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勉強をさぼれない環境。
それが自分にとって
一番ありがたかった。
東京慈恵会医科大進学 塩飽 克庸君
（都立国立高校）
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大手予備校での一浪時は秋に息切れして失速 ―
そして代官山 MEDICAL へ
医学には小学生の頃から興味を持っていて、人の役に
立ちつつ自分の興味を持てることを追及できる医師と
いう職業に憧れていたので、中学の時には医学部受験
は決めていました。
ただ、現役時は医学
部入試に歯が立たず、
浪人して医学部を目
指 す こ と に。1 浪 時
は大手予備校に入塾
したものの、勉強の
ペースが上手くつか
めなくてだらだらと
過ごしてしまいまし
た。次第に予備校の
授業もサボりがちに
なり、勉強に手がつ
かなくなって秋頃に
は行かなくなってし
まいました。大手の
予備校なので、生徒
が一人来なくなって
もそれを咎めたり、声をかけてくれる人もいなかった
んですよ。
そしていざ浪人 2 年目に入る時に勉強だけでなく、生
活面も含めて注意を向けてくれるような予備校に行か
ないと同じことの繰り返しになってしまうと思い、代
官山 MEDICAL に入塾しました。12 時間みっちり指
導してくれるところや僕の勉強面と生活面の両方を常
に把握してくれるという部分が入塾の決め手となりま
した。

休み時間に先生が話しかけてくれる
それだけでモチベーションが上がった
1 浪目の失敗があったので、1 年間の受験生活を乗り
切るためには何よりも環境が大事だということが身に
沁みて分かっていました。
その点、代官山 MEDICAL は出欠状況が厳しくチェッ
クされたり、毎日スタッフの方が声をかけてくれたり
と勉強をさぼれない雰囲気や環境があって本当にあり
がたかった。少人数なので先生との距離が近く、質問
もしやすいし、休み時間に先生が自分を見て声をかけ
てくれるのもモチベーションの向上や維持にもの凄く
役立ちました。

成績ランキングをめぐって
ライバルたちと切磋琢磨
ウィークリーテストやマンスリーテストの成績ランキ
ングが常に貼り出されているのも自分にとっては良
かった。初めは見る度に逃げられない気がしてプレッ
シャーに感じたけど、次第に冷静に分析できるように
なりました。スランプは誰にでも来る。その時に逃げ

WAY TO SUCCESS

ずにその点数と向き合うことが大事だと気づかされま
した。
それに少人数制なので、クラスの誰がどこの大学を目
指しているとか、どの科目は誰がいつも上位にいると
か周りの状況がよく見えて、そういうライバルたちと
の抜いた、抜かれたというのもすごくいい刺激になっ
たと思います。常にワンランク、ツーランク自分より
上を行っている人の姿を見て、自分を奮い立たせるこ
とができました。

マンスリーテストは９月に成績が急落
講師の先生と自分を信じて乗り越えた
9 月のマンスリーテストの成績がガクっと落ちた時は
正直言ってかなり焦りました。1 浪の時も秋から勉強
が嫌になった経験があったので、時期的にもすごく不
安になってしまって。
でも、代官山 MEDICAL に入塾してからは生活管理
も万全だったし、前もって学期ごとの時間割を自習も
含めて組んだりして勉強も 1 日 12 時間、コンスタン
トに続けてきた。だからこそ成績も夏まで順調に伸び
続けてきていた。その自信があったので、講師の先生
たちや自分を信じていけば絶対大丈夫だと自分に言い
聞かせてスランプを乗り切ることができました。
僕は特に数学が苦手だったんですが、講師の先生から
「出題者の意図が見えるようになるまで繰り返し解く
ことが大事だ」と言われ、同じ問題を理解できるまで
何度もやっていました。そうするうちにいつの間にか
基礎をしっかりマスターできていて、受験する頃には
数学への苦手意識も克服できましたね。

