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先生との相談や励ましが
心の支えになっていました。
日本医科大進学 渡辺 慎太郎君
（慶應義塾高校）
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４月のクラス分けの衝撃でエンジンが入った
入塾したときに選抜テストをうけて、その当時として
はすごく勉強したつもりで、選抜コースに入れて安心
して春のさきどりゼミをうけていたのですが、その時
は安心しすぎて手を抜いてしまっていました。そのと
きできるベストは尽くしたと思うけど、最初のマンス
リーはそのせいで不本意な結果でした。選抜テストを
受けた時よりも学力が下がっていたと思います。結果
として選抜じゃないクラス（A2）からスタートするこ
とになって、その結果見てびっくりしちゃって、まず
は絶対抜け出してやる！次のクラス替えで M クラスに
上がる！って思いました。その衝撃が大きすぎて、か
なり気合が入ったと思います。結果としては、そこで
エンジンがかかったので、よかったのかなとも思いま
す。
英語が僕は一番苦手でした。英語は時期によって変わ
りますけど、春は押田先生の授業が始まって、文法と
単語力のなさを指摘していただき、システム英単語と
アップグレードを使って、進捗を管理していただいて
いました。それでわからなかったところを毎週ある先
生の授業で文法は教わって、英単語はマンツーの最初
にテストがあって定着度をはかってもらっていました。
秋になったら、赤本を本格的に使い始めて、ただどう
手を付けていいか全くわからなかったから、一番信頼
していて自分をわかってくれている先生に、この学校
は何年分どういう風に解いていけばいいのかを聞いて
おいて、それをかたっぱしから解いていきました。英
語は押田先生、数学は平野先生、生物は智一先生、化
学は節田先生にアドバイスをもらいました。
数学は先生にすべてお任せして、言われたことを言わ
れたとおりにやっていました。授業で出た問題は絶対
に解けるように、何度も解きなおしました。過去問を
始める前はやや時間に余裕があったので、復習を重視
してやっていました。テキストが完璧になるようにし
ていました。
化学は、もともとどちらかというと得意な科目でした
が、計算とかは得意だったけど暗記が苦手だったので、
授業でいただいたプリントで大切な所に赤のマーカー
を引いて緑のシートで見えなくなるようにして、それ
で覚えたりしていました。それが暗記に効きました。
生物は、最初授業の復習をして、授業で扱った問題を
解いて、大丈夫だなってなったら、その範囲のことを
きちんと説明できたり、図などを書いて説明できるよ
うにしていました。問題をいっぱい解いたのは遺伝く
らいです。

先生方に心も支えていただいた
一番好きだった授業は、数学の授業。絶対にしっかり
復習を頑張ろうと思っていて、以前やったことがすべ
て出来た回は達成感がありました。最初の方はよく身
についていなくて、しかられることもあったけれど減っ
てきて、まあ安心しちゃうとまた指摘されちゃうけど、
１コマのあいだに１回もやったことを間違えないよう
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に頑張っておくっていうのが自分の為によかったです。
押田先生の授業も、専門の科目だけじゃなくて、受験
に対する心構えとかも相談に乗ってくれて、ほかのこ
とでへこんでいるときでも励ましてくれたので、心の
支えになっていました。集団授業は、一番前に座って、
絶対さぼったり切ったりしませんでした。戸川先生は
はじめ怖かったんですが、飛び込んでいったらとても
楽しかったです。
僕は高校が進学校って感じじゃなかったので、受験っ
てどういうものなのかよくわかっていなくて、どの大
学がどのくらいのレベルなのかも知らない状態だった
んです。石井先生の授業は、受験者数と合格者数とか、
それぞれの学校の情報をこまめに教えてくださってい
たので、自分の中でどういう状況なのかが整理できた
し、自分が今どのくらいのレベルにいるのかがわかっ
てよかったです。
友達は、平野君（東邦大学医学部１年 平野遥彦君）と
友達になって、これ以上増やさないようにしようと思っ
ていました。
ここで友達を作るっていうのは、ここは終着点じゃな
くて、ここを通過して医学部に行くわけだから、ここ
で友人関係とかの楽しみを増やしても仕方ないと思っ
ていて。１学期同じクラスの人とは、まだピリピリし
てなかったのでふつうのお友達として仲良くなりまし
た。段々クラスが上がってきて、すごくふざけて遊ぶ
ような仲のいい友達というのではないけど、わからな
いところを教えてもらったり、いい情報交換のできる
友達として M1 のみんなとは仲良くなれたなと思いま
す。切磋琢磨する、いい距離感のある仲間って感じで
すね。浪人中は全然、高校時代の友達とも連絡とった
りもしませんでした。

夏期講習からギアを上げていった。
夏期講習始まってすぐくらいから毎朝毎日１番か２番
に登校していました。春に受験勉強はじまってから受
験本番になるまで、自分の中でギアをあげていこうと
考えていたんです。高校 3 年までは思い切り遊んでい
た感じだったので、１学期は毎日ちゃんと行くだけで
精一杯だったんです。夏になって慣れてきて、M2 に
あがったこともあって、今までの勉強量にプラスして
ギアを上げたいと思って、朝来るようにしました。岡
本君（日本大学医学部 1 年 岡本峻君）がいつも２番
目にきていました。朝イチに行って、夜も閉館まで粘っ
て、家に帰ったらご飯食べて寝ると割り切っていて、
冬までそのペースを維持していました。勉強の仕方も
ずっと復習中心でやっていました。秋口に復習志向か
ら予習志向にしたら僕には合わなくて失敗しちゃって、
マンスリーで点数下がってしまって、自分には復習中
心の方が向いているなと思い直して、また復習志向に
戻しました。春の時期は日曜日は、１学期はぐだぐだ
しちゃってましたけど、夏からは昼前から 18 時まで
はいて、その後も家で 21 時くらいまでやっていました。
平日早起きだったので、日曜の朝だけちょっとゆっく
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りって決めていた感じでした。夏にはそのペースが固
まっていましたね。

