルやられ
ちゃうタイプじゃなかったんで。夏冬の各休み前の授業
とかの話はとりあえず自分で目星つけて、取りすぎです
か足りないですかみたいなことだけは毎回相談に行って
ましね。その教科ごとに多分見て下さってるので、さっ
き言ったように理科はもういらないよとか英語は取った
方が良いよみたいな。数学とか、稼げるように授業入れ
るべきかその時間を他に回すべきか。どっちかというと
伸ばしたら？という感じでしたね。自分でやって受かる
んだったらね、もう受かってるので。結局先生たちの言
う事聞いて、出たわけだから。1年目から言うことを聞い
といて、別に伸び悩んでる感じはしなかったので。

黒歴史の僕でも受かる！
頑張ればちょっと大変なことはあるけど、黒歴史であっ
てもいけるよ、ってのは教えてあげたいですけど。そう
思って頑張ってほしいですね。経歴僕よりひどい人なか
なかいないですよ。杏林で教授に、懇親会みたいなので
折角なのでお聞きしたら大検とか高認とかはいるけど定
時は知らんっていわれました教授に。大検とか杏林は一
応そういうのクリーンだよって。先生は言ってました
ね。差別してない様で。今の3年からカリキュラム変わっ
たりしてるんで。新カリきついらしいです。一応、テス
トは今の所高めとってるんで。ちゃんと情報仕入れて。
そうですね、結構鈴木が情報通なんで。あんな感じで
フットワーク軽めで。ガセじゃないです。結構世話に
なってます。

代官山なら、0からでも受かる！
一言でいうとやっぱり僕みたいな経歴の人でも頑張れば
一応受かるので。代官山だから受かってるのかもしれま
せん。0からの人に結構慣れてますよね。ちょいちょい0
からな感じの人がいるんで。何人か見ました。0からの人
に慣れてるってのも、あとは面接対策もしっかりやって
くれるんでそこらへんでなんとかカバーしていただいた
感じですね。やっぱり、基礎を大事にしたほうがいいの
かなって思います。国立系と違って私立医学部時間的に
量凄いし、もちろん簡単じゃないですけど、でもしっか
りやればイメージよりは簡単なので。やりこんだからで

しょうかね。そこらへんが僕分からないんですよ。ここ
で全部0からやったんで。普通の予備校も、普通の受験も
知らないんで。凄い面倒を見てくれるなーってのは印象
にありますね。お世話にだいぶなりましたね。
僕にとって代官山MEDICALって親よりも先に合格知らせ
るくらいなので。
色んな人が言ってるように、アットホームな感じで先生
に質問とかはしやすい環境でしたね。いっぱい行く人が
いてやりやすいってのもあると思いますし、僕みたいに
滅多にいかない人でも相手してくれるんで、大手行って
た子とかに聞くと仲いい子と先生とで固定されちゃって
質問できないとかって言ってる子もいたんで。そういう
感じじゃなかったので僕も気軽に質問できてそれはすご
く良かったと思います。あとはほんとにテキストで完結
できるくらい、テキストが良くできてたんで僕はテキス
トと理科のセミナーくらいで、英語も数学も他教材は、
先生のとかはありますけどほぼ使ってなかったのでそこ
も良かったと思います。難易度もだいたいクラスごとに
適切ですし、いまおっしゃったようにこれやれ、って感
じが凄いやりやすかったです。何も考えずにやるしかな
いって感じだったので。言いたいことは言いました。頑
張ってください。
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異色の経歴
昨日一昨日でしたね。熱でたの。テストで頑張りすぎ
ちゃって。まあでも一息ついた感はありますね。今週か
ら夏休みなんで。佐伯とか鈴木とか元気ですよ、みん
な。テストはどうなんだろ。でもいうて2-3個しかやって
ないので。でもみんなだいたいボーダーは超えたりくら
いじゃないですか。森杏菜とか豊島とかあの2人は授業
ちゃんと出てますけど。
僕もちゃんと出てます。基本的にやっぱ、年齢層高めの
人はちゃんと出てますよ､授業。
僕が今23の次24ですね。単純に浪人で言ったら5浪の歳
ですね。一人5浪の女の子がいたかなーって感じですね。
結構比較的上の子も取ってくれてますね。あともう一人
知ってるのが何か薬学部出た人で28くらいの人が。僕は
今軽音部に入ってます。そうですね。部というよりバン
ドごとに活動してて。まあでも一応高校も軽音部だった
んで。新宿山吹高校ってあんまり聞かないっすね。い
や、元々中高一貫入ってて、九段ってわかります？九段
だったんですけど、最初。九段の高1でまあちょっといろ
いろあって辞めまして、まあ普通に単位足りなかっただ
けなんですけど。高1で。中退して、新宿山吹ってとこ行
きましたね。そうですね、そのときの担任の先生が中学
時代からの持ち上がりだったんでまあ結構色々探してく
れて。こういうのあるけどって。いやなんか内申が、今
変わってきちゃってるみたいなんですけど、内申じゃな
くて当日点重視だったんで、入りやすい都立、しかも3科
目受験で理科なしみたいな。高校は1年間在籍してたんで
中途で、入れてくれました。だから高校生だった期間は
一応5年間になるんですよ。結構面接でいじられました
よ。高校1年間行って辞めて、山吹で4年間過ごし、って
感じなんで浪人自体は3浪ですね。5浪の歳で、高校2年間
ダブってるようなもんなんで。

入試の結果
1次9校出ました。岩手、金沢、杏林、埼玉前期、聖マ、
日大、東医、獨協、東海です。
2次がきたのが杏林だけですね。杏林はまあ優しい方だっ
た気がします。大学によっては、あんま、これダメな気
がするって感じでした。弄られたというか、弄ってくれ
る学校はなんかまだいい気がするんですけど、無視、
あ、ふーんみたいな定時制ねみたいな、手ごたえ無い学
校が一番落ちた気がしますね。あしらうというか、行け
そうかなって学校は言い訳の時間くれるんですよね。面
接の時間ほとんど学校の説明で使っちゃいますねだいた
い。10～20分くらいじゃないですか、学校の説明で10分
は使っちゃうんで。逆になんか用意してたことを突っ込
まれることがなかった。僕はバランス型じゃないんで1次
だけ通っちゃったとこもあったと思うんですけど、まあ
経歴関係ないことはないんじゃないかなって感じはあり
ますけどね。

医学部志望の理由
1年間文系の心理学部とかそっち系目指してて、まあ秋ご
ろに色々調べたんですけど、高校卒業した時点でまあ2浪
見たいなもんなんで高校ダブってる関係で。2浪？3浪？
で文系の心理入って、で僕男なんでまぁこっから先暮ら
していけないなって。就職は一応専門職なんであるんで
すけど圧倒的になんか伸びしろが少ないみたいな。国家
資格じゃないんで。進路は自分で決めました。高校の先
生によくして下さる人がいたので、山吹で、その先生と
話してて、僕のことを買ってくださってる先生で、やり
たいことないのって言われて。まあ学力がその時ポンコ
ツだったので。医学部は…医者は小っちゃい頃からの夢
でしたねって言ったらじゃあ目指してみればって言われ
ちゃって。おじいちゃんが医者ですね。
おじいちゃんもう亡くなってるんで。おばあちゃんはだ
いぶ喜んでくれましたね。親戚の方、お医者さんがいっ
ぱいいるんで、まだ知らない方もいらっしゃる。1年に1
回親族の集まりみたいなのあるんで、そこで。高校時代
とか普通に髪とかも染めてたんで多分死んでも医学部に
行ってるとは思ってないと思うんで。
新宿山吹高校は卒業しても働くか専門行くかがほとんど
ですね。大学行く子はあんまりいないですね。医学部多
分あんまいないと思いますね。まだあんま報告してない
んですけど。受かって速攻ここ（代官山MEDICAL）来ま
した。親に言う前に(笑)。劇的でした、3月の…31です。
もうラストっす。電話かかってきましたね、僕の携帯に
かかってきましたね。126番で僕最後だと思ってたんです
けど、友達に話聞いたら127番もいるって聞いて、まあで
も僕が最後から2-3番目じゃないですかね。今年は130前
後じゃないですかね多分。電話かかってきて、どうすれ
ばいいですかって言ったらあっちもやっぱり時期的に

焦ってたんで、出来れば今日来てくれみたいな。真っ先
に聞かれたのは、2次どこ持ってるかとか、どこなら来る
可能性あるかとかいろいろ聞かれて。まあここら辺は一
応2次待ち状態ですけど、場所的にも、僕都内住みなんで
杏林は普通に、どっか来てもありだったんで、多分杏林
行くと思いますって、言ったら大喜びしてました。

全くゼロから代官山MEDICALスタート
親戚ですね。さっき親戚に結構医者いるんでって言っ
た、平野遥彦（東邦大医学部進学）が親戚でして、母の
いとこの息子かな？彼が、ここでお世話になってて。で
いろいろ調べたら医専って調べたこともなかったし、高
校時代も大手予備校すら行ってなかったんでで色々調べ
たら医専ってのがあるぞって家族で話になって、でも
いっぱいあるぞってなって、で、親戚の、子供が医者に
なった人何人かに聞いたらうちで、平野家が教えてくれ
て、とりあえず渋谷だし行ってみようかなって行った
ら、偶然石井先生お時間あったみたいで受付行ったら今
から学院長面談して下さるそうなので、って母とびっく
りしたけどいろいろ説明聞いて、石井先生の感じが良
かったというのもありますし、親戚が良いって言ってる
から間違いはないかなって感じで。最初入って、クラス
はほぼドベですね。最初のMT多分4科目で100点切ってま
すよ。なんか、質問行くレベルに達するのも大変だった
んで、まず。最初テキスト渡されて授業やってもう…な
んだろう、みたいな。その時の感情とかまだ覚えてま
す。なんか、漠然とヤバいって感じしかしなかったで
す。わかんない所もわかんないじゃないですか最初。全
部わかんなかったんで。漸近線とかも漢字読めなかった
んで。これなんだろうみたいな。なにかを求めるんだ
なって感じで。数学だったら後ろの方に載ってるじゃな
いですか、で僕Bクラスだったんでもうその、ほんとに基
礎問みたいなのがあったんでひたすらその後ろの付録と
にらめっこして、やって、って感じでしたね。授業休み
ませんでした。大学でもそうしてますけど、1つはいい歳
してるからやらないとな、ってのもありましたし、高校
は高校なんで高校サボりまくってたんで1度サボるとサボ
り癖復活しちゃうとまずいなと思って。ギリギリで生き
るみたいなのあって、ギリギリの時にうっかり風邪ひい
て単位落としたりとかしたんで。秋すぎるまでは多分、
おんなじくらいを。僕は理数の方が得意だったんで、
冬、一概にそれだけかわからないですけど冬に先生方と
いっぱい赤本やったのが良かったような気が。それまで
コツコツやってたものの、ベタな言い方ですけどやっと
使い方が分かったみたいな。こうすればいいのかみたい
な。実際の入試クラスのをこうやってやってくのかみた
いな感じ。そうですね物理は最終的に結構得意になりま
したね。1位にはなれなかったけど。そうですね10位前後
は。斎藤さん（齋藤拓眞　名古屋市立大医学部進学）と
かやっぱ強かったんで。夏ぐらいまでは。1年の夏ぐらい
までは大変でしたね。どの科目も大変でしたね。やめよ
うとは思わなかったです。大変だけど1つ1つやってくし

かないかみたいな。そうですね。やるしかないかなみた
いな感じでしたねMTとかなんか、なめてたりやる気な
かったわけじゃないんですけど、1年目は恐怖でもなく、
とれないし、みたいな。しゃーないって感じでした。全
然それはしょうがないって。物理とかは大問形式なん
で、まだやってないとこでてくるとしょうがないって感
じ。もう無理ですね。だってなんも知らないのに。まあ
そうですね。時期的にもやっと全範囲終わって。
石井先生との面談で、お互い口には出さないけどきつ
いってことは分かってたんで、まあそういう感じだった
んで、無理して地方受けるもやめて、僕都内住みなので
いろんな意味で都内の方が都合よかったんで。もちろん
受かれば行きましたけど、まあその石井先生と話して、
どうせなら受かっていきたいとこ受ければって。で普通
にしゃーないんでそれは、って感じで都内中心にあとは
岩手とかぼちぼち地方受けて後は都内で、って感じでし
たね。僕が1浪目で受けたの…2年前ですか、難しかった
です。今年もなんかちょいちょい難しかったですね。ま
あまだいけましたね。1番の立体の奴ですよね。ぼちぼち
はとったはずっすね。なんか英語が難しかったですね。
なんか、ちょっと傾向、傾向じゃないですけどセンター
激しくなったバージョンみたいなのきましたね。あんま
りとれなかったですね。まあ、他でカバーしたんだと思
いますね。1次は。

1年目が終わって東海の1次が
特に理由はないというと凄く失礼というか違う感じです
けど、変える…続けるメリットより変えるメリットの方
がよくわかんないし、先生方も知ってる方多いし1年目で
特に不満もがあったわけでもなく、十分やらせていただ
いたのでまあ全然いいなあ、みたいな感じでした。1年目
は1次1校東海が。なんか、うっかり。びっくりしまし
た。いや、結構数学とかが、たしかあんま覚えてないで
すけど計算めんどくさくて、穴埋めが分数2桁/2桁とかと
かめんどくさいのがいっぱいあったんで、手ごたえはな
かったですね。まあとりあえずやったけど、あれがあっ
てればいけるのかなーって。で多分ギリあってたんだと
思います。東海を待ってたっていうのもありますね。優
しいんで東海。番号も出してくれるし。打ち切ったら手
紙もくれるんで。なんで、切り替えは楽っちゃ楽でした
ね。もうダメならもう1回やるしかない、で僕1個しか
もってなかったんで、まあ、しゃーないって。
2年目は最初クラス分けテストはA1だったと思います。
結構それもびっくりしました。1年目最後A10だったん
で。よく1次出したよねーって。逆に。自分でもびっくり
しました。1年目よりはMTの順位とか平均とか。やっと
順位載るようになったんで。順位とか平均とかは気にな
りましたけど、普通に緊張とかもしましたけど、どっち
かっていうと周りの子に比べるとそういうのは少ないタ
イプだった気はします。そうですね、MTで取れたら嬉し
いし、コツコツ取ってくのが大事だと思うんですけど、
最終的に受かんないとどうしようもないし、まあ良くも
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悪くも参考程度に頑張ってこうみたいな感じでしたね。
MTは疑似テストですからね。本番へ備えるためにやって
るんで。月1であるし。でもやっぱMT前とかはちょい
ちょいなんか全体的な、広く浅くやって全部思い出しと
こみたいな感じで、それは受験前の練習にはなった気が
します。物理とかだったら、とりあえず全範囲サラッと
見て、交流とかすぐ忘れちゃうと思って、数学だった
ら、やんないと忘れちゃいますし。見とかないと、っ
て。さらーっと全体的にやる練習にはなって良かったと
思います。

授業とかで、印象に残った先生は
英語は、やっぱり石井先生の授業がもちろん印象に残り
ましたね。あとは、お世話していただいた朝岡先生。ど
ういうところ…やっぱり、色々丁寧、というか。まあ丁
寧、でも僕英語が苦手なんでまあ早く読むのも大事だと
思うんですけど、量をこなせることに越したことは無い
し一応量はやるようにしたんですけど、1人でじっくりや
るのとかをみていただいてって感じ。先生に過去問とか
全部指定してもらって、朝岡先生的に良問だなと思うも
のを選んできて、多分教えたい構文とかが入ってる赤本
の年度とか覚えてると思うんで先生。じゃあ、東邦なら
○年度やってきてみたいな。

理系科目の印象に残ってる先生は
数学は、コマ数多くていろんな先生と触れ合う機会多
かったんで、で特に数学はいろんな先生良かったです
ね。結構山室先生のショートカット系のやつ好きでした
よ。使えるようになったら使おう的な。平野先生もそう
いうの教えてくれますね。そういう系は、僕は好きでし
たね。
化学は一番安定してましたね。物理よりやっぱ科目の特
性で安定してた。あれは量も質も多分やばかったんで。
僕、40何点でランキング載ってびっくりしましたああい
うテストでも大崩れしませんでした。2年目化学が安定で
きたので、化学に使う分の時間を他に回して。テキスト
の復習はやって、あとセミナー。セミナー僕多分2-3周く
らい。あでも理論は割と得意だったんで、無機有機の知
識系は数回して。テキストの復習はきついとこを重点的
にやるって感じでした。分っているとこはいいからって
いってももちろん無視はしないですけど。化学が1年目一
番伸びて安定したんで。平野先生が言ってたんですけ
ど、小椋先生は再受験系の人と相性いいって言ってまし
た。サラッとした感じが、僕も好きだったんで。ホント
に何もわかんなかったんで、1回1単元くらいの超高速で
終わらせてもらって、もちろんその時は分かんないし復
習しても分かんないんですけど、そのおかげでレギュ
ラーの授業で初耳の単語が減ったんで、ついていきやす
くなりましたね。レギュラーはだってきっちり教えてく
れるんで。ゆっくりめで。なんとなく馴染んでからレ
ギュラーでしっかり覚えてって感じでしたね。それが僕
には合ってたんで、小椋先生にはお世話になりました

ね。物理は小澤先生。なんとなく小澤先生でした。(笑)
いや、僕の印象ですけど意外と寺澤先生が一番基本に忠
実なイメージですね。あの人原理しっかりやるんです
よ。小澤先生はテクニックとかもやるんですが、もちろ
ん段階を踏んでですけど、頃合いを見て出してくる感
じ。まあ寺澤先生もちょいちょい出してはくるんですけ
ど、それまでのハードル…なんかそういうことやってミ
スると。めっちゃ怒りますね。普通にやりゃできるから
やれみたいなタイプでしたね。野村先生は淡々とテクニ
カルというか。最初の印象よりは、結構面白かったで
す。意外という事を言うタイプの先生。物理の先生はみ
んな基本に忠実。公式は覚えるなって言ってましたね。3
人とも。その場で30秒くらいで作れるようになればいい
じゃんって。もちろん、基礎は全部覚えるんじゃなくて
ベースを作ってそっから導いていけばいいんじゃない。
みたいな？文字数多いですから、暗記はやめてってみな
さん仰ってました。僕物理覚えるの嫌いでしたね。導
くって言うか、形を覚えちゃえば楽な問題多いじゃない
ですか、その形一応覚えてましたけど、一応、計算で慣
れてるんで。慣れてたんで早くだせるんで検算みたいな
ことを一応ちゃんとやってましたね。去年多分物理むず
かったと思います。金沢、あー量多かったし。言い方悪
いですけど金沢でるとは思わなかったってやつ出てき
ちゃいましたし。流れ的に原子は多めでしたね、どの学
校も。深く突っ込まれることは無いって、そこまでだと
多分無理なんで。物理は2年目は比較的安定してたと思う
けど、3-4回に1回くらいやらかすことはあったんですけ
ど。

石井先生のアドバイス
最後の石井先生との面談は1年目とは違いましたね。石井
先生と面談して、少し自信はつきましたね。1年目とは

違って、まあ1次はいけるでしょ、1次はここ通るでしょ
とかいろいろ言ってくださったので。ドンピシャでし
た。まあだから1次受かって。2次行くの大変でした。あ
んま西の方受けてなかったんですけどまあ金沢行ったり
とか。新幹線です。雪ちょっと怖かったですけどちょう
どあの時期はセーフだったんで。ちょっと笑っちゃいま
したね。普通にあっちで本田さん（本田香織　岩手医科
大進学）とか山内さん（山内健　聖マリアンナ医科大進
学）とか会って、あ、みたいな。本田さん朝バス一緒
で、隣に座って面接するみたいな。面接は違ったんです
けど。いやほんとに終わって順次解散だったんで。チー
ムの子と、タクシー割り勘して、寒い中バス待つのもあ
れなんで。って感じでしたね。石井先生に普段からでも
相談には来てました。基本的にあんまりメンタルやられ
ちゃうタイプじゃなかったんで。夏冬の各休み前の授業
とかの話はとりあえず自分で目星つけて、取りすぎです
か足りないですかみたいなことだけは毎回相談に行って
ましね。その教科ごとに多分見て下さってるので、さっ
き言ったように理科はもういらないよとか英語は取った
方が良いよみたいな。数学とか、稼げるように授業入れ
るべきかその時間を他に回すべきか。どっちかというと
伸ばしたら？という感じでしたね。自分でやって受かる
んだったらね、もう受かってるので。結局先生たちの言
う事聞いて、出たわけだから。1年目から言うことを聞い
といて、別に伸び悩んでる感じはしなかったので。

黒歴史の僕でも受かる！
頑張ればちょっと大変なことはあるけど、黒歴史であっ
てもいけるよ、ってのは教えてあげたいですけど。そう
思って頑張ってほしいですね。経歴僕よりひどい人なか
なかいないですよ。杏林で教授に、懇親会みたいなので
折角なのでお聞きしたら大検とか高認とかはいるけど定
時は知らんっていわれました教授に。大検とか杏林は一
応そういうのクリーンだよって。先生は言ってました
ね。差別してない様で。今の3年からカリキュラム変わっ
たりしてるんで。新カリきついらしいです。一応、テス
トは今の所高めとってるんで。ちゃんと情報仕入れて。
そうですね、結構鈴木が情報通なんで。あんな感じで
フットワーク軽めで。ガセじゃないです。結構世話に
なってます。

代官山なら、0からでも受かる！
一言でいうとやっぱり僕みたいな経歴の人でも頑張れば
一応受かるので。代官山だから受かってるのかもしれま
せん。0からの人に結構慣れてますよね。ちょいちょい0
からな感じの人がいるんで。何人か見ました。0からの人
に慣れてるってのも、あとは面接対策もしっかりやって
くれるんでそこらへんでなんとかカバーしていただいた
感じですね。やっぱり、基礎を大事にしたほうがいいの
かなって思います。国立系と違って私立医学部時間的に
量凄いし、もちろん簡単じゃないですけど、でもしっか
りやればイメージよりは簡単なので。やりこんだからで

しょうかね。そこらへんが僕分からないんですよ。ここ
で全部0からやったんで。普通の予備校も、普通の受験も
知らないんで。凄い面倒を見てくれるなーってのは印象
にありますね。お世話にだいぶなりましたね。
僕にとって代官山MEDICALって親よりも先に合格知らせ
るくらいなので。
色んな人が言ってるように、アットホームな感じで先生
に質問とかはしやすい環境でしたね。いっぱい行く人が
いてやりやすいってのもあると思いますし、僕みたいに
滅多にいかない人でも相手してくれるんで、大手行って
た子とかに聞くと仲いい子と先生とで固定されちゃって
質問できないとかって言ってる子もいたんで。そういう
感じじゃなかったので僕も気軽に質問できてそれはすご
く良かったと思います。あとはほんとにテキストで完結
できるくらい、テキストが良くできてたんで僕はテキス
トと理科のセミナーくらいで、英語も数学も他教材は、
先生のとかはありますけどほぼ使ってなかったのでそこ
も良かったと思います。難易度もだいたいクラスごとに
適切ですし、いまおっしゃったようにこれやれ、って感
じが凄いやりやすかったです。何も考えずにやるしかな
いって感じだったので。言いたいことは言いました。頑
張ってください。

異色の経歴
昨日一昨日でしたね。熱でたの。テストで頑張りすぎ
ちゃって。まあでも一息ついた感はありますね。今週か
ら夏休みなんで。佐伯とか鈴木とか元気ですよ、みん
な。テストはどうなんだろ。でもいうて2-3個しかやって
ないので。でもみんなだいたいボーダーは超えたりくら
いじゃないですか。森杏菜とか豊島とかあの2人は授業
ちゃんと出てますけど。
僕もちゃんと出てます。基本的にやっぱ、年齢層高めの
人はちゃんと出てますよ､授業。
僕が今23の次24ですね。単純に浪人で言ったら5浪の歳
ですね。一人5浪の女の子がいたかなーって感じですね。
結構比較的上の子も取ってくれてますね。あともう一人
知ってるのが何か薬学部出た人で28くらいの人が。僕は
今軽音部に入ってます。そうですね。部というよりバン
ドごとに活動してて。まあでも一応高校も軽音部だった
んで。新宿山吹高校ってあんまり聞かないっすね。い
や、元々中高一貫入ってて、九段ってわかります？九段
だったんですけど、最初。九段の高1でまあちょっといろ
いろあって辞めまして、まあ普通に単位足りなかっただ
けなんですけど。高1で。中退して、新宿山吹ってとこ行
きましたね。そうですね、そのときの担任の先生が中学
時代からの持ち上がりだったんでまあ結構色々探してく
れて。こういうのあるけどって。いやなんか内申が、今
変わってきちゃってるみたいなんですけど、内申じゃな
くて当日点重視だったんで、入りやすい都立、しかも3科
目受験で理科なしみたいな。高校は1年間在籍してたんで
中途で、入れてくれました。だから高校生だった期間は
一応5年間になるんですよ。結構面接でいじられました
よ。高校1年間行って辞めて、山吹で4年間過ごし、って
感じなんで浪人自体は3浪ですね。5浪の歳で、高校2年間
ダブってるようなもんなんで。

入試の結果
1次9校出ました。岩手、金沢、杏林、埼玉前期、聖マ、
日大、東医、獨協、東海です。
2次がきたのが杏林だけですね。杏林はまあ優しい方だっ
た気がします。大学によっては、あんま、これダメな気
がするって感じでした。弄られたというか、弄ってくれ
る学校はなんかまだいい気がするんですけど、無視、
あ、ふーんみたいな定時制ねみたいな、手ごたえ無い学
校が一番落ちた気がしますね。あしらうというか、行け
そうかなって学校は言い訳の時間くれるんですよね。面
接の時間ほとんど学校の説明で使っちゃいますねだいた
い。10～20分くらいじゃないですか、学校の説明で10分
は使っちゃうんで。逆になんか用意してたことを突っ込
まれることがなかった。僕はバランス型じゃないんで1次
だけ通っちゃったとこもあったと思うんですけど、まあ
経歴関係ないことはないんじゃないかなって感じはあり
ますけどね。

医学部志望の理由
1年間文系の心理学部とかそっち系目指してて、まあ秋ご
ろに色々調べたんですけど、高校卒業した時点でまあ2浪
見たいなもんなんで高校ダブってる関係で。2浪？3浪？
で文系の心理入って、で僕男なんでまぁこっから先暮ら
していけないなって。就職は一応専門職なんであるんで
すけど圧倒的になんか伸びしろが少ないみたいな。国家
資格じゃないんで。進路は自分で決めました。高校の先
生によくして下さる人がいたので、山吹で、その先生と
話してて、僕のことを買ってくださってる先生で、やり
たいことないのって言われて。まあ学力がその時ポンコ
ツだったので。医学部は…医者は小っちゃい頃からの夢
でしたねって言ったらじゃあ目指してみればって言われ
ちゃって。おじいちゃんが医者ですね。
おじいちゃんもう亡くなってるんで。おばあちゃんはだ
いぶ喜んでくれましたね。親戚の方、お医者さんがいっ
ぱいいるんで、まだ知らない方もいらっしゃる。1年に1
回親族の集まりみたいなのあるんで、そこで。高校時代
とか普通に髪とかも染めてたんで多分死んでも医学部に
行ってるとは思ってないと思うんで。
新宿山吹高校は卒業しても働くか専門行くかがほとんど
ですね。大学行く子はあんまりいないですね。医学部多
分あんまいないと思いますね。まだあんま報告してない
んですけど。受かって速攻ここ（代官山MEDICAL）来ま
した。親に言う前に(笑)。劇的でした、3月の…31です。
もうラストっす。電話かかってきましたね、僕の携帯に
かかってきましたね。126番で僕最後だと思ってたんです
けど、友達に話聞いたら127番もいるって聞いて、まあで
も僕が最後から2-3番目じゃないですかね。今年は130前
後じゃないですかね多分。電話かかってきて、どうすれ
ばいいですかって言ったらあっちもやっぱり時期的に

焦ってたんで、出来れば今日来てくれみたいな。真っ先
に聞かれたのは、2次どこ持ってるかとか、どこなら来る
可能性あるかとかいろいろ聞かれて。まあここら辺は一
応2次待ち状態ですけど、場所的にも、僕都内住みなんで
杏林は普通に、どっか来てもありだったんで、多分杏林
行くと思いますって、言ったら大喜びしてました。

全くゼロから代官山MEDICALスタート
親戚ですね。さっき親戚に結構医者いるんでって言っ
た、平野遥彦（東邦大医学部進学）が親戚でして、母の
いとこの息子かな？彼が、ここでお世話になってて。で
いろいろ調べたら医専って調べたこともなかったし、高
校時代も大手予備校すら行ってなかったんでで色々調べ
たら医専ってのがあるぞって家族で話になって、でも
いっぱいあるぞってなって、で、親戚の、子供が医者に
なった人何人かに聞いたらうちで、平野家が教えてくれ
て、とりあえず渋谷だし行ってみようかなって行った
ら、偶然石井先生お時間あったみたいで受付行ったら今
から学院長面談して下さるそうなので、って母とびっく
りしたけどいろいろ説明聞いて、石井先生の感じが良
かったというのもありますし、親戚が良いって言ってる
から間違いはないかなって感じで。最初入って、クラス
はほぼドベですね。最初のMT多分4科目で100点切ってま
すよ。なんか、質問行くレベルに達するのも大変だった
んで、まず。最初テキスト渡されて授業やってもう…な
んだろう、みたいな。その時の感情とかまだ覚えてま
す。なんか、漠然とヤバいって感じしかしなかったで
す。わかんない所もわかんないじゃないですか最初。全
部わかんなかったんで。漸近線とかも漢字読めなかった
んで。これなんだろうみたいな。なにかを求めるんだ
なって感じで。数学だったら後ろの方に載ってるじゃな
いですか、で僕Bクラスだったんでもうその、ほんとに基
礎問みたいなのがあったんでひたすらその後ろの付録と
にらめっこして、やって、って感じでしたね。授業休み
ませんでした。大学でもそうしてますけど、1つはいい歳
してるからやらないとな、ってのもありましたし、高校
は高校なんで高校サボりまくってたんで1度サボるとサボ
り癖復活しちゃうとまずいなと思って。ギリギリで生き
るみたいなのあって、ギリギリの時にうっかり風邪ひい
て単位落としたりとかしたんで。秋すぎるまでは多分、
おんなじくらいを。僕は理数の方が得意だったんで、
冬、一概にそれだけかわからないですけど冬に先生方と
いっぱい赤本やったのが良かったような気が。それまで
コツコツやってたものの、ベタな言い方ですけどやっと
使い方が分かったみたいな。こうすればいいのかみたい
な。実際の入試クラスのをこうやってやってくのかみた
いな感じ。そうですね物理は最終的に結構得意になりま
したね。1位にはなれなかったけど。そうですね10位前後
は。斎藤さん（齋藤拓眞　名古屋市立大医学部進学）と
かやっぱ強かったんで。夏ぐらいまでは。1年の夏ぐらい
までは大変でしたね。どの科目も大変でしたね。やめよ
うとは思わなかったです。大変だけど1つ1つやってくし

