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順天堂大医学部 2次合格

昭和大医学部 2次正規合格（Ⅰ期）

日本医科大 2次合格

杏林大医学部 2次正規合格

愛知医科大 2次正規合格

苦手分野は、前期のテキストを
何周もやり基礎固めをしました。

順天堂大医学部進学　大谷真佑奈さん（東洋英和女学院卒）

苦手分野は、前期のテキストを
何周もやり基礎固めをしました。
順天堂大医学部進学　大谷真佑奈さん（東洋英和女学院卒）

将来どんな医師になりたいですか ?
今技術が凄い進歩しててデータだけ見て診察もでき
るし、データに頼りがちなんですけど、そういうの
だけじゃなくて患者さん一人ひとりとコミュニケー
ションをとることによって安心してもらえる医師に
なりたいです。

大学生活はどうですか ?
順天は帰国子女が多いかも。英語の授業がめちゃく
ちゃ多い。英語でディスカッションしたりしますし、
教科書も英語です。クラスは A ～ E まである。私は
A クラスです。順天は1年生だけ寮なんですけど、凄
いド田舎で周り何もなくて駅まで徒歩20分かかりま
す。だから皆で自転車買って色んなところに行った
りします。全然フィールドの違うスポ研の人たちと
の寮生活楽しいです。男子寮、女子寮で分かれてて
16人一部屋で毎日ワイワイ過ごしてます。私の部屋
が一番仲良しですよ。

代官山MEDICALのよかったところは ?
代官山MEDICAL の先生たちめっちゃ好きだった !
私はマンツーマン結構とってました。イチオシは池
永先生。私は課されたものはちゃんとやる人だった
から、先生から凄い量のプリントもらってました。
夏は140問くらい一気に解いたかも。精神的に辛い
ときも相談にのってもらってました。ド S に見えて
凄い優しい（笑）。
物理は本当に嫌いだった。現役生の時のマンスリー
テストなんて17点取ってたし、何点満点のテストだ
よって。ずっと苦手だったけど寺澤先生に『名問の森』
をやれって言われて、参考書を頭からやるんじゃな
くて力学・熱・波動を均等に解いてました。苦手は
苦手だったけど選抜クラスの人に囲まれて寺澤先生
も全体的には出来る方だよって言ってくれたし。基
礎はできるようになってました。難しい問題は解け
ないけど日医、昭和あたりは解けるようになりまし
た。直前の寺澤先生のマンツーマンが凄いよかった。
これ出たら終わりだなっていう所を徹底的にやって
もらって、そしたら順天の入試で出た。感動（笑）。
物理は年間通してマンツーマンとってました。
平パン（平野先生）のマンツーマンでもやった所が入
試で出ました。数学はこんな解法あったんだ ! って
発見もあって良かった。平パンと薄先生は数学を嫌
いにさせない授業っていうイメージ。モチベーショ
ンも上げてくれる。数学が一番伸びました。現役生
の時は模試も全部 E 判定だったけど浪人して最後の
模試の結果が良くて嬉しかった。結構その結果の通
りになったし。
石井先生の授業は特別。今当てないでっていう時に
当てられます（笑）。授業は前の方に座ったほうが良
いと思う。昨年の座談会で石井先生が合格者は前か
ら3列目までに座ってるって言ってたから、その通

りにしてました。他の予備校って学院長とは接点な
いし、関わりないと思うけど、授業あるから引き締
まるし相談もすぐできる存在でした。

校内テストについて
ウィークリーテストは英文丸暗記するくらいやって
ました。毎日電車の中で暗記をすることを徹底して
ました。マンスリーテストは自分がどれくらいの所
にいるか分かるし、一番取ったら嬉しいし、毎月、
毎月あって良かったと思います。高3のときから代
官山に通ってるけど、当時は一度もランキングに載っ
たことなくて、最終回だけ端にちょろっと載ったく
らい。浪人生になって最初に載った時はビックリし
た。めちゃくちゃ嬉しくてそれで勉強してた。数学
でよく出てた小問は、自分が最初スタンダードテキ
ストからスタートしたから鍛えられて途中から安定
していきました。

代官山MEDICALでの勉強方法はどんな感
じでしたか ?
日曜日の活用。日曜日に一気に復習してましたね。
1学期はスタンダードテキストだったけど3 ～ 4周は
した。夏期のハイテキストも2周。入試の直前にま
た1周したりして、かなり使ってました。現役生の
時は友達作らずにいたけど、浪人生になって1年間
ここにずっといるから精神的な支えとして皆がいる
のは心強かった。情報交換もできるし。
私は夏までは代官山MEDICAL が21時半に終わっ
てその後家では何も勉強せずテレビ見たり息抜きし
てたんですけど、9月からは外部をシャットアウト
して帰宅してもセミナーを何周かやってみたり。自
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分の中でこのままじゃまずいなって思って。自分が
浪人してみるとただ勉強してるだけじゃ上がらない
なって思ったし、もう一年あるかもってよぎって。
周りも凄い勉強してたし切り替えてやってました。
私は留学してた事もあって遊ぶことが大好きだった
から、石岡くん（石岡直留・順天堂大学医学部進学）
みたいに籠って365日勉強するのは無理だなって分
かってたから、息抜きしつつきちんと切り替えてマ
イペースで勉強してました。

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2016年

日本大医学部 ２次正規合格

杏林大医学部 ２次合格

岩手医科大 ２次合格

聖マリアンナ医科大 ２次合格

自分の時間を大切に！
をモットーに勉強は

できるだけ一人でやりました。
日本大医学部進学　吉田仁美さん（磐城高校卒）

自分の時間を大切に！
をモットーに勉強は

できるだけ一人でやりました。
日本大医学部進学　吉田仁美さん（磐城高校卒）
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2 年間通ってみてどうだった ?
一浪目の時はやる気満々でしたけど、それまで勉強
全然やってなったから、こんなにするんだぁって思っ
てほんとカルチャーショックでした。二浪目になっ
てからはやっと慣れたというか、自分に合ってるや
り方が見つかってきたから、気持ちを楽にして、先
生との距離感とかも大事にしてやれました。
最後、緒方先生とかめっちゃ心配してくれてた。でも、
普段はよく怒られました。小林さん（日本大医学部進
学）とかは褒められてたんですけど、私は怒られて伸
びるタイプって。先生ってよく見抜いてますよね。
友達との距離感も大事。普段は別々にやってて、た
まにモチベーション高めるために話して、なんか、
テスト前の友達っていうか、テスト友達ですね。一
番いい友達関係ですよね。高め合ってました。成績
も同じくらいで意識し合える感じ。ランキングも自
分のを見た後に必ずその人のを探してましたし。