受験校で悩んだ時は石井先生に相談していた
受験校はペース配分が悩みどころでした。順天か昭和
のどちらかを選ぶことになって、配点と自分の得意不
得意を考えて昭和かなって思って、しかも順天は会場
も遠いし小論みたいなのもあるしなあと思って、順天
は受験を見送りました。杏林や聖マ、埼玉、獨協をど
うするか悩んで、石井先生に何度も相談に乗ってもらっ
て、最後は決めてもらいました。日医のほかに東医、
杏林（正規）
、日大、聖マに合格しました。
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めてやるって決めていたし、マンスリーの総合ランキ
ングで自分より上のやつを次倒していくっていう目標
だったのでそれも楽しかったです。一回、櫻井君（埼
玉医科大学１年：櫻井裕君）に負けちゃってすごく悔
しくていらいらしちゃったりもしましたけど。終わっ
てみると、遊んだりとか友達とあったりとかできませ
んでしたけど、その当時はつらいなと思ったりしてい
ませんでした。充実した受験ライフだったかもしれな
いです。つらかったことはそう思うとなかったので、
面接でもそう答えたらよかったかも…。
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大学生活はとても満足！
大学は超楽しいです。日医の代官山
の先
輩方では、卒１の加藤俊平先輩にお会いしたことが印
象的でした。同じ部活なんですけどすごくいい方で、
話す機会もあまりなかったけど、チューターとして来
てくれていたので覚えてくれていて、たくさん話せて
楽しかったですね。こんなに上の先輩とふつうだと関
われないんですけど、会えて嬉しかったです。姉も日
医にいるので、負けないように頑張りたいと思います。

日本医科大

2次正規合格

日本大医学部

2次正規合格

受験で辛かったことはなかった
面接で聞かれて困ったのは、日医で、
「浪人生活で一番
つらかったことは？」って聞かれて、
不意打ち過ぎて「遊
べなかったことです」って言ってしまって、ああ、失
敗したかなと思ってどきどきしました。とくにつっこ
まれたりはしなかったんですけども。試験官のひとも
ちょっとその答えに動揺してて（笑）
。
聖マのグループ面接は、グループ面接の練習を一緒に
みっちりやっていた平野君と一緒だったので、ああこ
れは練習通りだ！と思って、練習通りに流れを作りま
した。楽しくできたし、練習通りにできたし、幸運で
したね。
日医のグループ面接と聖マのグループ面接だと、日医
のほうがみんながつがつしていたような気がします。
聖マのほうがほんわかしていたかも。日医に決まった
のは、正規だったので２月半ばくらいには決まってま
した。
受験勉強自体はそんなにつらくなくて、絶対今年で決
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代官山 MEDICAL に帰ってきて、
切り替えて翌日以降に臨んだ
日本医科大進学 渡部 りさ子さん
（雙葉高校）
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結果の如何にかかわらず、すぐに切り替える
ということを心がけていた
現役の時に 1 校だけ一次合格をして補欠になっていた
ので、３月はちょっとだけ期待して待っていました。
昭和Ⅱ期も受験しましたが、だめだったのでそこから
はすぐに切り替えて代官山 MEDICAL で勉強を始め
ました。その間も全然遊んだりしてないです。そこで
遊んだら、だらだらしちゃうなと思って。その時期に
頑張ったので、最初の Monthly Test でよい成績が取れ
て、M1 ク ラ ス に 入 る こ と が 出 来 ま し た。Monthly
Test は、１回目のようにいい結果が出ることもありま
したし、
時には結果が悪かったこともありました。でも、
あまり落ち込んだりはしないようにしていました。講
師の先生方にはよく話を聞いてもらっていました。テ
ストの結果は、ちゃんとした結果がでる前に自己採点
や解いた時の感じでだいたいわかっていたので、 めっ
ちゃいい！ と思っていた Monthly test の結果がそん
なに良くなかった時のほうがショックは大きかったで
す。とにかく、 次がある！ って考えてました。切り
替えは早かったです。

勉強の仕方は石井先生から学んだ
M1 の授業は、苦手な数学とかはとても難しくて予習
では手が付けられない問題もありました。そんな時は
事前にどんな問題をやるのかを見ていって、授業で聞
いて復習して自分のものにしようとしていました。英
語は得意だったので、予習で完璧にしようとしていま
した。文法の問題とかは、復習も間違えたものだけを
していました。石井先生の長文も予習を完璧にして、
授業中でものにするということを心がけていました。
勉強の仕方は、本当に石井先生から学んだと思います。
石井先生の授業で分からなかったことはありませんで
した。だから、授業を聞いて、先生の授業を長文に書
き込んで、それを復習しておけば完璧になりました。
石井先生の授業の復習をしっかりやってあとは英頻を
ぱらぱらやってるくらい。あとは、赤本はかなり早め
にやってました。石井先生に英語をどうすればいいか
相談したら、私の場合は赤本をやったほうがいいとア
ドバイスいただいたので、６月くらいからやってまし
た。早く始められたので、赤本はほぼすべての学校解
きましたね。受験する予定の無いところも。英語は赤
本と石井先生のテキストで十分だと思います。受験会
場にも長文のテキストもっていきました。