かないかみたいな。そうですね。やるしかないかなみた
いな感じでしたねMTとかなんか、なめてたりやる気な
かったわけじゃないんですけど、1年目は恐怖でもなく、
とれないし、みたいな。しゃーないって感じでした。全
然それはしょうがないって。物理とかは大問形式なん
で、まだやってないとこでてくるとしょうがないって感
じ。もう無理ですね。だってなんも知らないのに。まあ
そうですね。時期的にもやっと全範囲終わって。
石井先生との面談で、お互い口には出さないけどきつ
いってことは分かってたんで、まあそういう感じだった
んで、無理して地方受けるもやめて、僕都内住みなので
いろんな意味で都内の方が都合よかったんで。もちろん
受かれば行きましたけど、まあその石井先生と話して、
どうせなら受かっていきたいとこ受ければって。で普通
にしゃーないんでそれは、って感じで都内中心にあとは
岩手とかぼちぼち地方受けて後は都内で、って感じでし
たね。僕が1浪目で受けたの…2年前ですか、難しかった
です。今年もなんかちょいちょい難しかったですね。ま
あまだいけましたね。1番の立体の奴ですよね。ぼちぼち
はとったはずっすね。なんか英語が難しかったですね。
なんか、ちょっと傾向、傾向じゃないですけどセンター
激しくなったバージョンみたいなのきましたね。あんま
りとれなかったですね。まあ、他でカバーしたんだと思
いますね。1次は。

1年目が終わって東海の1次が
特に理由はないというと凄く失礼というか違う感じです
けど、変える…続けるメリットより変えるメリットの方
がよくわかんないし、先生方も知ってる方多いし1年目で
特に不満もがあったわけでもなく、十分やらせていただ
いたのでまあ全然いいなあ、みたいな感じでした。1年目
は1次1校東海が。なんか、うっかり。びっくりしまし
た。いや、結構数学とかが、たしかあんま覚えてないで
すけど計算めんどくさくて、穴埋めが分数2桁/2桁とかと
かめんどくさいのがいっぱいあったんで、手ごたえはな
かったですね。まあとりあえずやったけど、あれがあっ
てればいけるのかなーって。で多分ギリあってたんだと
思います。東海を待ってたっていうのもありますね。優
しいんで東海。番号も出してくれるし。打ち切ったら手
紙もくれるんで。なんで、切り替えは楽っちゃ楽でした
ね。もうダメならもう1回やるしかない、で僕1個しか
もってなかったんで、まあ、しゃーないって。
2年目は最初クラス分けテストはA1だったと思います。
結構それもびっくりしました。1年目最後A10だったん
で。よく1次出したよねーって。逆に。自分でもびっくり
しました。1年目よりはMTの順位とか平均とか。やっと
順位載るようになったんで。順位とか平均とかは気にな
りましたけど、普通に緊張とかもしましたけど、どっち
かっていうと周りの子に比べるとそういうのは少ないタ
イプだった気はします。そうですね、MTで取れたら嬉し
いし、コツコツ取ってくのが大事だと思うんですけど、
最終的に受かんないとどうしようもないし、まあ良くも

悪くも参考程度に頑張ってこうみたいな感じでしたね。
MTは疑似テストですからね。本番へ備えるためにやって
るんで。月1であるし。でもやっぱMT前とかはちょい
ちょいなんか全体的な、広く浅くやって全部思い出しと
こみたいな感じで、それは受験前の練習にはなった気が
します。物理とかだったら、とりあえず全範囲サラッと
見て、交流とかすぐ忘れちゃうと思って、数学だった
ら、やんないと忘れちゃいますし。見とかないと、っ
て。さらーっと全体的にやる練習にはなって良かったと
思います。

授業とかで、印象に残った先生は
英語は、やっぱり石井先生の授業がもちろん印象に残り
ましたね。あとは、お世話していただいた朝岡先生。ど
ういうところ…やっぱり、色々丁寧、というか。まあ丁
寧、でも僕英語が苦手なんでまあ早く読むのも大事だと
思うんですけど、量をこなせることに越したことは無い
し一応量はやるようにしたんですけど、1人でじっくりや
るのとかをみていただいてって感じ。先生に過去問とか
全部指定してもらって、朝岡先生的に良問だなと思うも
のを選んできて、多分教えたい構文とかが入ってる赤本
の年度とか覚えてると思うんで先生。じゃあ、東邦なら
○年度やってきてみたいな。

理系科目の印象に残ってる先生は
数学は、コマ数多くていろんな先生と触れ合う機会多
かったんで、で特に数学はいろんな先生良かったです
ね。結構山室先生のショートカット系のやつ好きでした
よ。使えるようになったら使おう的な。平野先生もそう
いうの教えてくれますね。そういう系は、僕は好きでし
たね。
化学は一番安定してましたね。物理よりやっぱ科目の特
性で安定してた。あれは量も質も多分やばかったんで。
僕、40何点でランキング載ってびっくりしましたああい
うテストでも大崩れしませんでした。2年目化学が安定で
きたので、化学に使う分の時間を他に回して。テキスト
の復習はやって、あとセミナー。セミナー僕多分2-3周く
らい。あでも理論は割と得意だったんで、無機有機の知
識系は数回して。テキストの復習はきついとこを重点的
にやるって感じでした。分っているとこはいいからって
いってももちろん無視はしないですけど。化学が1年目一
番伸びて安定したんで。平野先生が言ってたんですけ
ど、小椋先生は再受験系の人と相性いいって言ってまし
た。サラッとした感じが、僕も好きだったんで。ホント
に何もわかんなかったんで、1回1単元くらいの超高速で
終わらせてもらって、もちろんその時は分かんないし復
習しても分かんないんですけど、そのおかげでレギュ
ラーの授業で初耳の単語が減ったんで、ついていきやす
くなりましたね。レギュラーはだってきっちり教えてく
れるんで。ゆっくりめで。なんとなく馴染んでからレ
ギュラーでしっかり覚えてって感じでしたね。それが僕
には合ってたんで、小椋先生にはお世話になりました

ね。物理は小澤先生。なんとなく小澤先生でした。(笑)
いや、僕の印象ですけど意外と寺澤先生が一番基本に忠
実なイメージですね。あの人原理しっかりやるんです
よ。小澤先生はテクニックとかもやるんですが、もちろ
ん段階を踏んでですけど、頃合いを見て出してくる感
じ。まあ寺澤先生もちょいちょい出してはくるんですけ
ど、それまでのハードル…なんかそういうことやってミ
スると。めっちゃ怒りますね。普通にやりゃできるから
やれみたいなタイプでしたね。野村先生は淡々とテクニ
カルというか。最初の印象よりは、結構面白かったで
す。意外という事を言うタイプの先生。物理の先生はみ
んな基本に忠実。公式は覚えるなって言ってましたね。3
人とも。その場で30秒くらいで作れるようになればいい
じゃんって。もちろん、基礎は全部覚えるんじゃなくて
ベースを作ってそっから導いていけばいいんじゃない。
みたいな？文字数多いですから、暗記はやめてってみな
さん仰ってました。僕物理覚えるの嫌いでしたね。導
くって言うか、形を覚えちゃえば楽な問題多いじゃない
ですか、その形一応覚えてましたけど、一応、計算で慣
れてるんで。慣れてたんで早くだせるんで検算みたいな
ことを一応ちゃんとやってましたね。去年多分物理むず
かったと思います。金沢、あー量多かったし。言い方悪
いですけど金沢でるとは思わなかったってやつ出てき
ちゃいましたし。流れ的に原子は多めでしたね、どの学
校も。深く突っ込まれることは無いって、そこまでだと
多分無理なんで。物理は2年目は比較的安定してたと思う
けど、3-4回に1回くらいやらかすことはあったんですけ
ど。

石井先生のアドバイス
最後の石井先生との面談は1年目とは違いましたね。石井
先生と面談して、少し自信はつきましたね。1年目とは
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違って、まあ1次はいけるでしょ、1次はここ通るでしょ
とかいろいろ言ってくださったので。ドンピシャでし
た。まあだから1次受かって。2次行くの大変でした。あ
んま西の方受けてなかったんですけどまあ金沢行ったり
とか。新幹線です。雪ちょっと怖かったですけどちょう
どあの時期はセーフだったんで。ちょっと笑っちゃいま
したね。普通にあっちで本田さん（本田香織　岩手医科
大進学）とか山内さん（山内健　聖マリアンナ医科大進
学）とか会って、あ、みたいな。本田さん朝バス一緒
で、隣に座って面接するみたいな。面接は違ったんです
けど。いやほんとに終わって順次解散だったんで。チー
ムの子と、タクシー割り勘して、寒い中バス待つのもあ
れなんで。って感じでしたね。石井先生に普段からでも
相談には来てました。基本的にあんまりメンタルやられ
ちゃうタイプじゃなかったんで。夏冬の各休み前の授業
とかの話はとりあえず自分で目星つけて、取りすぎです
か足りないですかみたいなことだけは毎回相談に行って
ましね。その教科ごとに多分見て下さってるので、さっ
き言ったように理科はもういらないよとか英語は取った
方が良いよみたいな。数学とか、稼げるように授業入れ
るべきかその時間を他に回すべきか。どっちかというと
伸ばしたら？という感じでしたね。自分でやって受かる
んだったらね、もう受かってるので。結局先生たちの言
う事聞いて、出たわけだから。1年目から言うことを聞い
といて、別に伸び悩んでる感じはしなかったので。

黒歴史の僕でも受かる！
頑張ればちょっと大変なことはあるけど、黒歴史であっ
てもいけるよ、ってのは教えてあげたいですけど。そう
思って頑張ってほしいですね。経歴僕よりひどい人なか
なかいないですよ。杏林で教授に、懇親会みたいなので
折角なのでお聞きしたら大検とか高認とかはいるけど定
時は知らんっていわれました教授に。大検とか杏林は一
応そういうのクリーンだよって。先生は言ってました
ね。差別してない様で。今の3年からカリキュラム変わっ
たりしてるんで。新カリきついらしいです。一応、テス
トは今の所高めとってるんで。ちゃんと情報仕入れて。
そうですね、結構鈴木が情報通なんで。あんな感じで
フットワーク軽めで。ガセじゃないです。結構世話に
なってます。

代官山なら、0からでも受かる！
一言でいうとやっぱり僕みたいな経歴の人でも頑張れば
一応受かるので。代官山だから受かってるのかもしれま
せん。0からの人に結構慣れてますよね。ちょいちょい0
からな感じの人がいるんで。何人か見ました。0からの人
に慣れてるってのも、あとは面接対策もしっかりやって
くれるんでそこらへんでなんとかカバーしていただいた
感じですね。やっぱり、基礎を大事にしたほうがいいの
かなって思います。国立系と違って私立医学部時間的に
量凄いし、もちろん簡単じゃないですけど、でもしっか
りやればイメージよりは簡単なので。やりこんだからで

しょうかね。そこらへんが僕分からないんですよ。ここ
で全部0からやったんで。普通の予備校も、普通の受験も
知らないんで。凄い面倒を見てくれるなーってのは印象
にありますね。お世話にだいぶなりましたね。
僕にとって代官山MEDICALって親よりも先に合格知らせ
るくらいなので。
色んな人が言ってるように、アットホームな感じで先生
に質問とかはしやすい環境でしたね。いっぱい行く人が
いてやりやすいってのもあると思いますし、僕みたいに
滅多にいかない人でも相手してくれるんで、大手行って
た子とかに聞くと仲いい子と先生とで固定されちゃって
質問できないとかって言ってる子もいたんで。そういう
感じじゃなかったので僕も気軽に質問できてそれはすご
く良かったと思います。あとはほんとにテキストで完結
できるくらい、テキストが良くできてたんで僕はテキス
トと理科のセミナーくらいで、英語も数学も他教材は、
先生のとかはありますけどほぼ使ってなかったのでそこ
も良かったと思います。難易度もだいたいクラスごとに
適切ですし、いまおっしゃったようにこれやれ、って感
じが凄いやりやすかったです。何も考えずにやるしかな
いって感じだったので。言いたいことは言いました。頑
張ってください。

異色の経歴
昨日一昨日でしたね。熱でたの。テストで頑張りすぎ
ちゃって。まあでも一息ついた感はありますね。今週か
ら夏休みなんで。佐伯とか鈴木とか元気ですよ、みん
な。テストはどうなんだろ。でもいうて2-3個しかやって
ないので。でもみんなだいたいボーダーは超えたりくら
いじゃないですか。森杏菜とか豊島とかあの2人は授業
ちゃんと出てますけど。
僕もちゃんと出てます。基本的にやっぱ、年齢層高めの
人はちゃんと出てますよ､授業。
僕が今23の次24ですね。単純に浪人で言ったら5浪の歳
ですね。一人5浪の女の子がいたかなーって感じですね。
結構比較的上の子も取ってくれてますね。あともう一人
知ってるのが何か薬学部出た人で28くらいの人が。僕は
今軽音部に入ってます。そうですね。部というよりバン
ドごとに活動してて。まあでも一応高校も軽音部だった
んで。新宿山吹高校ってあんまり聞かないっすね。い
や、元々中高一貫入ってて、九段ってわかります？九段
だったんですけど、最初。九段の高1でまあちょっといろ
いろあって辞めまして、まあ普通に単位足りなかっただ
けなんですけど。高1で。中退して、新宿山吹ってとこ行
きましたね。そうですね、そのときの担任の先生が中学
時代からの持ち上がりだったんでまあ結構色々探してく
れて。こういうのあるけどって。いやなんか内申が、今
変わってきちゃってるみたいなんですけど、内申じゃな
くて当日点重視だったんで、入りやすい都立、しかも3科
目受験で理科なしみたいな。高校は1年間在籍してたんで
中途で、入れてくれました。だから高校生だった期間は
一応5年間になるんですよ。結構面接でいじられました
よ。高校1年間行って辞めて、山吹で4年間過ごし、って
感じなんで浪人自体は3浪ですね。5浪の歳で、高校2年間
ダブってるようなもんなんで。

入試の結果
1次9校出ました。岩手、金沢、杏林、埼玉前期、聖マ、
日大、東医、獨協、東海です。
2次がきたのが杏林だけですね。杏林はまあ優しい方だっ
た気がします。大学によっては、あんま、これダメな気
がするって感じでした。弄られたというか、弄ってくれ
る学校はなんかまだいい気がするんですけど、無視、
あ、ふーんみたいな定時制ねみたいな、手ごたえ無い学
校が一番落ちた気がしますね。あしらうというか、行け
そうかなって学校は言い訳の時間くれるんですよね。面
接の時間ほとんど学校の説明で使っちゃいますねだいた
い。10～20分くらいじゃないですか、学校の説明で10分
は使っちゃうんで。逆になんか用意してたことを突っ込
まれることがなかった。僕はバランス型じゃないんで1次
だけ通っちゃったとこもあったと思うんですけど、まあ
経歴関係ないことはないんじゃないかなって感じはあり
ますけどね。

医学部志望の理由
1年間文系の心理学部とかそっち系目指してて、まあ秋ご
ろに色々調べたんですけど、高校卒業した時点でまあ2浪
見たいなもんなんで高校ダブってる関係で。2浪？3浪？
で文系の心理入って、で僕男なんでまぁこっから先暮ら
していけないなって。就職は一応専門職なんであるんで
すけど圧倒的になんか伸びしろが少ないみたいな。国家
資格じゃないんで。進路は自分で決めました。高校の先
生によくして下さる人がいたので、山吹で、その先生と
話してて、僕のことを買ってくださってる先生で、やり
たいことないのって言われて。まあ学力がその時ポンコ
ツだったので。医学部は…医者は小っちゃい頃からの夢
でしたねって言ったらじゃあ目指してみればって言われ
ちゃって。おじいちゃんが医者ですね。
おじいちゃんもう亡くなってるんで。おばあちゃんはだ
いぶ喜んでくれましたね。親戚の方、お医者さんがいっ
ぱいいるんで、まだ知らない方もいらっしゃる。1年に1
回親族の集まりみたいなのあるんで、そこで。高校時代
とか普通に髪とかも染めてたんで多分死んでも医学部に
行ってるとは思ってないと思うんで。
新宿山吹高校は卒業しても働くか専門行くかがほとんど
ですね。大学行く子はあんまりいないですね。医学部多
分あんまいないと思いますね。まだあんま報告してない
んですけど。受かって速攻ここ（代官山MEDICAL）来ま
した。親に言う前に(笑)。劇的でした、3月の…31です。
もうラストっす。電話かかってきましたね、僕の携帯に
かかってきましたね。126番で僕最後だと思ってたんです
けど、友達に話聞いたら127番もいるって聞いて、まあで
も僕が最後から2-3番目じゃないですかね。今年は130前
後じゃないですかね多分。電話かかってきて、どうすれ
ばいいですかって言ったらあっちもやっぱり時期的に

焦ってたんで、出来れば今日来てくれみたいな。真っ先
に聞かれたのは、2次どこ持ってるかとか、どこなら来る
可能性あるかとかいろいろ聞かれて。まあここら辺は一
応2次待ち状態ですけど、場所的にも、僕都内住みなんで
杏林は普通に、どっか来てもありだったんで、多分杏林
行くと思いますって、言ったら大喜びしてました。

全くゼロから代官山MEDICALスタート
親戚ですね。さっき親戚に結構医者いるんでって言っ
た、平野遥彦（東邦大医学部進学）が親戚でして、母の
いとこの息子かな？彼が、ここでお世話になってて。で
いろいろ調べたら医専って調べたこともなかったし、高
校時代も大手予備校すら行ってなかったんでで色々調べ
たら医専ってのがあるぞって家族で話になって、でも
いっぱいあるぞってなって、で、親戚の、子供が医者に
なった人何人かに聞いたらうちで、平野家が教えてくれ
て、とりあえず渋谷だし行ってみようかなって行った
ら、偶然石井先生お時間あったみたいで受付行ったら今
から学院長面談して下さるそうなので、って母とびっく
りしたけどいろいろ説明聞いて、石井先生の感じが良
かったというのもありますし、親戚が良いって言ってる
から間違いはないかなって感じで。最初入って、クラス
はほぼドベですね。最初のMT多分4科目で100点切ってま
すよ。なんか、質問行くレベルに達するのも大変だった
んで、まず。最初テキスト渡されて授業やってもう…な
んだろう、みたいな。その時の感情とかまだ覚えてま
す。なんか、漠然とヤバいって感じしかしなかったで
す。わかんない所もわかんないじゃないですか最初。全
部わかんなかったんで。漸近線とかも漢字読めなかった
んで。これなんだろうみたいな。なにかを求めるんだ
なって感じで。数学だったら後ろの方に載ってるじゃな
いですか、で僕Bクラスだったんでもうその、ほんとに基
礎問みたいなのがあったんでひたすらその後ろの付録と
にらめっこして、やって、って感じでしたね。授業休み
ませんでした。大学でもそうしてますけど、1つはいい歳
してるからやらないとな、ってのもありましたし、高校
は高校なんで高校サボりまくってたんで1度サボるとサボ
り癖復活しちゃうとまずいなと思って。ギリギリで生き
るみたいなのあって、ぎりぎりの時にうっかり風邪ひい
て単位落としたりとかしたんで。秋すぎるまでは多分、
おんなじくらいを。僕は理数の方が得意だったんで、
冬、一概にそれだけかわからないですけど冬に先生方と
いっぱい赤本やったのが良かったような気が。それまで
コツコツやってたものの、ベタな言い方ですけどやっと
使い方が分かったみたいな。こうすればいいのかみたい
な。実際の入試クラスのをこうやってやってくのかみた
いな感じ。そうですね物理は最終的に結構得意になりま
したね。1位にはなれなかったけど。そうですね10位前後
は。斎藤さん（齋藤拓眞　名古屋市立大医学部進学）と
かやっぱ強かったんで。夏ぐらいまでは。1年の夏ぐらい
までは大変でしたね。どの科目も大変でしたね。やめよ
うとは思わなかったです。大変だけど1つ1つやってくし

かないかみたいな。そうですね。やるしかないかなみた
いな感じでしたねMTとかなんか、なめてたりやる気な
かったわけじゃないんですけど、1年目は恐怖でもなく、
とれないし、みたいな。しゃーないって感じでした。全
然それはしょうがないって。物理とかは大問形式なん
で、まだやってないとこでてくるとしょうがないって感
じ。もう無理ですね。だってなんも知らないのに。まあ
そうですね。時期的にもやっと全範囲終わって。
石井先生との面談で、お互い口には出さないけどきつ
いってことは分かってたんで、まあそういう感じだった
んで、無理して地方受けるもやめて、僕都内住みなので
いろんな意味で都内の方が都合よかったんで。もちろん
受かれば行きましたけど、まあその石井先生と話して、
どうせなら受かっていきたいとこ受ければって。で普通
にしゃーないんでそれは、って感じで都内中心にあとは
岩手とかぼちぼち地方受けて後は都内で、って感じでし
たね。僕が1浪目で受けたの…2年前ですか、難しかった
です。今年もなんかちょいちょい難しかったですね。ま
あまだいけましたね。1番の立体の奴ですよね。ぼちぼち
はとったはずっすね。なんか英語が難しかったですね。
なんか、ちょっと傾向、傾向じゃないですけどセンター
激しくなったバージョンみたいなのきましたね。あんま
りとれなかったですね。まあ、他でカバーしたんだと思
いますね。1次は。

1年目が終わって東海の1次が
特に理由はないというと凄く失礼というか違う感じです
けど、変える…続けるメリットより変えるメリットの方
がよくわかんないし、先生方も知ってる方多いし1年目で
特に不満もがあったわけでもなく、十分やらせていただ
いたのでまあ全然いいなあ、みたいな感じでした。1年目
は1次1校東海が。なんか、うっかり。びっくりしまし
た。いや、結構数学とかが、たしかあんま覚えてないで
すけど計算めんどくさくて、穴埋めが分数2桁/2桁とかと
かめんどくさいのがいっぱいあったんで、手ごたえはな
かったですね。まあとりあえずやったけど、あれがあっ
てればいけるのかなーって。で多分ギリあってたんだと
思います。東海を待ってたっていうのもありますね。優
しいんで東海。番号も出してくれるし。打ち切ったら手
紙もくれるんで。なんで、切り替えは楽っちゃ楽でした
ね。もうダメならもう1回やるしかない、で僕1個しか
もってなかったんで、まあ、しゃーないって。
2年目は最初クラス分けテストはA1だったと思います。
結構それもびっくりしました。1年目最後A10だったん
で。よく1次出したよねーって。逆に。自分でもびっくり
しました。1年目よりはMTの順位とか平均とか。やっと
順位載るようになったんで。順位とか平均とかは気にな
りましたけど、普通に緊張とかもしましたけど、どっち
かっていうと周りの子に比べるとそういうのは少ないタ
イプだった気はします。そうですね、MTで取れたら嬉し
いし、コツコツ取ってくのが大事だと思うんですけど、
最終的に受かんないとどうしようもないし、まあ良くも

悪くも参考程度に頑張ってこうみたいな感じでしたね。
MTは疑似テストですからね。本番へ備えるためにやって
るんで。月1であるし。でもやっぱMT前とかはちょい
ちょいなんか全体的な、広く浅くやって全部思い出しと
こみたいな感じで、それは受験前の練習にはなった気が
します。物理とかだったら、とりあえず全範囲サラッと
見て、交流とかすぐ忘れちゃうと思って、数学だった
ら、やんないと忘れちゃいますし。見とかないと、っ
て。さらーっと全体的にやる練習にはなって良かったと
思います。

授業とかで、印象に残った先生は
英語は、やっぱり石井先生の授業がもちろん印象に残り
ましたね。あとは、お世話していただいた朝岡先生。ど
ういうところ…やっぱり、色々丁寧、というか。まあ丁
寧、でも僕英語が苦手なんでまあ早く読むのも大事だと
思うんですけど、量をこなせることに越したことは無い
し一応量はやるようにしたんですけど、1人でじっくりや
るのとかをみていただいてって感じ。先生に過去問とか
全部指定してもらって、朝岡先生的に良問だなと思うも
のを選んできて、多分教えたい構文とかが入ってる赤本
の年度とか覚えてると思うんで先生。じゃあ、東邦なら
○年度やってきてみたいな。

理系科目の印象に残ってる先生は
数学は、コマ数多くていろんな先生と触れ合う機会多
かったんで、で特に数学はいろんな先生良かったです
ね。結構山室先生のショートカット系のやつ好きでした
よ。使えるようになったら使おう的な。平野先生もそう
いうの教えてくれますね。そういう系は、僕は好きでし
たね。
化学は一番安定してましたね。物理よりやっぱ科目の特
性で安定してた。あれは量も質も多分やばかったんで。
僕、40何点でランキング載ってびっくりしましたああい
うテストでも大崩れしませんでした。2年目化学が安定で
きたので、化学に使う分の時間を他に回して。テキスト
の復習はやって、あとセミナー。セミナー僕多分2-3周く
らい。あでも理論は割と得意だったんで、無機有機の知
識系は数回して。テキストの復習はきついとこを重点的
にやるって感じでした。分っているとこはいいからって
いってももちろん無視はしないですけど。化学が1年目一
番伸びて安定したんで。平野先生が言ってたんですけ
ど、小椋先生は再受験系の人と相性いいって言ってまし
た。サラッとした感じが、僕も好きだったんで。ホント
に何もわかんなかったんで、1回1単元くらいの超高速で
終わらせてもらって、もちろんその時は分かんないし復
習しても分かんないんですけど、そのおかげでレギュ
ラーの授業で初耳の単語が減ったんで、ついていきやす
くなりましたね。レギュラーはだってきっちり教えてく
れるんで。ゆっくりめで。なんとなく馴染んでからレ
ギュラーでしっかり覚えてって感じでしたね。それが僕
には合ってたんで、小椋先生にはお世話になりました

ね。物理は小澤先生。なんとなく小澤先生でした。(笑)
いや、僕の印象ですけど意外と寺澤先生が一番基本に忠
実なイメージですね。あの人原理しっかりやるんです
よ。小澤先生はテクニックとかもやるんですが、もちろ
ん段階を踏んでですけど、頃合いを見て出してくる感
じ。まあ寺澤先生もちょいちょい出してはくるんですけ
ど、それまでのハードル…なんかそういうことやってミ
スると。めっちゃ怒りますね。普通にやりゃできるから
やれみたいなタイプでしたね。野村先生は淡々とテクニ
カルというか。最初の印象よりは、結構面白かったで
す。意外という事を言うタイプの先生。物理の先生はみ
んな基本に忠実。公式は覚えるなって言ってましたね。3
人とも。その場で30秒くらいで作れるようになればいい
じゃんって。もちろん、基礎は全部覚えるんじゃなくて
ベースを作ってそっから導いていけばいいんじゃない。
みたいな？文字数多いですから、暗記はやめてってみな
さん仰ってました。僕物理覚えるの嫌いでしたね。導
くって言うか、形を覚えちゃえば楽な問題多いじゃない
ですか、その形一応覚えてましたけど、一応、計算で慣
れてるんで。慣れてたんで早くだせるんで検算みたいな
ことを一応ちゃんとやってましたね。去年多分物理むず
かったと思います。金沢、あー量多かったし。言い方悪
いですけど金沢でるとは思わなかったってやつ出てき
ちゃいましたし。流れ的に原子は多めでしたね、どの学
校も。深く突っ込まれることは無いって、そこまでだと
多分無理なんで。物理は2年目は比較的安定してたと思う
けど、3-4回に1回くらいやらかすことはあったんですけ
ど。

石井先生のアドバイス
最後の石井先生との面談は1年目とは違いましたね。石井
先生と面談して、少し自信はつきましたね。1年目とは
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違って、まあ1次はいけるでしょ、1次はここ通るでしょ
とかいろいろ言ってくださったので。ドンピシャでし
た。まあだから1次受かって。2次行くの大変でした。あ
んま西の方受けてなかったんですけどまあ金沢行ったり
とか。新幹線です。雪ちょっと怖かったですけどちょう
どあの時期はセーフだったんで。ちょっと笑っちゃいま
したね。普通にあっちで本田さん（本田香織　岩手医科
大進学）とか山内さん（山内健　聖マリアンナ医科大進
学）とか会って、あ、みたいな。本田さん朝バス一緒
で、隣に座って面接するみたいな。面接は違ったんです
けど。いやほんとに終わって順次解散だったんで。チー
ムの子と、タクシー割り勘して、寒い中バス待つのもあ
れなんで。って感じでしたね。石井先生に普段からでも
相談には来てました。基本的にあんまりメンタルやられ
ちゃうタイプじゃなかったんで。夏冬の各休み前の授業
とかの話はとりあえず自分で目星つけて、取りすぎです
か足りないですかみたいなことだけは毎回相談に行って
ましね。その教科ごとに多分見て下さってるので、さっ
き言ったように理科はもういらないよとか英語は取った
方が良いよみたいな。数学とか、稼げるように授業入れ
るべきかその時間を他に回すべきか。どっちかというと
伸ばしたら？という感じでしたね。自分でやって受かる
んだったらね、もう受かってるので。結局先生たちの言
う事聞いて、出たわけだから。1年目から言うことを聞い
といて、別に伸び悩んでる感じはしなかったので。

黒歴史の僕でも受かる！
頑張ればちょっと大変なことはあるけど、黒歴史であっ
てもいけるよ、ってのは教えてあげたいですけど。そう
思って頑張ってほしいですね。経歴僕よりひどい人なか
なかいないですよ。杏林で教授に、懇親会みたいなので
折角なのでお聞きしたら大検とか高認とかはいるけど定
時は知らんっていわれました教授に。大検とか杏林は一
応そういうのクリーンだよって。先生は言ってました
ね。差別してない様で。今の3年からカリキュラム変わっ
たりしてるんで。新カリきついらしいです。一応、テス
トは今の所高めとってるんで。ちゃんと情報仕入れて。
そうですね、結構鈴木が情報通なんで。あんな感じで
フットワーク軽めで。ガセじゃないです。結構世話に
なってます。

代官山なら、0からでも受かる！
一言でいうとやっぱり僕みたいな経歴の人でも頑張れば
一応受かるので。代官山だから受かってるのかもしれま
せん。0からの人に結構慣れてますよね。ちょいちょい0
からな感じの人がいるんで。何人か見ました。0からの人
に慣れてるってのも、あとは面接対策もしっかりやって
くれるんでそこらへんでなんとかカバーしていただいた
感じですね。やっぱり、基礎を大事にしたほうがいいの
かなって思います。国立系と違って私立医学部時間的に
量凄いし、もちろん簡単じゃないですけど、でもしっか
りやればイメージよりは簡単なので。やりこんだからで

しょうかね。そこらへんが僕分からないんですよ。ここ
で全部0からやったんで。普通の予備校も、普通の受験も
知らないんで。凄い面倒を見てくれるなーってのは印象
にありますね。お世話にだいぶなりましたね。
僕にとって代官山MEDICALって親よりも先に合格知らせ
るくらいなので。
色んな人が言ってるように、アットホームな感じで先生
に質問とかはしやすい環境でしたね。いっぱい行く人が
いてやりやすいってのもあると思いますし、僕みたいに
滅多にいかない人でも相手してくれるんで、大手行って
た子とかに聞くと仲いい子と先生とで固定されちゃって
質問できないとかって言ってる子もいたんで。そういう
感じじゃなかったので僕も気軽に質問できてそれはすご
く良かったと思います。あとはほんとにテキストで完結
できるくらい、テキストが良くできてたんで僕はテキス
トと理科のセミナーくらいで、英語も数学も他教材は、
先生のとかはありますけどほぼ使ってなかったのでそこ
も良かったと思います。難易度もだいたいクラスごとに
適切ですし、いまおっしゃったようにこれやれ、って感
じが凄いやりやすかったです。何も考えずにやるしかな
いって感じだったので。言いたいことは言いました。頑
張ってください。