一年目と二年目で意識は変わった ?
変わった、変わった。A1だったから、受かるかなぁっ
て。一年目は、A7で。2号館に行けて。上の人いっ
ぱいいるし、これくらい出来なくてもいいのかなぁ
みたいな感じの一年目とちがって、二年目は「いや、
出来なきゃダメだ !」みたいな。知識とかめっちゃ詰
めて詰めて。

緒方先生ってノートまとめてやって、
って話してたよね ?
それは人に合わせてやってたかな。小林さんとかは
やらなくていいって言われてて。すぐ飽きちゃうか
らなのかな ? でも、仁美はやれって言われて。やっ
てましたね。それ、今でも使ってますよ。テスト前

とか、一般教養とか。資料集のめちゃ隅までメモっ
てたから、それ開いて「あ～」みたいな。

ランキングを見る目も変わった ?
変わったかも。ガチになりましたね。一浪のときは、
ここでいいって思ったけど、ここじゃなきゃダメだ !
みたいな。特に二浪目の時は変動激しかったから。
上の面子が固まってなかったから、食い込めるし、
食い込めないしみたいな。でも、入ってなかったら「う
わぁ～っ」みたいな感じ。こんなもんかなっていうの
じゃなくて、こうじゃなきゃダメだ ! みたいな。理
想がちゃんとしっかりしてた。

慣れるのは大変だった ?
一年目は、まず、そもそもの自分の知識がなくって。
だから、復習を他の人よりやんなきゃいけないのに、
終わらなくて。結局、終わってないのが溜まっていっ
て、ダメだったってのがあったんですけど。二浪目、
春に結構やったんですよ。2月3月チョーやってて、
そこで結構穴が埋まってきて。それを土台にして、
二浪目入ったから、復習もスッていくところが多く
なって、回るようになってきて。生物とかも、基本
知識以外にも見る余裕出来て、
それがけっこう自信になったかも。二年目、初回の
マンスリーめっちゃ良かったです。

一浪から二浪目へ向けて、
立ち止まらずにやれた ?
一浪の最後は、伸び途中で、知識も溜まってる実感
がでてきたんだけど、でも伸びきる前に受験だった
から落ちたんだと思った。だから、一浪終わったと
き今やれば逆に差をつけられるぞ ! って思って。吉
田匠（日本医科大進学）とかも二浪するってなって。
いや、匠に追いつかないとヤバいって思って。それ
でやれた、やった。
あと、五十嵐先生にプリントもらいに行って、同じ
プリントを2枚以上もらって、やって。話もして。
そうやってモチベーション保ってました。乗り越え
ました。長岡鈴佳さん（東京慈恵医科大進学）なんか
も声かけてくれたし、他にも、チューターの人たち
も声かけてくれて。そういうのが凄く大きかった。

ランキングの変動があって、
復習とか割り切り方ってどうやってた ?
スランプがあっても、自分に波があるの分かってた
し、その波が上の時に受験できるようにってことし
か考えてなかったですね。落ち込んだら落ち込んだ
で仕方ないって。いつか上がるべ ! みたいな。自分
を認めてあげるっていうか。自分がどういうタイプ
かっていうのも。まとめる派かとか、まとめられた
ものを見る派かとか。まとめられたものに書き足し
ていく派とか。あとは、朝型とか。朝めっちゃ早く

来てた。6時半とか。二号館で一番早く来てたのは、
小川さん（藤田保健衛生大医学部進学）と石黒さん（東
邦大医学部進学）。石黒さんは早いし、ずっと続けて
た。そういうの見て、やべって。この人は受かるん
だろうなぁって。実際受かって、努力は報われるん
だなって思った。

先生達の言葉で心に残ってる言葉ってある ?
石井先生が“水は低きに流れる " って。友達選んでま
した。二浪目はマジで選んでた。友達があんまりや
る気ないと「ちょっとねぇ…」って引いてたし。お昼
とかもみんなとずらしたりしてた。周りからは突っ
張ってる風に見えてたみたい。よく言えば自分があ
るっていうか。気分屋だっただけかもだけど。二浪
目は丸くなった気が自分ではします。成長過程にい
るわけだから、その辺を気づいてどう立て直してい
くかってのは大切だし必要。浪人して良かった。現
役で大学行ってたらヤバかったかも。まだ尖がって
たかも。ここ来た最初は心配されてたみたいですけ
ど。周りに合わせちゃってるっていうか。「行こう」っ
て言われると、「あ、行く～。」みたいな。二浪目は、
ちゃんと自分のルールっていうか、自分の考えに則っ
てやれてたかなって。心配になってくると先生たち
のところに行って話をして涙流してストレスも流し
…みたいな（笑）。そういう、自分をきちんと立て直
すためのやり方っていうのを、二年かけてちゃんと
出来るようになったのかなって。二浪して良かった。
代官山MEDICAL で良かった。代官山MEDICAL
好き！大学でも、周り友達いるのに、身内ネタ始まっ
ちゃうし。テスト終わって、「代官山行くかぁ !」っ
て急になったり（笑）。

マンスリーテストって、自分を勉強の方に向
かせるのにどうだった ?
大森先生とか、めっちゃ構ってくれるんですよ。仁
美どうした ? って声かけてくれて。良かった時は会
うたびに「良かったな」「頑張ったな」って言ってくれ
て。記述も見てくれてて、「良くなった」って声かけ
てくれて。だから頑張れました。全員の記述見て、
なおしてくれるんですよね。凄いですよね。先生達
も頑張ってるんだなって。夏とか凄いスケジュール
だし。マンツーとかいっぱいだし。朝岡先生とか質
問する人多いし、栗原先生も。栗原先生の長文はホ
ント分かりやすかった。ただ読んでるだけじゃ意識
できないようなことを明確にまとめてくれて。説明
文だったらコレとコレとコレから考える、ココを
チェックする、みたいな。そういうのを明確にやっ
てくれてから。しかも、そういうのが出来てるかど
うかチェックもしてくれて。休み時間にすれ違った
ときとかに「逆接のあれって何 ?」みたいな。栗原先
生は語彙マスターだから、単語とかも聞きに行って
た。行くと、クイズみたいにしてくれて。それを、
暗記ノートみたいなの私作ってて、それに書いて、
寝る前に見て覚えた。

どんな医者になりたい ?
地元に戻ろうかなと思ってて。戻った時にいろいろ
出来た方がいいから、総合診療やれたらいいなって
思ってます。
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聖マリアンナ医科大 ２次合格