各教科、先生方とテキストを信じて勉強した
私は『数学が苦手で、英語が得意』とはっきりしてい
たので、英語にかけている時間があったら数学に回す
よう心がけていました。ただ、苦手でも、数学は今年
は好きでした。現役の時はあの数学でよく昭和の１次
通ったなと思えるくらい伸びました。よくそれで受験
に臨んだな、って思えるくらいです。なので、全然嫌
いではなかったですね。数学の薄先生の授業がとても
好きでした。毎回の授業が楽しくて、解法も自分とあっ
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ているなと思っていました。でも、M1 にはめっちゃ
厳しくしてくれて、
結構授業中に こんなんじゃだめだ
と言われました。でも、言い方が優しくて、落ち込み
はしませんでした。逆に、こんなんじゃダメだって思
われているんだと思い直すことが原動力になって頑張
れました。
節田先生も数をこなせ！という先生で、化学は節田先
生のやり方がとても合っていました。ある問題を見た
ら、 こう解け！ みたいなのを全部教えてくれて、初
見の問題もほぼなくなったので化学は良かったと思い
ます。化学はテキストが本当に良くて、私は化学は過
去問さえやってなくて、本当にテキストしかやってい
ません。日医は化学が難しかったんですけど、化学の
テキストにほぼ網羅されている問題でした。アミノ酸
とかもそうだし…、テキストが本当に充実していまし
た。テキストを完璧にしておけば、化学は大丈夫だし、
節田先生が教えて下さる方法で解けない問題はありま
せん。それは、薄先生にも言えたと思います。私は、
薄先生のやり方でしか解いてないです。２人も端的に
解法を教えてくれて、それが自分に合ってると思って、
それだけを信じてやっていました。
生物はめっちゃ苦手だったから、最後まで実験考察と
か苦戦しました。M1 のテキストはハイレベルで難し
くてつらかったけど、テキストはたくさん問題が載っ
ていてよかったです。生物の実験考察は本当に苦手だっ
たので、導入や論述の仕方は毎回復習しましたが、ど
んどん新しい問題を解いて入試で初見の問題がないよ
うにするようにしました。過去問も、生物はかなり早
い段階から解いていました。

取れるべき問題を落とさなかったことで、
日医に合格
代官山 MEDICAL の先輩の毛利くん ( 毛利悠汰くん
日本医科大学３年 ) とか金さん ( 金世奈さん 東京慈
恵会医科大学３年 ) に大学の話をよく聞いて、日医と
か慈恵に行きたいなと思いました。具体的にどこを受
験するかや、２次と１次が被った時は石井先生に相談
させていただいて決めました。一番迷って大変だった
のが、北里の２次と東医の１次が被った時。それは、
自分では絶対決められなかったから、石井先生にたく
さん相談させていただいて、決めました。
受験期も受かったり受からなかったりを繰り返してい
ました。私は、自分に合わない問題の学校に本当に弱
くて。例えば、女子医とか東邦は苦手でしたね。東邦
を受験したときは、数学も難化していて、途中であき
らめそうになりました。途中で帰っていく人も何人も
いて。でも、そこで負けたらだめだ！ここでみんな落
ち込むからきっと大丈夫だ！と諦めないようにしまし
た。去年は東邦が一番最初の受験校だったので、中に
はそこで挫けた人もいるかもしれません。なので、落
ち込まないようにすぐ忘れて、次の受験校に臨んでい
ました。
日医を受験した時は、最初の英語が難しくてびっくり

しました。私は英作文が得意だったのでそこで稼ぐ作
戦だったんですけど、昨年は出ていなくて英語で点が
稼げるところがないと思っていました。でも、数学は
１番２番は完答できて、３番も取れるところはとれて
いると思うので、苦手科目ではありましたがきちんと
点を取るべきところで取れて合格できたのだと思いま
す。
日医のグループ面接は、とてもよい雰囲気でした。６
人中４人今日医に通っていて、その中の一人は知華ちゃ
ん（鄭知華さん 日本医科大学１年生 ( 現役合格 )）で、
よりリラックスして臨めました。

同じクラスの友人と解法を共有し合った
スランプは特になかったです。いつもヤバイヤバイっ
て言ってたので。友達ともそういう、やらなくちゃ、
ヤバいねって話ができていたので、精神的に助かりま
した。友達とは分からないことを聞きあったりしてい
ました。自分の勉強の邪魔をしてまで、する必要はな
いと思いますが、授業前とかに少し早めに教室にいっ
て、予習の解答をお互いに確認したり、お互いの解き
方を見習ったりしていました。M1 はほぼみなきちん
と予習が出来ている人ばかりだったので、授業中にみ
んなの解法を聞けて良かったです。
啓寿先生（数学科 佐藤啓寿先生）の授業は、全員の解
法を見てくれて、決して生徒の解法を否定しない教え
方をしてくださったので、好きでした。私は、否定さ
れるとつらくなってしまうタイプだったので、啓寿先
生の こういう解法もあるよね、でもこういう解法も
解きやすいよ みたいな肯定的に指導してくれる教え
方がとてもありがたかったです。本当に数学は、いろ
いろな先生がいらっしゃいましたが、みんな好きでし
た。いい先生がたくさんいらっしゃるので、苦手科目
でしたが自分に合う解法の先生に質問したりできたの
でやりやすかったです。