異色の経歴
昨日一昨日でしたね。熱でたの。テストで頑張りすぎ
ちゃって。まあでも一息ついた感はありますね。今週か
ら夏休みなんで。佐伯とか鈴木とか元気ですよ、みん
な。テストはどうなんだろ。でもいうて2-3個しかやって
ないので。でもみんなだいたいボーダーは超えたりくら
いじゃないですか。森杏菜とか豊島とかあの2人は授業
ちゃんと出てますけど。
僕もちゃんと出てます。基本的にやっぱ、年齢層高めの
人はちゃんと出てますよ､授業。
僕が今23の次24ですね。単純に浪人で言ったら5浪の歳
ですね。一人5浪の女の子がいたかなーって感じですね。
結構比較的上の子も取ってくれてますね。あともう一人
知ってるのが何か薬学部出た人で28くらいの人が。僕は
今軽音部に入ってます。そうですね。部というよりバン
ドごとに活動してて。まあでも一応高校も軽音部だった
んで。新宿山吹高校ってあんまり聞かないっすね。い
や、元々中高一貫入ってて、九段ってわかります？九段
だったんですけど、最初。九段の高1でまあちょっといろ
いろあって辞めまして、まあ普通に単位足りなかっただ
けなんですけど。高1で。中退して、新宿山吹ってとこ行
きましたね。そうですね、そのときの担任の先生が中学
時代からの持ち上がりだったんでまあ結構色々探してく
れて。こういうのあるけどって。いやなんか内申が、今
変わってきちゃってるみたいなんですけど、内申じゃな
くて当日点重視だったんで、入りやすい都立、しかも3科
目受験で理科なしみたいな。高校は1年間在籍してたんで
中途で、入れてくれました。だから高校生だった期間は
一応5年間になるんですよ。結構面接でいじられました
よ。高校1年間行って辞めて、山吹で4年間過ごし、って
感じなんで浪人自体は3浪ですね。5浪の歳で、高校2年間
ダブってるようなもんなんで。

入試の結果
1次9校出ました。岩手、金沢、杏林、埼玉前期、聖マ、
日大、東医、獨協、東海です。
2次がきたのが杏林だけですね。杏林はまあ優しい方だっ
た気がします。大学によっては、あんま、これダメな気
がするって感じでした。弄られたというか、弄ってくれ
る学校はなんかまだいい気がするんですけど、無視、
あ、ふーんみたいな定時制ねみたいな、手ごたえ無い学
校が一番落ちた気がしますね。あしらうというか、行け
そうかなって学校は言い訳の時間くれるんですよね。面
接の時間ほとんど学校の説明で使っちゃいますねだいた
い。10～20分くらいじゃないですか、学校の説明で10分
は使っちゃうんで。逆になんか用意してたことを突っ込
まれることがなかった。僕はバランス型じゃないんで1次
だけ通っちゃったとこもあったと思うんですけど、まあ
経歴関係ないことはないんじゃないかなって感じはあり
ますけどね。

医学部志望の理由
1年間文系の心理学部とかそっち系目指してて、まあ秋ご
ろに色々調べたんですけど、高校卒業した時点でまあ2浪
見たいなもんなんで高校ダブってる関係で。2浪？3浪？
で文系の心理入って、で僕男なんでまぁこっから先暮ら
していけないなって。就職は一応専門職なんであるんで
すけど圧倒的になんか伸びしろが少ないみたいな。国家
資格じゃないんで。進路は自分で決めました。高校の先
生によくして下さる人がいたので、山吹で、その先生と
話してて、僕のことを買ってくださってる先生で、やり
たいことないのって言われて。まあ学力がその時ポンコ
ツだったので。医学部は…医者は小っちゃい頃からの夢
でしたねって言ったらじゃあ目指してみればって言われ
ちゃって。おじいちゃんが医者ですね。
おじいちゃんもう亡くなってるんで。おばあちゃんはだ
いぶ喜んでくれましたね。親戚の方、お医者さんがいっ
ぱいいるんで、まだ知らない方もいらっしゃる。1年に1
回親族の集まりみたいなのあるんで、そこで。高校時代
とか普通に髪とかも染めてたんで多分死んでも医学部に
行ってるとは思ってないと思うんで。
新宿山吹高校は卒業しても働くか専門行くかがほとんど
ですね。大学行く子はあんまりいないですね。医学部多
分あんまいないと思いますね。まだあんま報告してない
んですけど。受かって速攻ここ（代官山MEDICAL）来ま
した。親に言う前に(笑)。劇的でした、3月の…31です。
もうラストっす。電話かかってきましたね、僕の携帯に
かかってきましたね。126番で僕最後だと思ってたんです
けど、友達に話聞いたら127番もいるって聞いて、まあで
も僕が最後から2-3番目じゃないですかね。今年は130前
後じゃないですかね多分。電話かかってきて、どうすれ
ばいいですかって言ったらあっちもやっぱり時期的に

焦ってたんで、出来れば今日来てくれみたいな。真っ先
に聞かれたのは、2次どこ持ってるかとか、どこなら来る
可能性あるかとかいろいろ聞かれて。まあここら辺は一
応2次待ち状態ですけど、場所的にも、僕都内住みなんで
杏林は普通に、どっか来てもありだったんで、多分杏林
行くと思いますって、言ったら大喜びしてました。

全くゼロから代官山MEDICALスタート
親戚ですね。さっき親戚に結構医者いるんでって言っ
た、平野遥彦（東邦大医学部進学）が親戚でして、母の
いとこの息子かな？彼が、ここでお世話になってて。で
いろいろ調べたら医専って調べたこともなかったし、高
校時代も大手予備校すら行ってなかったんでで色々調べ
たら医専ってのがあるぞって家族で話になって、でも
いっぱいあるぞってなって、で、親戚の、子供が医者に
なった人何人かに聞いたらうちで、平野家が教えてくれ
て、とりあえず渋谷だし行ってみようかなって行った
ら、偶然石井先生お時間あったみたいで受付行ったら今
から学院長面談して下さるそうなので、って母とびっく
りしたけどいろいろ説明聞いて、石井先生の感じが良
かったというのもありますし、親戚が良いって言ってる
から間違いはないかなって感じで。最初入って、クラス
はほぼドベですね。最初のMT多分4科目で100点切ってま
すよ。なんか、質問行くレベルに達するのも大変だった
んで、まず。最初テキスト渡されて授業やってもう…な
んだろう、みたいな。その時の感情とかまだ覚えてま
す。なんか、漠然とヤバいって感じしかしなかったで
す。わかんない所もわかんないじゃないですか最初。全
部わかんなかったんで。漸近線とかも漢字読めなかった
んで。これなんだろうみたいな。なにかを求めるんだ
なって感じで。数学だったら後ろの方に載ってるじゃな
いですか、で僕Bクラスだったんでもうその、ほんとに基
礎問みたいなのがあったんでひたすらその後ろの付録と
にらめっこして、やって、って感じでしたね。授業休み
ませんでした。大学でもそうしてますけど、1つはいい歳
してるからやらないとな、ってのもありましたし、高校
は高校なんで高校サボりまくってたんで1度サボるとサボ
り癖復活しちゃうとまずいなと思って。ギリギリで生き
るみたいなのあって、ぎりぎりの時にうっかり風邪ひい
て単位落としたりとかしたんで。秋すぎるまでは多分、
おんなじくらいを。僕は理数の方が得意だったんで、
冬、一概にそれだけかわからないですけど冬に先生方と
いっぱい赤本やったのが良かったような気が。それまで
コツコツやってたものの、ベタな言い方ですけどやっと
使い方が分かったみたいな。こうすればいいのかみたい
な。実際の入試クラスのをこうやってやってくのかみた
いな感じ。そうですね物理は最終的に結構得意になりま
したね。1位にはなれなかったけど。そうですね10位前後
は。斎藤さん（齋藤拓眞　名古屋市立大医学部進学）と
かやっぱ強かったんで。夏ぐらいまでは。1年の夏ぐらい
までは大変でしたね。どの科目も大変でしたね。やめよ
うとは思わなかったです。大変だけど1つ1つやってくし

かないかみたいな。そうですね。やるしかないかなみた
いな感じでしたねMTとかなんか、なめてたりやる気な
かったわけじゃないんですけど、1年目は恐怖でもなく、
とれないし、みたいな。しゃーないって感じでした。全
然それはしょうがないって。物理とかは大問形式なん
で、まだやってないとこでてくるとしょうがないって感
じ。もう無理ですね。だってなんも知らないのに。まあ
そうですね。時期的にもやっと全範囲終わって。
石井先生との面談で、お互い口には出さないけどきつ
いってことは分かってたんで、まあそういう感じだった
んで、無理して地方受けるもやめて、僕都内住みなので
いろんな意味で都内の方が都合よかったんで。もちろん
受かれば行きましたけど、まあその石井先生と話して、
どうせなら受かっていきたいとこ受ければって。で普通
にしゃーないんでそれは、って感じで都内中心にあとは
岩手とかぼちぼち地方受けて後は都内で、って感じでし
たね。僕が1浪目で受けたの…2年前ですか、難しかった
です。今年もなんかちょいちょい難しかったですね。ま
あまだいけましたね。1番の立体の奴ですよね。ぼちぼち
はとったはずっすね。なんか英語が難しかったですね。
なんか、ちょっと傾向、傾向じゃないですけどセンター
激しくなったバージョンみたいなのきましたね。あんま
りとれなかったですね。まあ、他でカバーしたんだと思
いますね。1次は。

1年目が終わって東海の1次が
特に理由はないというと凄く失礼というか違う感じです
けど、変える…続けるメリットより変えるメリットの方
がよくわかんないし、先生方も知ってる方多いし1年目で
特に不満もがあったわけでもなく、十分やらせていただ
いたのでまあ全然いいなあ、みたいな感じでした。1年目
は1次1校東海が。なんか、うっかり。びっくりしまし
た。いや、結構数学とかが、たしかあんま覚えてないで
すけど計算めんどくさくて、穴埋めが分数2桁/2桁とかと
かめんどくさいのがいっぱいあったんで、手ごたえはな
かったですね。まあとりあえずやったけど、あれがあっ
てればいけるのかなーって。で多分ギリあってたんだと
思います。東海を待ってたっていうのもありますね。優
しいんで東海。番号も出してくれるし。打ち切ったら手
紙もくれるんで。なんで、切り替えは楽っちゃ楽でした
ね。もうダメならもう1回やるしかない、で僕1個しか
もってなかったんで、まあ、しゃーないって。
2年目は最初クラス分けテストはA1だったと思います。
結構それもびっくりしました。1年目最後A10だったん
で。よく1次出したよねーって。逆に。自分でもびっくり
しました。1年目よりはMTの順位とか平均とか。やっと
順位載るようになったんで。順位とか平均とかは気にな
りましたけど、普通に緊張とかもしましたけど、どっち
かっていうと周りの子に比べるとそういうのは少ないタ
イプだった気はします。そうですね、MTで取れたら嬉し
いし、コツコツ取ってくのが大事だと思うんですけど、
最終的に受かんないとどうしようもないし、まあ良くも

悪くも参考程度に頑張ってこうみたいな感じでしたね。
MTは疑似テストですからね。本番へ備えるためにやって
るんで。月1であるし。でもやっぱMT前とかはちょい
ちょいなんか全体的な、広く浅くやって全部思い出しと
こみたいな感じで、それは受験前の練習にはなった気が
します。物理とかだったら、とりあえず全範囲サラッと
見て、交流とかすぐ忘れちゃうと思って、数学だった
ら、やんないと忘れちゃいますし。見とかないと、っ
て。さらーっと全体的にやる練習にはなって良かったと
思います。

授業とかで、印象に残った先生は
英語は、やっぱり石井先生の授業がもちろん印象に残り
ましたね。あとは、お世話していただいた朝岡先生。ど
ういうところ…やっぱり、色々丁寧、というか。まあ丁
寧、でも僕英語が苦手なんでまあ早く読むのも大事だと
思うんですけど、量をこなせることに越したことは無い
し一応量はやるようにしたんですけど、1人でじっくりや
るのとかをみていただいてって感じ。先生に過去問とか
全部指定してもらって、朝岡先生的に良問だなと思うも
のを選んできて、多分教えたい構文とかが入ってる赤本
の年度とか覚えてると思うんで先生。じゃあ、東邦なら
○年度やってきてみたいな。

理系科目の印象に残ってる先生は
数学は、コマ数多くていろんな先生と触れ合う機会多
かったんで、で特に数学はいろんな先生良かったです
ね。結構山室先生のショートカット系のやつ好きでした
よ。使えるようになったら使おう的な。平野先生もそう
いうの教えてくれますね。そういう系は、僕は好きでし
たね。
化学は一番安定してましたね。物理よりやっぱ科目の特
性で安定してた。あれは量も質も多分やばかったんで。
僕、40何点でランキング載ってびっくりしましたああい
うテストでも大崩れしませんでした。2年目化学が安定で
きたので、化学に使う分の時間を他に回して。テキスト
の復習はやって、あとセミナー。セミナー僕多分2-3周く
らい。あでも理論は割と得意だったんで、無機有機の知
識系は数回して。テキストの復習はきついとこを重点的
にやるって感じでした。分っているとこはいいからって
いってももちろん無視はしないですけど。化学が1年目一
番伸びて安定したんで。平野先生が言ってたんですけ
ど、小椋先生は再受験系の人と相性いいって言ってまし
た。サラッとした感じが、僕も好きだったんで。ホント
に何もわかんなかったんで、1回1単元くらいの超高速で
終わらせてもらって、もちろんその時は分かんないし復
習しても分かんないんですけど、そのおかげでレギュ
ラーの授業で初耳の単語が減ったんで、ついていきやす
くなりましたね。レギュラーはだってきっちり教えてく
れるんで。ゆっくりめで。なんとなく馴染んでからレ
ギュラーでしっかり覚えてって感じでしたね。それが僕
には合ってたんで、小椋先生にはお世話になりました

ね。物理は小澤先生。なんとなく小澤先生でした。(笑)
いや、僕の印象ですけど意外と寺澤先生が一番基本に忠
実なイメージですね。あの人原理しっかりやるんです
よ。小澤先生はテクニックとかもやるんですが、もちろ
ん段階を踏んでですけど、頃合いを見て出してくる感
じ。まあ寺澤先生もちょいちょい出してはくるんですけ
ど、それまでのハードル…なんかそういうことやってミ
スると。めっちゃ怒りますね。普通にやりゃできるから
やれみたいなタイプでしたね。野村先生は淡々とテクニ
カルというか。最初の印象よりは、結構面白かったで
す。意外という事を言うタイプの先生。物理の先生はみ
んな基本に忠実。公式は覚えるなって言ってましたね。3
人とも。その場で30秒くらいで作れるようになればいい
じゃんって。もちろん、基礎は全部覚えるんじゃなくて
ベースを作ってそっから導いていけばいいんじゃない。
みたいな？文字数多いですから、暗記はやめてってみな
さん仰ってました。僕物理覚えるの嫌いでしたね。導
くって言うか、形を覚えちゃえば楽な問題多いじゃない
ですか、その形一応覚えてましたけど、一応、計算で慣
れてるんで。慣れてたんで早くだせるんで検算みたいな
ことを一応ちゃんとやってましたね。去年多分物理むず
かったと思います。金沢、あー量多かったし。言い方悪
いですけど金沢でるとは思わなかったってやつ出てき
ちゃいましたし。流れ的に原子は多めでしたね、どの学
校も。深く突っ込まれることは無いって、そこまでだと
多分無理なんで。物理は2年目は比較的安定してたと思う
けど、3-4回に1回くらいやらかすことはあったんですけ
ど。

石井先生のアドバイス
最後の石井先生との面談は1年目とは違いましたね。石井
先生と面談して、少し自信はつきましたね。1年目とは

違って、まあ1次はいけるでしょ、1次はここ通るでしょ
とかいろいろ言ってくださったので。ドンピシャでし
た。まあだから1次受かって。2次行くの大変でした。あ
んま西の方受けてなかったんですけどまあ金沢行ったり
とか。新幹線です。雪ちょっと怖かったですけどちょう
どあの時期はセーフだったんで。ちょっと笑っちゃいま
したね。普通にあっちで本田さん（本田香織　岩手医科
大進学）とか山内さん（山内健　聖マリアンナ医科大進
学）とか会って、あ、みたいな。本田さん朝バス一緒
で、隣に座って面接するみたいな。面接は違ったんです
けど。いやほんとに終わって順次解散だったんで。チー
ムの子と、タクシー割り勘して、寒い中バス待つのもあ
れなんで。って感じでしたね。石井先生に普段からでも
相談には来てました。基本的にあんまりメンタルやられ
ちゃうタイプじゃなかったんで。夏冬の各休み前の授業
とかの話はとりあえず自分で目星つけて、取りすぎです
か足りないですかみたいなことだけは毎回相談に行って
ましね。その教科ごとに多分見て下さってるので、さっ
き言ったように理科はもういらないよとか英語は取った
方が良いよみたいな。数学とか、稼げるように授業入れ
るべきかその時間を他に回すべきか。どっちかというと
伸ばしたら？という感じでしたね。自分でやって受かる
んだったらね、もう受かってるので。結局先生たちの言
う事聞いて、出たわけだから。1年目から言うことを聞い
といて、別に伸び悩んでる感じはしなかったので。

黒歴史の僕でも受かる！
頑張ればちょっと大変なことはあるけど、黒歴史であっ
てもいけるよ、ってのは教えてあげたいですけど。そう
思って頑張ってほしいですね。経歴僕よりひどい人なか
なかいないですよ。杏林で教授に、懇親会みたいなので
折角なのでお聞きしたら大検とか高認とかはいるけど定
時は知らんっていわれました教授に。大検とか杏林は一
応そういうのクリーンだよって。先生は言ってました
ね。差別してない様で。今の3年からカリキュラム変わっ
たりしてるんで。新カリきついらしいです。一応、テス
トは今の所高めとってるんで。ちゃんと情報仕入れて。
そうですね、結構鈴木が情報通なんで。あんな感じで
フットワーク軽めで。ガセじゃないです。結構世話に
なってます。

代官山なら、0からでも受かる！
一言でいうとやっぱり僕みたいな経歴の人でも頑張れば
一応受かるので。代官山だから受かってるのかもしれま
せん。0からの人に結構慣れてますよね。ちょいちょい0
からな感じの人がいるんで。何人か見ました。0からの人
に慣れてるってのも、あとは面接対策もしっかりやって
くれるんでそこらへんでなんとかカバーしていただいた
感じですね。やっぱり、基礎を大事にしたほうがいいの
かなって思います。国立系と違って私立医学部時間的に
量凄いし、もちろん簡単じゃないですけど、でもしっか
りやればイメージよりは簡単なので。やりこんだからで

しょうかね。そこらへんが僕分からないんですよ。ここ
で全部0からやったんで。普通の予備校も、普通の受験も
知らないんで。凄い面倒を見てくれるなーってのは印象
にありますね。お世話にだいぶなりましたね。
僕にとって代官山MEDICALって親よりも先に合格知らせ
るくらいなので。
色んな人が言ってるように、アットホームな感じで先生
に質問とかはしやすい環境でしたね。いっぱい行く人が
いてやりやすいってのもあると思いますし、僕みたいに
滅多にいかない人でも相手してくれるんで、大手行って
た子とかに聞くと仲いい子と先生とで固定されちゃって
質問できないとかって言ってる子もいたんで。そういう
感じじゃなかったので僕も気軽に質問できてそれはすご
く良かったと思います。あとはほんとにテキストで完結
できるくらい、テキストが良くできてたんで僕はテキス
トと理科のセミナーくらいで、英語も数学も他教材は、
先生のとかはありますけどほぼ使ってなかったのでそこ
も良かったと思います。難易度もだいたいクラスごとに
適切ですし、いまおっしゃったようにこれやれ、って感
じが凄いやりやすかったです。何も考えずにやるしかな
いって感じだったので。言いたいことは言いました。頑
張ってください。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

16.4 69.4＋158点

8ヶ月後8ヶ月後
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異色の経歴
昨日一昨日でしたね。熱でたの。テストで頑張りすぎ
ちゃって。まあでも一息ついた感はありますね。今週か
ら夏休みなんで。佐伯とか鈴木とか元気ですよ、みん
な。テストはどうなんだろ。でもいうて2-3個しかやって
ないので。でもみんなだいたいボーダーは超えたりくら
いじゃないですか。森杏菜とか豊島とかあの2人は授業
ちゃんと出てますけど。
僕もちゃんと出てます。基本的にやっぱ、年齢層高めの
人はちゃんと出てますよ､授業。
僕が今23の次24ですね。単純に浪人で言ったら5浪の歳
ですね。一人5浪の女の子がいたかなーって感じですね。
結構比較的上の子も取ってくれてますね。あともう一人
知ってるのが何か薬学部出た人で28くらいの人が。僕は
今軽音部に入ってます。そうですね。部というよりバン
ドごとに活動してて。まあでも一応高校も軽音部だった
んで。新宿山吹高校ってあんまり聞かないっすね。い
や、元々中高一貫入ってて、九段ってわかります？九段
だったんですけど、最初。九段の高1でまあちょっといろ
いろあって辞めまして、まあ普通に単位足りなかっただ
けなんですけど。高1で。中退して、新宿山吹ってとこ行
きましたね。そうですね、そのときの担任の先生が中学
時代からの持ち上がりだったんでまあ結構色々探してく
れて。こういうのあるけどって。いやなんか内申が、今
変わってきちゃってるみたいなんですけど、内申じゃな
くて当日点重視だったんで、入りやすい都立、しかも3科
目受験で理科なしみたいな。高校は1年間在籍してたんで
中途で、入れてくれました。だから高校生だった期間は
一応5年間になるんですよ。結構面接でいじられました
よ。高校1年間行って辞めて、山吹で4年間過ごし、って
感じなんで浪人自体は3浪ですね。5浪の歳で、高校2年間
ダブってるようなもんなんで。

入試の結果
1次9校出ました。岩手、金沢、杏林、埼玉前期、聖マ、
日大、東医、獨協、東海です。
2次がきたのが杏林だけですね。杏林はまあ優しい方だっ
た気がします。大学によっては、あんま、これダメな気
がするって感じでした。弄られたというか、弄ってくれ
る学校はなんかまだいい気がするんですけど、無視、
あ、ふーんみたいな定時制ねみたいな、手ごたえ無い学
校が一番落ちた気がしますね。あしらうというか、行け
そうかなって学校は言い訳の時間くれるんですよね。面
接の時間ほとんど学校の説明で使っちゃいますねだいた
い。10～20分くらいじゃないですか、学校の説明で10分
は使っちゃうんで。逆になんか用意してたことを突っ込
まれることがなかった。僕はバランス型じゃないんで1次
だけ通っちゃったとこもあったと思うんですけど、まあ
経歴関係ないことはないんじゃないかなって感じはあり
ますけどね。

医学部志望の理由
1年間文系の心理学部とかそっち系目指してて、まあ秋ご
ろに色々調べたんですけど、高校卒業した時点でまあ2浪
見たいなもんなんで高校ダブってる関係で。2浪？3浪？
で文系の心理入って、で僕男なんでまぁこっから先暮ら
していけないなって。就職は一応専門職なんであるんで
すけど圧倒的になんか伸びしろが少ないみたいな。国家
資格じゃないんで。進路は自分で決めました。高校の先
生によくして下さる人がいたので、山吹で、その先生と
話してて、僕のことを買ってくださってる先生で、やり
たいことないのって言われて。まあ学力がその時ポンコ
ツだったので。医学部は…医者は小っちゃい頃からの夢
でしたねって言ったらじゃあ目指してみればって言われ
ちゃって。おじいちゃんが医者ですね。
おじいちゃんもう亡くなってるんで。おばあちゃんはだ
いぶ喜んでくれましたね。親戚の方、お医者さんがいっ
ぱいいるんで、まだ知らない方もいらっしゃる。1年に1
回親族の集まりみたいなのあるんで、そこで。高校時代
とか普通に髪とかも染めてたんで多分死んでも医学部に
行ってるとは思ってないと思うんで。
新宿山吹高校は卒業しても働くか専門行くかがほとんど
ですね。大学行く子はあんまりいないですね。医学部多
分あんまいないと思いますね。まだあんま報告してない
んですけど。受かって速攻ここ（代官山MEDICAL）来ま
した。親に言う前に(笑)。劇的でした、3月の…31です。
もうラストっす。電話かかってきましたね、僕の携帯に
かかってきましたね。126番で僕最後だと思ってたんです
けど、友達に話聞いたら127番もいるって聞いて、まあで
も僕が最後から2-3番目じゃないですかね。今年は130前
後じゃないですかね多分。電話かかってきて、どうすれ
ばいいですかって言ったらあっちもやっぱり時期的に

焦ってたんで、出来れば今日来てくれみたいな。真っ先
に聞かれたのは、2次どこ持ってるかとか、どこなら来る
可能性あるかとかいろいろ聞かれて。まあここら辺は一
応2次待ち状態ですけど、場所的にも、僕都内住みなんで
杏林は普通に、どっか来てもありだったんで、多分杏林
行くと思いますって、言ったら大喜びしてました。

全くゼロから代官山MEDICALスタート
親戚ですね。さっき親戚に結構医者いるんでって言っ
た、平野遥彦（東邦大医学部進学）が親戚でして、母の
いとこの息子かな？彼が、ここでお世話になってて。で
いろいろ調べたら医専って調べたこともなかったし、高
校時代も大手予備校すら行ってなかったんでで色々調べ
たら医専ってのがあるぞって家族で話になって、でも
いっぱいあるぞってなって、で、親戚の、子供が医者に
なった人何人かに聞いたらうちで、平野家が教えてくれ
て、とりあえず渋谷だし行ってみようかなって行った
ら、偶然石井先生お時間あったみたいで受付行ったら今
から学院長面談して下さるそうなので、って母とびっく
りしたけどいろいろ説明聞いて、石井先生の感じが良
かったというのもありますし、親戚が良いって言ってる
から間違いはないかなって感じで。最初入って、クラス
はほぼドベですね。最初のMT多分4科目で100点切ってま
すよ。なんか、質問行くレベルに達するのも大変だった
んで、まず。最初テキスト渡されて授業やってもう…な
んだろう、みたいな。その時の感情とかまだ覚えてま
す。なんか、漠然とヤバいって感じしかしなかったで
す。わかんない所もわかんないじゃないですか最初。全
部わかんなかったんで。漸近線とかも漢字読めなかった
んで。これなんだろうみたいな。なにかを求めるんだ
なって感じで。数学だったら後ろの方に載ってるじゃな
いですか、で僕Bクラスだったんでもうその、ほんとに基
礎問みたいなのがあったんでひたすらその後ろの付録と
にらめっこして、やって、って感じでしたね。授業休み
ませんでした。大学でもそうしてますけど、1つはいい歳
してるからやらないとな、ってのもありましたし、高校
は高校なんで高校サボりまくってたんで1度サボるとサボ
り癖復活しちゃうとまずいなと思って。ギリギリで生き
るみたいなのあって、ぎりぎりの時にうっかり風邪ひい
て単位落としたりとかしたんで。秋すぎるまでは多分、
おんなじくらいを。僕は理数の方が得意だったんで、
冬、一概にそれだけかわからないですけど冬に先生方と
いっぱい赤本やったのが良かったような気が。それまで
コツコツやってたものの、ベタな言い方ですけどやっと
使い方が分かったみたいな。こうすればいいのかみたい
な。実際の入試クラスのをこうやってやってくのかみた
いな感じ。そうですね物理は最終的に結構得意になりま
したね。1位にはなれなかったけど。そうですね10位前後
は。斎藤さん（齋藤拓眞　名古屋市立大医学部進学）と
かやっぱ強かったんで。夏ぐらいまでは。1年の夏ぐらい
までは大変でしたね。どの科目も大変でしたね。やめよ
うとは思わなかったです。大変だけど1つ1つやってくし

かないかみたいな。そうですね。やるしかないかなみた
いな感じでしたねMTとかなんか、なめてたりやる気な
かったわけじゃないんですけど、1年目は恐怖でもなく、
とれないし、みたいな。しゃーないって感じでした。全
然それはしょうがないって。物理とかは大問形式なん
で、まだやってないとこでてくるとしょうがないって感
じ。もう無理ですね。だってなんも知らないのに。まあ
そうですね。時期的にもやっと全範囲終わって。
石井先生との面談で、お互い口には出さないけどきつ
いってことは分かってたんで、まあそういう感じだった
んで、無理して地方受けるもやめて、僕都内住みなので
いろんな意味で都内の方が都合よかったんで。もちろん
受かれば行きましたけど、まあその石井先生と話して、
どうせなら受かっていきたいとこ受ければって。で普通
にしゃーないんでそれは、って感じで都内中心にあとは
岩手とかぼちぼち地方受けて後は都内で、って感じでし
たね。僕が1浪目で受けたの…2年前ですか、難しかった
です。今年もなんかちょいちょい難しかったですね。ま
あまだいけましたね。1番の立体の奴ですよね。ぼちぼち
はとったはずっすね。なんか英語が難しかったですね。
なんか、ちょっと傾向、傾向じゃないですけどセンター
激しくなったバージョンみたいなのきましたね。あんま
りとれなかったですね。まあ、他でカバーしたんだと思
いますね。1次は。

1年目が終わって東海の1次が
特に理由はないというと凄く失礼というか違う感じです
けど、変える…続けるメリットより変えるメリットの方
がよくわかんないし、先生方も知ってる方多いし1年目で
特に不満もがあったわけでもなく、十分やらせていただ
いたのでまあ全然いいなあ、みたいな感じでした。1年目
は1次1校東海が。なんか、うっかり。びっくりしまし
た。いや、結構数学とかが、たしかあんま覚えてないで
すけど計算めんどくさくて、穴埋めが分数2桁/2桁とかと
かめんどくさいのがいっぱいあったんで、手ごたえはな
かったですね。まあとりあえずやったけど、あれがあっ
てればいけるのかなーって。で多分ギリあってたんだと
思います。東海を待ってたっていうのもありますね。優
しいんで東海。番号も出してくれるし。打ち切ったら手
紙もくれるんで。なんで、切り替えは楽っちゃ楽でした
ね。もうダメならもう1回やるしかない、で僕1個しか
もってなかったんで、まあ、しゃーないって。
2年目は最初クラス分けテストはA1だったと思います。
結構それもびっくりしました。1年目最後A10だったん
で。よく1次出したよねーって。逆に。自分でもびっくり
しました。1年目よりはMTの順位とか平均とか。やっと
順位載るようになったんで。順位とか平均とかは気にな
りましたけど、普通に緊張とかもしましたけど、どっち
かっていうと周りの子に比べるとそういうのは少ないタ
イプだった気はします。そうですね、MTで取れたら嬉し
いし、コツコツ取ってくのが大事だと思うんですけど、
最終的に受かんないとどうしようもないし、まあ良くも

悪くも参考程度に頑張ってこうみたいな感じでしたね。
MTは疑似テストですからね。本番へ備えるためにやって
るんで。月1であるし。でもやっぱMT前とかはちょい
ちょいなんか全体的な、広く浅くやって全部思い出しと
こみたいな感じで、それは受験前の練習にはなった気が
します。物理とかだったら、とりあえず全範囲サラッと
見て、交流とかすぐ忘れちゃうと思って、数学だった
ら、やんないと忘れちゃいますし。見とかないと、っ
て。さらーっと全体的にやる練習にはなって良かったと
思います。