金沢医科大 ２次正規合格

分かるまで説明して下さるので
先生方を信頼し、

勉強方法の相談や質問が
気軽に出来ました。

聖マリアンナ医科大進学　国生華奈さん（日比谷高校卒）

分かるまで説明して下さるので
先生方を信頼し、

勉強方法の相談や質問が
気軽に出来ました。

聖マリアンナ医科大進学　国生華奈さん（日比谷高校卒）

聖マリの今年の代官山MEDICAL同期の人
とは話する ?
小野ちゃん、葵ちゃん、高良くん、山本くんがいま
すね。高良くんは出席番号が前後なので、実習の時
とかよく一緒になってよく話しますね。授業はほと
んど全員でやってます。英語だけ分かれているんで
すけれど、それも出席番号順です。成績順とかでは
ないです。

代官山MEDICALに来たのは ?
2浪目の時です。1浪目の時は河合塾に行ってました。
代官山MEDICAL はお父さんが調べて見つけてく
れました。私は2浪目も河合塾に行く気だったんで
すけど、河合塾じゃダメなんじゃないかって言って
急いで探してくれました。お父さんの仕事の都合で
探すのが遅れてしまって、ホントにギリギリで入っ
たんです。4月のはじめぐらいでしたね。

入った時の成績はどんな感じだった ?
英語が凄く出来て、生物がまあまあ出来て、化学が
普通よりちょっと下ぐらいで、数学がヤバい ! って
感じでした。現役の時とか1浪目の時とかは…あん
まり勉強していませんでした。なめてました、って
感じですね。ここだと1日中拘束されるけれど、河
合塾だと4時に授業が終わったらあとはフリーなん
ですよ。だから即座に家に帰ってパソコンしてまし
た。ダメでしたね。今考えるとホントありえない。
落ちたにしても、どこで落ちたのかを分かっていな
かったんです。もう一歩のところで落ちたのかなっ
て思ってて2浪したら行けるでしょ、って思ってま
した。あのままだったら2浪しても…何浪しても行
けなかったですね。

1 浪目の受験と 2浪目の受験で違った所は ?
私は2浪でダメなら他学部に行こうと思っていたの
で、だから今年1年は集中しようって思ってて、友
達づきあいとかもあまりせずに孤独に頑張ろうって
思ってました。私は友達作っちゃうと楽しんじゃっ
てできなくなる人なので、だから、あえてここでは
作らないってしてましたね。

代官山MEDICALで
朝から夜まで授業なのは最初どう思った ?
代官山MEDICAL を選んだ理由の一つに、時間を
拘束されるっていうのがあったんです。私は自分に
甘いので、ガチガチに固められた方がいいなって。
それを父に話して、じゃあここがいいんじゃないっ
て言ってくれて。それがここを選んだ大きな理由だっ
たので、授業が詰まっているのはそこまできついと
は思いませんでした。ふり返ると、ありがたかった
です。

代官山MEDICALで一番伸びた科目は ?
数学です。マンスリーの点数最初はランキングにも
載っていなかったです。最終的には載ったり載らな
かったりになりましたね。載るときはランキングに
ギリギリ入ったみたいな位置にいました。河合の模
試も変わりました。判定が全部 E だったのが、B と
か C とかになっていきました。聖マとか。河合塾い
たとき「E でも勉強していれば最後に伸びるから大丈
夫」って言われていて、お父さんにもそういう風に
伝えていたんですけれど、2浪目の（B とか C になっ
た）結果を見せてお父さんに怒られました。「ほら !
伸びたら変わるんだよ ! こういう人が受かるんだ」っ
てなんか叫んでました。

数学はどの先生にお世話になりましたか ?
五十嵐先生ですね。五十嵐先生が授業中に「ここら辺
わかんなかったらプリント出すよ」って言ってくだ
さっていたので、自信ないところは自分で貰いに行っ
て、それで解いて答え合わせして…ってやってまし
た。授業の内容をちゃんと聞いていれば理解できま
した。授業ノートを見ながらもう一回見直して、そ
れを何も見ないで書けるか、っていうのをずっとやっ
てました。先生に聞きに行く時間がもったいないなっ
て思ってました。授業内でなるべく理解しよう、質
問は作らないって感じです。予習と復習は復習メイ
ンでやってました。

数学以外の科目は ?
英語は岩瀬先生のプリント。テーマごとに大事なこ
とがまとめてあるのが束になったのがあるんですけ
ど、それを持ち歩いてそれだけを見てました。文法
とか書いてあるんです。表とか絵とかが入っていて。
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気さくな先生なので、授業中でも質問しやすくて。
前の予備校では全然文法とか単語とか気にしてな
かったんです。感覚で解いてて。文法分かってたら
こんなに簡単に解けるんだって思いました。
生物は緒方先生。緒方先生の後期の特訓授業、受け
てたんです。朝にテストするやつ。0限で（笑）。そ
れを取ってから緒方先生ととても話しやすくなって、
いろいろと聞きに行ってました。緒方先生優しくて
細かいから。プリントもいっぱい出してくれるし。
化学は…私あまり化学出来なかったので、平均より
少しできるようになればいいかなって思っていまし
た。授業を聞いて理解を深めて、あとはセミナーを
解いて基本を完璧にしようとしていました。応用に
は手を出さないで。みんなが落とさないところを落
とさないようにしよう、取れないところは捨てよ
う、って感じでした。
数学の復習に力を入れていたので、化学まで全然追
いつかなくて、夏休みにまとめてやりました。苦手
な所を優先して、セミナーで基礎問題だけを解いた
り、テーマによっては応用問題も解いたりしてまし
た。大事なことは化学のハンドブックに書き込んで、
受験会場まで持っていきました。受験会場に今まで
使ってたテキストとか持っていくと、これだけ頑張っ
たんだから大丈夫って気持ちになります。

集中力続くほうでしたか ?
朝早く私は来れなかったんです。9時ぐらいに来て、
夜9時になったらそそくさと帰るって感じを秋ぐら
いまで続けてて、秋ぐらいから後はさすがに頑張ら
ないとって思う時は早く来るようにして。あと2号
館に移った時は、本館だと頭いい方に入っていたけ
れど、2号館では自分が下だからもっと勉強しな
きゃって思って、6時45分ぐらいに来てました。2
号館の人ってすごく頑張ってたりするので、「こんな
頭いい人が頑張ってるのに、私は何をやっているん
だ」って思って。だから、ここにいる時間は休み時
間もずっと自習室にこもってたり、お昼ご飯も人と
一緒に食べないようにしていました。

5 月に合格者座談会あったと思うんだけれど、
何か思ったことはある ?
先輩方が去年なんで合格しなかったかを明確にして、
どう乗り越えるかっていうのをちゃんと決めること
が大事みたいなことを言っていたんです。1浪目の
時私は、数学の授業ノートをあまり復習していなかっ
たんです。それがダメだったなって思ってたので、
ここでは数学の復習絶対やるって決めてたんです。
だから先輩がそう言っているのを聞いた時によし、
自分間違ってない、このまま突き進もうって思った
のが印象的でしたね。数学の復習は5 ～ 6回は回し
ていました。数学の教科書の問題の上の□に日付を
書いて、解けたらをつけて、解けなかったらそのま