厳しいと思っていた志望校に合格！
1 年間通い続けられたことが最大の要因
受験生活を乗り切るには、1 年間という長いスパンで
考えることが大事です。そういった意味でも、合格で
きた最大の要因は代官山 MEDICAL に 1 年間通い続
けられたことだと思います。
授業も少人数なので理解できるまで質問できるし、勉
強したことが成績に反映されると素直に嬉しかった。
英語は石井先生の授業を受けて英語の読み方が 180
度変わりました。何より授業が楽しかったし、同じ医
学部を目指す友人もできたので、毎日通うこと自体は
全然苦痛ではなかったですね。
正直言って、入塾した時点では慈恵は厳しいと思って
いたのですが、私立の中では一番憧れが強く、合格で
きて志望校の医学部生になれたことに自分でも驚いて
います。実は試験本番でも数学が難しくてあきらめそ
うになったんですが、
「ここまでがんばって来たんだか
ら絶対に大丈夫！」と自分に言い聞かせて最後の最後
まで粘りました。自分が思っている以上に周りもミス
をしていることだってあるし、試験では最後の 1 分 1
秒まであきらめずに粘ることが大事です。
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「国境なき医師団」にあこがれ
医学部受験を決意
寮での受験生活は“効率的”だった
親が開業医をしているので、幼い頃から医者になるこ
とは選択肢のひとつとしてありました。でも、高校 3
年の受験の時期までは自衛隊にも憧れていて、将来の
夢も志望校もなかなか決められなかったんです。最終
的には「国境なき医師団」にあこがれて医学部受験を
決意しました。
ただ、自分が通っていた高校は医学部に進学する人は
ほとんどいません。県立なのでカリキュラムを前倒し
で学ぶわけでもなく、現役時にはとても医学部を受験
できるようなレベルの学力ではありませんでした。浪
人して医学部を目指すにあたって予備校を探していた
ところ、代官山 MEDICAL は基礎レベルから面倒を
見てくれて、医学部合格レベルまで学力を引き上げて
くれると聞いて、安心してここに決めました。地方（熊
本県）出身なので、食事つきの寮があることも大きな
要因でした。
寮はご飯もおいしかったし、予備校まで歩いて行ける
距離でとても快適でした。予備校とあわせて勉強に集
中できる環境が整っていたので、受験生活のサイクル
を作る上でもとても効率が良かったです。

勉強をすることが楽しい、
と言ったら大げさかな

ゼロからの医学部挑戦。
素晴らしい環境で
勉強に集中させてくれた
両親に感謝。
日本医科大進学 權頭 嵩君
（熊本県立人吉高校）
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代官山 MEDICAL に入って自分の中で一番変わった
のが、勉強への取り組み方でした。入塾前まで、勉強
はただ暗記をすれば得点になると思っていたけれど、
代官山 MEDICAL で出会った先生方は、勉強の原理
や本質を教えてくれるので、興味をもって進めること
ができ、ひとつわかると、あれもこれも、とどんどん
欲がでてきて。理解をすることでいろんな知識が繋が
る感覚、それが勉強なんだと実感してからは、大げさ
かもしれないけれど、勉強が楽しくなりました。受験
を終えて医学部に入った今でも、代官山
を終えて医学部に入った今でも、
MEDICAL
で学んだ知識は役に立っています。

マンツーマン授業が伸び悩みの突破口に。
わかるまで教えてもらうことは、
貴重な体験でした。
1 学期には、先生の説明を自己流で解釈してしまい、
成績が思うように伸び悩んだ時期がありました。そん
な時に突破口となったのがマンツーマン授業です。自
分のペースで、出された問題をひとつひとつ、徹底的
に理解してから次に進むので、基礎力が自然とついて、
集団授業の理解度も格段にアップしました。それまで
は、問題を解くために定理があると思っていたけれど、
定理を解くために問題があると気付いたんです。テキ
ストは何度も解き直し、載っている問題はすべて解け
るように心がけました。

WAY TO SUCCESS

突然のスランプ。
失点した問題を全て解き直すことで
克服しました。
勉強のリズムを掴んできた秋の終わり、スランプは突
然やってきました。自分なりに成績も安定してきてこ
の勉強法を続けていけば合格できる、と思っていた矢
先の出来事だったのでとてもショックでした。なかな
か現実を受け入れられず、点が取れなかった理由をう
じうじ探してしまう毎日。しかし、隣で勉強に励むラ
イバルたちを見ていて、次第に気持ちが変わっていき
ました。悩む暇があったら、一問でも多く問題を解こ
う。過去の MonthlyTest や全国統一模試で解けなかっ
た問題を全部解いて、今だったら以前の自分よりいい
点が取れる、という自信をつけたことで克服しました。

受験生活を乗り切るコツは
自分と向き合って自信をつけること
毎日やることを決めてコツコツとこなすことが自信に
繋がります。僕は最初の頃は予習だけで復習はあまり
やっていなかったんですが、知識の定着のためには復
習は絶対必要だと先生にアドバイスを受けて復習にも
時間を割くようになりました。予習復習をどの辺まで
やる必要があるのか、という効率も数をこなすことで
見えてくる。勉強法を急に変えるとリズムが壊れるの
で、少しずつ自分にあった勉強法を探って微調整して
いきました。

旧設医科大学に合格！
親のありがたさを実感した受験生活
思い出といえば、親が送ってくれるラーメンや風邪薬
などに随分助けられたことかな。本当に精神的に支え
られました。両親は勉強に対して、口うるさく言って
こなかったので、信頼されているんだな、と思ったし、
その信頼に応えないといけない、とも思いました。こ
うして日本医科大に合格を果たせたのは、いつも温か
く見守ってくれていた代官山 MEDICAL と両親のお
かげです。