赤本の取り組み
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が、あまり力を入れなくてよい問題などは これは、
そんなに復習に力いれなくていいよ とか この問題
は勉強するにはマニアックすぎるね とか、 これは絶
対できなくちゃだめ とか選んでもらっていました。
また、赤本が出始める前は自分が出来なかった問題を
ひたすらやっていました。私はできた問題のページに
大きくバツをつけていて、もうこれはやらなくていい！
ということがわかるようにしていました。英語はその
段階でほぼ合格ラインに達していたので、授業の予習
と、英頻をやっていたくらいですね。数学は特に１学
期のテキストを解きなおしていました。High level の
１学期のテキストは本当に良かったです。テキストの
余白にノートから解法を書いて、まとめ直しもこの時
期にしました。ノートをきちんと見返して、１学期に
やったことをちゃんと思い出すのも必要だと思います。
私は字がきれいじゃないので、ノートを作るのはあん
ま り 得 意 じ ゃ な か っ た ん で す が、 模 試 の 時 と か
Monthly test の時とかは精一杯きれいに書くようにし
ていました。なので、本番の解答は普通に読みやすい
解答になっていると思います。

受験中は代官山 MEDICAL に帰ってきて、
切り替えて翌日以降の試験に臨んだ
受験中は絶対に代官山 MEDICAL に帰ってきました。
家に直帰したことはなかったですね。帰ってきてから、
講師の先生と話をして、その日出題された問題の解き
方などを聞きました。中には落ち込むから聞かないっ
て子もいたけど、私は早く知りたいタイプだったし、
その年の流行がわかるのでよかったです。去年は油脂
がめっちゃ流行ってたなって思いました。数学も全体
的に難しくなったように思いました。一人で家に帰っ
ていたら、できなくて落ち込むだけでしたけど、講師
の先生方に この問題は難しいから、できなくても大
丈夫だよ とか この問題は計算が大変なだけだよ
などと言っていただけたので、それを聞いて安心して
翌日以降の試験に臨めました。

赤本が出始めたら、赤本をコピーして、早速演習を始
めました。赤本はコピーをして、解いたものをきちん
とファイリングして、英語とかは特に書き込んだりし
ていました。自分の知らない表現とかには線を引いた
りしていました。特に記述式のものです。受験会場に
もそれぞれのファイルを持って行って、ぱらぱら見て
いました。文法などはできなかったところの復習だけ
なので、それはざっとまとめてありました。赤本を解
いてみるというよりは、赤本で勉強している感じでし
た。今までの勉強の成果を試すために、時間を決めて
解いて、できなかったところは、徹底的につぶしてい
ました。 出来なかったから、次の年〜 みたいのは絶
対に良くないと思うので。その年をやるって決めたら、
きっちり理解できるまでやっていました。でも復習す
るときに、日医の数学とかを解いた時は必ず講師の先
生のところに行っていました。日医の数学などはマニ
アックな問題が過去の赤本の中にあったりするんです
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１年間、淡々と勉強をし続けた

合格への
軌跡 2013年

僕は４月にここに入学して、最初の学力診断テストの
日から登校し始めました。みんなもう馴染んでる感じ
で、おそかったかもって思いました。その後もあんま
り友達増やすとか学校生活を充実させるとかは考えず、
淡々と１年間やっていた感じでした。

「勉強＝一番楽しいこと」にして、ストレス
なく１年間を過ごせた

WAY TO SUCCESS

東京慈恵会医科大

勉強のことで言うと僕は、節田先生に難しいプリント
をくださいってお願いして、難関大向けのプリントを
いただいたりしていました。すごくたくさんいただき
ましたよ。難しくて楽しかったですね。僕は向上心と（勉
強に対する）好奇心があったのが唯一の強みだと思っ
ていて。もっと知りたい、もっと知りたい、って掘り
下げていくと学力って向上していくと思うんですよね。
化学はテキストとそのプリントを中心にやって、あと
は新研究をすこし見たりとか、知りたいと思ったこと
があったらインターネットで調べていました。数学も、
テキストとかにのってないようなことで知りたいなっ
てことは自分で調べてましたし。根本的な考え方がわ
かるといろんなことがすっきりするんですよね。僕は
基本的に楽しいことしかやりたくないと思っているし、
楽しいことしかしてないんですが、勉強は僕にとって
楽しいことなんです。だから、浪人した１年間はノー
ストレスで過ごせましたし、勉強を好きなことにして
いくのが一番いいと思うんですよね。僕はゲームと勉
強は両方好きですけど、浪人の時はたしかにゲームは
やりませんでした。浪人中は、勉強の方がより面白い
と思えるようにしようと自分で決めて、勉強のおもし
ろいところをどんどん探して、そしたらゲームよりずっ
とおもしろくなって、自然と打ち込めるようになって
いったんですよ。だから、勉強ばかりしているのも別
にストレスにはなりませんでした。医学部に入ってか
らは、ゲームも趣味として勉強と両立させている感じ
ですね。