まで、次いつ解くかを□の下の欄に書いていました。
ノートには出来なかったみたいなチェックは入れな
かったのできれいなままでした。授業の復習も裏紙
とかでやってたので、出来なかったところを確認し
たら捨ててました。量が増えてかさばると収拾がつ
かなくなってしまうので。

石井先生の授業は ?
私、あんまり、当たるのが怖かったんで、いっつも
後ろの最後尾のところの、だけど端に行ったらダメ
だと思うから真ん中にいたんです。一応石井先生の
視界には入ろうみたいな。で、他の子があてられた
とき、自分があてられてる感じで聞かれたことの考
えは頭で思い浮かべたりとかしててそれはまあ良
かったんじゃないかなって思う。入試のエピソード
や合格者の体験ストーリーみたいな話をしていただ
いて、印象に残っています。あと毎回先生が気持ち
をこう、上げてくれるので、ああ勉強しなきゃ ! み
たいな気持ちにさせてくれるので、毎週あるじゃな
いですか、石井先生の授業って。すっごい良かった
です。モチベーションが、だいたい先生の授業で上
がって、一週間毎でだんだん下がっていって、石井
先生で上がる、みたいな。でもふり返ると、私はほ
んと優しく扱われてました。あんまり…こう、いじ
られることはあんまりなかったです。

ここでの 1年間で気持ちの波は ?
夏休み前に、自分だけクラス上がんなかったのがす
ごいショックで、クラスが、確かマンスリーの直後
ぐらいに発表されたんですけど、結構みんな残って
勉強してたんですけど、私帰っちゃって。ずーんっ
てなりながら。ちょっとショックで…みたいな。あ
とは…でも夏にけっこう成績上がって、秋から2号
館移れて、2号館に行ってからは結構勉強しなきゃっ
て思ってモチベーションは高くて。

何故、夏クラス上がれたと思う ?
夏は、1学期の復習をホント徹底的にやったんです
よ。何回もやって、それがほんと定着したんだ、っ
ていうか脳にインプットされて、それが河合の模試
ですごい出せて。すっごい成績上がって、マンスリー
も名前出るようになって、みたいな感じですかね。
ほんと、結構夏勝負だって思います。夏頑張んないと、
夏以降のところで頑張れるところってあんまりない
と思うんですよ。普通に授業もある中で頑張るって
…内容も重くなるし。基礎はほんと夏までに仕上げ
るっていうか。仕上げるっていうかインプットするっ
ていうのが大切です。

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2016年

順天堂大医学部 ２次合格

昭和大医学部 ２次正規合格 (I 期 )・特待

日本医科大 ２次合格

杏林大医学部 ２次正規合格

聖マリアンナ医科大 ２次正規合格

浪人すると覚悟した日から
今までの自分は
捨てる気でした。

順天堂大医学部進学　石岡直留君（昌平高校卒）

浪人すると覚悟した日から
今までの自分は
捨てる気でした。

順天堂大医学部進学　石岡直留君（昌平高校卒）
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順天堂大学医学部医学科に
一浪で合格しました
親戚で慈恵出身の人がいて、予備校を決めるって時
に「最近慈恵に来た子がどこの予備校行ってたか」を
聞いたら、代官山 MEDICAL の名前が出てきて。
少人数とか授業でガッチリ固めるってところが高
校っぽかったんで、ここに決めました。

石井先生に相談、
数学のレベル変更がはまった !
現役の時は塾には通ってなかったけど、高校で演習
を多くやっていたせいか、同期のなかでスタートは
悪くなかったと思います。
代官山MEDICAL に入ってからは、数学が一番伸
びました。授業では薄先生に一番お世話になって、
個人的には啓寿先生にお世話になりました。薄先生
はド基礎から教えてくれるから、土台をしっかり固
めて、啓寿先生はそれを使った応用を出してきて。
二人の先生に個人的に課題問題をもらいに行くと、
薄先生は、これは落としたらいけない ! これは落と
したくない ! って問題をくれるし、啓寿先生は思考
的な問題をくれて。もとから先生にガツガツ質問行
くタイプだったけど、ここは特に聞きに行きやすかっ
たんで、最初から行ってましたね。数学はトップで
始めたんですけど、ずっと8割くらい間違えてて、
それでハイに落としてもらって。そしたら余裕がで
きて、啓寿先生の問題とかやり出して。それが上手
くはまったっていうか。レベル変えたのは正直言っ
て賢明でしたね。
理科は高校から得意にしてたけど、穴も大きかった
んで、伸ばさなきゃって思ってて。物理は4科目の
中で特に得意だったんで、自分で基本的にはやって
て。英語と数学がやばかったのもあって、理科はと
にかく早めに完成させたくて、さきどり課題でもらっ
た問題を2 ～ 3周くらいやり込んで授業に臨みまし
た。でも、化学はあんまり暗記できてなくて、授業
内でしっかり積んでいく感じで。物理は分野ごとに
差があったんで、下の部分を上げていく感じでやっ
てって。名問3周くらいして、寺澤先生とか小澤先
生に質問に行ったり問題もらいに行ったりして。そ
れで、東大とか東工大の問題とかをやったりしてた
ら、だんだん繋がってきて、結局1番の武器になっ
たのが物理でした。
夏までは成績が安定しなくて、何回か降格者リスト
に載ったんですよ。でも、数学は夏もトップで、こ
のままいくとそのままトップなんじゃね?と思って、
石井先生に相談しに行って、ハイに決めました。時
間割もかぶってなくて、数学だけ下げるとかできて。
マンツーマンは2学期から取るようにしました。英
語が伸び悩んで、とにかく触れる機会を増やさなきゃ
と思って、阿里先生を取りました。英語は現在進行
形で苦手です。最終的に順天受かったっていう意味