授業とかで、印象に残った先生は
英語は、やっぱり石井先生の授業がもちろん印象に残り
ましたね。あとは、お世話していただいた朝岡先生。ど
ういうところ…やっぱり、色々丁寧、というか。まあ丁
寧、でも僕英語が苦手なんでまあ早く読むのも大事だと
思うんですけど、量をこなせることに越したことは無い
し一応量はやるようにしたんですけど、1人でじっくりや
るのとかをみていただいてって感じ。先生に過去問とか
全部指定してもらって、朝岡先生的に良問だなと思うも
のを選んできて、多分教えたい構文とかが入ってる赤本
の年度とか覚えてると思うんで先生。じゃあ、東邦なら
○年度やってきてみたいな。

理系科目の印象に残ってる先生は
数学は、コマ数多くていろんな先生と触れ合う機会多
かったんで、で特に数学はいろんな先生良かったです
ね。結構山室先生のショートカット系のやつ好きでした
よ。使えるようになったら使おう的な。平野先生もそう
いうの教えてくれますね。そういう系は、僕は好きでし
たね。
化学は一番安定してましたね。物理よりやっぱ科目の特
性で安定してた。あれは量も質も多分やばかったんで。
僕、40何点でランキング載ってびっくりしましたああい
うテストでも大崩れしませんでした。2年目化学が安定で
きたので、化学に使う分の時間を他に回して。テキスト
の復習はやって、あとセミナー。セミナー僕多分2-3周く
らい。あでも理論は割と得意だったんで、無機有機の知
識系は数回して。テキストの復習はきついとこを重点的
にやるって感じでした。分っているとこはいいからって
いってももちろん無視はしないですけど。化学が1年目一
番伸びて安定したんで。平野先生が言ってたんですけ
ど、小椋先生は再受験系の人と相性いいって言ってまし
た。サラッとした感じが、僕も好きだったんで。ホント
に何もわかんなかったんで、1回1単元くらいの超高速で
終わらせてもらって、もちろんその時は分かんないし復
習しても分かんないんですけど、そのおかげでレギュ
ラーの授業で初耳の単語が減ったんで、ついていきやす
くなりましたね。レギュラーはだってきっちり教えてく
れるんで。ゆっくりめで。なんとなく馴染んでからレ
ギュラーでしっかり覚えてって感じでしたね。それが僕
には合ってたんで、小椋先生にはお世話になりました

ね。物理は小澤先生。なんとなく小澤先生でした。(笑)
いや、僕の印象ですけど意外と寺澤先生が一番基本に忠
実なイメージですね。あの人原理しっかりやるんです
よ。小澤先生はテクニックとかもやるんですが、もちろ
ん段階を踏んでですけど、頃合いを見て出してくる感
じ。まあ寺澤先生もちょいちょい出してはくるんですけ
ど、それまでのハードル…なんかそういうことやってミ
スると。めっちゃ怒りますね。普通にやりゃできるから
やれみたいなタイプでしたね。野村先生は淡々とテクニ
カルというか。最初の印象よりは、結構面白かったで
す。意外という事を言うタイプの先生。物理の先生はみ
んな基本に忠実。公式は覚えるなって言ってましたね。3
人とも。その場で30秒くらいで作れるようになればいい
じゃんって。もちろん、基礎は全部覚えるんじゃなくて
ベースを作ってそっから導いていけばいいんじゃない。
みたいな？文字数多いですから、暗記はやめてってみな
さん仰ってました。僕物理覚えるの嫌いでしたね。導
くって言うか、形を覚えちゃえば楽な問題多いじゃない
ですか、その形一応覚えてましたけど、一応、計算で慣
れてるんで。慣れてたんで早くだせるんで検算みたいな
ことを一応ちゃんとやってましたね。去年多分物理むず
かったと思います。金沢、あー量多かったし。言い方悪
いですけど金沢でるとは思わなかったってやつ出てき
ちゃいましたし。流れ的に原子は多めでしたね、どの学
校も。深く突っ込まれることは無いって、そこまでだと
多分無理なんで。物理は2年目は比較的安定してたと思う
けど、3-4回に1回くらいやらかすことはあったんですけ
ど。

石井先生のアドバイス
最後の石井先生との面談は1年目とは違いましたね。石井
先生と面談して、少し自信はつきましたね。1年目とは

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

違って、まあ1次はいけるでしょ、1次はここ通るでしょ
とかいろいろ言ってくださったので。ドンピシャでし
た。まあだから1次受かって。2次行くの大変でした。あ
んま西の方受けてなかったんですけどまあ金沢行ったり
とか。新幹線です。雪ちょっと怖かったですけどちょう
どあの時期はセーフだったんで。ちょっと笑っちゃいま
したね。普通にあっちで本田さん（本田香織　岩手医科
大進学）とか山内さん（山内健　聖マリアンナ医科大進
学）とか会って、あ、みたいな。本田さん朝バス一緒
で、隣に座って面接するみたいな。面接は違ったんです
けど。いやほんとに終わって順次解散だったんで。チー
ムの子と、タクシー割り勘して、寒い中バス待つのもあ
れなんで。って感じでしたね。石井先生に普段からでも
相談には来てました。基本的にあんまりメンタルやられ
ちゃうタイプじゃなかったんで。夏冬の各休み前の授業
とかの話はとりあえず自分で目星つけて、取りすぎです
か足りないですかみたいなことだけは毎回相談に行って
ましね。その教科ごとに多分見て下さってるので、さっ
き言ったように理科はもういらないよとか英語は取った
方が良いよみたいな。数学とか、稼げるように授業入れ
るべきかその時間を他に回すべきか。どっちかというと
伸ばしたら？という感じでしたね。自分でやって受かる
んだったらね、もう受かってるので。結局先生たちの言
う事聞いて、出たわけだから。1年目から言うことを聞い
といて、別に伸び悩んでる感じはしなかったので。

黒歴史の僕でも受かる！
頑張ればちょっと大変なことはあるけど、黒歴史であっ
てもいけるよ、ってのは教えてあげたいですけど。そう
思って頑張ってほしいですね。経歴僕よりひどい人なか
なかいないですよ。杏林で教授に、懇親会みたいなので
折角なのでお聞きしたら大検とか高認とかはいるけど定
時は知らんっていわれました教授に。大検とか杏林は一
応そういうのクリーンだよって。先生は言ってました
ね。差別してない様で。今の3年からカリキュラム変わっ
たりしてるんで。新カリきついらしいです。一応、テス
トは今の所高めとってるんで。ちゃんと情報仕入れて。
そうですね、結構鈴木が情報通なんで。あんな感じで
フットワーク軽めで。ガセじゃないです。結構世話に
なってます。

代官山なら、0からでも受かる！
一言でいうとやっぱり僕みたいな経歴の人でも頑張れば
一応受かるので。代官山だから受かってるのかもしれま
せん。0からの人に結構慣れてますよね。ちょいちょい0
からな感じの人がいるんで。何人か見ました。0からの人
に慣れてるってのも、あとは面接対策もしっかりやって
くれるんでそこらへんでなんとかカバーしていただいた
感じですね。やっぱり、基礎を大事にしたほうがいいの
かなって思います。国立系と違って私立医学部時間的に
量凄いし、もちろん簡単じゃないですけど、でもしっか
りやればイメージよりは簡単なので。やりこんだからで

しょうかね。そこらへんが僕分からないんですよ。ここ
で全部0からやったんで。普通の予備校も、普通の受験も
知らないんで。凄い面倒を見てくれるなーってのは印象
にありますね。お世話にだいぶなりましたね。
僕にとって代官山MEDICALって親よりも先に合格知らせ
るくらいなので。
色んな人が言ってるように、アットホームな感じで先生
に質問とかはしやすい環境でしたね。いっぱい行く人が
いてやりやすいってのもあると思いますし、僕みたいに
滅多にいかない人でも相手してくれるんで、大手行って
た子とかに聞くと仲いい子と先生とで固定されちゃって
質問できないとかって言ってる子もいたんで。そういう
感じじゃなかったので僕も気軽に質問できてそれはすご
く良かったと思います。あとはほんとにテキストで完結
できるくらい、テキストが良くできてたんで僕はテキス
トと理科のセミナーくらいで、英語も数学も他教材は、
先生のとかはありますけどほぼ使ってなかったのでそこ
も良かったと思います。難易度もだいたいクラスごとに
適切ですし、いまおっしゃったようにこれやれ、って感
じが凄いやりやすかったです。何も考えずにやるしかな
いって感じだったので。言いたいことは言いました。頑
張ってください。

異色の経歴
昨日一昨日でしたね。熱でたの。テストで頑張りすぎ
ちゃって。まあでも一息ついた感はありますね。今週か
ら夏休みなんで。佐伯とか鈴木とか元気ですよ、みん
な。テストはどうなんだろ。でもいうて2-3個しかやって
ないので。でもみんなだいたいボーダーは超えたりくら
いじゃないですか。森杏菜とか豊島とかあの2人は授業
ちゃんと出てますけど。
僕もちゃんと出てます。基本的にやっぱ、年齢層高めの
人はちゃんと出てますよ､授業。
僕が今23の次24ですね。単純に浪人で言ったら5浪の歳
ですね。一人5浪の女の子がいたかなーって感じですね。
結構比較的上の子も取ってくれてますね。あともう一人
知ってるのが何か薬学部出た人で28くらいの人が。僕は
今軽音部に入ってます。そうですね。部というよりバン
ドごとに活動してて。まあでも一応高校も軽音部だった
んで。新宿山吹高校ってあんまり聞かないっすね。い
や、元々中高一貫入ってて、九段ってわかります？九段
だったんですけど、最初。九段の高1でまあちょっといろ
いろあって辞めまして、まあ普通に単位足りなかっただ
けなんですけど。高1で。中退して、新宿山吹ってとこ行
きましたね。そうですね、そのときの担任の先生が中学
時代からの持ち上がりだったんでまあ結構色々探してく
れて。こういうのあるけどって。いやなんか内申が、今
変わってきちゃってるみたいなんですけど、内申じゃな
くて当日点重視だったんで、入りやすい都立、しかも3科
目受験で理科なしみたいな。高校は1年間在籍してたんで
中途で、入れてくれました。だから高校生だった期間は
一応5年間になるんですよ。結構面接でいじられました
よ。高校1年間行って辞めて、山吹で4年間過ごし、って
感じなんで浪人自体は3浪ですね。5浪の歳で、高校2年間
ダブってるようなもんなんで。

入試の結果
1次9校出ました。岩手、金沢、杏林、埼玉前期、聖マ、
日大、東医、獨協、東海です。
2次がきたのが杏林だけですね。杏林はまあ優しい方だっ
た気がします。大学によっては、あんま、これダメな気
がするって感じでした。弄られたというか、弄ってくれ
る学校はなんかまだいい気がするんですけど、無視、
あ、ふーんみたいな定時制ねみたいな、手ごたえ無い学
校が一番落ちた気がしますね。あしらうというか、行け
そうかなって学校は言い訳の時間くれるんですよね。面
接の時間ほとんど学校の説明で使っちゃいますねだいた
い。10～20分くらいじゃないですか、学校の説明で10分
は使っちゃうんで。逆になんか用意してたことを突っ込
まれることがなかった。僕はバランス型じゃないんで1次
だけ通っちゃったとこもあったと思うんですけど、まあ
経歴関係ないことはないんじゃないかなって感じはあり
ますけどね。

医学部志望の理由
1年間文系の心理学部とかそっち系目指してて、まあ秋ご
ろに色々調べたんですけど、高校卒業した時点でまあ2浪
見たいなもんなんで高校ダブってる関係で。2浪？3浪？
で文系の心理入って、で僕男なんでまぁこっから先暮ら
していけないなって。就職は一応専門職なんであるんで
すけど圧倒的になんか伸びしろが少ないみたいな。国家
資格じゃないんで。進路は自分で決めました。高校の先
生によくして下さる人がいたので、山吹で、その先生と
話してて、僕のことを買ってくださってる先生で、やり
たいことないのって言われて。まあ学力がその時ポンコ
ツだったので。医学部は…医者は小っちゃい頃からの夢
でしたねって言ったらじゃあ目指してみればって言われ
ちゃって。おじいちゃんが医者ですね。
おじいちゃんもう亡くなってるんで。おばあちゃんはだ
いぶ喜んでくれましたね。親戚の方、お医者さんがいっ
ぱいいるんで、まだ知らない方もいらっしゃる。1年に1
回親族の集まりみたいなのあるんで、そこで。高校時代
とか普通に髪とかも染めてたんで多分死んでも医学部に
行ってるとは思ってないと思うんで。
新宿山吹高校は卒業しても働くか専門行くかがほとんど
ですね。大学行く子はあんまりいないですね。医学部多
分あんまいないと思いますね。まだあんま報告してない
んですけど。受かって速攻ここ（代官山MEDICAL）来ま
した。親に言う前に(笑)。劇的でした、3月の…31です。
もうラストっす。電話かかってきましたね、僕の携帯に
かかってきましたね。126番で僕最後だと思ってたんです
けど、友達に話聞いたら127番もいるって聞いて、まあで
も僕が最後から2-3番目じゃないですかね。今年は130前
後じゃないですかね多分。電話かかってきて、どうすれ
ばいいですかって言ったらあっちもやっぱり時期的に

焦ってたんで、出来れば今日来てくれみたいな。真っ先
に聞かれたのは、2次どこ持ってるかとか、どこなら来る
可能性あるかとかいろいろ聞かれて。まあここら辺は一
応2次待ち状態ですけど、場所的にも、僕都内住みなんで
杏林は普通に、どっか来てもありだったんで、多分杏林
行くと思いますって、言ったら大喜びしてました。

全くゼロから代官山MEDICALスタート
親戚ですね。さっき親戚に結構医者いるんでって言っ
た、平野遥彦（東邦大医学部進学）が親戚でして、母の
いとこの息子かな？彼が、ここでお世話になってて。で
いろいろ調べたら医専って調べたこともなかったし、高
校時代も大手予備校すら行ってなかったんでで色々調べ
たら医専ってのがあるぞって家族で話になって、でも
いっぱいあるぞってなって、で、親戚の、子供が医者に
なった人何人かに聞いたらうちで、平野家が教えてくれ
て、とりあえず渋谷だし行ってみようかなって行った
ら、偶然石井先生お時間あったみたいで受付行ったら今
から学院長面談して下さるそうなので、って母とびっく
りしたけどいろいろ説明聞いて、石井先生の感じが良
かったというのもありますし、親戚が良いって言ってる
から間違いはないかなって感じで。最初入って、クラス
はほぼドベですね。最初のMT多分4科目で100点切ってま
すよ。なんか、質問行くレベルに達するのも大変だった
んで、まず。最初テキスト渡されて授業やってもう…な
んだろう、みたいな。その時の感情とかまだ覚えてま
す。なんか、漠然とヤバいって感じしかしなかったで
す。わかんない所もわかんないじゃないですか最初。全
部わかんなかったんで。漸近線とかも漢字読めなかった
んで。これなんだろうみたいな。なにかを求めるんだ
なって感じで。数学だったら後ろの方に載ってるじゃな
いですか、で僕Bクラスだったんでもうその、ほんとに基
礎問みたいなのがあったんでひたすらその後ろの付録と
にらめっこして、やって、って感じでしたね。授業休み
ませんでした。大学でもそうしてますけど、1つはいい歳
してるからやらないとな、ってのもありましたし、高校
は高校なんで高校サボりまくってたんで1度サボるとサボ
り癖復活しちゃうとまずいなと思って。ギリギリで生き
るみたいなのあって、ぎりぎりの時にうっかり風邪ひい
て単位落としたりとかしたんで。秋すぎるまでは多分、
おんなじくらいを。僕は理数の方が得意だったんで、
冬、一概にそれだけかわからないですけど冬に先生方と
いっぱい赤本やったのが良かったような気が。それまで
コツコツやってたものの、ベタな言い方ですけどやっと
使い方が分かったみたいな。こうすればいいのかみたい
な。実際の入試クラスのをこうやってやってくのかみた
いな感じ。そうですね物理は最終的に結構得意になりま
したね。1位にはなれなかったけど。そうですね10位前後
は。斎藤さん（齋藤拓眞　名古屋市立大医学部進学）と
かやっぱ強かったんで。夏ぐらいまでは。1年の夏ぐらい
までは大変でしたね。どの科目も大変でしたね。やめよ
うとは思わなかったです。大変だけど1つ1つやってくし

かないかみたいな。そうですね。やるしかないかなみた
いな感じでしたねMTとかなんか、なめてたりやる気な
かったわけじゃないんですけど、1年目は恐怖でもなく、
とれないし、みたいな。しゃーないって感じでした。全
然それはしょうがないって。物理とかは大問形式なん
で、まだやってないとこでてくるとしょうがないって感
じ。もう無理ですね。だってなんも知らないのに。まあ
そうですね。時期的にもやっと全範囲終わって。
石井先生との面談で、お互い口には出さないけどきつ
いってことは分かってたんで、まあそういう感じだった
んで、無理して地方受けるもやめて、僕都内住みなので
いろんな意味で都内の方が都合よかったんで。もちろん
受かれば行きましたけど、まあその石井先生と話して、
どうせなら受かっていきたいとこ受ければって。で普通
にしゃーないんでそれは、って感じで都内中心にあとは
岩手とかぼちぼち地方受けて後は都内で、って感じでし
たね。僕が1浪目で受けたの…2年前ですか、難しかった
です。今年もなんかちょいちょい難しかったですね。ま
あまだいけましたね。1番の立体の奴ですよね。ぼちぼち
はとったはずっすね。なんか英語が難しかったですね。
なんか、ちょっと傾向、傾向じゃないですけどセンター
激しくなったバージョンみたいなのきましたね。あんま
りとれなかったですね。まあ、他でカバーしたんだと思
いますね。1次は。

1年目が終わって東海の1次が
特に理由はないというと凄く失礼というか違う感じです
けど、変える…続けるメリットより変えるメリットの方
がよくわかんないし、先生方も知ってる方多いし1年目で
特に不満もがあったわけでもなく、十分やらせていただ
いたのでまあ全然いいなあ、みたいな感じでした。1年目
は1次1校東海が。なんか、うっかり。びっくりしまし
た。いや、結構数学とかが、たしかあんま覚えてないで
すけど計算めんどくさくて、穴埋めが分数2桁/2桁とかと
かめんどくさいのがいっぱいあったんで、手ごたえはな
かったですね。まあとりあえずやったけど、あれがあっ
てればいけるのかなーって。で多分ギリあってたんだと
思います。東海を待ってたっていうのもありますね。優
しいんで東海。番号も出してくれるし。打ち切ったら手
紙もくれるんで。なんで、切り替えは楽っちゃ楽でした
ね。もうダメならもう1回やるしかない、で僕1個しか
もってなかったんで、まあ、しゃーないって。
2年目は最初クラス分けテストはA1だったと思います。
結構それもびっくりしました。1年目最後A10だったん
で。よく1次出したよねーって。逆に。自分でもびっくり
しました。1年目よりはMTの順位とか平均とか。やっと
順位載るようになったんで。順位とか平均とかは気にな
りましたけど、普通に緊張とかもしましたけど、どっち
かっていうと周りの子に比べるとそういうのは少ないタ
イプだった気はします。そうですね、MTで取れたら嬉し
いし、コツコツ取ってくのが大事だと思うんですけど、
最終的に受かんないとどうしようもないし、まあ良くも

悪くも参考程度に頑張ってこうみたいな感じでしたね。
MTは疑似テストですからね。本番へ備えるためにやって
るんで。月1であるし。でもやっぱMT前とかはちょい
ちょいなんか全体的な、広く浅くやって全部思い出しと
こみたいな感じで、それは受験前の練習にはなった気が
します。物理とかだったら、とりあえず全範囲サラッと
見て、交流とかすぐ忘れちゃうと思って、数学だった
ら、やんないと忘れちゃいますし。見とかないと、っ
て。さらーっと全体的にやる練習にはなって良かったと
思います。

授業とかで、印象に残った先生は
英語は、やっぱり石井先生の授業がもちろん印象に残り
ましたね。あとは、お世話していただいた朝岡先生。ど
ういうところ…やっぱり、色々丁寧、というか。まあ丁
寧、でも僕英語が苦手なんでまあ早く読むのも大事だと
思うんですけど、量をこなせることに越したことは無い
し一応量はやるようにしたんですけど、1人でじっくりや
るのとかをみていただいてって感じ。先生に過去問とか
全部指定してもらって、朝岡先生的に良問だなと思うも
のを選んできて、多分教えたい構文とかが入ってる赤本
の年度とか覚えてると思うんで先生。じゃあ、東邦なら
○年度やってきてみたいな。

理系科目の印象に残ってる先生は
数学は、コマ数多くていろんな先生と触れ合う機会多
かったんで、で特に数学はいろんな先生良かったです
ね。結構山室先生のショートカット系のやつ好きでした
よ。使えるようになったら使おう的な。平野先生もそう
いうの教えてくれますね。そういう系は、僕は好きでし
たね。
化学は一番安定してましたね。物理よりやっぱ科目の特
性で安定してた。あれは量も質も多分やばかったんで。
僕、40何点でランキング載ってびっくりしましたああい
うテストでも大崩れしませんでした。2年目化学が安定で
きたので、化学に使う分の時間を他に回して。テキスト
の復習はやって、あとセミナー。セミナー僕多分2-3周く
らい。あでも理論は割と得意だったんで、無機有機の知
識系は数回して。テキストの復習はきついとこを重点的
にやるって感じでした。分っているとこはいいからって
いってももちろん無視はしないですけど。化学が1年目一
番伸びて安定したんで。平野先生が言ってたんですけ
ど、小椋先生は再受験系の人と相性いいって言ってまし
た。サラッとした感じが、僕も好きだったんで。ホント
に何もわかんなかったんで、1回1単元くらいの超高速で
終わらせてもらって、もちろんその時は分かんないし復
習しても分かんないんですけど、そのおかげでレギュ
ラーの授業で初耳の単語が減ったんで、ついていきやす
くなりましたね。レギュラーはだってきっちり教えてく
れるんで。ゆっくりめで。なんとなく馴染んでからレ
ギュラーでしっかり覚えてって感じでしたね。それが僕
には合ってたんで、小椋先生にはお世話になりました

ね。物理は小澤先生。なんとなく小澤先生でした。(笑)
いや、僕の印象ですけど意外と寺澤先生が一番基本に忠
実なイメージですね。あの人原理しっかりやるんです
よ。小澤先生はテクニックとかもやるんですが、もちろ
ん段階を踏んでですけど、頃合いを見て出してくる感
じ。まあ寺澤先生もちょいちょい出してはくるんですけ
ど、それまでのハードル…なんかそういうことやってミ
スると。めっちゃ怒りますね。普通にやりゃできるから
やれみたいなタイプでしたね。野村先生は淡々とテクニ
カルというか。最初の印象よりは、結構面白かったで
す。意外という事を言うタイプの先生。物理の先生はみ
んな基本に忠実。公式は覚えるなって言ってましたね。3
人とも。その場で30秒くらいで作れるようになればいい
じゃんって。もちろん、基礎は全部覚えるんじゃなくて
ベースを作ってそっから導いていけばいいんじゃない。
みたいな？文字数多いですから、暗記はやめてってみな
さん仰ってました。僕物理覚えるの嫌いでしたね。導
くって言うか、形を覚えちゃえば楽な問題多いじゃない
ですか、その形一応覚えてましたけど、一応、計算で慣
れてるんで。慣れてたんで早くだせるんで検算みたいな
ことを一応ちゃんとやってましたね。去年多分物理むず
かったと思います。金沢、あー量多かったし。言い方悪
いですけど金沢でるとは思わなかったってやつ出てき
ちゃいましたし。流れ的に原子は多めでしたね、どの学
校も。深く突っ込まれることは無いって、そこまでだと
多分無理なんで。物理は2年目は比較的安定してたと思う
けど、3-4回に1回くらいやらかすことはあったんですけ
ど。

石井先生のアドバイス
最後の石井先生との面談は1年目とは違いましたね。石井
先生と面談して、少し自信はつきましたね。1年目とは

違って、まあ1次はいけるでしょ、1次はここ通るでしょ
とかいろいろ言ってくださったので。ドンピシャでし
た。まあだから1次受かって。2次行くの大変でした。あ
んま西の方受けてなかったんですけどまあ金沢行ったり
とか。新幹線です。雪ちょっと怖かったですけどちょう
どあの時期はセーフだったんで。ちょっと笑っちゃいま
したね。普通にあっちで本田さん（本田香織　岩手医科
大進学）とか山内さん（山内健　聖マリアンナ医科大進
学）とか会って、あ、みたいな。本田さん朝バス一緒
で、隣に座って面接するみたいな。面接は違ったんです
けど。いやほんとに終わって順次解散だったんで。チー
ムの子と、タクシー割り勘して、寒い中バス待つのもあ
れなんで。って感じでしたね。石井先生に普段からでも
相談には来てました。基本的にあんまりメンタルやられ
ちゃうタイプじゃなかったんで。夏冬の各休み前の授業
とかの話はとりあえず自分で目星つけて、取りすぎです
か足りないですかみたいなことだけは毎回相談に行って
ましね。その教科ごとに多分見て下さってるので、さっ
き言ったように理科はもういらないよとか英語は取った
方が良いよみたいな。数学とか、稼げるように授業入れ
るべきかその時間を他に回すべきか。どっちかというと
伸ばしたら？という感じでしたね。自分でやって受かる
んだったらね、もう受かってるので。結局先生たちの言
う事聞いて、出たわけだから。1年目から言うことを聞い
といて、別に伸び悩んでる感じはしなかったので。

黒歴史の僕でも受かる！
頑張ればちょっと大変なことはあるけど、黒歴史であっ
てもいけるよ、ってのは教えてあげたいですけど。そう
思って頑張ってほしいですね。経歴僕よりひどい人なか
なかいないですよ。杏林で教授に、懇親会みたいなので
折角なのでお聞きしたら大検とか高認とかはいるけど定
時は知らんっていわれました教授に。大検とか杏林は一
応そういうのクリーンだよって。先生は言ってました
ね。差別してない様で。今の3年からカリキュラム変わっ
たりしてるんで。新カリきついらしいです。一応、テス
トは今の所高めとってるんで。ちゃんと情報仕入れて。
そうですね、結構鈴木が情報通なんで。あんな感じで
フットワーク軽めで。ガセじゃないです。結構世話に
なってます。

代官山なら、0からでも受かる！
一言でいうとやっぱり僕みたいな経歴の人でも頑張れば
一応受かるので。代官山だから受かってるのかもしれま
せん。0からの人に結構慣れてますよね。ちょいちょい0
からな感じの人がいるんで。何人か見ました。0からの人
に慣れてるってのも、あとは面接対策もしっかりやって
くれるんでそこらへんでなんとかカバーしていただいた
感じですね。やっぱり、基礎を大事にしたほうがいいの
かなって思います。国立系と違って私立医学部時間的に
量凄いし、もちろん簡単じゃないですけど、でもしっか
りやればイメージよりは簡単なので。やりこんだからで

しょうかね。そこらへんが僕分からないんですよ。ここ
で全部0からやったんで。普通の予備校も、普通の受験も
知らないんで。凄い面倒を見てくれるなーってのは印象
にありますね。お世話にだいぶなりましたね。
僕にとって代官山MEDICALって親よりも先に合格知らせ
るくらいなので。
色んな人が言ってるように、アットホームな感じで先生
に質問とかはしやすい環境でしたね。いっぱい行く人が
いてやりやすいってのもあると思いますし、僕みたいに
滅多にいかない人でも相手してくれるんで、大手行って
た子とかに聞くと仲いい子と先生とで固定されちゃって
質問できないとかって言ってる子もいたんで。そういう
感じじゃなかったので僕も気軽に質問できてそれはすご
く良かったと思います。あとはほんとにテキストで完結
できるくらい、テキストが良くできてたんで僕はテキス
トと理科のセミナーくらいで、英語も数学も他教材は、
先生のとかはありますけどほぼ使ってなかったのでそこ
も良かったと思います。難易度もだいたいクラスごとに
適切ですし、いまおっしゃったようにこれやれ、って感
じが凄いやりやすかったです。何も考えずにやるしかな
いって感じだったので。言いたいことは言いました。頑
張ってください。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡
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モティベーションに勉強頑張れた
埼玉医科大進学　堀内大史君(山梨学院高校卒)

代官山MEDICALとの出会い
本田：帝京の受験会場に行くときにパンフレットをいろ
いろ…現役の時にもらうじゃないですか。地方なんで、
そういう情報とか医専の情報とかどこがいいとかあんま
わかんないんですけどいろいろもらって、最初は、仙台
の医系予備校行こうかなって、わかんないんで行こうか
なと思ってたんですけど行ってみたら人もあんまりいな
くて、なんか受かってる人 3人みたいな。いや、3人ら
しくて。でなんか先生もあんまやる気ない感じで、なん
かちょっとまずいかなって、ってか仙台行くくらいなら
どうせ寮生活なら東京行っても同じじゃない？って。で、
色々見てここが 1番ちゃんと合格者の名前とかも出して
るから信頼できるかなと思って。体験授業で、薄先生の
受けて、で他のとこでは結構お客様扱いされたんですけ
ど、薄先生は厳しさもちゃんと教えてくれたんでここが
いいかなと思いました。自分で決めて、親にお願いしてっ
て感じです。
堀内：僕はまず 1年目は形だけは国立目指してて、横浜
の河合行って。なんか、寮があったんで、河合塾専用の。
なんでまあ行って、でダメで、試験の問題とか解いてみ
てああなんか専門予備校とか行かなきゃだめだなって感
じで調べて、で寮があるところってなったらここくらい
しかない。なんかちゃんとHP載っけてるとこ、ここく
らいしかなくて。でここ来て、決めました。母ちゃんと
来ました。最初は。覚えてるんですか。俺も、なんか厳
つい先生いるって思って。山室先生見て。( 笑 )
A7 です。もう最初っから最後まで A7です。英語だけ途
中で上がって。英語だけちょっとマシ。まあ生物は人並
みには。数学はちょっとね。まあ最後は頑張って。でも
埼玉でほんとにたまたま山室先生とやったのが出ただけ
で、ほんとそこ解けただけです埼玉。あと確率のとこ適
当に埋めてたのがもしかしたら合ってたのかな。
本田：えっと 1年目？ B2 で 2年目はずっと A8。A8 伝説
の A8になってます今。A8の人いっぱい受かったから。
自由造（奈良自由造　日本大医学部進学）とか。佐藤友
紀（獨協医科大進学）とか、あと山崎さん（山崎あすか
　帝京大医学部進学）、高橋君（高橋友徳　岩手医科大進
学）、臼井（臼井亮輔　日本大医学部進学）。1次だと結
構ばーっと。厚海さん（厚海真琴　埼玉医科大進学）と、
長棟君（長棟淳史　埼玉医科大進学）が A8から落ちたん
ですよ A5から｡

普段の勉強
堀内：数学はほんとに山室先生にやってもらったことだ
けしかやってなかったんで直前とか。でも言われたこと
は全部やってて、あとテキストなんかも一応授業聞いて
るだけで復習はずっと 1学期の方ばっかやってました。
本田：あ、一緒。Basic のテキストです。あれは、ずっと
やっててあれはほんとに…。
もうバカすぎて、あれしかできなかったんですよ。だから、
もうほんとに 10 回…場所によって出来なかったとこは
10 回以上、箱とか全然はみ出してましたし、こんなバカ