2次合格

昭和大医学部

2次正規合格（特待）

北里大医学部

2次正規合格（特待）

「最強の反復練習」で実力を伸ばした

「最強の反復練習」
で
実力を伸ばした
東京慈恵会医科学進学 鈴木 大河君
東京慈恵会医科大進学
（東邦大付属東邦高校）
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予備校にいる間は、課題をいかに短い時間でやるかと
いうことにこだわっていて、タイムを書きながら何度
も何度も解いて、問題のパターンを自分の中にすりこ
んで、パターンに沿った問題だと難問であってもパッ
と見た瞬間に答えが浮かぶようになりました。これは
特に物理科の先生からプリントをいただいていたので、
それを何回もやっていました。これも楽しいんですよ
ね。答えを覚えるわけではなくて、頭の中でもう一回
高速で計算をして、答えが出てくるという感じで。物
理はほぼ、毎回満点とれたんじゃないかなと思ってい
ます。それだけは僕の自慢ですね。最強の反復練習の
たまものです。
英語も楽しかったです。１回、英語について勉強法を
相談したことあって。楽しいのは楽しいんだけどどう
いう風にやるのがいいのかなあと思って。スタッフさ

WAY TO SUCCESS

んに毎日長文を読んだら？と言われて、読みました。
押田先生にいただいた授業のプリントがすごくよくて、
英文とその訳が書いてあるものに、自分で授業であっ
た解説をつけていくという復習をしていました。英語
も同じ英文をいかに早くちゃんと理解して読めるかっ
ていうのにこだわってやっていて、何度も読みました。
文法・語法は、『語法 1000』を繰り返ししていました。

受験校は、最後は自分で決めた
最終的な受験校は、石井先生に面談していただいてよ
く考えて自分で決めました。僕の見方で、順当かな？
と思うライン、実力通りに行けば受かりそうなチャレ
ンジライン、トップ校受験という風に、受験校を３つ
に分けて考えていました。僕の母はとても心配性で、
トップ校に勝負に出るより、順当に行けそうなところ
を充実させてほしいという考えでした。僕は国立の千
葉大学と慶応はダメだったんですが、慶應も、僕とし
ては全然出来なくて落ちたというわけではなく、ほん
とうに惜しいところでぎりぎり落ちたと思える出来
だったので、受けなかったら後悔が残ると思うので、
受けてよかったと思っています。僕は日程的に、（志望
度の高い）順天でスタートしたので、少し怖かったで
すね。ですが順天も 1 次合格し、結果として東京慈恵
会医科大学に進学という結果がでて、本当によかった
と思います。
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代官山 MEDICAL の仲間と一緒に、受験ま
でモチベーションを保って頑張れた

合格への
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日本医科大

2次合格

昭和大医学部

2次合格

東京医科大

2次合格

代官山 MEDICAL では
受験に対する姿勢が
全然違いました。
日本医科大進学 鄭 知華さん
（光塩女子学院高校）
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高２の春から代官山 MEDICAL に入塾したんですが、
石井先生の英語の授業が特に学校の授業とは全然違っ
てびっくりしました。 こんな見方もあるんだ と新鮮
でした。代官山 MEDICAL では、医学部を目指して
いる先輩である高３や本科生の人がすぐ近くで勉強し
ている環境だったので、こんなに勉強しなくちゃいけ
ないんだとびっくりしました。学校は高３になるまで
周りもあまり緊張感が高まらないので。私は高２から
代官山 MEDICAL にきていたので徐々にモチベーショ
ンを高めて、高３になる頃にはやらなくちゃ！とせっ
ぱつまっていたのですが、友達はまだまだ受験という
感じはなかったです。なので、学校の友達とは一緒に
勉強したりするのはできませんでしたね。その代わり、
代官山 MEDICAL では野原さん（野原有由さん：東
京医科大学１年）や太田さん（太田朋花さん：北里大
学医学部１年）など、モチベーションの高い仲間同士
で楽しく勉強できたと思います。なので、モチベーショ
ンが下がったことはなかったんですけど、高３の秋に
スランプはありました。１回 Monthly Test の点数が
どっかーんて下がっちゃって、２か月くらい続けて悪
くて。７月か８月に結構いい成績取ったのに、夏に苦
手な化学をやりすぎたのもあってか、他の教科がおろ
そかになったから、落ち込んじゃって。その時はどう
しよう、やっても、やっても伸びなくて。自覚するく
らいまずかったです。でも、やるしかない！と思って、
何 も 考 え ず に ひ た す ら 勉 強 し ま し た。 そ う し た ら、
１２月の Monthly Test で復活できて、とても良い成績
を取ることが出来ました。ずっと落ち込んでた時に 高
３は１２月から直前で伸びる！ と代官山 MEDICAL
の先生方に言われていたので、それを信じて頑張りま
した。
１２月・１月はかなり調子よく過ごせたと思います。
１月に入って、試験中は自分をコントロールするのが
大 変 で し た。 試 験 中 は 試 験 が 終 わ っ た 後、 代 官 山
MEDICAL に戻ってきて、節田先生や薄先生とお話し
しました。できたことやできなかったものもしゃべっ
て切り替えていました。試験会場にはボロボロの生物
の図説としおしおになった化学の『有機無機ハンドブッ
ク』
（代官山 MEDICAL のテキスト）を必ずもってい
きました。覚えなおしたりするわけではないけど、ぱ
らぱらめくってこれだけやったんだから大丈夫だろう
と、お守りみたいにしていました。