で、英語の先生で合ってたっていうか、お世話になっ
たなっていうのは丸山先生と朝岡先生。英作文がめっ
ちゃ役立ちました。いやあ、たぶん僕、順天受かっ
た人の中で英語は最下位ですよ（笑）。最近呼び出し
くらいましたもん。5月くらいに急に声かけられて。
入試の点数悪すぎたから授業大丈夫かって。確かに、
自己採点でもマーク部分は4割くらいで。で、英作
とマークのところの差も激し過ぎって言われて。だ
から、たぶん、マークが凄く悪いのに、英作文だけめっ
ちゃ出来てたってことですよね。順天受ける人は、
基本的にはマークをさっと終わらせて、余らせた時
間で英作文をやるって感じだったんですけど、僕は
英作文にきっちり15分とか時間とってからマークに
行くって方式でやって。しかも、その時の問題が「5
年前に戻ったら何がしたいか」みたいな問題だったん
で書きやすくて。朝岡先生とか丸山先生に教えても
らった型をそのまま書いて。大学の人に先に英作やっ
てからマークに行ったんですっていうと、そういう
ことかって。ま、入れたんだから大丈夫だよって。
呼び出しといてそれかい ! って思ったけど、英語や
ばかったんだなぁって思って（笑）。僕は大谷（順天堂
大医学部進学）みたいに自由に書けなかったから、と
にかく型で。質問きたら、すぐ答え、理由とそのわけ、
理由とそのわけって書いて。
石井先生の授業は、毎回指されるのをビビってまし
た。いま !? って時に指されるんですよ。分かるから
当たるならここがいいなぁってところは指されなく
て、だいたい「やばい分かんない…」ってところを指
されるんですよ。分からなくても表情は変えてなかっ
たんですけどね。授業中に面接の話とかいろいろし
てくれてたんですけど、印象に残ってるのは、勉強
の姿勢の話で。こういう人は落ちる、こういう人は

受かるっていう話で、自分に当てはまるかどうかっ
て聞いてましたね。
一学期は、一番時間をかけたのは数学ですね。予習
は1集ごとに一コマ絶対取ってて、復習もほぼ同じ
数だけ取ってたんで。英語は、毎日7限終わってか
ら9時半までがその日の復習で、その日やった内容
はその日のうちにって、毎日触れるようにやってて、
暗記は通学の時間を使ってやってました。電車の中
は英語が一番ですよ。数学は揺れて無理でしたね
（笑）。
夏はレギュラーと、マンツーを少し取って、たしか、
150コマくらいだったかな、自分の時間があって。
現役の時は、自習とか復習しろって言われても何を
していいか分からなかったんですけど。とにかく一
学期のテキストは夏の間に復習するっていうのを
やって。何周もやりました。二学期って、冬期はそ
んなに長くないし、しかも内容が重くなるから、特に。

寮生に負けない ! がモットー
家ではほとんど勉強してなかったですね。最終的に
は5時半に起きて11時半に帰ってきて風呂入って寝
るだけって生活になって。睡眠時間は人それぞれで、
僕はそれくらいで回せたんで。
性格的にルーティーンが好きで、無駄なことに時間
を使いたくないし、勉強はとにかくルーティーン化
して取り組んでました。何が出来なかったかってい
うのが如実に分かるのもでかいです。漠然としてい
ると、今日やる予定だったところが終わらなくても、
明日やるかってなるだけで、効率が上がらないし。
それが、きちんと一週間決まってると、次の日には
次の日にやることがあるから、困っちゃうんですよ。
だから、やることやらないと進めないっていう負荷
をかけた方が、効率が上がるのかなって。夏も空き
コマ全部書き出して、あと、自分で0限と8限を作っ
て、この時間はこの科目、この時間はこの科目って
決めてましたね。やっぱり、時間がないってのがあっ
て。最初は8時に来てましたけど、7時半に来るよう
にして、日曜は早く寝れるから、月曜は7時に来てっ
てしてました。寮生に負けないってのがモットーだっ
たんで。自分より下のクラスの人も早く来てやって
て、7時とかには来てて。下がやるなら上はもっと
やらなきゃって思って、せめて月曜日だけは寮生に
負けないように始発で来るようにしてました。4時
半に起きて、5時18分の電車でしたね、たしか。冬
はまだ暗かったです。あとは、歩く時も基本的に小
走りとかなんですよ。時間がもったいないんで。大
槻と歩くと、あいつめっちゃ遅いんですよ、歩くの
（笑）。でも、あいつは歩きながら単語覚えてたんで。
一緒に帰る時とか、一緒に帰ってるか分からないく
らいの距離感で話してましたよ。歩く歩道の人と同
じ速さで歩くってのも僕のモットーでした。あの人
たちを抜くっていうのが毎日の運動でした。帰りも

乗る電車の5分前に学校出て、ダッシュ。乗る位置
も決めてたんで、ダッシュしてましたね。大槻に「そ
れ疲れないの ?」って聞かれたんですけど、僕は電
車乗り遅れるのが一番やばいんで、その方がタイム
ロスがでかいんで。百瀬（杏林大医学部進学）に言っ
たら、そのペースで歩く歩道を歩くのが一番効率が
いいって言われましたけどね（笑）。

心のターニングポイントを経て
現役の時、自分の発表が他の友だちより早くって、
自分だけが浪人するんじゃないかって怖くて。あの
時が心のターニングポイントでしたね。もうやばい !
ここで変わるしかない ! って。第一志望に受かって
いくやつはそれ相応の勉強してて、受かっても第一
志望じゃない人もいて、やっぱり真面目にやんない
と第一志望は行けないなって思って。やるしかない
なって。180度意識が変わりました。
って言っても、4月の初めころは終わったらすぐ帰
りたくて、ダッシュで帰ってたんですけど。一回、
石井先生の授業が延びたことがあって、その時に寮
生で9時半まで残ってる人いるじゃないですか。そ
れを見て「やってる人いるんだなぁ」って思って、5
月から残るようになりました。他の人の自主性って
いうか、姿に影響受けるってありますよね。でも、
他人と自分に優劣はつけませんでしたね。物理は得
意でしたけど、大石橋（日本医科大進学）とかもっと
出来たし、大谷は英語出来るし。現役の時は数学も
得意って思ってたけど、もっと出来るやついて打ち
のめされたし。でも、「浪人してる時点で自分と一緒。
優劣はない。」って自分に言い聞かせて。
代官山の座談会も大きかったですね。座談会で、野
崎さん（東邦大学医学部の先輩）が SNS 全部やめた
とか言ってて、その話が5月の頭だったんで、そこ
で気持ちが変わりました。
受験期の直前は、こもるようにしてました。人に差
をつけるには、ここではみんなやるし、喋ってる時
間とかにやらないと差をつけられないなって。M 教
室で自習してて、自習室から出てこない奴はほんと
に出てこないんですよ。見習うしかないなって。他
人のいいところは全部もらっていきました。

結果はあくまでもその時の自分
マンスリーテストはガチでやってましたね。ランキ
ング掲示されますし。クラスが関わってくるのもあっ
たし。前半で一回1位なったんですけど、245点く
らいで。この点数で1位は恥ずかしいなって思って。
みんなは順位見てワ̶キャー言ってましたけど、こ
こで井の中の蛙になっちゃったらやばいなって、僕
は危機感しかなくって。最終的にみんな300超えて
くるのに。だから、結果はその時の自分であって、
最終的な自分ではないと思って。ここでのテストは
指標であって、結果ではないと思ってやってました。