医師という職業の難しさを認識
夢に近づくため自分を磨いていきたい
興味がある分野を学べて毎日がとても充実していま
す。
ただ、医学について学び始めたことで、最近、医師と
いう職業の難しさについてもよく考えるようになりま
した。どうすれば患者さんに信頼して貰える医師にな
れるかとか、一緒に働くコメディカルの人たちと上手
く連携を図っていくにはどういう接し方をすればいい
のかとか…。考えれば考えるほど自分はまだまだ未熟
だと感じてしまうこともあります。これからの大学生
活で、医学の知識を身につけるとともに、ひとつでも
多くの経験をして、人から必要とされる医師になれる
よう自分を磨いていきたいと思っています。
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東邦大医学部

2次合格

北里大医学部

2次合格

藤田保健衛生大医学部

2次合格

聖マリアンナ医科大
金沢医科大

2次正規合格
2次正規合格

とにかく必死で勉強した夏を超え、その努力
の成果が実感できた秋につながった
夏は単科をけっこうたくさん取って、かなりきついス
ケジュールで勉強しました。前期は、一通り勉強した
はずなのに、
「やった記憶がない」ということがすごく
多くて。授業でわかっても、実際に問題が解けるかと
いうと、それはまた違います。とにかく先生の板書を
うつしたけど、何を質問していいかすらわからないよ
うな状態でした。問題集を解くんですが、解説の意味
がわからない。なので、
それを質問したりしていました。
夏は基礎固めです。化学はテキストと重要問題集。数
学はテキストの問題。やってもやってもわからなかっ
たから、とにかく必死で解き続けていました。
「やらな
い」ということはしなかったですね。秋頃になってやっ
と、春、夏とやってきたことがわかったという印象です。
夏の初めは授業や勉強内容が全然頭に入ってこなくて、
大丈夫かと思ったりもしたけど、ちゃんと秋につながっ
てきましたね。秋は固めてきた知識を問題演習で身に
つけていきました。今思うのは、
その時わからなくても、
いつかすごい頭に入ってくる時がくるってことです。
正直、英語は急に読めるようになった時期がありまし
た。数学の佐藤啓寿先生は、やることがわからなく、
時間も足りなかった時に、この教科書のこれを解くと
いいというように、的確なアドバイスをしていただけ
ました。少ない時間で知識をつけられるような勉強法
を教えてもらいました。啓寿先生は問題に関しての知
識がものすごいから、類題など出してくれた時も、
「こ
れは○○大学の何年の問題」とすぐに言ってくれて、
驚きました。

WAY TO SUCCESS

浪人の時、模試の結果で E 判定が出て、親に「もうや
める」と言ったこともあります。でも、あきらめなく
てよかった！僕と同じように最後にがんっとのびてく
る子もいました。毎月の Monthly Test を目標にがんば
るのがいいと思いますよ。ランキングが名前付きで貼
り出されるので、プレッシャーにもなりますしね。

大学生活について
1 年生の時は化学、物理など正直受験勉強の延長のよ
うな感じがして、なんだか肩すかしをくった気分とい
うか、こんなものかという印象でした。医学に関係あ
るのかな？という印象で、やりがいはあまりなかった
ですね。2 年生になり、解剖学が始まった時、医学部っ
ぽさを感じましたね。身が引き締まる思いがしました。
真剣に取り組まないといけないと思いました。2 年生
は一番大変な時期です。9 月がテストなので、夏休み
後半が本当にしんどいです。代官山 MEDICAL の先
輩方には本当によくしていただいていますが、先輩も
この時期が一番つらかったと言っていました。1 年生
の 2 月の進級テストは、受験勉強並に勉強しました。
テスト勉強期間の 1、2 ヶ月を勉強に集中できたのは、
受験勉強を一年間しっかりがんばってきたからだと実
感しました。
勉強できるかできないかは、集中できるかできないか。
ずっと机に向かって勉強するということは、現役で入っ
ていたらできなかったかもしれません。現役時代は「勉
強しろ」と言われる環境にいなかったけど、代官山
MEDICAL に入って勉強するクセがつきましたよね。
今、普段の勉強は僕は大学の図書館を使いますが、人
によってそれぞれですね。今年は節電で図書館が 22
時で閉まってしまうのですが、以前は 24 時まで開い
ていました。テスト前は昼休みも勉強しますね。