なんですけど、さすがに最初から解けてたとこも数問あっ
たんで。
でもそこも、箱、上にあるチェック欄みたいな、はみだ
してました。
堀内：手動かして書いたのは 2周か 3周くらいで、それ
終わった後がもうめんどくさかったんであとはただ見て、
ああこういうことやってるなってのを何回か。
ダメだったのは多分そこが原因だと。
本田：化学は最後ちょっと、ちょっとだけよかったです。
いや逆に化学はなんか、理論はセミナーとかテキストと
か言われたとこをやってれば正直パターン化してて理論
の方が計算ミスさえしなきゃ理論は解きやすかった。私
立医学部だと、有機とか無機とかのほうがめんどくさかっ
たっていうのはあります。小椋先生が、最低限これ覚え
ろって言ったのは絶対覚えて、先生のまとめみたいなの
もあるんですけど、それと、あと自分の出来なかったと
こをまとめたノートを 1冊作って、受験前はもうそれだ
けチェックする、ってのを作って受験会場持ってった。
最低限こなしてた。変なの出たら割り切ってわかんないっ
て捨てるくらいの気持ち。化学とかわかんなかったらしょ
うがないんで。だからもう普通の人が出来ることは絶対
出来るようになろうって思ってて。

印象に残った授業。
本田：えーっといっぱいあるんですけど。石井先生。あ
とは青葉先生。解法が自分に合ってたなって。シンプルで。
先生はすごい綺麗に板書とかはしないんですけど。
汚いとかじゃなくてほとんど書かないんですけど、なん
かこういう時はこう解く、みたいな決まった固定パター
ンを教えてくれて、なんかだから単語が読めないから読
めないとかじゃなくて論理的にっていうのを教えてくれ
て。あとは集団だと、岩崎先生。青葉先生と岩崎先生っ
て教え方真逆かなって思うんですけど、岩崎先生めっちゃ
きれいに書くじゃないですか。でも先生の夏の単科です
ごい最新の論文とかから先生が選んだのを単科でやって
くださって、すごい難しくて私は最初読めなかったんで
すけど、あれをずっと音読して、やっぱそれが埼玉後期
で同じ文でたときは…。おんなじもの出ました。でもそ
れはめちゃめちゃ音読をしてて何回もそれボロボロにな
るくらい復習してたからおんなじの出たって分かったん
ですけど。まあでも落ちたんですけど。落ちたんであん
ま関係ないんですけど。落ちちゃったのは他の教科が出
来なさすぎて。
堀内：英語…俺も英語多いな。まず朝岡先生。で、青葉先生、
三ツ橋先生…ほんといい先生多すぎて
本田：あ、大西先生も良かったよ。
堀内：大西先生良かったね。あとは岩崎先生。俺でも大
西先生夏しか教わってないけど。
本田：自分はなんか前期も後期も夏も集団で教わってた
んですけど、なんかすごい分かりやすい。文法の説明…。
堀内：石井先生の授業は緊張感は。とにかく。後期は
M4A1A2 のところに A7ぶっこまれて、めちゃめちゃな
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んかヤバかった。でもやっぱりなんだろな。全体的に自
分よりレベルの高い人たちに囲まれてやるのは結構ピリ
ピリしてました毎回。
本田：牧君（牧健太郎　順天堂大医学部進学）は最初、
生物 A7私たちと受けてて、なのにみんな 25 点とか取る
テストで 100 点とか取るんで、こいつやばいなと思って、
こんだけ勉強しなきゃ、こんだけっていうか集中力凄い
んで。やっぱり上の人と授業受けると刺激になりますね。

数学は
本田：数学は村上先生で、先生は私が出来ないって分かっ
てたんで、ほんとに 1から、log とかも使えない時から
見て下さったので、先生に 1番感謝してるんですけど、
でもなんか、数学が 1年目は正直わかんな過ぎて、授業
受けて楽しいとかあんま思わなかったんですけど、2年
目になってから楽しいと思えるようになったのは、薄先
生の授業がすごいシンプルだなって自分でも感じられる
ようになって、あとは平野先生とかですかね。平野先生
は 2学期の授業取ってて、小問でも、数学苦手な人のた
めの数学をやってくれて、それを何回もやれって、やる
ことをちゃんと明確に指示して下さるのはすごい自分に
とってありがたかったです。
そうですね。最後は数学楽しかったです。
堀内：数学ですか。いやずっと嫌いですよ。まあ先生で
言うと 1学期小島先生で 2学期長澤先生で直前で山室先
生。で、小島先生にはとにかく積分の体積とかを中心に
やってもらって、長澤先生にはなんかまず小問みたいな
のを結構ずっとやってて、でその後自分の苦手なところ
をやってもらって、で山室先生って感じで。
偏差値 50 はさすがにいってたとは思います。一応、河合
のでは 60 いってたかなと。MTも 1度なんていうかラン
キングの 1番下に 1回だけ載ったことがある。
本田：44 点。
堀内：そうそうなんで点数覚えてんの？
本田：いやなんか俺載ったとかいうから。夏ぐらいじゃ
ない。

化学の先生は。
堀内　もちろん戸来先生と、理論だと三上先生、節田先
生も全員分かりやすかったです。三上先生と節田先生は
集団です。
本田　一緒ですね。節田先生と、三上先生も、集団。と
小椋先生。あとは原先生。自分は 1年目ずっと原先生集
団持って下さって。原先生丁寧なんです。そこで、ある
程度の基礎やってそっから三上先生とか節田先生の授業
受けるとめちゃめちゃ楽しかったです。いやそういうわ
けじゃないんですけど。やっぱ原先生は、レベル高いこ
とも教えてくれるけど、アホにもめちゃめちゃわかりや
すく教えて下さる。理論もボロボロすぎて。

あと生物は
本田　緒方先生。てか生物の先生みんななんですけど。
あとは、ほんと全部なんですけど山崎先生、深瀧先生。
深瀧先生は夏とか冬とかだけなんですけど。深瀧先生絵
うまい。あと、石原先生も受けましたし、あ、大森先生。
生物 0のときから教えて下さったんですけど、生徒に合
わせて教えてくれて、着実にレベルアップできるような
問題を先生がセレクトして下さってたんで凄い助かりま
した。板書も、やっぱりその生徒の理解度に合わせて、
細かくして下さってたんで。絵は汚いです。( 笑 ) 緒方先
生は絵きれいです。

代官山に来て変わったこと
本田　代官山に来て、やっぱりなんか、努力してそれが
必ず叶うっていうのはやっぱ違くて、そんなことは口が
裂けても言えないし、でも、去年聖マ行った吉見さんも
言ってたんですけど、でも努力、毎日を真剣に生きてれ
ば何か変わってくるんじゃないかって、私もそれ同じよ
うなことを受かって思いました。努力して、叶うってい
う訳じゃないけど、まあ自分がもういいって思えるくら
いにやり切ったら自分の中でなにか変わるんじゃないか
なってのは思いました。結果がちゃんと来たわけだし、

やっぱり高校卒業以来、あの医大に結構同級生いるんで
すけど2年生とか3年生とか、で久しぶりに会ってなんか、
変わったね、っていうか丸くなったっていうか。とんがっ
てた部分もあったし、やっぱり、話してて違うよね、な
んかうまく言えないけどってすごいいろんな人から言わ
れるんで。精神的にはなんかやっぱ変わったのかなと思
います。
堀内　こっち来て変わったことですか？なんかもうとに
かく勉強する時はちゃんとするっていう、遊びと勉強の
区別がつけれた、やる時にとにかくちゃんとやるってなっ
たっていうこと。なんなら毎週日曜日渋谷の街出てご飯
食べてとかやってましたから。でもやっぱりそうやって
平日とかちゃんとやって、あーあとあれだな。生活習慣
とかもそうやって勉強をずっとやってたから自然となん
か正しくなってって、でそれで上手くいったのかなって
思いますけど。
本田　さっき言ったONOFF っていうのをすごい感じて、
2浪目でやっぱりきついなって時とかもあって、何した
いとかじゃないんですけど、なんかもうやりたくないっ
て思う時とかもやっぱりあって、石井先生に結構運動し
なさいみたいなことを全体の授業で先生がおしゃって、
なんかほんと今まで黙ってたんですけど、日曜の夕方に
スケート、自分昔スケートやってて、明治神宮の。
堀内　初めて聞いた。
本田　誰にも言ってないんですけど。まあ行かない週も
ありましたけど。シューズとかしょうがないんで借りた
んで。だって、親にそんなこと言えないんで。なんで、
言えないんで借りて滑ってたんですけどやっぱり 1時間、
18時から1時間くらいしか滑らないんですけど、でもやっ
ぱり 1週間に 1回その、自分の好きなこと、まあ運動で
すけど、してリフレッシュするって言うのはONOFF の切
り替え、っていうのは大切かなと。

受かったら好きなアイドルのライブに行く！ってのを

モティベーションにしていた。
堀内　浪人中気を付けてたことは、とにかく生活習慣崩
さないことと精神的に落ち込まないこと。いやでも全然
落ち込まなかったですね。やっぱ遊ぶときちゃんと遊ん
でたのと。乃木坂と欅坂にはまったんですよ。その歌詞
に結構勇気づけられて。ほんとめちゃめちゃ良い歌詞で。
本田　ライブ行ってますよ。
堀内　20 日に富士急にライブ行ってきたばっかりなんで
すよ。富士急だと、屋外なんで水バーッて出来る。ぶっ
かけられました。この Tシャツもライブの Tシャツなん
ですよ。結構おしゃれで。浪人中はさすがに行ってない
ですけど、やっぱり浪人中にずっと聞いてて、4月に行っ
たんですよ。やーもうほんとに、めっちゃ感動しました。
去年までは CDでしか聞けなかったんで。あーってなり
ました。ほんとに、今年受かってライブ行くって気持ち
でやってたんで。それが結構モティベーションになった
し、あと、なんだろな。結構自己啓発本とか読んだりし
てました。

もし代官山MEDICALでなかったら
本田　代官山じゃなかったらやばいです。無理です。自
分は、親と、絶対無理だったねって話してました。他見
てないからあれなんですけど、他の予備校出身の友達と
かと話してると全然なんか違うって言うか。朝まず、その、
1限あっても遅れていくのが普通みたいな。それがやっ
ぱ今の大学生活にもそのまま出ちゃってる人とかもいっ
ぱいいて、なんかみんなじゃないですけどそういう人っ
て結構浪人してる人多くて、まあそういう人もここ来て、
7時とかに来ないとむしろ浮いちゃうような空気の中で
過ごしてたらやっぱ変わったんじゃないかなって思った
りはします。
堀内　あのまま河合にもう 1年いても同じこと繰り返し
てただろうなって。うん。
まぁもちろん僕にとって代官山って 1つの転機になりま
したよね。
本田　人生を変えてくれた場所。まあ、これからなんで
すけど。ここ来てなかったらなにも始まってなかったなっ
ていうのは。でもMT受けてて、今年何とかなるかもって、
ないです。1回もないです。
堀内　なんとかなるって思ったことですか？えーもうな
んだろ。まあどっかしら受かるんだって気持ちではいま
した。もうダメっていう事はほとんど考えてなかった。
そこまでなんていうかめちゃめちゃ真剣に、あ、もう無
理だ思ったことはないです。
本田　あの、齋藤拓眞さん、（名古屋市立大学進学）は出
身地が一緒で。まあ歳は離れてますけど共通の知人が何
人か居て。それで話すようになったんですけど。
なんか、自分が 1浪目の時に、M1で 1次凄い出てたのに、
高校辞めたりとかいろいろあって 2次がほんとに来なく
て 3月の最後の方まで来てなくてやっぱきつい…学力こ
れだけあっても落ちるんだって思って、もう自分が医学
部諦めてもいいって思えるくらい頑張ろうって思って
やってました。拓眞さんのおかげってのはありますね。
結構あれを見て、こんなことってあるんだと思って。
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ダメだったのは多分そこが原因だと。
本田：化学は最後ちょっと、ちょっとだけよかったです。
いや逆に化学はなんか、理論はセミナーとかテキストと
か言われたとこをやってれば正直パターン化してて理論
の方が計算ミスさえしなきゃ理論は解きやすかった。私
立医学部だと、有機とか無機とかのほうがめんどくさかっ
たっていうのはあります。小椋先生が、最低限これ覚え
ろって言ったのは絶対覚えて、先生のまとめみたいなの
もあるんですけど、それと、あと自分の出来なかったと
こをまとめたノートを 1冊作って、受験前はもうそれだ
けチェックする、ってのを作って受験会場持ってった。
最低限こなしてた。変なの出たら割り切ってわかんないっ
て捨てるくらいの気持ち。化学とかわかんなかったらしょ
うがないんで。だからもう普通の人が出来ることは絶対
出来るようになろうって思ってて。

印象に残った授業。
本田：えーっといっぱいあるんですけど。石井先生。あ
とは青葉先生。解法が自分に合ってたなって。シンプルで。
先生はすごい綺麗に板書とかはしないんですけど。
汚いとかじゃなくてほとんど書かないんですけど、なん
かこういう時はこう解く、みたいな決まった固定パター
ンを教えてくれて、なんかだから単語が読めないから読
めないとかじゃなくて論理的にっていうのを教えてくれ
て。あとは集団だと、岩崎先生。青葉先生と岩崎先生っ
て教え方真逆かなって思うんですけど、岩崎先生めっちゃ
きれいに書くじゃないですか。でも先生の夏の単科です
ごい最新の論文とかから先生が選んだのを単科でやって
くださって、すごい難しくて私は最初読めなかったんで
すけど、あれをずっと音読して、やっぱそれが埼玉後期
で同じ文でたときは…。おんなじもの出ました。でもそ
れはめちゃめちゃ音読をしてて何回もそれボロボロにな
るくらい復習してたからおんなじの出たって分かったん
ですけど。まあでも落ちたんですけど。落ちたんであん
ま関係ないんですけど。落ちちゃったのは他の教科が出
来なさすぎて。
堀内：英語…俺も英語多いな。まず朝岡先生。で、青葉先生、
三ツ橋先生…ほんといい先生多すぎて
本田：あ、大西先生も良かったよ。
堀内：大西先生良かったね。あとは岩崎先生。俺でも大
西先生夏しか教わってないけど。
本田：自分はなんか前期も後期も夏も集団で教わってた
んですけど、なんかすごい分かりやすい。文法の説明…。
堀内：石井先生の授業は緊張感は。とにかく。後期は
M4A1A2 のところに A7ぶっこまれて、めちゃめちゃな

んかヤバかった。でもやっぱりなんだろな。全体的に自
分よりレベルの高い人たちに囲まれてやるのは結構ピリ
ピリしてました毎回。
本田：牧君（牧健太郎　順天堂大医学部進学）は最初、
生物 A7私たちと受けてて、なのにみんな 25 点とか取る
テストで 100 点とか取るんで、こいつやばいなと思って、
こんだけ勉強しなきゃ、こんだけっていうか集中力凄い
んで。やっぱり上の人と授業受けると刺激になりますね。

数学は
本田：数学は村上先生で、先生は私が出来ないって分かっ
てたんで、ほんとに 1から、log とかも使えない時から
見て下さったので、先生に 1番感謝してるんですけど、
でもなんか、数学が 1年目は正直わかんな過ぎて、授業
受けて楽しいとかあんま思わなかったんですけど、2年
目になってから楽しいと思えるようになったのは、薄先
生の授業がすごいシンプルだなって自分でも感じられる
ようになって、あとは平野先生とかですかね。平野先生
は 2学期の授業取ってて、小問でも、数学苦手な人のた
めの数学をやってくれて、それを何回もやれって、やる
ことをちゃんと明確に指示して下さるのはすごい自分に
とってありがたかったです。
そうですね。最後は数学楽しかったです。
堀内：数学ですか。いやずっと嫌いですよ。まあ先生で
言うと 1学期小島先生で 2学期長澤先生で直前で山室先
生。で、小島先生にはとにかく積分の体積とかを中心に
やってもらって、長澤先生にはなんかまず小問みたいな
のを結構ずっとやってて、でその後自分の苦手なところ
をやってもらって、で山室先生って感じで。
偏差値 50 はさすがにいってたとは思います。一応、河合
のでは 60 いってたかなと。MTも 1度なんていうかラン
キングの 1番下に 1回だけ載ったことがある。
本田：44 点。
堀内：そうそうなんで点数覚えてんの？
本田：いやなんか俺載ったとかいうから。夏ぐらいじゃ
ない。

化学の先生は。
堀内　もちろん戸来先生と、理論だと三上先生、節田先
生も全員分かりやすかったです。三上先生と節田先生は
集団です。
本田　一緒ですね。節田先生と、三上先生も、集団。と
小椋先生。あとは原先生。自分は 1年目ずっと原先生集
団持って下さって。原先生丁寧なんです。そこで、ある
程度の基礎やってそっから三上先生とか節田先生の授業
受けるとめちゃめちゃ楽しかったです。いやそういうわ
けじゃないんですけど。やっぱ原先生は、レベル高いこ
とも教えてくれるけど、アホにもめちゃめちゃわかりや
すく教えて下さる。理論もボロボロすぎて。

あと生物は
本田　緒方先生。てか生物の先生みんななんですけど。
あとは、ほんと全部なんですけど山崎先生、深瀧先生。
深瀧先生は夏とか冬とかだけなんですけど。深瀧先生絵
うまい。あと、石原先生も受けましたし、あ、大森先生。
生物 0のときから教えて下さったんですけど、生徒に合
わせて教えてくれて、着実にレベルアップできるような
問題を先生がセレクトして下さってたんで凄い助かりま
した。板書も、やっぱりその生徒の理解度に合わせて、
細かくして下さってたんで。絵は汚いです。( 笑 ) 緒方先
生は絵きれいです。

代官山に来て変わったこと
本田　代官山に来て、やっぱりなんか、努力してそれが
必ず叶うっていうのはやっぱ違くて、そんなことは口が
裂けても言えないし、でも、去年聖マ行った吉見さんも
言ってたんですけど、でも努力、毎日を真剣に生きてれ
ば何か変わってくるんじゃないかって、私もそれ同じよ
うなことを受かって思いました。努力して、叶うってい
う訳じゃないけど、まあ自分がもういいって思えるくら
いにやり切ったら自分の中でなにか変わるんじゃないか
なってのは思いました。結果がちゃんと来たわけだし、
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やっぱり高校卒業以来、あの医大に結構同級生いるんで
すけど2年生とか3年生とか、で久しぶりに会ってなんか、
変わったね、っていうか丸くなったっていうか。とんがっ
てた部分もあったし、やっぱり、話してて違うよね、な
んかうまく言えないけどってすごいいろんな人から言わ
れるんで。精神的にはなんかやっぱ変わったのかなと思
います。
堀内　こっち来て変わったことですか？なんかもうとに
かく勉強する時はちゃんとするっていう、遊びと勉強の
区別がつけれた、やる時にとにかくちゃんとやるってなっ
たっていうこと。なんなら毎週日曜日渋谷の街出てご飯
食べてとかやってましたから。でもやっぱりそうやって
平日とかちゃんとやって、あーあとあれだな。生活習慣
とかもそうやって勉強をずっとやってたから自然となん
か正しくなってって、でそれで上手くいったのかなって
思いますけど。
本田　さっき言ったONOFF っていうのをすごい感じて、
2浪目でやっぱりきついなって時とかもあって、何した
いとかじゃないんですけど、なんかもうやりたくないっ
て思う時とかもやっぱりあって、石井先生に結構運動し
なさいみたいなことを全体の授業で先生がおしゃって、
なんかほんと今まで黙ってたんですけど、日曜の夕方に
スケート、自分昔スケートやってて、明治神宮の。
堀内　初めて聞いた。
本田　誰にも言ってないんですけど。まあ行かない週も
ありましたけど。シューズとかしょうがないんで借りた
んで。だって、親にそんなこと言えないんで。なんで、
言えないんで借りて滑ってたんですけどやっぱり 1時間、
18時から1時間くらいしか滑らないんですけど、でもやっ
ぱり 1週間に 1回その、自分の好きなこと、まあ運動で
すけど、してリフレッシュするって言うのはONOFF の切
り替え、っていうのは大切かなと。

受かったら好きなアイドルのライブに行く！ってのを

モティベーションにしていた。
堀内　浪人中気を付けてたことは、とにかく生活習慣崩
さないことと精神的に落ち込まないこと。いやでも全然
落ち込まなかったですね。やっぱ遊ぶときちゃんと遊ん
でたのと。乃木坂と欅坂にはまったんですよ。その歌詞
に結構勇気づけられて。ほんとめちゃめちゃ良い歌詞で。
本田　ライブ行ってますよ。
堀内　20 日に富士急にライブ行ってきたばっかりなんで
すよ。富士急だと、屋外なんで水バーッて出来る。ぶっ
かけられました。この Tシャツもライブの Tシャツなん
ですよ。結構おしゃれで。浪人中はさすがに行ってない
ですけど、やっぱり浪人中にずっと聞いてて、4月に行っ
たんですよ。やーもうほんとに、めっちゃ感動しました。
去年までは CDでしか聞けなかったんで。あーってなり
ました。ほんとに、今年受かってライブ行くって気持ち
でやってたんで。それが結構モティベーションになった
し、あと、なんだろな。結構自己啓発本とか読んだりし
てました。

もし代官山MEDICALでなかったら
本田　代官山じゃなかったらやばいです。無理です。自
分は、親と、絶対無理だったねって話してました。他見
てないからあれなんですけど、他の予備校出身の友達と
かと話してると全然なんか違うって言うか。朝まず、その、
1限あっても遅れていくのが普通みたいな。それがやっ
ぱ今の大学生活にもそのまま出ちゃってる人とかもいっ
ぱいいて、なんかみんなじゃないですけどそういう人っ
て結構浪人してる人多くて、まあそういう人もここ来て、
7時とかに来ないとむしろ浮いちゃうような空気の中で
過ごしてたらやっぱ変わったんじゃないかなって思った
りはします。
堀内　あのまま河合にもう 1年いても同じこと繰り返し
てただろうなって。うん。
まぁもちろん僕にとって代官山って 1つの転機になりま
したよね。
本田　人生を変えてくれた場所。まあ、これからなんで
すけど。ここ来てなかったらなにも始まってなかったなっ
ていうのは。でもMT受けてて、今年何とかなるかもって、
ないです。1回もないです。
堀内　なんとかなるって思ったことですか？えーもうな
んだろ。まあどっかしら受かるんだって気持ちではいま
した。もうダメっていう事はほとんど考えてなかった。
そこまでなんていうかめちゃめちゃ真剣に、あ、もう無
理だ思ったことはないです。
本田　あの、齋藤拓眞さん、（名古屋市立大学進学）は出
身地が一緒で。まあ歳は離れてますけど共通の知人が何
人か居て。それで話すようになったんですけど。
なんか、自分が 1浪目の時に、M1で 1次凄い出てたのに、
高校辞めたりとかいろいろあって 2次がほんとに来なく
て 3月の最後の方まで来てなくてやっぱきつい…学力こ
れだけあっても落ちるんだって思って、もう自分が医学
部諦めてもいいって思えるくらい頑張ろうって思って
やってました。拓眞さんのおかげってのはありますね。
結構あれを見て、こんなことってあるんだと思って。
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代官山MEDICALとの出会い
本田：帝京の受験会場に行くときにパンフレットをいろ
いろ…現役の時にもらうじゃないですか。地方なんで、
そういう情報とか医専の情報とかどこがいいとかあんま
わかんないんですけどいろいろもらって、最初は、仙台
の医系予備校行こうかなって、わかんないんで行こうか
なと思ってたんですけど行ってみたら人もあんまりいな
くて、なんか受かってる人 3人みたいな。いや、3人ら
しくて。でなんか先生もあんまやる気ない感じで、なん
かちょっとまずいかなって、ってか仙台行くくらいなら
どうせ寮生活なら東京行っても同じじゃない？って。で、
色々見てここが 1番ちゃんと合格者の名前とかも出して
るから信頼できるかなと思って。体験授業で、薄先生の
受けて、で他のとこでは結構お客様扱いされたんですけ
ど、薄先生は厳しさもちゃんと教えてくれたんでここが
いいかなと思いました。自分で決めて、親にお願いしてっ
て感じです。
堀内：僕はまず 1年目は形だけは国立目指してて、横浜
の河合行って。なんか、寮があったんで、河合塾専用の。
なんでまあ行って、でダメで、試験の問題とか解いてみ
てああなんか専門予備校とか行かなきゃだめだなって感
じで調べて、で寮があるところってなったらここくらい
しかない。なんかちゃんとHP載っけてるとこ、ここく
らいしかなくて。でここ来て、決めました。母ちゃんと
来ました。最初は。覚えてるんですか。俺も、なんか厳
つい先生いるって思って。山室先生見て。( 笑 )
A7 です。もう最初っから最後まで A7です。英語だけ途
中で上がって。英語だけちょっとマシ。まあ生物は人並
みには。数学はちょっとね。まあ最後は頑張って。でも
埼玉でほんとにたまたま山室先生とやったのが出ただけ
で、ほんとそこ解けただけです埼玉。あと確率のとこ適
当に埋めてたのがもしかしたら合ってたのかな。
本田：えっと 1年目？ B2 で 2年目はずっと A8。A8 伝説
の A8になってます今。A8の人いっぱい受かったから。
自由造（奈良自由造　日本大医学部進学）とか。佐藤友
紀（獨協医科大進学）とか、あと山崎さん（山崎あすか
　帝京大医学部進学）、高橋君（高橋友徳　岩手医科大進
学）、臼井（臼井亮輔　日本大医学部進学）。1次だと結
構ばーっと。厚海さん（厚海真琴　埼玉医科大進学）と、
長棟君（長棟淳史　埼玉医科大進学）が A8から落ちたん
ですよ A5から｡

普段の勉強
堀内：数学はほんとに山室先生にやってもらったことだ
けしかやってなかったんで直前とか。でも言われたこと
は全部やってて、あとテキストなんかも一応授業聞いて
るだけで復習はずっと 1学期の方ばっかやってました。
本田：あ、一緒。Basic のテキストです。あれは、ずっと
やっててあれはほんとに…。
もうバカすぎて、あれしかできなかったんですよ。だから、
もうほんとに 10 回…場所によって出来なかったとこは
10 回以上、箱とか全然はみ出してましたし、こんなバカ

なんですけど、さすがに最初から解けてたとこも数問あっ
たんで。
でもそこも、箱、上にあるチェック欄みたいな、はみだ
してました。
堀内：手動かして書いたのは 2周か 3周くらいで、それ
終わった後がもうめんどくさかったんであとはただ見て、
ああこういうことやってるなってのを何回か。
ダメだったのは多分そこが原因だと。
本田：化学は最後ちょっと、ちょっとだけよかったです。
いや逆に化学はなんか、理論はセミナーとかテキストと
か言われたとこをやってれば正直パターン化してて理論
の方が計算ミスさえしなきゃ理論は解きやすかった。私
立医学部だと、有機とか無機とかのほうがめんどくさかっ
たっていうのはあります。小椋先生が、最低限これ覚え
ろって言ったのは絶対覚えて、先生のまとめみたいなの
もあるんですけど、それと、あと自分の出来なかったと
こをまとめたノートを 1冊作って、受験前はもうそれだ
けチェックする、ってのを作って受験会場持ってった。
最低限こなしてた。変なの出たら割り切ってわかんないっ
て捨てるくらいの気持ち。化学とかわかんなかったらしょ
うがないんで。だからもう普通の人が出来ることは絶対
出来るようになろうって思ってて。

印象に残った授業。
本田：えーっといっぱいあるんですけど。石井先生。あ
とは青葉先生。解法が自分に合ってたなって。シンプルで。
先生はすごい綺麗に板書とかはしないんですけど。
汚いとかじゃなくてほとんど書かないんですけど、なん
かこういう時はこう解く、みたいな決まった固定パター
ンを教えてくれて、なんかだから単語が読めないから読
めないとかじゃなくて論理的にっていうのを教えてくれ
て。あとは集団だと、岩崎先生。青葉先生と岩崎先生っ
て教え方真逆かなって思うんですけど、岩崎先生めっちゃ
きれいに書くじゃないですか。でも先生の夏の単科です
ごい最新の論文とかから先生が選んだのを単科でやって
くださって、すごい難しくて私は最初読めなかったんで
すけど、あれをずっと音読して、やっぱそれが埼玉後期
で同じ文でたときは…。おんなじもの出ました。でもそ
れはめちゃめちゃ音読をしてて何回もそれボロボロにな
るくらい復習してたからおんなじの出たって分かったん
ですけど。まあでも落ちたんですけど。落ちたんであん
ま関係ないんですけど。落ちちゃったのは他の教科が出
来なさすぎて。
堀内：英語…俺も英語多いな。まず朝岡先生。で、青葉先生、
三ツ橋先生…ほんといい先生多すぎて
本田：あ、大西先生も良かったよ。
堀内：大西先生良かったね。あとは岩崎先生。俺でも大
西先生夏しか教わってないけど。
本田：自分はなんか前期も後期も夏も集団で教わってた
んですけど、なんかすごい分かりやすい。文法の説明…。
堀内：石井先生の授業は緊張感は。とにかく。後期は
M4A1A2 のところに A7ぶっこまれて、めちゃめちゃな
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んかヤバかった。でもやっぱりなんだろな。全体的に自
分よりレベルの高い人たちに囲まれてやるのは結構ピリ
ピリしてました毎回。
本田：牧君（牧健太郎　順天堂大医学部進学）は最初、
生物 A7私たちと受けてて、なのにみんな 25 点とか取る
テストで 100 点とか取るんで、こいつやばいなと思って、
こんだけ勉強しなきゃ、こんだけっていうか集中力凄い
んで。やっぱり上の人と授業受けると刺激になりますね。

数学は
本田：数学は村上先生で、先生は私が出来ないって分かっ
てたんで、ほんとに 1から、log とかも使えない時から
見て下さったので、先生に 1番感謝してるんですけど、
でもなんか、数学が 1年目は正直わかんな過ぎて、授業
受けて楽しいとかあんま思わなかったんですけど、2年
目になってから楽しいと思えるようになったのは、薄先
生の授業がすごいシンプルだなって自分でも感じられる
ようになって、あとは平野先生とかですかね。平野先生
は 2学期の授業取ってて、小問でも、数学苦手な人のた
めの数学をやってくれて、それを何回もやれって、やる
ことをちゃんと明確に指示して下さるのはすごい自分に
とってありがたかったです。
そうですね。最後は数学楽しかったです。
堀内：数学ですか。いやずっと嫌いですよ。まあ先生で
言うと 1学期小島先生で 2学期長澤先生で直前で山室先
生。で、小島先生にはとにかく積分の体積とかを中心に
やってもらって、長澤先生にはなんかまず小問みたいな
のを結構ずっとやってて、でその後自分の苦手なところ
をやってもらって、で山室先生って感じで。
偏差値 50 はさすがにいってたとは思います。一応、河合
のでは 60 いってたかなと。MTも 1度なんていうかラン
キングの 1番下に 1回だけ載ったことがある。
本田：44 点。
堀内：そうそうなんで点数覚えてんの？
本田：いやなんか俺載ったとかいうから。夏ぐらいじゃ
ない。

化学の先生は。
堀内　もちろん戸来先生と、理論だと三上先生、節田先
生も全員分かりやすかったです。三上先生と節田先生は
集団です。
本田　一緒ですね。節田先生と、三上先生も、集団。と
小椋先生。あとは原先生。自分は 1年目ずっと原先生集
団持って下さって。原先生丁寧なんです。そこで、ある
程度の基礎やってそっから三上先生とか節田先生の授業
受けるとめちゃめちゃ楽しかったです。いやそういうわ
けじゃないんですけど。やっぱ原先生は、レベル高いこ
とも教えてくれるけど、アホにもめちゃめちゃわかりや
すく教えて下さる。理論もボロボロすぎて。