4847 DAIKANYAMA MEDICALDAIKANYAMA MEDICAL



WAY TO SUCCESS合格への軌跡WAY TO SUCCESS合格への軌跡

復習はちゃんとやりましたけど、結果には囚われな
かったですね。

現役生から浪人生へ、意識の変化は ?
浪人して、受験に対する意識が変わりました。現役
時代は、解けない問題にぶつかったときに、「あ、こ
れ、みんな取るんだなぁ」って思って、やばいなっ
て印象しかなくて。一浪してからは、「僕が解けない
んだから、周りも解けない」って思えるようになって、
そんな気概でテストに臨めました。だから、難しい
問題を気兼ねなく捨てられたっていうのはあります
ね。それくらいここで勉強したから、自信がついたっ
ていうか。
あとは、この1年で大人になったっていうか。客観
視できる自分がもう一人いるみたいな。感情的になっ
ても、感情的になってる自分を見てる自分がいるみ
たいな。今の自分がやばい方に向かってたら、引き
留めてくれるし、調子に乗ってるときも、「足下すく
われるぞ」って。試験の後にやばいと思ってガーッ
てやっても、一日で終わったら意味がなくて。それ
なら、ちょっとプラスの状態でずっとやれた方が結
果的にプラスになるんで。気持ちがぶれずにやるっ
てことが大事だなって。メンタルが強くなったのは、
浪人決まった時の気持ちというか、絶望をいつでも
思いだせるから、また味わうのは嫌だなって。気持
ちはぶれずにいられました。

後輩たちへメッセージ
僕はマンツーマンに頼らないようにしてました。ド
アに「マンツー組に勝つ !」って貼ってました。取る
取らないじゃなくて、取ったら効率いいのは分かっ
てたし、取らないなら結果を残さないといけないっ
て。後期でマンツー取った時も貼ってました。マン
ツー組に勝つってことは、自分にも勝つってことだっ
て。ある意味で精神論者だったのかも。気持ちのブ
レでパフォーマンスが低下するのが一番もったいな
いって思ってたんで。瞑想もしてましたし。
前期は、特に、数学と英語は予習しないと意味がな
いし。予習だけは絶対にして、復習はもし手が回ら
なかったら夏にって感じでいいと思います。僕は実
際そうでした。物理が1、化学が2、英語が4、数学
が3みたいな配分。得意科目は夏前に伸ばすものじゃ
ないんで、とにかく苦手科目に時間割いてましたね。
伸ばすより、穴を見つけて潰していく感じ。伸ばす
のは後期、それがベスト。得意科目に時間を割くのは、
苦手科目からの逃げになっちゃうことがあるんで。
向き合わないとダメかな。
あとは、時間を上手く使えってことですかね。人と
同じ生活してたら差は埋まらないってのは念頭に置
いておいた方がいいっす。差をつけるには違うこと
しないと。勉強って、天才型じゃない限り、やっぱ
り努力で決まると思うんですよ。もちろんそこには

効率もあるけど、量をやるのも大切。
ただ、唯一出来なかったのが、移動中にテキスト読
むってのが出来なかったんですよ。石黒さんとかやっ
てたんですよね。どこに行く時も化学のワークブッ
ク持って行ってたんですよ。エレベーターで一緒に
なった時も読んでるんですよ。あそこまでストイッ
クになれなかったのが唯一…。コンビニ行く時も持っ
てるんですよ。あそこまで出来なかったのが悔しかっ
た。見習いたかった。
勉強できる人に言いたいけど、勉強できるから、上
の方にいるからって下を見ないんじゃなくて、上に
いるからこそ上に行こうとしてる人を見て、そこか
ら学ぼうとした方がいい。上の方にいて、先頭走っ
てると後ろって見えないじゃないですか。けど、周
り見た時に、どうにかして上に行こうとして試行錯
誤してやってることってあるじゃないですか。それっ
て、自分で気付けなくても、人から盗める状況なん
だから、自分より上とか下とか関係なく、使える術
は全部取っていく。合う合わないはやってから決め
る。なんでも人目を気にせずに試してみるってのが
大事。
ここでは一緒に勉強してますけど、試験会場行けば
敵だし。精神論者って話しましたけど、この一年、
いろんな言葉を机に貼ってたんですよ。たとえば、
今年1年は自己チューになるって貼りました。自分
が受かることだけ考えるって意味で。あとは、一に
勉強、二に勉強。三・四が無くて、五に勉強。部屋
のドアにも貼ってて、復唱してました。
他には、負けたくない人の存在かな。負けたくない
人を作っておくといいですね。僕の場合、吉川（帝京
大医学部進学）とか。吉川とか大槻と出会えて良かっ
たなって。友達を作りに来てるわけじゃないけど、
自分を映す鏡みたいな。大槻（杏林大医学部進学）と
か、つるんでるのが全員 M1だったんで、そうとう
危機感持ってたと思いますよ。モチベーションに繋
がってたのかなって思います。
もしみんながこの話を読んで、やばいって思ったと
したら、「いま気づけて良かった」って思ってほしい。
新しい勉強法とかに出会ったときも、今で良かったっ
て。みんな、頑張ってください。石井先生がテスト
返す時、英語の点数があんなに低いやつでも受かっ
たって言われるんだろうなぁって思ってます（笑）。

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2016年

東京女子医科大 ２次正規合格

杏林大医学部 ２次合格

日本大医学部 ２次正規合格

帝京大医学部 合格

夏で全ての科目で60を超えた。
秋には生物が70を超えた。
東京女子医科大進学　相葉南さん（東京女学館高校卒）

夏で全ての科目で60を超えた。
秋には生物が70を超えた。
東京女子医科大進学　相葉南さん（東京女学館高校卒）
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大学で部活入ってますか ?
部活は卓球と、SP 研究会というものに入ってます。
SP 研究会って言うのは、医療面接で聞かなきゃいけ
ない項目があるですけど、オスキー（4年次にやる
んですけど）の時に、表の中身を暗記した上で棒読み
じゃなくて自然に話せるように研究するための部活
です。

大学はどうですか ?
学年119人いて、120人くらい入れる教室で受けて
います。ラットの解剖と細胞を顕微鏡で見るってい
う実習はやりました。後は化学の実験が来週くらい
にありますね。パワポを使ったプレゼン等の授業や、
英会話の授業など医学以外の授業も楽しいです。

現役はどうでしたか ?
YMS通ってたんですけど、女子医の推薦をねらってた
ので受験勉強はほとんどしないで、学校の勉強に徹し
ている状態でした。英語は偏差値が60くらいはあった
んんですけど、高校の数学も生物も先生が…?って言
う感じだったので、苦手ということではなかったんで
すけど、????の状態になりました。推薦から一般へ
の切り替えは、時間もなかったのでやらなきゃ ! と
すぐ持ち直しましたが、推薦を主に対策していたの
で、一般対策不足で全然駄目でした。