受験校は石井先生と相談して決定した
受験校は慈恵・順天・昭和などこのレベルの大学にい
きたいと思うところのオープンキャンパスに行って、
絶対に受験したいところを決めました。親は心配して
できる限り全部受けてほしいという感じだったので、
受験しないかもしれないところも出願しました。出願
は多めにしておいて、一次試験の合格状況や実際の体
の調子などで受験するかなど決めました。聖マは、そ
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のときすでに東邦の１次が来ていて、かつ体力的にき
つかったので、石井先生に相談して受験を見送りまし
た。北里２次と東京医科の１次と試験日が重なったと
きも、アドバイスに従い東医を受験しました。そうし
たら、東医も２次合格までいただくことができました。
親は現役できちんと決められるよう、とても心配して
くれていたので、もっといろいろなところを受験した
方がいいんじゃないかと言ってくれていたのですが、
石井先生に面談していただいて決めたからと説得して
受験校を決定しました。
試験会場では、私はあまり緊張しないタイプでした。
日医で英語で大問１がすごく難しくて、これはだめか
もしれないと思いました。人工中絶に関する話だった
んですけど、全然分からなくて。他の問題もむずかし
くてかなり焦りました。日医は試験前に問題が見れる
ので、数学をぱらぱらみたら、「これはいける！」とい
う問題で、気持ちを取り戻しました。数学は全部解けて、
ほぼ満点の手ごたえがありました。今年の日医の数学
は日医としては簡単な問題だったので、落とさずでき
てよかったです。数学がこれで難しくて差がつかない
問題だったら厳しかったかもしれません。数学のでき
で持ち直して、化学と生物もそのままの気持ちで受験
することができました。
入学してからみんなに聞いたら、英語は全然できなかっ
たけれど数学はできたといっていたので、今年は英語
ではあまり差がつかなかったのかなと思いました。日
医は小論文も書きやすい内容でした。

代官山 MEDICAL に絞って、徹底的に医学
部対策をした
１学期は化学ができなすぎて、大変でした。４月の
Monthly test では１８点くらいでした。でも、得意の
数学の勉強に逃げていて、化学の勉強がおろそかになっ
ていました。夏休みになってようやくどれだけ危ない
状況かに気が付きました。それで節田先生のところに
いって、これから何をやればよいか初めて聞きました。
夏休みは化学しかやってないというほど、化学ばかり
やっていました。節田先生には、「他のテキストには手
を出さなくていいからこれだけやりなさい」とプリン
トをいただきました。レベルとしてはセミナーよりは
難しいくらいもので、難しい問題も入ってるけれど、
基礎も抑えられるような構成になっていました。私が
通っていた高校の化学は医学部対策としては足りない
感じでした。例えば有機の多糖類とかのところは、医
学部では結構出るんですけど、全然取り扱いませんで
した。私は医学部しか考えていませんでしたし、高校
に気を取られず、代官山 MEDICAL メインでやるよ
うにしていました。
私は数学が１番得意で好きでした。解けるのがうれし
くて、やればやるほどどんどん好きになりました。１
学期はずっと数学ばかりやってしまいました。計算が
もともと好きだったので、数Ⅲの微積になって計算量
が増えてもつまずかずに済みました。計算力をつける
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話せなくて。その後、個人面接だったんですけど、あ
まり質問もされなくて、予定時間より早く終わってし
まったので、ダメだったんだなと思いました。でも、
合格できてました。補欠でしたが、次の日には回って
きました。あともう少しで、正規合格だったので、惜
しかったかなとも思いました。

人間関係の濃い中で、大学生活を楽しんでい
ます
大学は楽しいです。先輩方とも仲が良いんです。日医
は単科大学だけあって人間関係がとても濃くて、充実
しています。大学の勉強は、普通の時はそうでもない
ですが、テスト前はきつかったです。１年生は医学部
ならではというよりは、一般教養的な授業が中心です。
ただ、カエルの解剖をしていて、麻酔も自分でしなけ
ればいけないので、最初は少し抵抗がありました。や
る前は大丈夫だろうと思っていたんですけど…。早く
慣れて、医学部ならではの授業に備えていきたいです。
には簡単な問題からたくさん問題演習をするしかない
と思います。私は時間があったら取り組むみたいな感
じで、結構な頻度でやってました。難しい計算でも、
途中で間違えてしまったりしたらバツ印をつけて、最
初からもう一回やり直していました。１から最後まで
できるようにしないと、復習の意味がないと思います。
生物は結構好きでした。２学期、生物はマンツーマン
授業で受講していたので、その先生からいただくプリ
ントをファイリングして勉強を進めていました。プリ
ントで扱った問題と授業でやった内容の周辺知識を図
説に貼って、覚えていっていました。図説でも載って
ないような、でも医学部では出る問題を図説に小さい
紙で貼って、図説を見る時に一緒に見れるようにして
いました。復習するときもプリントで復習すれば、図
説で見ている紙の周りのところも思い出せるように記
憶を紐づけしていました。すごい量のプリントをやっ
たので、図説も表紙がとれちゃって、背表紙もどんど
んはがれてきてどうしようってなりました。
英語は石井先生の授業で、短い文章のテキストをやっ
ていただいたのがとてもよかったです。予習で分から
ない英単語を調べて、できるだけ和訳していって、授
業で解説していただき、終わってから和訳を清書して
音読していました。その後、英文をみたらすぐに和訳
が出てくるようにしていました。どちらかというと復
習に力をいれていました。

２次試験で面接対策が生かされた
代官山 MEDICAL の面接対策はとてもためになりま
した。面接対策をやっていなければ、緊張してまった
く話せなかったと思います。日医は、２次面接が終わっ
た後とても不安でした。昭和は面接官の方の様子から、
うかったかもしれないと思いましたが、日医の面接官
の人は冷たかったんですよ。日医はグループ面接があ
るんですけど、
現役生は私だけで。他の人は皆スーツで、
それだけでも圧倒されちゃって緊張してしまって全然
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日本医科大医学部