東邦大学について
すごくファミリー感がある大学です！先輩とも仲がい
いので、上下関係がスムーズ。テスト情報など教えて
もらったりします。学年全体も、みんなで国家試験を
合格しよう！という雰囲気があって、クラス委員とい
うか、試験対策委員のような人がまとめてくれていま
す。学食はあんまりおいしくないですけど、トイレは
きれいですよ（笑）出席は厳しいですね。代理出席が
ばれてしまったこともあります（笑）毎日楽しくて、
東邦に入れてよかったと思っています。

やってわからなくても、
必死で解き続けていました。
東邦大医学部進学 鈴木 啓太さん
（佐久長聖高校）

自分の目標と近い友達を
一人じゃない方がいいかもしれないですね。協力でき
るところはあります。でも、友達ばっかりだとみんな
で落ちちゃう。みんなでだめになっちゃう。適度に協
力できるような、自分の目標と近いような友達との付
き合いが大切だと思います。

自信をなくしても諦めないこと
448
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東邦大医学部

2次合格

もうだめと思うのはまだ早い。まだがむしゃ
らにやっていいと思う
化学は夏から埼玉医科など、選択式の学校の過去問に
取り組み始めました。数学は苦手だったので先生方に
「どうにかしたいんです！」と言って、プリントなどを
もらってそれを何回もやりました。信じたテキストや
問題集を何度もやったことがいい結果につながったと
思います。私は答えを見ちゃう癖があって、そのやり
方を覚えようとしていましたが、ダメでした。問題集
の解答はきれいにまとまりすぎているから、途中プロ
セスもとんでいるし、あまりよくなかったんだと思い
ます。自分の実力でできるところまで解いてみるとい
うことをやってみて、ここからどうにもならないとい
うところで先生のところに行くと知識が広がります。
問題を見て、ペンも動かないという状況だったのが 1
学期。夏にやっとペンが動くようになり、秋以降、解
法が見えてきて途中点がもらえるぞというところまで
きたという印象です。夏や秋でもうだめだと思うのは
まだ早いです。まだがむしゃらにやっていいと思いま
すよ！

WAY TO SUCCESS

やる気次第ですよね。医学部に入っているからバカじゃ
ないのに、やればできるはずなのにできない人もいま
す。私が思い描いていた医学部生は完璧という印象。
でも、医学部生だって、そんなに完璧じゃないんです
よね。テストと言っても医者になるためのステップアッ
プのための勉強だから、受験生の時とは心の持ち方が
違います。受かるか落ちるかという天か地かの境界で
はないですしね。他大学や他学部の友達と話しても思
いますが、やっぱり医学部は勉強しますね（笑）「骨」
とか、大変ですよ。頭からつま先までの骨を日本語と
英語の両方で覚えました。

浪人時代の不安
浪人すればするほど不安もあるし、受からないととい
うプレッシャーもあるし、だんだんできるようになっ
てもいるから伸びしろもあまりなくて、不安はすごく
大きかったです。実際、Monthly Test も 9 月をピーク
に少し下がったときもありました。
得意だった生物が、他の科目に時間をさいてしまって
だんだん落ちてしまったんです。得意科目も時間をお
ろそかにせず、やり続けることが大切だと思いました。
マンスリーの結果は常に気にしていました。新星（新
しく名前が掲示された生徒）が出てくると焦ります
（笑）
。下のクラスの子がのびてきてランキングに載っ
たりすると、がんばらないとと思います。私、
模試はずっ
と E 判定しか出なかったけど受かったんです。だから、
みんなも諦めないでください！模試よりも Monthly
Test を取ることが大切。Monthly Test の順位は自信に
なります。ランキングが落ちたら、次は載ろうと決め
ていました。

もうだめと思わないで、
がむしゃらにやり続ける。
東邦大医学部進学 廣田 愛さん
（県立小田原高校）
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東邦大学について
グループ担任制があり、8 ～ 10 人くらいのグループ
に担任がついていて、テストの後など話をします。教
授達が生徒の様子を知ってくれているので、面倒見が
いいなと思いますね。立地もいいです。すごく通いや
すいし。ただ、朝が早い！出欠が厳しい！！出席は IC
カードでチェックされます。東邦大学は受験では英語
が大変なのに、入学してからはそういう印象がなかっ
たんですが、英語に力を入れ始めているようです。私も、
がんばりたいです。

仲間でもあり、ライバルでもある
最初はみんなと話さず、ご飯を食べながら資料集を見
たりしていました。みんなとしゃべるようになってか
らも、夏とか秋とか切羽詰ってくると、みんなの中に
も「そろそろ切り上げようか」という雰囲気があり、
上手に息抜きができました。友達は仲間でもあるけど、
ライバルでもありますからね。

大学生活について
2 年生になって、解剖学などがはじまり、やっと医学
部っぽさを感じました。最初は初めて見るからびっく
りするけど、人間ってすごいなと思いました。大学に
入ったら自己責任。試験に落ちていっちゃう人もいる。
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