予備校はどうやって決めましたか ?
まず最初に石井先生のお話を聞いたときに思ったこ
とが、「この人すごい」。生徒全員の名前と進学先、
得意科目や誰と仲が良かったかとか全部覚えていて、
それだけではなく何年も前の人のことも覚えている
のを見て、「この人なら信頼できる」と思った。もう
一つの理由は薄先生の体験を受けたから。代官山は
何といっても先生方がとても良かった。薄先生の授
業は難しいことやわかりにくいことを、ただ別の言
葉で言い換えるのではなくてわかりやすい、身近な
言葉にしてくれる（先生曰く「5歳の息子がわかるよ
うに説明」）。ただ「教える」のでも「理解させる」ので
もなく、「自分で解けるようにする」、つまり後で復
習する時に無理のない発想や手順で、自分の力だけ
で先生が言ったことをそのまま再現できるようにす
るような教え方だと思う。平野先生は、一年間を通
してお世話になった。私の中で相談といえばこの人。
私のことをわかってもらっているという安心感が
あった。私は授業中にすべてを消化して、空いてい
る時間はとにかくやったことをアウトプットできる
ようにすることに力を注ぎたいタイプの人間なので
相性が良かったのかもしれない。
私は授業内で消化したいタイプなので、4時で授業
が終わって後は自分で自習してね、とかいうところ
は向かないな、と思ったんです。それでインターネッ
トで結構調べたあと、体験授業で薄先生の数学を受

講して決めました。ホントに数学がすごく足を引っ
張っていて困ってたんですけど、授業受けたら今ま
での教科書読んでるだけの授業とは全然違くて良
かったので決めました。
計画的に勉強できないのと、授業で拘束してくれる
予備校を選びました。

授業はどうでしたか ?
予備校に入ったきっかけは薄先生でしたが入った後
は、数学は平パンにお世話になりました。ベーシッ
クなのに解けなくて、先生に相談したら、復習メイ
ンで目を通して、やったことは完璧にしろって言わ
れて。何を分からないかを認識して、授業を受けて
分からないっていうのも、ノート写しながらどうや
ればいいのか全部頭に叩き込んでました。予習の段
階で解けていたけど先生とやり方が違っているもの
は空きコマで習得しました。予習の段階でできなかっ
たものは次の日の朝に早く来てダーーーっと解いて
いました。夜間とかでも復習して、次の週の授業の
前に解いたりしました。このやり方で、予習、朝に
2回、夜に1回、次の週に1回でテキストを5回は回
せるんです。ものによっては7回くらい回したかな。
1学期に隙間を無くして授業を入れまくって死にか
けてたんですけど。親から一年間は好きにやってい
いけど、1年でだめなら医学部じゃなくてその辺の
女子大でも行ってくれって言われてて、だから隙間
全部入れちゃえと思って。ぐったり…。でもやって
みないと分からない、とりあえずやってみようと思っ
てとにかく入れた。
数学はとにかくカスだったから、解けるものと解け
ないものの判断が速くて。解けないと思ったものは

授業でやって吸収してた。下手に難しすぎる問題に
は手を出さなかった。
生物は夏に死にかけたんですけど、緒方先生の生物
を取りまくった。緒方先生授業でめちゃくちゃ当て
るんですよ。授業中に資料集に当てられてたものを
全部書き込んでおいて、資料集が完成品になりまし
た。これを飽きた時とか、少し見たりしてるくらいで、
生物はほとんど完結していました。元々考察問題が
好きだったんですけど、根底にある知識が無かった
のでだめだったんです。でも夏にその根底に必要な
知識を結構入れられたので、秋以降の考察は、問題文、
リード文読まなくても答えが選べるくらいになって
ました。生物と数学が夏期講習で伸びてたまに得意
の英語を抜いたりしました。でも、化学が秋まで伸
びなくて、石井先生に相談していろんな先生を紹介
してもらったりしました。
その紹介してもらった先生が、全然知らない初めま
しての池永先生だったんですけど正解でした ! 私は
授業内で消化するタイプで、自習などで演習が絶対
的に足りてなくて。最初の授業で大量のプリントド
サッと渡されて。それを、消化不良にせず、授業中
にやれって言うのが良かったです。私は、回りくど
い解き方をしていたみたいで、直線的に解ける解き
方で解けてなかったんですね。無駄に考えちゃった
みたいなところがあって。だから量をこなして行く
やり方が効果的でした。
石井先生の英語の授業では、医学部の情報を授業の
前半に教えてくれるで良かったです。私は、推薦で
大学の分析をしていなかったのと、大学の情報を調
べる暇もなかったので助かりました。

自習で心がけていたのは ?
インプットは得意なのですが、アウトプットが苦手
だったので、とにかく授業でインプットして、自習
室では手を動かして問題をやり込んでいました。先
生には分からない事を質問しに行ったりしていまし
た。平パンのところに行き自分に足りない部分を聞
いたりもしました。できない時期の私を知っている
ので的確なアドバイスをもらえました。
自分は取捨選択と、感情の切り替えが結構上手にで
きるので、これは私の技量を超えている問題だから
とりあえずおいておく、その前の部分の基礎までは
やり込む。これは、説明を読めば分かるからこれは、
解けるまでやる。などキャパは超えない範囲で、で
きる事は確実にしていました。あと、無駄な事が嫌
いなので、勉強以外は必要最低限の事しかしないよ
うにして睡眠時間の確保にも神経を使っていました。
授業でぼーっとしたり、寝ちゃうという事は絶対し
ないようにしていました。自習中耳栓して集中した
り時間を無駄にしないように切り替えしていました。
携帯もいじらないし、ほとんど寝ないし、とにかく
授業中に色々を消化したいしという子でした。

暗記方法におすすめはありますか ?
暗記は得意だったのですが、英単語は前後の文脈で
解読（実は国語が得意で国語が好きでした）している
ところがあったので、単語をおろそかになっていま
した。現役で英語は、得意だったのに単語力はなかっ
たかもしれません。英単語でもらっただじゃれプリ
ントも馬鹿にしたりしていたのですが、意外と覚え
られ、長文で助かった事もあります。
自習室は声を出せないので、トイレに行く時とか廊
下とかで声に出して英単語を覚えたり、気分転換に
動きながら覚えたりしていました。窓の近くで風に
当たりながら暗記ものをやるのも気分転換になって
良かったです。