あと生物は
本田　緒方先生。てか生物の先生みんななんですけど。
あとは、ほんと全部なんですけど山崎先生、深瀧先生。
深瀧先生は夏とか冬とかだけなんですけど。深瀧先生絵
うまい。あと、石原先生も受けましたし、あ、大森先生。
生物 0のときから教えて下さったんですけど、生徒に合
わせて教えてくれて、着実にレベルアップできるような
問題を先生がセレクトして下さってたんで凄い助かりま
した。板書も、やっぱりその生徒の理解度に合わせて、
細かくして下さってたんで。絵は汚いです。( 笑 ) 緒方先
生は絵きれいです。

代官山に来て変わったこと
本田　代官山に来て、やっぱりなんか、努力してそれが
必ず叶うっていうのはやっぱ違くて、そんなことは口が
裂けても言えないし、でも、去年聖マ行った吉見さんも
言ってたんですけど、でも努力、毎日を真剣に生きてれ
ば何か変わってくるんじゃないかって、私もそれ同じよ
うなことを受かって思いました。努力して、叶うってい
う訳じゃないけど、まあ自分がもういいって思えるくら
いにやり切ったら自分の中でなにか変わるんじゃないか
なってのは思いました。結果がちゃんと来たわけだし、

やっぱり高校卒業以来、あの医大に結構同級生いるんで
すけど2年生とか3年生とか、で久しぶりに会ってなんか、
変わったね、っていうか丸くなったっていうか。とんがっ
てた部分もあったし、やっぱり、話してて違うよね、な
んかうまく言えないけどってすごいいろんな人から言わ
れるんで。精神的にはなんかやっぱ変わったのかなと思
います。
堀内　こっち来て変わったことですか？なんかもうとに
かく勉強する時はちゃんとするっていう、遊びと勉強の
区別がつけれた、やる時にとにかくちゃんとやるってなっ
たっていうこと。なんなら毎週日曜日渋谷の街出てご飯
食べてとかやってましたから。でもやっぱりそうやって
平日とかちゃんとやって、あーあとあれだな。生活習慣
とかもそうやって勉強をずっとやってたから自然となん
か正しくなってって、でそれで上手くいったのかなって
思いますけど。
本田　さっき言ったONOFF っていうのをすごい感じて、
2浪目でやっぱりきついなって時とかもあって、何した
いとかじゃないんですけど、なんかもうやりたくないっ
て思う時とかもやっぱりあって、石井先生に結構運動し
なさいみたいなことを全体の授業で先生がおしゃって、
なんかほんと今まで黙ってたんですけど、日曜の夕方に
スケート、自分昔スケートやってて、明治神宮の。
堀内　初めて聞いた。
本田　誰にも言ってないんですけど。まあ行かない週も
ありましたけど。シューズとかしょうがないんで借りた
んで。だって、親にそんなこと言えないんで。なんで、
言えないんで借りて滑ってたんですけどやっぱり 1時間、
18時から1時間くらいしか滑らないんですけど、でもやっ
ぱり 1週間に 1回その、自分の好きなこと、まあ運動で
すけど、してリフレッシュするって言うのはONOFF の切
り替え、っていうのは大切かなと。

受かったら好きなアイドルのライブに行く！ってのを

モティベーションにしていた。
堀内　浪人中気を付けてたことは、とにかく生活習慣崩
さないことと精神的に落ち込まないこと。いやでも全然
落ち込まなかったですね。やっぱ遊ぶときちゃんと遊ん
でたのと。乃木坂と欅坂にはまったんですよ。その歌詞
に結構勇気づけられて。ほんとめちゃめちゃ良い歌詞で。
本田　ライブ行ってますよ。
堀内　20 日に富士急にライブ行ってきたばっかりなんで
すよ。富士急だと、屋外なんで水バーッて出来る。ぶっ
かけられました。この Tシャツもライブの Tシャツなん
ですよ。結構おしゃれで。浪人中はさすがに行ってない
ですけど、やっぱり浪人中にずっと聞いてて、4月に行っ
たんですよ。やーもうほんとに、めっちゃ感動しました。
去年までは CDでしか聞けなかったんで。あーってなり
ました。ほんとに、今年受かってライブ行くって気持ち
でやってたんで。それが結構モティベーションになった
し、あと、なんだろな。結構自己啓発本とか読んだりし
てました。

もし代官山MEDICALでなかったら
本田　代官山じゃなかったらやばいです。無理です。自
分は、親と、絶対無理だったねって話してました。他見
てないからあれなんですけど、他の予備校出身の友達と
かと話してると全然なんか違うって言うか。朝まず、その、
1限あっても遅れていくのが普通みたいな。それがやっ
ぱ今の大学生活にもそのまま出ちゃってる人とかもいっ
ぱいいて、なんかみんなじゃないですけどそういう人っ
て結構浪人してる人多くて、まあそういう人もここ来て、
7時とかに来ないとむしろ浮いちゃうような空気の中で
過ごしてたらやっぱ変わったんじゃないかなって思った
りはします。
堀内　あのまま河合にもう 1年いても同じこと繰り返し
てただろうなって。うん。
まぁもちろん僕にとって代官山って 1つの転機になりま
したよね。
本田　人生を変えてくれた場所。まあ、これからなんで
すけど。ここ来てなかったらなにも始まってなかったなっ
ていうのは。でもMT受けてて、今年何とかなるかもって、
ないです。1回もないです。
堀内　なんとかなるって思ったことですか？えーもうな
んだろ。まあどっかしら受かるんだって気持ちではいま
した。もうダメっていう事はほとんど考えてなかった。
そこまでなんていうかめちゃめちゃ真剣に、あ、もう無
理だ思ったことはないです。
本田　あの、齋藤拓眞さん、（名古屋市立大学進学）は出
身地が一緒で。まあ歳は離れてますけど共通の知人が何
人か居て。それで話すようになったんですけど。
なんか、自分が 1浪目の時に、M1で 1次凄い出てたのに、
高校辞めたりとかいろいろあって 2次がほんとに来なく
て 3月の最後の方まで来てなくてやっぱきつい…学力こ
れだけあっても落ちるんだって思って、もう自分が医学
部諦めてもいいって思えるくらい頑張ろうって思って
やってました。拓眞さんのおかげってのはありますね。
結構あれを見て、こんなことってあるんだと思って。

代官山MEDICALとの出会い
本田：帝京の受験会場に行くときにパンフレットをいろ
いろ…現役の時にもらうじゃないですか。地方なんで、
そういう情報とか医専の情報とかどこがいいとかあんま
わかんないんですけどいろいろもらって、最初は、仙台
の医系予備校行こうかなって、わかんないんで行こうか
なと思ってたんですけど行ってみたら人もあんまりいな
くて、なんか受かってる人 3人みたいな。いや、3人ら
しくて。でなんか先生もあんまやる気ない感じで、なん
かちょっとまずいかなって、ってか仙台行くくらいなら
どうせ寮生活なら東京行っても同じじゃない？って。で、
色々見てここが 1番ちゃんと合格者の名前とかも出して
るから信頼できるかなと思って。体験授業で、薄先生の
受けて、で他のとこでは結構お客様扱いされたんですけ
ど、薄先生は厳しさもちゃんと教えてくれたんでここが
いいかなと思いました。自分で決めて、親にお願いしてっ
て感じです。
堀内：僕はまず 1年目は形だけは国立目指してて、横浜
の河合行って。なんか、寮があったんで、河合塾専用の。
なんでまあ行って、でダメで、試験の問題とか解いてみ
てああなんか専門予備校とか行かなきゃだめだなって感
じで調べて、で寮があるところってなったらここくらい
しかない。なんかちゃんとHP載っけてるとこ、ここく
らいしかなくて。でここ来て、決めました。母ちゃんと
来ました。最初は。覚えてるんですか。俺も、なんか厳
つい先生いるって思って。山室先生見て。( 笑 )
A7 です。もう最初っから最後まで A7です。英語だけ途
中で上がって。英語だけちょっとマシ。まあ生物は人並
みには。数学はちょっとね。まあ最後は頑張って。でも
埼玉でほんとにたまたま山室先生とやったのが出ただけ
で、ほんとそこ解けただけです埼玉。あと確率のとこ適
当に埋めてたのがもしかしたら合ってたのかな。
本田：えっと 1年目？ B2 で 2年目はずっと A8。A8 伝説
の A8になってます今。A8の人いっぱい受かったから。
自由造（奈良自由造　日本大医学部進学）とか。佐藤友
紀（獨協医科大進学）とか、あと山崎さん（山崎あすか
　帝京大医学部進学）、高橋君（高橋友徳　岩手医科大進
学）、臼井（臼井亮輔　日本大医学部進学）。1次だと結
構ばーっと。厚海さん（厚海真琴　埼玉医科大進学）と、
長棟君（長棟淳史　埼玉医科大進学）が A8から落ちたん
ですよ A5から｡

普段の勉強
堀内：数学はほんとに山室先生にやってもらったことだ
けしかやってなかったんで直前とか。でも言われたこと
は全部やってて、あとテキストなんかも一応授業聞いて
るだけで復習はずっと 1学期の方ばっかやってました。
本田：あ、一緒。Basic のテキストです。あれは、ずっと
やっててあれはほんとに…。
もうバカすぎて、あれしかできなかったんですよ。だから、
もうほんとに 10 回…場所によって出来なかったとこは
10 回以上、箱とか全然はみ出してましたし、こんなバカ

なんですけど、さすがに最初から解けてたとこも数問あっ
たんで。
でもそこも、箱、上にあるチェック欄みたいな、はみだ
してました。
堀内：手動かして書いたのは 2周か 3周くらいで、それ
終わった後がもうめんどくさかったんであとはただ見て、
ああこういうことやってるなってのを何回か。
ダメだったのは多分そこが原因だと。
本田：化学は最後ちょっと、ちょっとだけよかったです。
いや逆に化学はなんか、理論はセミナーとかテキストと
か言われたとこをやってれば正直パターン化してて理論
の方が計算ミスさえしなきゃ理論は解きやすかった。私
立医学部だと、有機とか無機とかのほうがめんどくさかっ
たっていうのはあります。小椋先生が、最低限これ覚え
ろって言ったのは絶対覚えて、先生のまとめみたいなの
もあるんですけど、それと、あと自分の出来なかったと
こをまとめたノートを 1冊作って、受験前はもうそれだ
けチェックする、ってのを作って受験会場持ってった。
最低限こなしてた。変なの出たら割り切ってわかんないっ
て捨てるくらいの気持ち。化学とかわかんなかったらしょ
うがないんで。だからもう普通の人が出来ることは絶対
出来るようになろうって思ってて。

印象に残った授業。
本田：えーっといっぱいあるんですけど。石井先生。あ
とは青葉先生。解法が自分に合ってたなって。シンプルで。
先生はすごい綺麗に板書とかはしないんですけど。
汚いとかじゃなくてほとんど書かないんですけど、なん
かこういう時はこう解く、みたいな決まった固定パター
ンを教えてくれて、なんかだから単語が読めないから読
めないとかじゃなくて論理的にっていうのを教えてくれ
て。あとは集団だと、岩崎先生。青葉先生と岩崎先生っ
て教え方真逆かなって思うんですけど、岩崎先生めっちゃ
きれいに書くじゃないですか。でも先生の夏の単科です
ごい最新の論文とかから先生が選んだのを単科でやって
くださって、すごい難しくて私は最初読めなかったんで
すけど、あれをずっと音読して、やっぱそれが埼玉後期
で同じ文でたときは…。おんなじもの出ました。でもそ
れはめちゃめちゃ音読をしてて何回もそれボロボロにな
るくらい復習してたからおんなじの出たって分かったん
ですけど。まあでも落ちたんですけど。落ちたんであん
ま関係ないんですけど。落ちちゃったのは他の教科が出
来なさすぎて。
堀内：英語…俺も英語多いな。まず朝岡先生。で、青葉先生、
三ツ橋先生…ほんといい先生多すぎて
本田：あ、大西先生も良かったよ。
堀内：大西先生良かったね。あとは岩崎先生。俺でも大
西先生夏しか教わってないけど。
本田：自分はなんか前期も後期も夏も集団で教わってた
んですけど、なんかすごい分かりやすい。文法の説明…。
堀内：石井先生の授業は緊張感は。とにかく。後期は
M4A1A2 のところに A7ぶっこまれて、めちゃめちゃな

んかヤバかった。でもやっぱりなんだろな。全体的に自
分よりレベルの高い人たちに囲まれてやるのは結構ピリ
ピリしてました毎回。
本田：牧君（牧健太郎　順天堂大医学部進学）は最初、
生物 A7私たちと受けてて、なのにみんな 25 点とか取る
テストで 100 点とか取るんで、こいつやばいなと思って、
こんだけ勉強しなきゃ、こんだけっていうか集中力凄い
んで。やっぱり上の人と授業受けると刺激になりますね。

数学は
本田：数学は村上先生で、先生は私が出来ないって分かっ
てたんで、ほんとに 1から、log とかも使えない時から
見て下さったので、先生に 1番感謝してるんですけど、
でもなんか、数学が 1年目は正直わかんな過ぎて、授業
受けて楽しいとかあんま思わなかったんですけど、2年
目になってから楽しいと思えるようになったのは、薄先
生の授業がすごいシンプルだなって自分でも感じられる
ようになって、あとは平野先生とかですかね。平野先生
は 2学期の授業取ってて、小問でも、数学苦手な人のた
めの数学をやってくれて、それを何回もやれって、やる
ことをちゃんと明確に指示して下さるのはすごい自分に
とってありがたかったです。
そうですね。最後は数学楽しかったです。
堀内：数学ですか。いやずっと嫌いですよ。まあ先生で
言うと 1学期小島先生で 2学期長澤先生で直前で山室先
生。で、小島先生にはとにかく積分の体積とかを中心に
やってもらって、長澤先生にはなんかまず小問みたいな
のを結構ずっとやってて、でその後自分の苦手なところ
をやってもらって、で山室先生って感じで。
偏差値 50 はさすがにいってたとは思います。一応、河合
のでは 60 いってたかなと。MTも 1度なんていうかラン
キングの 1番下に 1回だけ載ったことがある。
本田：44 点。
堀内：そうそうなんで点数覚えてんの？
本田：いやなんか俺載ったとかいうから。夏ぐらいじゃ
ない。

化学の先生は。
堀内　もちろん戸来先生と、理論だと三上先生、節田先
生も全員分かりやすかったです。三上先生と節田先生は
集団です。
本田　一緒ですね。節田先生と、三上先生も、集団。と
小椋先生。あとは原先生。自分は 1年目ずっと原先生集
団持って下さって。原先生丁寧なんです。そこで、ある
程度の基礎やってそっから三上先生とか節田先生の授業
受けるとめちゃめちゃ楽しかったです。いやそういうわ
けじゃないんですけど。やっぱ原先生は、レベル高いこ
とも教えてくれるけど、アホにもめちゃめちゃわかりや
すく教えて下さる。理論もボロボロすぎて。

あと生物は
本田　緒方先生。てか生物の先生みんななんですけど。
あとは、ほんと全部なんですけど山崎先生、深瀧先生。
深瀧先生は夏とか冬とかだけなんですけど。深瀧先生絵
うまい。あと、石原先生も受けましたし、あ、大森先生。
生物 0のときから教えて下さったんですけど、生徒に合
わせて教えてくれて、着実にレベルアップできるような
問題を先生がセレクトして下さってたんで凄い助かりま
した。板書も、やっぱりその生徒の理解度に合わせて、
細かくして下さってたんで。絵は汚いです。( 笑 ) 緒方先
生は絵きれいです。

代官山に来て変わったこと
本田　代官山に来て、やっぱりなんか、努力してそれが
必ず叶うっていうのはやっぱ違くて、そんなことは口が
裂けても言えないし、でも、去年聖マ行った吉見さんも
言ってたんですけど、でも努力、毎日を真剣に生きてれ
ば何か変わってくるんじゃないかって、私もそれ同じよ
うなことを受かって思いました。努力して、叶うってい
う訳じゃないけど、まあ自分がもういいって思えるくら
いにやり切ったら自分の中でなにか変わるんじゃないか
なってのは思いました。結果がちゃんと来たわけだし、
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やっぱり高校卒業以来、あの医大に結構同級生いるんで
すけど2年生とか3年生とか、で久しぶりに会ってなんか、
変わったね、っていうか丸くなったっていうか。とんがっ
てた部分もあったし、やっぱり、話してて違うよね、な
んかうまく言えないけどってすごいいろんな人から言わ
れるんで。精神的にはなんかやっぱ変わったのかなと思
います。
堀内　こっち来て変わったことですか？なんかもうとに
かく勉強する時はちゃんとするっていう、遊びと勉強の
区別がつけれた、やる時にとにかくちゃんとやるってなっ
たっていうこと。なんなら毎週日曜日渋谷の街出てご飯
食べてとかやってましたから。でもやっぱりそうやって
平日とかちゃんとやって、あーあとあれだな。生活習慣
とかもそうやって勉強をずっとやってたから自然となん
か正しくなってって、でそれで上手くいったのかなって
思いますけど。
本田　さっき言ったONOFF っていうのをすごい感じて、
2浪目でやっぱりきついなって時とかもあって、何した
いとかじゃないんですけど、なんかもうやりたくないっ
て思う時とかもやっぱりあって、石井先生に結構運動し
なさいみたいなことを全体の授業で先生がおしゃって、
なんかほんと今まで黙ってたんですけど、日曜の夕方に
スケート、自分昔スケートやってて、明治神宮の。
堀内　初めて聞いた。
本田　誰にも言ってないんですけど。まあ行かない週も
ありましたけど。シューズとかしょうがないんで借りた
んで。だって、親にそんなこと言えないんで。なんで、
言えないんで借りて滑ってたんですけどやっぱり 1時間、
18時から1時間くらいしか滑らないんですけど、でもやっ
ぱり 1週間に 1回その、自分の好きなこと、まあ運動で
すけど、してリフレッシュするって言うのはONOFF の切
り替え、っていうのは大切かなと。

受かったら好きなアイドルのライブに行く！ってのを

モティベーションにしていた。
堀内　浪人中気を付けてたことは、とにかく生活習慣崩
さないことと精神的に落ち込まないこと。いやでも全然
落ち込まなかったですね。やっぱ遊ぶときちゃんと遊ん
でたのと。乃木坂と欅坂にはまったんですよ。その歌詞
に結構勇気づけられて。ほんとめちゃめちゃ良い歌詞で。
本田　ライブ行ってますよ。
堀内　20 日に富士急にライブ行ってきたばっかりなんで
すよ。富士急だと、屋外なんで水バーッて出来る。ぶっ
かけられました。この Tシャツもライブの Tシャツなん
ですよ。結構おしゃれで。浪人中はさすがに行ってない
ですけど、やっぱり浪人中にずっと聞いてて、4月に行っ
たんですよ。やーもうほんとに、めっちゃ感動しました。
去年までは CDでしか聞けなかったんで。あーってなり
ました。ほんとに、今年受かってライブ行くって気持ち
でやってたんで。それが結構モティベーションになった
し、あと、なんだろな。結構自己啓発本とか読んだりし
てました。

もし代官山MEDICALでなかったら
本田　代官山じゃなかったらやばいです。無理です。自
分は、親と、絶対無理だったねって話してました。他見
てないからあれなんですけど、他の予備校出身の友達と
かと話してると全然なんか違うって言うか。朝まず、その、
1限あっても遅れていくのが普通みたいな。それがやっ
ぱ今の大学生活にもそのまま出ちゃってる人とかもいっ
ぱいいて、なんかみんなじゃないですけどそういう人っ
て結構浪人してる人多くて、まあそういう人もここ来て、
7時とかに来ないとむしろ浮いちゃうような空気の中で
過ごしてたらやっぱ変わったんじゃないかなって思った
りはします。
堀内　あのまま河合にもう 1年いても同じこと繰り返し
てただろうなって。うん。
まぁもちろん僕にとって代官山って 1つの転機になりま
したよね。
本田　人生を変えてくれた場所。まあ、これからなんで
すけど。ここ来てなかったらなにも始まってなかったなっ
ていうのは。でもMT受けてて、今年何とかなるかもって、
ないです。1回もないです。
堀内　なんとかなるって思ったことですか？えーもうな
んだろ。まあどっかしら受かるんだって気持ちではいま
した。もうダメっていう事はほとんど考えてなかった。
そこまでなんていうかめちゃめちゃ真剣に、あ、もう無
理だ思ったことはないです。
本田　あの、齋藤拓眞さん、（名古屋市立大学進学）は出
身地が一緒で。まあ歳は離れてますけど共通の知人が何
人か居て。それで話すようになったんですけど。
なんか、自分が 1浪目の時に、M1で 1次凄い出てたのに、
高校辞めたりとかいろいろあって 2次がほんとに来なく
て 3月の最後の方まで来てなくてやっぱきつい…学力こ
れだけあっても落ちるんだって思って、もう自分が医学
部諦めてもいいって思えるくらい頑張ろうって思って
やってました。拓眞さんのおかげってのはありますね。
結構あれを見て、こんなことってあるんだと思って。

代官山MEDICALとの出会い
本田：帝京の受験会場に行くときにパンフレットをいろ
いろ…現役の時にもらうじゃないですか。地方なんで、
そういう情報とか医専の情報とかどこがいいとかあんま
わかんないんですけどいろいろもらって、最初は、仙台
の医系予備校行こうかなって、わかんないんで行こうか
なと思ってたんですけど行ってみたら人もあんまりいな
くて、なんか受かってる人 3人みたいな。いや、3人ら
しくて。でなんか先生もあんまやる気ない感じで、なん
かちょっとまずいかなって、ってか仙台行くくらいなら
どうせ寮生活なら東京行っても同じじゃない？って。で、
色々見てここが 1番ちゃんと合格者の名前とかも出して
るから信頼できるかなと思って。体験授業で、薄先生の
受けて、で他のとこでは結構お客様扱いされたんですけ
ど、薄先生は厳しさもちゃんと教えてくれたんでここが
いいかなと思いました。自分で決めて、親にお願いしてっ
て感じです。
堀内：僕はまず 1年目は形だけは国立目指してて、横浜
の河合行って。なんか、寮があったんで、河合塾専用の。
なんでまあ行って、でダメで、試験の問題とか解いてみ
てああなんか専門予備校とか行かなきゃだめだなって感
じで調べて、で寮があるところってなったらここくらい
しかない。なんかちゃんとHP載っけてるとこ、ここく
らいしかなくて。でここ来て、決めました。母ちゃんと
来ました。最初は。覚えてるんですか。俺も、なんか厳
つい先生いるって思って。山室先生見て。( 笑 )
A7 です。もう最初っから最後まで A7です。英語だけ途
中で上がって。英語だけちょっとマシ。まあ生物は人並
みには。数学はちょっとね。まあ最後は頑張って。でも
埼玉でほんとにたまたま山室先生とやったのが出ただけ
で、ほんとそこ解けただけです埼玉。あと確率のとこ適
当に埋めてたのがもしかしたら合ってたのかな。
本田：えっと 1年目？ B2 で 2年目はずっと A8。A8 伝説
の A8になってます今。A8の人いっぱい受かったから。
自由造（奈良自由造　日本大医学部進学）とか。佐藤友
紀（獨協医科大進学）とか、あと山崎さん（山崎あすか
　帝京大医学部進学）、高橋君（高橋友徳　岩手医科大進
学）、臼井（臼井亮輔　日本大医学部進学）。1次だと結
構ばーっと。厚海さん（厚海真琴　埼玉医科大進学）と、
長棟君（長棟淳史　埼玉医科大進学）が A8から落ちたん
ですよ A5から｡

普段の勉強
堀内：数学はほんとに山室先生にやってもらったことだ
けしかやってなかったんで直前とか。でも言われたこと
は全部やってて、あとテキストなんかも一応授業聞いて
るだけで復習はずっと 1学期の方ばっかやってました。
本田：あ、一緒。Basic のテキストです。あれは、ずっと
やっててあれはほんとに…。
もうバカすぎて、あれしかできなかったんですよ。だから、
もうほんとに 10 回…場所によって出来なかったとこは
10 回以上、箱とか全然はみ出してましたし、こんなバカ

なんですけど、さすがに最初から解けてたとこも数問あっ
たんで。
でもそこも、箱、上にあるチェック欄みたいな、はみだ
してました。
堀内：手動かして書いたのは 2周か 3周くらいで、それ
終わった後がもうめんどくさかったんであとはただ見て、
ああこういうことやってるなってのを何回か。
ダメだったのは多分そこが原因だと。
本田：化学は最後ちょっと、ちょっとだけよかったです。
いや逆に化学はなんか、理論はセミナーとかテキストと
か言われたとこをやってれば正直パターン化してて理論
の方が計算ミスさえしなきゃ理論は解きやすかった。私
立医学部だと、有機とか無機とかのほうがめんどくさかっ
たっていうのはあります。小椋先生が、最低限これ覚え
ろって言ったのは絶対覚えて、先生のまとめみたいなの
もあるんですけど、それと、あと自分の出来なかったと
こをまとめたノートを 1冊作って、受験前はもうそれだ
けチェックする、ってのを作って受験会場持ってった。
最低限こなしてた。変なの出たら割り切ってわかんないっ
て捨てるくらいの気持ち。化学とかわかんなかったらしょ
うがないんで。だからもう普通の人が出来ることは絶対
出来るようになろうって思ってて。

印象に残った授業。
本田：えーっといっぱいあるんですけど。石井先生。あ
とは青葉先生。解法が自分に合ってたなって。シンプルで。
先生はすごい綺麗に板書とかはしないんですけど。
汚いとかじゃなくてほとんど書かないんですけど、なん
かこういう時はこう解く、みたいな決まった固定パター
ンを教えてくれて、なんかだから単語が読めないから読
めないとかじゃなくて論理的にっていうのを教えてくれ
て。あとは集団だと、岩崎先生。青葉先生と岩崎先生っ
て教え方真逆かなって思うんですけど、岩崎先生めっちゃ
きれいに書くじゃないですか。でも先生の夏の単科です
ごい最新の論文とかから先生が選んだのを単科でやって
くださって、すごい難しくて私は最初読めなかったんで
すけど、あれをずっと音読して、やっぱそれが埼玉後期
で同じ文でたときは…。おんなじもの出ました。でもそ
れはめちゃめちゃ音読をしてて何回もそれボロボロにな
るくらい復習してたからおんなじの出たって分かったん
ですけど。まあでも落ちたんですけど。落ちたんであん
ま関係ないんですけど。落ちちゃったのは他の教科が出
来なさすぎて。
堀内：英語…俺も英語多いな。まず朝岡先生。で、青葉先生、
三ツ橋先生…ほんといい先生多すぎて
本田：あ、大西先生も良かったよ。
堀内：大西先生良かったね。あとは岩崎先生。俺でも大
西先生夏しか教わってないけど。
本田：自分はなんか前期も後期も夏も集団で教わってた
んですけど、なんかすごい分かりやすい。文法の説明…。
堀内：石井先生の授業は緊張感は。とにかく。後期は
M4A1A2 のところに A7ぶっこまれて、めちゃめちゃな

んかヤバかった。でもやっぱりなんだろな。全体的に自
分よりレベルの高い人たちに囲まれてやるのは結構ピリ
ピリしてました毎回。
本田：牧君（牧健太郎　順天堂大医学部進学）は最初、
生物 A7私たちと受けてて、なのにみんな 25 点とか取る
テストで 100 点とか取るんで、こいつやばいなと思って、
こんだけ勉強しなきゃ、こんだけっていうか集中力凄い
んで。やっぱり上の人と授業受けると刺激になりますね。

数学は
本田：数学は村上先生で、先生は私が出来ないって分かっ
てたんで、ほんとに 1から、log とかも使えない時から
見て下さったので、先生に 1番感謝してるんですけど、
でもなんか、数学が 1年目は正直わかんな過ぎて、授業
受けて楽しいとかあんま思わなかったんですけど、2年
目になってから楽しいと思えるようになったのは、薄先
生の授業がすごいシンプルだなって自分でも感じられる
ようになって、あとは平野先生とかですかね。平野先生
は 2学期の授業取ってて、小問でも、数学苦手な人のた
めの数学をやってくれて、それを何回もやれって、やる
ことをちゃんと明確に指示して下さるのはすごい自分に
とってありがたかったです。
そうですね。最後は数学楽しかったです。
堀内：数学ですか。いやずっと嫌いですよ。まあ先生で
言うと 1学期小島先生で 2学期長澤先生で直前で山室先
生。で、小島先生にはとにかく積分の体積とかを中心に
やってもらって、長澤先生にはなんかまず小問みたいな
のを結構ずっとやってて、でその後自分の苦手なところ
をやってもらって、で山室先生って感じで。
偏差値 50 はさすがにいってたとは思います。一応、河合
のでは 60 いってたかなと。MTも 1度なんていうかラン
キングの 1番下に 1回だけ載ったことがある。
本田：44 点。
堀内：そうそうなんで点数覚えてんの？
本田：いやなんか俺載ったとかいうから。夏ぐらいじゃ
ない。

化学の先生は。
堀内　もちろん戸来先生と、理論だと三上先生、節田先
生も全員分かりやすかったです。三上先生と節田先生は
集団です。
本田　一緒ですね。節田先生と、三上先生も、集団。と
小椋先生。あとは原先生。自分は 1年目ずっと原先生集
団持って下さって。原先生丁寧なんです。そこで、ある
程度の基礎やってそっから三上先生とか節田先生の授業
受けるとめちゃめちゃ楽しかったです。いやそういうわ
けじゃないんですけど。やっぱ原先生は、レベル高いこ
とも教えてくれるけど、アホにもめちゃめちゃわかりや
すく教えて下さる。理論もボロボロすぎて。

あと生物は
本田　緒方先生。てか生物の先生みんななんですけど。
あとは、ほんと全部なんですけど山崎先生、深瀧先生。
深瀧先生は夏とか冬とかだけなんですけど。深瀧先生絵
うまい。あと、石原先生も受けましたし、あ、大森先生。
生物 0のときから教えて下さったんですけど、生徒に合
わせて教えてくれて、着実にレベルアップできるような
問題を先生がセレクトして下さってたんで凄い助かりま
した。板書も、やっぱりその生徒の理解度に合わせて、
細かくして下さってたんで。絵は汚いです。( 笑 ) 緒方先
生は絵きれいです。

代官山に来て変わったこと
本田　代官山に来て、やっぱりなんか、努力してそれが
必ず叶うっていうのはやっぱ違くて、そんなことは口が
裂けても言えないし、でも、去年聖マ行った吉見さんも
言ってたんですけど、でも努力、毎日を真剣に生きてれ
ば何か変わってくるんじゃないかって、私もそれ同じよ
うなことを受かって思いました。努力して、叶うってい
う訳じゃないけど、まあ自分がもういいって思えるくら
いにやり切ったら自分の中でなにか変わるんじゃないか
なってのは思いました。結果がちゃんと来たわけだし、