2次合格

東京医科大

2次合格

杏林大医学部

2次正規合格

苦手をつぶして
次に進むことを心がけた
日本医科大進学 門屋 貴大君
（いわき秀英高校）
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高 3 の夏休みまでは部活漬け。夏期講習から
切り替えて代官山 MEDICAL に入塾
一番初めに来たのは、夏休みが始まってすぐです。実は、
夏に代官山 MEDICAL に来る前は部活に一生懸命でし
た。前の年にとても悔しい負け方をしていたので、とに
かく部活。親にも「部活があるから、勉強しない！」と
言い切っていました。その代わり「終わったらちゃんと
やるから」と言っていたら、姉（昭和大学医学部３年
門屋怜奈さん）が卒業した代官山 MEDICAL に母親が
連絡してくれていたので、僕はもう来るだけという状態
になっていました。僕が知らされたときには「行くで
しょ？」って感じで、すでに夏期講習を申し込んでくれ
ていました。僕もそう言っていた手前もあり、
「行きま
す！」と即答でした。夏は代官山 MEDICAL の近くに
宿泊して、一生懸命毎日朝早くから夜遅くまで頑張りま
した。普段は全く塾に行っていなかったので、高校と代
官山 MEDICAL でしか勉強していませんでした。

先生と周りの同級生によって意識を変えてもらった
一番印象に残ったのは、英語の授業です。それまで英
語が全くできなかったんですが、それまでの環境だと
あまりできなくても厳しく指摘してくれることはな
かったんです。全く言われずにきたので、このままで
いいんじゃないかなと甘く考えていたんですね。でも、
「そんな考え方してるの？そんなんじゃだめだ！」と言
われてすごく印象に残りました。そこで、
「あ、やっぱ
りこれじゃだめなんだ」って心が入れ替わりました。
夏の期間で、来る前より英語はだいぶ伸びたなあと実
感しました。
化学は代官山 MEDICAL で新しいことを覚えまくり
ました。その時点で化学Ⅱを一切やっていなかったの
で、最初は知らないことばっかりでした。有機化合物
なんかはこっちきてからだいぶ得意になりました。節
田 先 生 の 授 業 は 聞 い て「 そ ん な 考 え 方 が あ っ た ん
だ！」ってなりました。数学も今までとは異なる解法
を勉強したので、さまざまな解法で解けるようになり
ました。こっちにきてからそういう新しい発見がいっ
ぱいありましたよ。
また、代官山 MEDICAL のほかの高３の生徒がみん
なで一緒に頑張ろうという雰囲気で、とても勉強しや
すかったです。現役生自習室はお互いの姿が見えて切
磋琢磨できました。たまにきちんと現役生自習室を整
頓しなさいと言われていましたけど…笑

高校とは違う環境で、来るたびに危機感を募ら
せてもらえた
夏が終わった後も、Monthly Test だけは毎回、心が折
れながらも受験していました。毎回順位もなかなか上
がらなくて、もうほんと、大変でした。他の人が取れ
てるのに全然自分はとれないし、特に鄭さん（日本医
科大学現役合格１年 鄭知華さん）には全然勝てなく
て。しかも、鄭さんは数学はずっとすごいって思って
たんですけど、苦手なはずの化学が MT のランキング
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にどんどん載るようになってびっくりしましたね。
『え、
載ってる！』みたいな。
『あ、絶対勝てない、どうしよ
うもねーな』ってなってました。だから、生物だけは
絶 対 勝 と う と 頑 張 っ て ま し た。 実 は、 夏 に 代 官 山
MEDICAL にきて以来、勉強法や時間をがらっと変え
たんですよ。それでも勝てなくて。どうすればいいん
だろう、どうしたら伸びるんだろう、って悩んでいま
し た。 高 校 で は １ 番 だ っ た ん で す け ど、 代 官 山
MEDICAL では１番とれなかったですね。最初の MT
を受験する前は、模試みたいに結構取れるんじゃない
かなあって思ってたんです。でも、始まってみると、
英語は知らない単語多すぎて全然読めなくて。そこで、
「やんないとやばい！」って思いました。落ち込むって
よりは、とにかくヤバいという気持ち。あれだけ授業
でも言われたらさすがに、やんなきゃってなりました。
僕は福島の高校に通っていたので、２学期は MT の日
しか来れなかったのですが、お正月休みもまた長期で
登校してきました。通常授業以外にも、慈恵日医の特
定大ねらい撃ちゼミなども受講しました。この単科も
本当に難しかったです。数学も解けないわ、生物です
ら知らない単語がでてきて「生物なのに！これ取れな
かったらどうしようもねえな」ってなりました。それ
によって、直前でも「あ、全然たりないんだな」って
再確認しました。来るたびにヤバイヤバイってなりま
した。秋、代官山 MEDICAL にあまり来れず、高校
だけで勉強していてたるんじゃったのかなと思います。
冬もこっち来てなかったら、全然だめだったと思いま
すね。

現役合格のために時間がない中、苦手をつぶ
して次に進むことを心がけた
英語は文法が本当に苦手で、センターの文法が１０問
中１問しかあたらないくらいのレベルでした。そこを
どうにかしないといけないと思って、文法は勧められ
た『英文法・語法１０００』とかをひたすらやりました。
また、石井先生の授業は、英作文を教えていただいた
ときが一番印象に残ってます。他の人の英作文の添削
を見て、そんな表現使えるんだ！ってびっくりしまし
た。自分は全然単語力とかなかったので、自分が言い
たい文章を全く書けないし、この文章を説明したいけ
ど、どの単語を使えばいいか分からない。え、その単
語使えないの？逆にその単語使えるの？ずっと使って
きたけど、それダメなんだ…。とか、新しい発見が結
構ありました。なので、英作文はすごく印象にのこっ
てます。その表現でその日本語に訳せるんだ！って目
から鱗なことがありました。あと、
「日本語直訳したら
だめだ！簡単な日本語に直していけ！」とよく指導い
ただきました。あと石井先生の授業は他の人の解答を
どんどん紹介してくれるので、良くできている解答も
参考にできましたし、自分と同じ間違いしている人と
かダメな表現を使っている人もどうしてダメなのか解
説していただいたので、すごくよかったです。あれは、
本当にありがたいですね。