やっぱり高校卒業以来、あの医大に結構同級生いるんで
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代官山MEDICALとの出会い
本田：帝京の受験会場に行くときにパンフレットをいろ
いろ…現役の時にもらうじゃないですか。地方なんで、
そういう情報とか医専の情報とかどこがいいとかあんま
わかんないんですけどいろいろもらって、最初は、仙台
の医系予備校行こうかなって、わかんないんで行こうか
なと思ってたんですけど行ってみたら人もあんまりいな
くて、なんか受かってる人 3人みたいな。いや、3人ら
しくて。でなんか先生もあんまやる気ない感じで、なん
かちょっとまずいかなって、ってか仙台行くくらいなら
どうせ寮生活なら東京行っても同じじゃない？って。で、
色々見てここが 1番ちゃんと合格者の名前とかも出して
るから信頼できるかなと思って。体験授業で、薄先生の
受けて、で他のとこでは結構お客様扱いされたんですけ
ど、薄先生は厳しさもちゃんと教えてくれたんでここが
いいかなと思いました。自分で決めて、親にお願いしてっ
て感じです。
堀内：僕はまず 1年目は形だけは国立目指してて、横浜
の河合行って。なんか、寮があったんで、河合塾専用の。
なんでまあ行って、でダメで、試験の問題とか解いてみ
てああなんか専門予備校とか行かなきゃだめだなって感
じで調べて、で寮があるところってなったらここくらい
しかない。なんかちゃんとHP載っけてるとこ、ここく
らいしかなくて。でここ来て、決めました。母ちゃんと
来ました。最初は。覚えてるんですか。俺も、なんか厳
つい先生いるって思って。山室先生見て。( 笑 )
A7 です。もう最初っから最後まで A7です。英語だけ途
中で上がって。英語だけちょっとマシ。まあ生物は人並
みには。数学はちょっとね。まあ最後は頑張って。でも
埼玉でほんとにたまたま山室先生とやったのが出ただけ
で、ほんとそこ解けただけです埼玉。あと確率のとこ適
当に埋めてたのがもしかしたら合ってたのかな。
本田：えっと 1年目？ B2 で 2年目はずっと A8。A8 伝説
の A8になってます今。A8の人いっぱい受かったから。
自由造（奈良自由造　日本大医学部進学）とか。佐藤友
紀（獨協医科大進学）とか、あと山崎さん（山崎あすか
　帝京大医学部進学）、高橋君（高橋友徳　岩手医科大進
学）、臼井（臼井亮輔　日本大医学部進学）。1次だと結
構ばーっと。厚海さん（厚海真琴　埼玉医科大進学）と、
長棟君（長棟淳史　埼玉医科大進学）が A8から落ちたん
ですよ A5から｡

普段の勉強
堀内：数学はほんとに山室先生にやってもらったことだ
けしかやってなかったんで直前とか。でも言われたこと
は全部やってて、あとテキストなんかも一応授業聞いて
るだけで復習はずっと 1学期の方ばっかやってました。
本田：あ、一緒。Basic のテキストです。あれは、ずっと
やっててあれはほんとに…。
もうバカすぎて、あれしかできなかったんですよ。だから、
もうほんとに 10 回…場所によって出来なかったとこは
10 回以上、箱とか全然はみ出してましたし、こんなバカ

なんですけど、さすがに最初から解けてたとこも数問あっ
たんで。
でもそこも、箱、上にあるチェック欄みたいな、はみだ
してました。
堀内：手動かして書いたのは 2周か 3周くらいで、それ
終わった後がもうめんどくさかったんであとはただ見て、
ああこういうことやってるなってのを何回か。
ダメだったのは多分そこが原因だと。
本田：化学は最後ちょっと、ちょっとだけよかったです。
いや逆に化学はなんか、理論はセミナーとかテキストと
か言われたとこをやってれば正直パターン化してて理論
の方が計算ミスさえしなきゃ理論は解きやすかった。私
立医学部だと、有機とか無機とかのほうがめんどくさかっ
たっていうのはあります。小椋先生が、最低限これ覚え
ろって言ったのは絶対覚えて、先生のまとめみたいなの
もあるんですけど、それと、あと自分の出来なかったと
こをまとめたノートを 1冊作って、受験前はもうそれだ
けチェックする、ってのを作って受験会場持ってった。
最低限こなしてた。変なの出たら割り切ってわかんないっ
て捨てるくらいの気持ち。化学とかわかんなかったらしょ
うがないんで。だからもう普通の人が出来ることは絶対
出来るようになろうって思ってて。

印象に残った授業。
本田：えーっといっぱいあるんですけど。石井先生。あ
とは青葉先生。解法が自分に合ってたなって。シンプルで。
先生はすごい綺麗に板書とかはしないんですけど。
汚いとかじゃなくてほとんど書かないんですけど、なん
かこういう時はこう解く、みたいな決まった固定パター
ンを教えてくれて、なんかだから単語が読めないから読
めないとかじゃなくて論理的にっていうのを教えてくれ
て。あとは集団だと、岩崎先生。青葉先生と岩崎先生っ
て教え方真逆かなって思うんですけど、岩崎先生めっちゃ
きれいに書くじゃないですか。でも先生の夏の単科です
ごい最新の論文とかから先生が選んだのを単科でやって
くださって、すごい難しくて私は最初読めなかったんで
すけど、あれをずっと音読して、やっぱそれが埼玉後期
で同じ文でたときは…。おんなじもの出ました。でもそ
れはめちゃめちゃ音読をしてて何回もそれボロボロにな
るくらい復習してたからおんなじの出たって分かったん
ですけど。まあでも落ちたんですけど。落ちたんであん
ま関係ないんですけど。落ちちゃったのは他の教科が出
来なさすぎて。
堀内：英語…俺も英語多いな。まず朝岡先生。で、青葉先生、
三ツ橋先生…ほんといい先生多すぎて
本田：あ、大西先生も良かったよ。
堀内：大西先生良かったね。あとは岩崎先生。俺でも大
西先生夏しか教わってないけど。
本田：自分はなんか前期も後期も夏も集団で教わってた
んですけど、なんかすごい分かりやすい。文法の説明…。
堀内：石井先生の授業は緊張感は。とにかく。後期は
M4A1A2 のところに A7ぶっこまれて、めちゃめちゃな

んかヤバかった。でもやっぱりなんだろな。全体的に自
分よりレベルの高い人たちに囲まれてやるのは結構ピリ
ピリしてました毎回。
本田：牧君（牧健太郎　順天堂大医学部進学）は最初、
生物 A7私たちと受けてて、なのにみんな 25 点とか取る
テストで 100 点とか取るんで、こいつやばいなと思って、
こんだけ勉強しなきゃ、こんだけっていうか集中力凄い
んで。やっぱり上の人と授業受けると刺激になりますね。

数学は
本田：数学は村上先生で、先生は私が出来ないって分かっ
てたんで、ほんとに 1から、log とかも使えない時から
見て下さったので、先生に 1番感謝してるんですけど、
でもなんか、数学が 1年目は正直わかんな過ぎて、授業
受けて楽しいとかあんま思わなかったんですけど、2年
目になってから楽しいと思えるようになったのは、薄先
生の授業がすごいシンプルだなって自分でも感じられる
ようになって、あとは平野先生とかですかね。平野先生
は 2学期の授業取ってて、小問でも、数学苦手な人のた
めの数学をやってくれて、それを何回もやれって、やる
ことをちゃんと明確に指示して下さるのはすごい自分に
とってありがたかったです。
そうですね。最後は数学楽しかったです。
堀内：数学ですか。いやずっと嫌いですよ。まあ先生で
言うと 1学期小島先生で 2学期長澤先生で直前で山室先
生。で、小島先生にはとにかく積分の体積とかを中心に
やってもらって、長澤先生にはなんかまず小問みたいな
のを結構ずっとやってて、でその後自分の苦手なところ
をやってもらって、で山室先生って感じで。
偏差値 50 はさすがにいってたとは思います。一応、河合
のでは 60 いってたかなと。MTも 1度なんていうかラン
キングの 1番下に 1回だけ載ったことがある。
本田：44 点。
堀内：そうそうなんで点数覚えてんの？
本田：いやなんか俺載ったとかいうから。夏ぐらいじゃ
ない。

化学の先生は。
堀内　もちろん戸来先生と、理論だと三上先生、節田先
生も全員分かりやすかったです。三上先生と節田先生は
集団です。
本田　一緒ですね。節田先生と、三上先生も、集団。と
小椋先生。あとは原先生。自分は 1年目ずっと原先生集
団持って下さって。原先生丁寧なんです。そこで、ある
程度の基礎やってそっから三上先生とか節田先生の授業
受けるとめちゃめちゃ楽しかったです。いやそういうわ
けじゃないんですけど。やっぱ原先生は、レベル高いこ
とも教えてくれるけど、アホにもめちゃめちゃわかりや
すく教えて下さる。理論もボロボロすぎて。

あと生物は
本田　緒方先生。てか生物の先生みんななんですけど。
あとは、ほんと全部なんですけど山崎先生、深瀧先生。
深瀧先生は夏とか冬とかだけなんですけど。深瀧先生絵
うまい。あと、石原先生も受けましたし、あ、大森先生。
生物 0のときから教えて下さったんですけど、生徒に合
わせて教えてくれて、着実にレベルアップできるような
問題を先生がセレクトして下さってたんで凄い助かりま
した。板書も、やっぱりその生徒の理解度に合わせて、
細かくして下さってたんで。絵は汚いです。( 笑 ) 緒方先
生は絵きれいです。

代官山に来て変わったこと
本田　代官山に来て、やっぱりなんか、努力してそれが
必ず叶うっていうのはやっぱ違くて、そんなことは口が
裂けても言えないし、でも、去年聖マ行った吉見さんも
言ってたんですけど、でも努力、毎日を真剣に生きてれ
ば何か変わってくるんじゃないかって、私もそれ同じよ
うなことを受かって思いました。努力して、叶うってい
う訳じゃないけど、まあ自分がもういいって思えるくら
いにやり切ったら自分の中でなにか変わるんじゃないか
なってのは思いました。結果がちゃんと来たわけだし、

やっぱり高校卒業以来、あの医大に結構同級生いるんで
すけど2年生とか3年生とか、で久しぶりに会ってなんか、
変わったね、っていうか丸くなったっていうか。とんがっ
てた部分もあったし、やっぱり、話してて違うよね、な
んかうまく言えないけどってすごいいろんな人から言わ
れるんで。精神的にはなんかやっぱ変わったのかなと思
います。
堀内　こっち来て変わったことですか？なんかもうとに
かく勉強する時はちゃんとするっていう、遊びと勉強の
区別がつけれた、やる時にとにかくちゃんとやるってなっ
たっていうこと。なんなら毎週日曜日渋谷の街出てご飯
食べてとかやってましたから。でもやっぱりそうやって
平日とかちゃんとやって、あーあとあれだな。生活習慣
とかもそうやって勉強をずっとやってたから自然となん
か正しくなってって、でそれで上手くいったのかなって
思いますけど。
本田　さっき言ったONOFF っていうのをすごい感じて、
2浪目でやっぱりきついなって時とかもあって、何した
いとかじゃないんですけど、なんかもうやりたくないっ
て思う時とかもやっぱりあって、石井先生に結構運動し
なさいみたいなことを全体の授業で先生がおしゃって、
なんかほんと今まで黙ってたんですけど、日曜の夕方に
スケート、自分昔スケートやってて、明治神宮の。
堀内　初めて聞いた。
本田　誰にも言ってないんですけど。まあ行かない週も
ありましたけど。シューズとかしょうがないんで借りた
んで。だって、親にそんなこと言えないんで。なんで、
言えないんで借りて滑ってたんですけどやっぱり 1時間、
18時から1時間くらいしか滑らないんですけど、でもやっ
ぱり 1週間に 1回その、自分の好きなこと、まあ運動で
すけど、してリフレッシュするって言うのはONOFF の切
り替え、っていうのは大切かなと。

受かったら好きなアイドルのライブに行く！ってのを

モティベーションにしていた。
堀内　浪人中気を付けてたことは、とにかく生活習慣崩
さないことと精神的に落ち込まないこと。いやでも全然
落ち込まなかったですね。やっぱ遊ぶときちゃんと遊ん
でたのと。乃木坂と欅坂にはまったんですよ。その歌詞
に結構勇気づけられて。ほんとめちゃめちゃ良い歌詞で。
本田　ライブ行ってますよ。
堀内　20 日に富士急にライブ行ってきたばっかりなんで
すよ。富士急だと、屋外なんで水バーッて出来る。ぶっ
かけられました。この Tシャツもライブの Tシャツなん
ですよ。結構おしゃれで。浪人中はさすがに行ってない
ですけど、やっぱり浪人中にずっと聞いてて、4月に行っ
たんですよ。やーもうほんとに、めっちゃ感動しました。
去年までは CDでしか聞けなかったんで。あーってなり
ました。ほんとに、今年受かってライブ行くって気持ち
でやってたんで。それが結構モティベーションになった
し、あと、なんだろな。結構自己啓発本とか読んだりし
てました。

もし代官山MEDICALでなかったら
本田　代官山じゃなかったらやばいです。無理です。自
分は、親と、絶対無理だったねって話してました。他見
てないからあれなんですけど、他の予備校出身の友達と
かと話してると全然なんか違うって言うか。朝まず、その、
1限あっても遅れていくのが普通みたいな。それがやっ
ぱ今の大学生活にもそのまま出ちゃってる人とかもいっ
ぱいいて、なんかみんなじゃないですけどそういう人っ
て結構浪人してる人多くて、まあそういう人もここ来て、
7時とかに来ないとむしろ浮いちゃうような空気の中で
過ごしてたらやっぱ変わったんじゃないかなって思った
りはします。
堀内　あのまま河合にもう 1年いても同じこと繰り返し
てただろうなって。うん。
まぁもちろん僕にとって代官山って 1つの転機になりま
したよね。
本田　人生を変えてくれた場所。まあ、これからなんで
すけど。ここ来てなかったらなにも始まってなかったなっ
ていうのは。でもMT受けてて、今年何とかなるかもって、
ないです。1回もないです。
堀内　なんとかなるって思ったことですか？えーもうな
んだろ。まあどっかしら受かるんだって気持ちではいま
した。もうダメっていう事はほとんど考えてなかった。
そこまでなんていうかめちゃめちゃ真剣に、あ、もう無
理だ思ったことはないです。
本田　あの、齋藤拓眞さん、（名古屋市立大学進学）は出
身地が一緒で。まあ歳は離れてますけど共通の知人が何
人か居て。それで話すようになったんですけど。
なんか、自分が 1浪目の時に、M1で 1次凄い出てたのに、
高校辞めたりとかいろいろあって 2次がほんとに来なく
て 3月の最後の方まで来てなくてやっぱきつい…学力こ
れだけあっても落ちるんだって思って、もう自分が医学
部諦めてもいいって思えるくらい頑張ろうって思って
やってました。拓眞さんのおかげってのはありますね。
結構あれを見て、こんなことってあるんだと思って。
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杏林大の様子
杏林は現役で受かってる人、あ、自分が数えた感じだ
と、１３人でしたね。佐伯さん（佐伯理花子　杏林大医
学部進学）入れてですね。あの、数えてみたんですよ。
大体こいつ現役だなって奴数えたら。１３人でした。み
んな、大体わかります。皆、自分で言ってるんで、大
体。最初に自己紹介で自分で言った奴もいたんで。１
浪、、、２浪の方が若干多い気がするんですが。大体同
じぐらいの比かなと思ったんですけど、２浪も結構多く
て。
自分が聞いた感じだと、再受が４人か５人は知ってます
かね。４人かな？今、知ってるの。いろんな経験の人が
いて、まあ、聞いてると面白いですね。いろんな人の人
生を。
今の副理事長が、創設者の孫なんで。副理事長は今いく
つなんだろう。４０、、、４０後半ぐらいなのかな。そ
んな感じの。その人が入ってから救急が強くなったみた
いで。来たのがほんとちょうど６年ぐらい前かな。2012
とかだったかな。そのぐらいから強くなったって聞いた
んですけど。まあ日医は今コードブルーとかで。

最初に代官山MEDICALのこと知ったのは
ああ、ええと、学校の先生の紹介で知りましたね。予備
校講師とかもやってた先生だったんで、そこでつながっ
たらしいです。で、代官山がいいって。いいと思って、
いきなり来ちゃいました。ああ、担任って言うか、ま
あ、医学部の担当の先生が基本的、その先生が受け持っ
てて、大体医学部行くって生徒はその先生が見てたんで
すよ。最初は東医の推薦対策で来ました。初めて代官山
来たのは7月の下旬でしたね。早かったかな。早くないっ
すけど。土日に新幹線で、はい。新富士駅から。家は富
士宮市。新富士まで送ってもらって。父ちゃんに。夏休
み中だったんで。
医学部を志したのは、まあ、何となく行きたいっていう
気持ちは２年生のころからあったんですけど、意外と部
活もあったりで手付かずで。テニスやってました。まあ
勉強始めて医学部行こうかなみたいな感じのことを思い
出したのは、2年の3月ぐらいからですかね。結構遅かっ
たっすね。
家、お医者さんじゃないんですが、でも自分の将来的に
開業したいなあと思ってて、田舎過ぎてまったく病院が
ないんですよ、本当に。で、自分が不便してたんです
よ。本当に車でちょっと行かないと、病院が、、、なん
か本当にそのちっちゃい街の病院みたいなところに行く
のに意外とちょっと大変なんですよ。僕の周り茶畑しか
ないんで。家の周りが。

現役の推薦受験
近畿とあと東医を受けました。そうですね、推薦はその
二つを受けましたね。まあ、現役のうちだからいろいろ
挑戦してみるのもいいかなと思って。やっぱ、推薦って
現役の特権じゃないですか。まあまあ。一浪したら、も

う一回近畿を受けようかと思ってたんで。推薦の試験っ
て大変でしたね。まあ近畿はやっぱ一般に近いものが
あったんで、でも、東医は理科三つやらなきゃいけな
かったんで、大変でしたけどね。数学は、時間の割には
難しかったっすね。理科３つと数学だったんで。問題用
紙も全部同じですね。数Ⅲも入ってましたね、はい。大
問７個あったうちの２個ずつが生物と化学と物理で、１
個だけ数学で、あんま比率的には高くなかったですけ
ど。全部、やっぱ理科に重点置いてみたいな。
生物全然できなかったですね。ああ、問題、なんか、
やっぱ、例年は基礎でいいって話を聞いてたんですけ
ど。今年の東医の問題は、なんか生物バリバリ出てき
て、なんか。
あ、なんか、えっと、突然変異をしない４つの条件
は？っていうのが１個あって、結構、生物の教科書見せ
てもらったら、後ろの方なんですよ。基礎しか出ないっ
て聞いてたから、生物は無理だなっていう。今年から傾
向変わったって、石井先生もやっぱり言われて。
ああ、まあ、そうですね、ショックではあるんですけど
も、ずーっと落ち込んでもいられないんで。あ、はい、
まあ。そうですね、切り替え速かったですね、結構。東
医落ちて、３日後にここ来てたんで。３日後から学校休
んで、ここにいたんで。そうです、はい。学校２か月
間、１２月と１月はもうずーっと休んでたんで。そうで
すね、欠席扱いだった、まあ、出席日数的には足りてた
んで。

代官山MEDICALに来たら高校と決定的に違った。
あの、ま、情報量の違いっていうのと。ええと、やっ
ぱ、勉強するのがまあ、地方どこもそうだと思うんです
けど、センターに重きを置いてるんで、あの、化学、特
に化学があのやっぱ医学部だと有機が結構重視されるの
に、全然やんないのが、やっぱ、学校じゃなくて、ここ

に来て、有機化学が出来たってことが一番大きかったか
なと思ったんですよね。先生様々ですね。いや、ほんと
に、化学は結構助かりましたね。
ま、数学は、やっぱ医学部の出る問題、特に私立医学
部って出る問題限られるじゃないですか。だから、そう
いうところができたっていうのが大きかったですね。こ
こ来て。センター終わったあとで、「間に合うから」と
かって学校の先生言うんで。でも、私立医学部だと、セ
ンター終わって杏林なんか４日後とかじゃ、、、４日
後？５日後かな？とかだったんで、間に合わないんです
よ、このペースで行くと。
いや、うちの高校、医学部、何年ぶりぐらいですかね。
私立医学部は現役で７年ぶりぐらいって聞きましたか
ね。まあ、ここほんとありがたいっすよ、ほんとに。化
学がほんと助かったんですよ。理論は、やっぱ計算の、
結局計算ミスとかで落としちゃったりするんで、限界が
あったんで、やっぱ有機でどれだけ取れるかが勝負に
なっちゃんで。
理論はそうですね。ま、あとここ来てからは、あの節田
先生の授業を受けてましたね。やっぱ最後の方、やっぱ
もう有機化学とか、ほんとにスピード技のものを教えて
もらって、あれ結構役に立ちましたね。構造決定とか
が、そう、こんなの、あの、細かく計算しなくても、大
体概数で行けるんだよっていうの教えてもらって。行け
て、結構、簡単に解けて。びっくりしましたね、ほんと
に。一回、なんだっけかな、東北の過去問があって、そ
れをちょっと解いた時に、普通に解いたら、普通に４０
分とかかかっちゃったんですけど、でも、本当なら、こ
れ、２０分とかで解かないといけない問題だったんです
けど、で、節田先生のやり方でやったら、１５分で解き
終わったんですよ。めちゃくちゃ速いやり方があって、
ほんとに。いやあ、本当に得しました、ここに来て。高
校じゃ絶対教えてくれないです、ほんとに。

数学は薄先生が分かりやすかった。
数学ですか？数学は、、、薄先生が一番授業でやっぱ解
りやすかったですね。まあ、１個１個パターンがやっ
ぱ、数Ⅲって半分パターンってところがあるじゃないで
すか。そういうところを全然知らなくて、で、やっぱ、
そこを１個１個解説してくれたのが薄先生で、あの、薄
先生の本、出てるじゃないですか。あれ使ってうまく説
明してくれたんで。そうですね、山室先生も解りやす
かったですね。ほんとに、俺、びっくりしたんですよ。
あの、こういう、なんか、これ使えばみたいのあるじゃ
ないですか。いろんなの。この図形はこういう特徴があ
るからみたいな。あれほんとにびっくりしましたね、
やっぱ。で、やっぱ、授業でもそういうのあったじゃな
いですか。必勝法みたいな。

物理は
物理は、まあ、原子が一番危なかったから、原子の、小
澤先生。小澤先生に原子の講義やってもらった時、結

構、あれはあれでまとまってて、授業良かったですね。
寺澤先生ですか？ああ。まあ、すごい、、まあ、両方と
もわかりやすかったですよ。力学はやっぱ寺澤先生がパ
ンチがありましたね。いやあ、まあ説明が細かくて、結
構わかりやすかったですね。一個一個、式、結構細かく
書いてくれるんですよ。で、まあ、表現もまあ、授業飽
きなかったですよ。寺澤先生は、普通に飽きないすね、
あれは。原子は昔、出すところがあまりなかったんだけ
ど、最近もうガンガン出るって言ってました。唯一の暗
記、暗記じゃないかなって思いますね。いや、そうです
ねえ。あれは知らないと答えようないっすよねえ。

現役の友人
話しかけられるまでは、あんま、いやまあ、あんま方言
出ないかなと思ったんですけど、もうなんか方言出
ちゃって話すのあんま嫌だったんで。ないって言われま
すけど、やっぱ。
まあ多少はありますよ。はい。まあ、あの、赤岡（赤岡
大地　東京医科大進学）とほとんど同じでしたけどね。
方言が。やっぱ山梨だったんで、あいつも。いやそこま
でひどくなかったですよ。あいつ甲府だったんで、まあ
そこまでひどくないっすよ。まあ、結構、やっぱ方言同
じでしたよ。ほとんど。あんま、そうですね、だから、
現役のクラスもちょくちょく小論文とかでいたけど、最
初、初めて話したの１２月とかだったんで。いや、普通
に話しますけど、まあ、僕は勉強しに来てたって意識強
かったんで。

石井先生の授業
石井先生、はい、受けました。うーん、まあ、やっぱモ
チベーション上がりますね、石井先生の授業はやっぱ
り。はい。英語の授業もっていうのもあるんですけど、
まあ英語の授業ただやってても飽きちゃうんでね、普通
に。やっぱ、今までの先輩の情報とか、まあ「ここはこ
ういう傾向があるから」みたいなとか、そういうのと
か、大学入った後、あのお、ここの大学は近くにやっぱ
こういう店があるからいいよみたいのとか、そういうの
聞いてると、ああ、ここの大学いいよみたいな。

今勉強してる人たちに、アドバイス。
まあ、やっぱ、数学・英語は早めのうちに終わらして、
まあ、理科系の教科に尽くすのが一番効率がいいんじゃ
ないっすかね。ほんとに。化学もやっぱ、理論はやっぱ
先の方にやって、やっぱ知識系はやっぱ、後で詰められ
るだけ詰められるんで。でも、やっぱ、数学とか英語っ
て、すぐ伸びるもんじゃないんで、やっぱ最初の方に
やっといてっていうのありますね、やっぱ、それは。自
分自身やっぱ、有機化学とか、やっぱ、その暗記教科
で、最後どうにかなったところがあるんで、まず、そこ
までの理論とかはある程度多分できてたんで。家が遠
かったのでやむを得なかったです。東京にいる人たちと
かは朝とかから来てる人がいますからね。それ、ずるい
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ですね。結果、代官山の現役生、かなりたくさん受かり
ましたね。

代官山MEDICALは「助け舟」。ここの言うこと聞い

ていれば大丈夫。
どういう存在、、、まあ、ほんとにすごい「助け舟」で
したね。ほんとに。いや、ほんと、ここ来なかったら、
なかなか受かってない、絶対、受かってないんで。ほん
とに。まあ、そうですね。やっぱ先生との距離感近いか
ら、まあ、そういう、石井先生ともやっぱちゃんと、塾
長と話せる機会ってやっぱ意外と少ないと思うんですけ
ど、石井先生は、その１回１回を大切にしてくれたん
で、そこ話しやすくて良かったかなっていうのが、そう
ですね、志望校を決める時とか、結構、ああ、こういう
状況、その各大学の説明とかしてくれたんで、まあ、こ
こはこれで勝負しようみたいな。そこがやっぱ助かっ
た、助け舟ですね。ほんとに。あの、高校行ってただけ
じゃ、やっぱ、その大学の特徴ってわかんないんで、ほ
んとに。いや、ほんとに。そうですね、助け舟ですね。
知りあえてホント、良かったです。ほんとに。週に１
回、、２回か。土日ですね。はい。今年から、なんか、
毎日あるらしいっすよ。ああ、そうですね。ああ、紹介
されましたよ、高校のその、紹介してもらった先生に、
「こいつがその代官山MEDICALに行ってた奴だから、
ちょっと、聞いてみ。」みたいな話。俺がちょっと話
すっていう、なんか訳わかんない。はい、ちょっと話し
ましたね。はい。ここの言うこと聞いてれば、大体、多
分大丈夫だからっつって。実際、大丈夫でしたけどね。
俺、第１号だったんでね、星陵高校から。ほんとにあり
がとうございました。

杏林大の様子
杏林は現役で受かってる人、あ、自分が数えた感じだ
と、１３人でしたね。佐伯さん（佐伯理花子　杏林大医
学部進学）入れてですね。あの、数えてみたんですよ。
大体こいつ現役だなって奴数えたら。１３人でした。み
んな、大体わかります。皆、自分で言ってるんで、大
体。最初に自己紹介で自分で言った奴もいたんで。１
浪、、、２浪の方が若干多い気がするんですが。大体同
じぐらいの比かなと思ったんですけど、２浪も結構多く
て。
自分が聞いた感じだと、再受が４人か５人は知ってます
かね。４人かな？今、知ってるの。いろんな経験の人が
いて、まあ、聞いてると面白いですね。いろんな人の人
生を。
今の副理事長が、創設者の孫なんで。副理事長は今いく
つなんだろう。４０、、、４０後半ぐらいなのかな。そ
んな感じの。その人が入ってから救急が強くなったみた
いで。来たのがほんとちょうど６年ぐらい前かな。2012
とかだったかな。そのぐらいから強くなったって聞いた
んですけど。まあ日医は今コードブルーとかで。

最初に代官山MEDICALのこと知ったのは
ああ、ええと、学校の先生の紹介で知りましたね。予備
校講師とかもやってた先生だったんで、そこでつながっ
たらしいです。で、代官山がいいって。いいと思って、
いきなり来ちゃいました。ああ、担任って言うか、ま
あ、医学部の担当の先生が基本的、その先生が受け持っ
てて、大体医学部行くって生徒はその先生が見てたんで
すよ。最初は東医の推薦対策で来ました。初めて代官山
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すけど。土日に新幹線で、はい。新富士駅から。家は富
士宮市。新富士まで送ってもらって。父ちゃんに。夏休
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たっすね。
家、お医者さんじゃないんですが、でも自分の将来的に
開業したいなあと思ってて、田舎過ぎてまったく病院が
ないんですよ、本当に。で、自分が不便してたんです
よ。本当に車でちょっと行かないと、病院が、、、なん
か本当にそのちっちゃい街の病院みたいなところに行く
のに意外とちょっと大変なんですよ。僕の周り茶畑しか
ないんで。家の周りが。

現役の推薦受験
近畿とあと東医を受けました。そうですね、推薦はその
二つを受けましたね。まあ、現役のうちだからいろいろ
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は？っていうのが１個あって、結構、生物の教科書見せ
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んで、ここにいたんで。そうです、はい。学校２か月
間、１２月と１月はもうずーっと休んでたんで。そうで
すね、欠席扱いだった、まあ、出席日数的には足りてた
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に、全然やんないのが、やっぱ、学校じゃなくて、ここ
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なと思ったんですよね。先生様々ですね。いや、ほんと
に、化学は結構助かりましたね。
ま、数学は、やっぱ医学部の出る問題、特に私立医学
部って出る問題限られるじゃないですか。だから、そう
いうところができたっていうのが大きかったですね。こ
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学がほんと助かったんですよ。理論は、やっぱ計算の、
結局計算ミスとかで落としちゃったりするんで、限界が
あったんで、やっぱ有機でどれだけ取れるかが勝負に
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体概数で行けるんだよっていうの教えてもらって。行け
て、結構、簡単に解けて。びっくりしましたね、ほんと
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けど、で、節田先生のやり方でやったら、１５分で解き
終わったんですよ。めちゃくちゃ速いやり方があって、
ほんとに。いやあ、本当に得しました、ここに来て。高
校じゃ絶対教えてくれないです、ほんとに。

数学は薄先生が分かりやすかった。
数学ですか？数学は、、、薄先生が一番授業でやっぱ解
りやすかったですね。まあ、１個１個パターンがやっ
ぱ、数Ⅲって半分パターンってところがあるじゃないで
すか。そういうところを全然知らなくて、で、やっぱ、
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先生の本、出てるじゃないですか。あれ使ってうまく説
明してくれたんで。そうですね、山室先生も解りやす
かったですね。ほんとに、俺、びっくりしたんですよ。
あの、こういう、なんか、これ使えばみたいのあるじゃ
ないですか。いろんなの。この図形はこういう特徴があ
るからみたいな。あれほんとにびっくりしましたね、
やっぱ。で、やっぱ、授業でもそういうのあったじゃな
いですか。必勝法みたいな。
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物理は、まあ、原子が一番危なかったから、原子の、小
澤先生。小澤先生に原子の講義やってもらった時、結

構、あれはあれでまとまってて、授業良かったですね。
寺澤先生ですか？ああ。まあ、すごい、、まあ、両方と
もわかりやすかったですよ。力学はやっぱ寺澤先生がパ
ンチがありましたね。いやあ、まあ説明が細かくて、結
構わかりやすかったですね。一個一個、式、結構細かく
書いてくれるんですよ。で、まあ、表現もまあ、授業飽
きなかったですよ。寺澤先生は、普通に飽きないすね、
あれは。原子は昔、出すところがあまりなかったんだけ
ど、最近もうガンガン出るって言ってました。唯一の暗
記、暗記じゃないかなって思いますね。いや、そうです
ねえ。あれは知らないと答えようないっすよねえ。

現役の友人
話しかけられるまでは、あんま、いやまあ、あんま方言
出ないかなと思ったんですけど、もうなんか方言出
ちゃって話すのあんま嫌だったんで。ないって言われま
すけど、やっぱ。
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じでしたよ。ほとんど。あんま、そうですね、だから、
現役のクラスもちょくちょく小論文とかでいたけど、最
初、初めて話したの１２月とかだったんで。いや、普通
に話しますけど、まあ、僕は勉強しに来てたって意識強
かったんで。

石井先生の授業
石井先生、はい、受けました。うーん、まあ、やっぱモ
チベーション上がりますね、石井先生の授業はやっぱ
り。はい。英語の授業もっていうのもあるんですけど、
まあ英語の授業ただやってても飽きちゃうんでね、普通
に。やっぱ、今までの先輩の情報とか、まあ「ここはこ
ういう傾向があるから」みたいなとか、そういうのと
か、大学入った後、あのお、ここの大学は近くにやっぱ
こういう店があるからいいよみたいのとか、そういうの
聞いてると、ああ、ここの大学いいよみたいな。

今勉強してる人たちに、アドバイス。
まあ、やっぱ、数学・英語は早めのうちに終わらして、
まあ、理科系の教科に尽くすのが一番効率がいいんじゃ
ないっすかね。ほんとに。化学もやっぱ、理論はやっぱ
先の方にやって、やっぱ知識系はやっぱ、後で詰められ
るだけ詰められるんで。でも、やっぱ、数学とか英語っ
て、すぐ伸びるもんじゃないんで、やっぱ最初の方に
やっといてっていうのありますね、やっぱ、それは。自
分自身やっぱ、有機化学とか、やっぱ、その暗記教科
で、最後どうにかなったところがあるんで、まず、そこ
までの理論とかはある程度多分できてたんで。家が遠
かったのでやむを得なかったです。東京にいる人たちと
かは朝とかから来てる人がいますからね。それ、ずるい

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

ですね。結果、代官山の現役生、かなりたくさん受かり
ましたね。

代官山MEDICALは「助け舟」。ここの言うこと聞い

ていれば大丈夫。
どういう存在、、、まあ、ほんとにすごい「助け舟」で
したね。ほんとに。いや、ほんと、ここ来なかったら、
なかなか受かってない、絶対、受かってないんで。ほん
とに。まあ、そうですね。やっぱ先生との距離感近いか
ら、まあ、そういう、石井先生ともやっぱちゃんと、塾
長と話せる機会ってやっぱ意外と少ないと思うんですけ
ど、石井先生は、その１回１回を大切にしてくれたん
で、そこ話しやすくて良かったかなっていうのが、そう
ですね、志望校を決める時とか、結構、ああ、こういう
状況、その各大学の説明とかしてくれたんで、まあ、こ
こはこれで勝負しようみたいな。そこがやっぱ助かっ
た、助け舟ですね。ほんとに。あの、高校行ってただけ
じゃ、やっぱ、その大学の特徴ってわかんないんで、ほ
んとに。いや、ほんとに。そうですね、助け舟ですね。
知りあえてホント、良かったです。ほんとに。週に１
回、、２回か。土日ですね。はい。今年から、なんか、
毎日あるらしいっすよ。ああ、そうですね。ああ、紹介
されましたよ、高校のその、紹介してもらった先生に、
「こいつがその代官山MEDICALに行ってた奴だから、
ちょっと、聞いてみ。」みたいな話。俺がちょっと話
すっていう、なんか訳わかんない。はい、ちょっと話し
ましたね。はい。ここの言うこと聞いてれば、大体、多
分大丈夫だからっつって。実際、大丈夫でしたけどね。
俺、第１号だったんでね、星陵高校から。ほんとにあり
がとうございました。
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杏林大の様子
杏林は現役で受かってる人、あ、自分が数えた感じだ
と、１３人でしたね。佐伯さん（佐伯理花子　杏林大医
学部進学）入れてですね。あの、数えてみたんですよ。
大体こいつ現役だなって奴数えたら。１３人でした。み
んな、大体わかります。皆、自分で言ってるんで、大
体。最初に自己紹介で自分で言った奴もいたんで。１
浪、、、２浪の方が若干多い気がするんですが。大体同
じぐらいの比かなと思ったんですけど、２浪も結構多く
て。
自分が聞いた感じだと、再受が４人か５人は知ってます
かね。４人かな？今、知ってるの。いろんな経験の人が
いて、まあ、聞いてると面白いですね。いろんな人の人
生を。
今の副理事長が、創設者の孫なんで。副理事長は今いく
つなんだろう。４０、、、４０後半ぐらいなのかな。そ
んな感じの。その人が入ってから救急が強くなったみた
いで。来たのがほんとちょうど６年ぐらい前かな。2012
とかだったかな。そのぐらいから強くなったって聞いた
んですけど。まあ日医は今コードブルーとかで。

最初に代官山MEDICALのこと知ったのは
ああ、ええと、学校の先生の紹介で知りましたね。予備
校講師とかもやってた先生だったんで、そこでつながっ
たらしいです。で、代官山がいいって。いいと思って、
いきなり来ちゃいました。ああ、担任って言うか、ま
あ、医学部の担当の先生が基本的、その先生が受け持っ
てて、大体医学部行くって生徒はその先生が見てたんで
すよ。最初は東医の推薦対策で来ました。初めて代官山
来たのは7月の下旬でしたね。早かったかな。早くないっ
すけど。土日に新幹線で、はい。新富士駅から。家は富
士宮市。新富士まで送ってもらって。父ちゃんに。夏休
み中だったんで。
医学部を志したのは、まあ、何となく行きたいっていう
気持ちは２年生のころからあったんですけど、意外と部
活もあったりで手付かずで。テニスやってました。まあ
勉強始めて医学部行こうかなみたいな感じのことを思い
出したのは、2年の3月ぐらいからですかね。結構遅かっ
たっすね。
家、お医者さんじゃないんですが、でも自分の将来的に
開業したいなあと思ってて、田舎過ぎてまったく病院が
ないんですよ、本当に。で、自分が不便してたんです
よ。本当に車でちょっと行かないと、病院が、、、なん
か本当にそのちっちゃい街の病院みたいなところに行く
のに意外とちょっと大変なんですよ。僕の周り茶畑しか
ないんで。家の周りが。

現役の推薦受験
近畿とあと東医を受けました。そうですね、推薦はその
二つを受けましたね。まあ、現役のうちだからいろいろ
挑戦してみるのもいいかなと思って。やっぱ、推薦って
現役の特権じゃないですか。まあまあ。一浪したら、も

う一回近畿を受けようかと思ってたんで。推薦の試験っ
て大変でしたね。まあ近畿はやっぱ一般に近いものが
あったんで、でも、東医は理科三つやらなきゃいけな
かったんで、大変でしたけどね。数学は、時間の割には
難しかったっすね。理科３つと数学だったんで。問題用
紙も全部同じですね。数Ⅲも入ってましたね、はい。大
問７個あったうちの２個ずつが生物と化学と物理で、１
個だけ数学で、あんま比率的には高くなかったですけ
ど。全部、やっぱ理科に重点置いてみたいな。
生物全然できなかったですね。ああ、問題、なんか、
やっぱ、例年は基礎でいいって話を聞いてたんですけ
ど。今年の東医の問題は、なんか生物バリバリ出てき
て、なんか。
あ、なんか、えっと、突然変異をしない４つの条件
は？っていうのが１個あって、結構、生物の教科書見せ
てもらったら、後ろの方なんですよ。基礎しか出ないっ
て聞いてたから、生物は無理だなっていう。今年から傾
向変わったって、石井先生もやっぱり言われて。
ああ、まあ、そうですね、ショックではあるんですけど
も、ずーっと落ち込んでもいられないんで。あ、はい、
まあ。そうですね、切り替え速かったですね、結構。東
医落ちて、３日後にここ来てたんで。３日後から学校休
んで、ここにいたんで。そうです、はい。学校２か月
間、１２月と１月はもうずーっと休んでたんで。そうで
すね、欠席扱いだった、まあ、出席日数的には足りてた
んで。

代官山MEDICALに来たら高校と決定的に違った。
あの、ま、情報量の違いっていうのと。ええと、やっ
ぱ、勉強するのがまあ、地方どこもそうだと思うんです
けど、センターに重きを置いてるんで、あの、化学、特
に化学があのやっぱ医学部だと有機が結構重視されるの
に、全然やんないのが、やっぱ、学校じゃなくて、ここ

に来て、有機化学が出来たってことが一番大きかったか
なと思ったんですよね。先生様々ですね。いや、ほんと
に、化学は結構助かりましたね。
ま、数学は、やっぱ医学部の出る問題、特に私立医学
部って出る問題限られるじゃないですか。だから、そう
いうところができたっていうのが大きかったですね。こ
こ来て。センター終わったあとで、「間に合うから」と
かって学校の先生言うんで。でも、私立医学部だと、セ
ンター終わって杏林なんか４日後とかじゃ、、、４日
後？５日後かな？とかだったんで、間に合わないんです
よ、このペースで行くと。
いや、うちの高校、医学部、何年ぶりぐらいですかね。
私立医学部は現役で７年ぶりぐらいって聞きましたか
ね。まあ、ここほんとありがたいっすよ、ほんとに。化
学がほんと助かったんですよ。理論は、やっぱ計算の、
結局計算ミスとかで落としちゃったりするんで、限界が
あったんで、やっぱ有機でどれだけ取れるかが勝負に
なっちゃんで。
理論はそうですね。ま、あとここ来てからは、あの節田
先生の授業を受けてましたね。やっぱ最後の方、やっぱ
もう有機化学とか、ほんとにスピード技のものを教えて
もらって、あれ結構役に立ちましたね。構造決定とか
が、そう、こんなの、あの、細かく計算しなくても、大
体概数で行けるんだよっていうの教えてもらって。行け
て、結構、簡単に解けて。びっくりしましたね、ほんと
に。一回、なんだっけかな、東北の過去問があって、そ
れをちょっと解いた時に、普通に解いたら、普通に４０
分とかかかっちゃったんですけど、でも、本当なら、こ
れ、２０分とかで解かないといけない問題だったんです
けど、で、節田先生のやり方でやったら、１５分で解き
終わったんですよ。めちゃくちゃ速いやり方があって、
ほんとに。いやあ、本当に得しました、ここに来て。高
校じゃ絶対教えてくれないです、ほんとに。

数学は薄先生が分かりやすかった。
数学ですか？数学は、、、薄先生が一番授業でやっぱ解
りやすかったですね。まあ、１個１個パターンがやっ
ぱ、数Ⅲって半分パターンってところがあるじゃないで
すか。そういうところを全然知らなくて、で、やっぱ、
そこを１個１個解説してくれたのが薄先生で、あの、薄
先生の本、出てるじゃないですか。あれ使ってうまく説
明してくれたんで。そうですね、山室先生も解りやす
かったですね。ほんとに、俺、びっくりしたんですよ。
あの、こういう、なんか、これ使えばみたいのあるじゃ
ないですか。いろんなの。この図形はこういう特徴があ
るからみたいな。あれほんとにびっくりしましたね、
やっぱ。で、やっぱ、授業でもそういうのあったじゃな
いですか。必勝法みたいな。

物理は
物理は、まあ、原子が一番危なかったから、原子の、小
澤先生。小澤先生に原子の講義やってもらった時、結

構、あれはあれでまとまってて、授業良かったですね。
寺澤先生ですか？ああ。まあ、すごい、、まあ、両方と
もわかりやすかったですよ。力学はやっぱ寺澤先生がパ
ンチがありましたね。いやあ、まあ説明が細かくて、結
構わかりやすかったですね。一個一個、式、結構細かく
書いてくれるんですよ。で、まあ、表現もまあ、授業飽
きなかったですよ。寺澤先生は、普通に飽きないすね、
あれは。原子は昔、出すところがあまりなかったんだけ
ど、最近もうガンガン出るって言ってました。唯一の暗
記、暗記じゃないかなって思いますね。いや、そうです
ねえ。あれは知らないと答えようないっすよねえ。

現役の友人
話しかけられるまでは、あんま、いやまあ、あんま方言
出ないかなと思ったんですけど、もうなんか方言出
ちゃって話すのあんま嫌だったんで。ないって言われま
すけど、やっぱ。
まあ多少はありますよ。はい。まあ、あの、赤岡（赤岡
大地　東京医科大進学）とほとんど同じでしたけどね。
方言が。やっぱ山梨だったんで、あいつも。いやそこま
でひどくなかったですよ。あいつ甲府だったんで、まあ
そこまでひどくないっすよ。まあ、結構、やっぱ方言同
じでしたよ。ほとんど。あんま、そうですね、だから、
現役のクラスもちょくちょく小論文とかでいたけど、最
初、初めて話したの１２月とかだったんで。いや、普通
に話しますけど、まあ、僕は勉強しに来てたって意識強
かったんで。

石井先生の授業
石井先生、はい、受けました。うーん、まあ、やっぱモ
チベーション上がりますね、石井先生の授業はやっぱ
り。はい。英語の授業もっていうのもあるんですけど、
まあ英語の授業ただやってても飽きちゃうんでね、普通
に。やっぱ、今までの先輩の情報とか、まあ「ここはこ
ういう傾向があるから」みたいなとか、そういうのと
か、大学入った後、あのお、ここの大学は近くにやっぱ
こういう店があるからいいよみたいのとか、そういうの
聞いてると、ああ、ここの大学いいよみたいな。

今勉強してる人たちに、アドバイス。
まあ、やっぱ、数学・英語は早めのうちに終わらして、
まあ、理科系の教科に尽くすのが一番効率がいいんじゃ
ないっすかね。ほんとに。化学もやっぱ、理論はやっぱ
先の方にやって、やっぱ知識系はやっぱ、後で詰められ
るだけ詰められるんで。でも、やっぱ、数学とか英語っ
て、すぐ伸びるもんじゃないんで、やっぱ最初の方に
やっといてっていうのありますね、やっぱ、それは。自
分自身やっぱ、有機化学とか、やっぱ、その暗記教科
で、最後どうにかなったところがあるんで、まず、そこ
までの理論とかはある程度多分できてたんで。家が遠
かったのでやむを得なかったです。東京にいる人たちと
かは朝とかから来てる人がいますからね。それ、ずるい

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

ですね。結果、代官山の現役生、かなりたくさん受かり
ましたね。

代官山MEDICALは「助け舟」。ここの言うこと聞い

ていれば大丈夫。
どういう存在、、、まあ、ほんとにすごい「助け舟」で
したね。ほんとに。いや、ほんと、ここ来なかったら、
なかなか受かってない、絶対、受かってないんで。ほん
とに。まあ、そうですね。やっぱ先生との距離感近いか
ら、まあ、そういう、石井先生ともやっぱちゃんと、塾
長と話せる機会ってやっぱ意外と少ないと思うんですけ
ど、石井先生は、その１回１回を大切にしてくれたん
で、そこ話しやすくて良かったかなっていうのが、そう
ですね、志望校を決める時とか、結構、ああ、こういう
状況、その各大学の説明とかしてくれたんで、まあ、こ
こはこれで勝負しようみたいな。そこがやっぱ助かっ
た、助け舟ですね。ほんとに。あの、高校行ってただけ
じゃ、やっぱ、その大学の特徴ってわかんないんで、ほ
んとに。いや、ほんとに。そうですね、助け舟ですね。
知りあえてホント、良かったです。ほんとに。週に１
回、、２回か。土日ですね。はい。今年から、なんか、
毎日あるらしいっすよ。ああ、そうですね。ああ、紹介
されましたよ、高校のその、紹介してもらった先生に、
「こいつがその代官山MEDICALに行ってた奴だから、
ちょっと、聞いてみ。」みたいな話。俺がちょっと話
すっていう、なんか訳わかんない。はい、ちょっと話し
ましたね。はい。ここの言うこと聞いてれば、大体、多
分大丈夫だからっつって。実際、大丈夫でしたけどね。
俺、第１号だったんでね、星陵高校から。ほんとにあり
がとうございました。

杏林大の様子
杏林は現役で受かってる人、あ、自分が数えた感じだ
と、１３人でしたね。佐伯さん（佐伯理花子　杏林大医
学部進学）入れてですね。あの、数えてみたんですよ。
大体こいつ現役だなって奴数えたら。１３人でした。み
んな、大体わかります。皆、自分で言ってるんで、大
体。最初に自己紹介で自分で言った奴もいたんで。１
浪、、、２浪の方が若干多い気がするんですが。大体同
じぐらいの比かなと思ったんですけど、２浪も結構多く
て。
自分が聞いた感じだと、再受が４人か５人は知ってます
かね。４人かな？今、知ってるの。いろんな経験の人が
いて、まあ、聞いてると面白いですね。いろんな人の人
生を。
今の副理事長が、創設者の孫なんで。副理事長は今いく
つなんだろう。４０、、、４０後半ぐらいなのかな。そ
んな感じの。その人が入ってから救急が強くなったみた
いで。来たのがほんとちょうど６年ぐらい前かな。2012
とかだったかな。そのぐらいから強くなったって聞いた
んですけど。まあ日医は今コードブルーとかで。

最初に代官山MEDICALのこと知ったのは
ああ、ええと、学校の先生の紹介で知りましたね。予備
校講師とかもやってた先生だったんで、そこでつながっ
たらしいです。で、代官山がいいって。いいと思って、
いきなり来ちゃいました。ああ、担任って言うか、ま
あ、医学部の担当の先生が基本的、その先生が受け持っ
てて、大体医学部行くって生徒はその先生が見てたんで
すよ。最初は東医の推薦対策で来ました。初めて代官山
来たのは7月の下旬でしたね。早かったかな。早くないっ
すけど。土日に新幹線で、はい。新富士駅から。家は富
士宮市。新富士まで送ってもらって。父ちゃんに。夏休
み中だったんで。
医学部を志したのは、まあ、何となく行きたいっていう
気持ちは２年生のころからあったんですけど、意外と部
活もあったりで手付かずで。テニスやってました。まあ
勉強始めて医学部行こうかなみたいな感じのことを思い
出したのは、2年の3月ぐらいからですかね。結構遅かっ
たっすね。
家、お医者さんじゃないんですが、でも自分の将来的に
開業したいなあと思ってて、田舎過ぎてまったく病院が
ないんですよ、本当に。で、自分が不便してたんです
よ。本当に車でちょっと行かないと、病院が、、、なん
か本当にそのちっちゃい街の病院みたいなところに行く
のに意外とちょっと大変なんですよ。僕の周り茶畑しか
ないんで。家の周りが。

現役の推薦受験
近畿とあと東医を受けました。そうですね、推薦はその
二つを受けましたね。まあ、現役のうちだからいろいろ
挑戦してみるのもいいかなと思って。やっぱ、推薦って
現役の特権じゃないですか。まあまあ。一浪したら、も

う一回近畿を受けようかと思ってたんで。推薦の試験っ
て大変でしたね。まあ近畿はやっぱ一般に近いものが
あったんで、でも、東医は理科三つやらなきゃいけな
かったんで、大変でしたけどね。数学は、時間の割には
難しかったっすね。理科３つと数学だったんで。問題用
紙も全部同じですね。数Ⅲも入ってましたね、はい。大
問７個あったうちの２個ずつが生物と化学と物理で、１
個だけ数学で、あんま比率的には高くなかったですけ
ど。全部、やっぱ理科に重点置いてみたいな。
生物全然できなかったですね。ああ、問題、なんか、
やっぱ、例年は基礎でいいって話を聞いてたんですけ
ど。今年の東医の問題は、なんか生物バリバリ出てき
て、なんか。
あ、なんか、えっと、突然変異をしない４つの条件
は？っていうのが１個あって、結構、生物の教科書見せ
てもらったら、後ろの方なんですよ。基礎しか出ないっ
て聞いてたから、生物は無理だなっていう。今年から傾
向変わったって、石井先生もやっぱり言われて。
ああ、まあ、そうですね、ショックではあるんですけど
も、ずーっと落ち込んでもいられないんで。あ、はい、
まあ。そうですね、切り替え速かったですね、結構。東
医落ちて、３日後にここ来てたんで。３日後から学校休
んで、ここにいたんで。そうです、はい。学校２か月
間、１２月と１月はもうずーっと休んでたんで。そうで
すね、欠席扱いだった、まあ、出席日数的には足りてた
んで。

代官山MEDICALに来たら高校と決定的に違った。
あの、ま、情報量の違いっていうのと。ええと、やっ
ぱ、勉強するのがまあ、地方どこもそうだと思うんです
けど、センターに重きを置いてるんで、あの、化学、特
に化学があのやっぱ医学部だと有機が結構重視されるの
に、全然やんないのが、やっぱ、学校じゃなくて、ここ

に来て、有機化学が出来たってことが一番大きかったか
なと思ったんですよね。先生様々ですね。いや、ほんと
に、化学は結構助かりましたね。
ま、数学は、やっぱ医学部の出る問題、特に私立医学
部って出る問題限られるじゃないですか。だから、そう
いうところができたっていうのが大きかったですね。こ
こ来て。センター終わったあとで、「間に合うから」と
かって学校の先生言うんで。でも、私立医学部だと、セ
ンター終わって杏林なんか４日後とかじゃ、、、４日
後？５日後かな？とかだったんで、間に合わないんです
よ、このペースで行くと。
いや、うちの高校、医学部、何年ぶりぐらいですかね。
私立医学部は現役で７年ぶりぐらいって聞きましたか
ね。まあ、ここほんとありがたいっすよ、ほんとに。化
学がほんと助かったんですよ。理論は、やっぱ計算の、
結局計算ミスとかで落としちゃったりするんで、限界が
あったんで、やっぱ有機でどれだけ取れるかが勝負に
なっちゃんで。
理論はそうですね。ま、あとここ来てからは、あの節田
先生の授業を受けてましたね。やっぱ最後の方、やっぱ
もう有機化学とか、ほんとにスピード技のものを教えて
もらって、あれ結構役に立ちましたね。構造決定とか
が、そう、こんなの、あの、細かく計算しなくても、大
体概数で行けるんだよっていうの教えてもらって。行け
て、結構、簡単に解けて。びっくりしましたね、ほんと
に。一回、なんだっけかな、東北の過去問があって、そ
れをちょっと解いた時に、普通に解いたら、普通に４０
分とかかかっちゃったんですけど、でも、本当なら、こ
れ、２０分とかで解かないといけない問題だったんです
けど、で、節田先生のやり方でやったら、１５分で解き
終わったんですよ。めちゃくちゃ速いやり方があって、
ほんとに。いやあ、本当に得しました、ここに来て。高
校じゃ絶対教えてくれないです、ほんとに。

数学は薄先生が分かりやすかった。
数学ですか？数学は、、、薄先生が一番授業でやっぱ解
りやすかったですね。まあ、１個１個パターンがやっ
ぱ、数Ⅲって半分パターンってところがあるじゃないで
すか。そういうところを全然知らなくて、で、やっぱ、
そこを１個１個解説してくれたのが薄先生で、あの、薄
先生の本、出てるじゃないですか。あれ使ってうまく説
明してくれたんで。そうですね、山室先生も解りやす
かったですね。ほんとに、俺、びっくりしたんですよ。
あの、こういう、なんか、これ使えばみたいのあるじゃ
ないですか。いろんなの。この図形はこういう特徴があ
るからみたいな。あれほんとにびっくりしましたね、
やっぱ。で、やっぱ、授業でもそういうのあったじゃな
いですか。必勝法みたいな。

物理は
物理は、まあ、原子が一番危なかったから、原子の、小
澤先生。小澤先生に原子の講義やってもらった時、結

構、あれはあれでまとまってて、授業良かったですね。
寺澤先生ですか？ああ。まあ、すごい、、まあ、両方と
もわかりやすかったですよ。力学はやっぱ寺澤先生がパ
ンチがありましたね。いやあ、まあ説明が細かくて、結
構わかりやすかったですね。一個一個、式、結構細かく
書いてくれるんですよ。で、まあ、表現もまあ、授業飽
きなかったですよ。寺澤先生は、普通に飽きないすね、
あれは。原子は昔、出すところがあまりなかったんだけ
ど、最近もうガンガン出るって言ってました。唯一の暗
記、暗記じゃないかなって思いますね。いや、そうです
ねえ。あれは知らないと答えようないっすよねえ。

現役の友人
話しかけられるまでは、あんま、いやまあ、あんま方言
出ないかなと思ったんですけど、もうなんか方言出
ちゃって話すのあんま嫌だったんで。ないって言われま
すけど、やっぱ。
まあ多少はありますよ。はい。まあ、あの、赤岡（赤岡
大地　東京医科大進学）とほとんど同じでしたけどね。
方言が。やっぱ山梨だったんで、あいつも。いやそこま
でひどくなかったですよ。あいつ甲府だったんで、まあ
そこまでひどくないっすよ。まあ、結構、やっぱ方言同
じでしたよ。ほとんど。あんま、そうですね、だから、
現役のクラスもちょくちょく小論文とかでいたけど、最
初、初めて話したの１２月とかだったんで。いや、普通
に話しますけど、まあ、僕は勉強しに来てたって意識強
かったんで。

石井先生の授業
石井先生、はい、受けました。うーん、まあ、やっぱモ
チベーション上がりますね、石井先生の授業はやっぱ
り。はい。英語の授業もっていうのもあるんですけど、
まあ英語の授業ただやってても飽きちゃうんでね、普通
に。やっぱ、今までの先輩の情報とか、まあ「ここはこ
ういう傾向があるから」みたいなとか、そういうのと
か、大学入った後、あのお、ここの大学は近くにやっぱ
こういう店があるからいいよみたいのとか、そういうの
聞いてると、ああ、ここの大学いいよみたいな。

今勉強してる人たちに、アドバイス。
まあ、やっぱ、数学・英語は早めのうちに終わらして、
まあ、理科系の教科に尽くすのが一番効率がいいんじゃ
ないっすかね。ほんとに。化学もやっぱ、理論はやっぱ
先の方にやって、やっぱ知識系はやっぱ、後で詰められ
るだけ詰められるんで。でも、やっぱ、数学とか英語っ
て、すぐ伸びるもんじゃないんで、やっぱ最初の方に
やっといてっていうのありますね、やっぱ、それは。自
分自身やっぱ、有機化学とか、やっぱ、その暗記教科
で、最後どうにかなったところがあるんで、まず、そこ
までの理論とかはある程度多分できてたんで。家が遠
かったのでやむを得なかったです。東京にいる人たちと
かは朝とかから来てる人がいますからね。それ、ずるい
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ですね。結果、代官山の現役生、かなりたくさん受かり
ましたね。

代官山MEDICALは「助け舟」。ここの言うこと聞い

ていれば大丈夫。
どういう存在、、、まあ、ほんとにすごい「助け舟」で
したね。ほんとに。いや、ほんと、ここ来なかったら、
なかなか受かってない、絶対、受かってないんで。ほん
とに。まあ、そうですね。やっぱ先生との距離感近いか
ら、まあ、そういう、石井先生ともやっぱちゃんと、塾
長と話せる機会ってやっぱ意外と少ないと思うんですけ
ど、石井先生は、その１回１回を大切にしてくれたん
で、そこ話しやすくて良かったかなっていうのが、そう
ですね、志望校を決める時とか、結構、ああ、こういう
状況、その各大学の説明とかしてくれたんで、まあ、こ
こはこれで勝負しようみたいな。そこがやっぱ助かっ
た、助け舟ですね。ほんとに。あの、高校行ってただけ
じゃ、やっぱ、その大学の特徴ってわかんないんで、ほ
んとに。いや、ほんとに。そうですね、助け舟ですね。
知りあえてホント、良かったです。ほんとに。週に１
回、、２回か。土日ですね。はい。今年から、なんか、
毎日あるらしいっすよ。ああ、そうですね。ああ、紹介
されましたよ、高校のその、紹介してもらった先生に、
「こいつがその代官山MEDICALに行ってた奴だから、
ちょっと、聞いてみ。」みたいな話。俺がちょっと話
すっていう、なんか訳わかんない。はい、ちょっと話し
ましたね。はい。ここの言うこと聞いてれば、大体、多
分大丈夫だからっつって。実際、大丈夫でしたけどね。
俺、第１号だったんでね、星陵高校から。ほんとにあり
がとうございました。

杏林大の様子
杏林は現役で受かってる人、あ、自分が数えた感じだ
と、１３人でしたね。佐伯さん（佐伯理花子　杏林大医
学部進学）入れてですね。あの、数えてみたんですよ。
大体こいつ現役だなって奴数えたら。１３人でした。み
んな、大体わかります。皆、自分で言ってるんで、大
体。最初に自己紹介で自分で言った奴もいたんで。１
浪、、、２浪の方が若干多い気がするんですが。大体同
じぐらいの比かなと思ったんですけど、２浪も結構多く
て。
自分が聞いた感じだと、再受が４人か５人は知ってます
かね。４人かな？今、知ってるの。いろんな経験の人が
いて、まあ、聞いてると面白いですね。いろんな人の人
生を。
今の副理事長が、創設者の孫なんで。副理事長は今いく
つなんだろう。４０、、、４０後半ぐらいなのかな。そ
んな感じの。その人が入ってから救急が強くなったみた
いで。来たのがほんとちょうど６年ぐらい前かな。2012
とかだったかな。そのぐらいから強くなったって聞いた
んですけど。まあ日医は今コードブルーとかで。

最初に代官山MEDICALのこと知ったのは
ああ、ええと、学校の先生の紹介で知りましたね。予備
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すよ。最初は東医の推薦対策で来ました。初めて代官山
来たのは7月の下旬でしたね。早かったかな。早くないっ
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気持ちは２年生のころからあったんですけど、意外と部
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たっすね。
家、お医者さんじゃないんですが、でも自分の将来的に
開業したいなあと思ってて、田舎過ぎてまったく病院が
ないんですよ、本当に。で、自分が不便してたんです
よ。本当に車でちょっと行かないと、病院が、、、なん
か本当にそのちっちゃい街の病院みたいなところに行く
のに意外とちょっと大変なんですよ。僕の周り茶畑しか
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かったのでやむを得なかったです。東京にいる人たちと
かは朝とかから来てる人がいますからね。それ、ずるい
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なかなか受かってない、絶対、受かってないんで。ほん
とに。まあ、そうですね。やっぱ先生との距離感近いか
ら、まあ、そういう、石井先生ともやっぱちゃんと、塾
長と話せる機会ってやっぱ意外と少ないと思うんですけ
ど、石井先生は、その１回１回を大切にしてくれたん
で、そこ話しやすくて良かったかなっていうのが、そう
ですね、志望校を決める時とか、結構、ああ、こういう
状況、その各大学の説明とかしてくれたんで、まあ、こ
こはこれで勝負しようみたいな。そこがやっぱ助かっ
た、助け舟ですね。ほんとに。あの、高校行ってただけ
じゃ、やっぱ、その大学の特徴ってわかんないんで、ほ
んとに。いや、ほんとに。そうですね、助け舟ですね。
知りあえてホント、良かったです。ほんとに。週に１
回、、２回か。土日ですね。はい。今年から、なんか、
毎日あるらしいっすよ。ああ、そうですね。ああ、紹介
されましたよ、高校のその、紹介してもらった先生に、
「こいつがその代官山MEDICALに行ってた奴だから、
ちょっと、聞いてみ。」みたいな話。俺がちょっと話
すっていう、なんか訳わかんない。はい、ちょっと話し
ましたね。はい。ここの言うこと聞いてれば、大体、多
分大丈夫だからっつって。実際、大丈夫でしたけどね。
俺、第１号だったんでね、星陵高校から。ほんとにあり
がとうございました。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡
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