化学も問題をたくさん解きました。節田先生が代官山
MEDICAL で出した『医学部の化学 理論編』を解き
まくってました。やったはずなのに、何回もやったの
にまだ解けないってなって、くじけそうになりました
ね。苦手なところを中心に何回も何回もやってました。
とにかく時間がなかったので、全部完璧にとはいかな
かったんですが、人並みくらいはできるようにしよう
として、大問１つあって（５）まであったら（３）ま
では完璧にとれるようにしよう、全部は出来なくても
大問まるまる落とすのはやめようとしました。同じ問
題を何回もやるのはいいと思います。似たような問題
を見たときに、この問題はあの解き方か！とすぐ出て
くるようになるんで。本当に同じ問題を何回もしてま
した。てか、それしかやることなかったです。自分が
得意な問題と苦手な問題を含めて何周もしていると全
然入ってこないんですよね。記憶を混同しちゃうので。
なので、同じ問題を何回も何回もして、完璧にして次
に進むようにしていました。苦手をつぶして次に進むっ
て感じで。本当に現役は時間がないので。本当に、な
んで秋たるんだんだろうって後悔しました。

高校ではたるんでしまったので、代官山
MEDICAL に通っていてよかった
高校で今年医学部に現役合格したのは誰もいないので、
代官山 MEDICAL に通っていてよかったです。高校
の先生は、杏林の合格の時は『良かったね』という感
じで、次東医の時は『え、本当に？』って感じでした。
日医の合格を報告した時も『受かったの？本気で言っ
てるの？え、ほんとに？どうした？』って感じでしたね。
高校の先生にはたるんでるところしか見せてなかった
ので、『お前はもう絶対受かんないなと思ってた』と合
格した後に言われました。その担任の先生が持ってい
るクラスで一番浪人するだろうと思ってた、医学部志
望だし、たるんでるしだめだろうなあと話されてたみ
たいです。

家族にも喜んでもらえたし、大学生活はとて
も満足
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い浮かばなくて。やはり焦りは禁物ですね。
日医は英語が難しかったんですけど、もともと苦手だっ
たのでいつも通りという感じですね。数学が例年より
易 し か っ た の で 人 並 み に 得 点 で き た と 思 い ま す。
２０１２年度の数学の過去問をみると、第３問とかも
う全然手も足も出ないって感じだったんです。なので、
できれば頑張るくらいの少し諦めモードだったんです
けど、いざ受験したら数学が簡単めでよかったです。
日医は表紙の裏に問題が印刷されてるので、問題が配
られた後、ちょっと問題が透けて見えるんですよね。
なので、第１問は配られてすぐ頭の中で解きにかかり
ました。生物は結構自信があるので、そこで差をつけ
られたと思います。補欠も７番だったので、すぐに補
欠もまわってきてうれしかったです。
入試の後は、代官山 MEDICAL に帰ってきて皆と話
してリフレッシュしてました。結構引きずりやすいタ
イプなので、前のテストの結果は気にしないようにし
てあまり内容についての質問はしないようにして、次
の大学の赤本を解こう！という気持ちでやってました。
日医で現役は今３０人くらいなんですけど、いつもよ
りちょっと多い感じみたいですね。今年は数学がポイ
ントになったのかなと思いました。
姉も僕が日医合格したことを聞いて「どうしたの？」っ
ていうくらいびっくりしてました。
姉が一浪で代官山 MEDICAL に来ていたからこそ、
僕は現役でするっと入れたと思っています。だから、
とても感謝してますね。今はパシられることもあるん
ですけど…笑
また、代官山 MEDICAL に入れてくれた母には頭が
上がらないですね。８割は母と姉のお陰で合格したと
思ってます。日医に受かって結果オーライですけど、
もしだめだったら土下座じゃすまなかったです。父は
あまり感情を表に出さない人なんですけど、だいぶ喜
んでくれたみたいです。
僕自身も、日医に入ってすごく楽しんでいます。部活
は高校時代もやっていたバトミントンです。大学生活
は本当に楽しいです。

受験校は、姉に負けたくなかったので、とにかく昭和
よりも上位の医学部を目指していました。でも、現役
でそんな甘くないとも実感していたので、とにかく現
役で合格できるように考えました。親もたくさん受け
ればどっか当たるかもしれなし、とにかく現役で医学
部に入ってね、という考えでした。
その結果、杏林がまず正規できて、あとは聖マ・東医
も受かりました。基本的には直前期は冬期講習があっ
たので代官山 MEDICAL の近くに泊まっていたので
すが、試験日の前日だけ会場近くのホテルに泊まりま
した。杏林が１次合格が来たときはかなりうれしかっ
たですね。２次合格も早めにでたので、少し安心しま
した。その後は１次試験も焦らず受験できたので、日
医の勝因としてこれもあったかなって思ってます。絶
対に解かなきゃって思っちゃうと、まったく解法が思
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