マンスリーとウィークリーはどうでしたか ?
ウィークリーはその週やった事なので100点とって
当たり前。やった事ができないというのは怠慢だと
思っていました。計算ミスとかの程度でないミスに
関してはアウト ! 反省すべきだと思っていました。1
学期中は A6だったのでマンスリーは載らなくて当
たり前だと思っててウィークリーをきちんとやって
いました。1学期中に関しては、マンスリーは夜間
で解説してもらっても分からなかったところに関し
ては捨てました。2学期のマンスリーに関しては小
問は確実に満点を取るという事を徹底していて、ラ
ンキングに掲載されるようになりました。女子医も
小問は確実にとれてたと思います。薄先生にもらっ
たプリントが試験に出てラッキーでした。
他人と比較するのも重要だしモチベーションもあが
るのですが、落ちたときに気分がめちゃくちゃにな
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るのは意味がないと思う。一番は自分に負けないつ
もりで、手を抜いてないかとか、自分の手応えと実
際の点数との差にも注目した方がいい。

受験生の皆さんへ
私は切り替えが速く、合理主義者。無駄か必要か。
できる問題かできない問題か ? 取捨選択を素早くし
て学習していました。そのため、メンタルをやられ
てもせいぜい1日で復活しました。焦らず、おごらず、
淡々と。感情をコントロールできるように切り替え
れるクセをつけておかないと受験の期間中の落ちた
り受かったりの時期に、切り替えられなくて困ると
思う。
1学期しか基礎を見つめ直す時間がないので、穴が
ないかを再確認してほしい。上位クラスの子は基礎
ができていると思っているから、見落としがち。で
きてて当たり前で、できてない事はヤバいと思って
ちゃんと埋めていって欲しい。夏は焦りすぎちゃう
んですけど一旦振り返って、自己分析をして状況を
把握して苦手部分も見極めるべき。苦手なものはた
だやっても全然伸びないので基礎固めが重要。あと
苦手分野には1学期までに比重を置いたやって方が
いい。あまりに苦手分野ばかりやると、メンタル的
にしんどいかもしれないけど、2学期はそんな余裕
がなくなってしまうので放置したりする事のないよ
うに、気をつけた方がいい。あと、夏前位までには
日曜日も来てないとヤバいと思う。もう日曜に勉強
する習慣をこの時期辺りから付けておかないとヤバ
い。だらだらやらず、質の高い勉強をして欲しい。

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2016年

日本医科大 ２次合格

近畿大医学部 合格（推薦）

北里大医学部 ２次正規合格

ライバルと競う事で
一生懸命頑張る事が

できました。
日本医科大進学　大石橋龍君（広尾学園卒）

ライバルと競う事で
一生懸命頑張る事が

できました。
日本医科大進学　大石橋龍君（広尾学園卒）
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日医どうですか ?
大学は生徒の数がすくないんで、横とか縦のつなが
りが強いです。
代官山の卒業生、多いですよね。日医。
新歓では井上佳弥乃さんや桐山さん、それと山口さ
んに会いました。

大学の授業はどんな感じですか ?
大教室で、100人ぐらいで、予備校よりわかりにく
いです（笑）。教養では、生命人類学とか哲学とか、
僕は法学をとりました。部活はアイスホッケー部に
入りました。同級生が3人です。ゼロからスタート
なんで、みんな同じで。練習は授業後、深夜とか。

日医のここがいいとかは ?
みんなワイワイして。一浪が半分ぐらいかなあ。現
役が2割程度。まあ、現役、浪人は関係ないですね。
2年から大変らしいですけど。今のところは楽勝で
すね。

現役の時は ?
河合塾に行ってました。河合は大人数なんで、わか
んなくてもどんどん進んでいくんで。代官山は、わ
からなかったらすぐに質問に行けてよかった。
マンツーは小論文と化学、物理をとってました。小
椋先生、寺澤先生。わかりにくいことをわかりやす
く教えてくれました。化学はたくさんの量をやるの
で、その中で知識の整理ができました。時間割で空
いているところで、前日の復習とその日の予習をす
ると決めていました。

アップアップしている人に対して、
アドバイスは ?
うまく回せば、必ずできますので、無駄時間をなく
すことに尽きます。
マンスリーに悩む人が多いんだけど、まあ対策はな
いんで、日々の復習と予習を地道にやるだけです。

ランキングとか気になった ?
もうバリバリ。物理とかは絶対1位とると頑張って
ました。ライバルも想定して。

メンタルは ?
近大の推薦とれてたんで、あと、どこまで高めの大
学に行けるかだったんで、気楽でした。近大の推薦
受けるかどうか、石井先生に相談してました。はっ
きり言ってくれるので安心して受けました。一浪で
推薦にふさわしい人かどうかズバリわかるらしいん
です。現役の時は河合では直前期なんかもう対策し
てくれなくて。河合は現役医学生がやるんですけど、
プロじゃないんで全然ダメでしたね。ここはその点、
石井先生をはじめ、プロ集団なんで。お任せでした。

石井先生の授業は ?
緊張感あって。医学部情報は、どこにも聞けないよ
うな数字が聞けました。長文の内容と関連した話を
広げてくれたり、大学のカラーの違いとか、いろん
な情報聞けて良かったと思います。

心がけていたことは ?
最初は一人だけでやると決めていたんですけど、6
月ぐらいから友達できて、わりと気楽になってきま
した。高めあう友人はやっぱり必要ですね。
高校の先生が勧めてくれて代官山MEDICAL に来
たんですけど、明るい印象で、即決めました。質問
もしやすくて、薄先生とかに質問してました。朝は
早めに来て予習して、毎日、決まったような生活を
していました。
物理は寺澤先生のプリント、数学はひたすらテキス
トの繰り返し、化学もテキストだけかな。毎日の勉
強時間を日記みたいにつけてて、それを試験前にみ
てて、これだけやったから、大丈夫だと自分を安心
させてました。

どの教科が一番伸びた ?
全体的に伸びました。数学は最後に壁を越えた感じ
がありました。昭和後期あたりで、力がついたと実
感できた。最後の最後まで頑張ることをお勧めしま
す。
得意は物理、苦手は化学なので、後期は化学ばっか
りやってました。節田先生の理論とかわかりやすかっ
た。池永先生にもお世話になりました。苦手科目を
作らないことが合格の鍵です。

選抜クラスの雰囲気は ?
上の大学に行こうという意欲がみんなあるんで。雰
囲気はよかったですよね。
リフレッシュは家で漫画を読むことかな。「ジャンプ」
と「ヤングマガジン」は毎週読んでた。「ハイキュー」
とか「銀魂」とか好きです（笑）。

では最後に、日医志望者に一言。
日医は時間をかけて解く問題が多いんで、応用力を
つけるのが大切だと思います。皆さんの健闘を祈り
ます。繰り返すという経験がすべてです。天才は必
要ありません。
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2016年

日本大医学部 ２次正規合格

杏林大医学部 ２次正規合格

愛知医科大 ２次合格

1年目、石井先生にたくさん
怒られたおかげで

真面目にすごしました(笑)。
日本大医学部進学　吉田仁美さん（磐城高校卒）

1年目、石井先生にたくさん
怒られたおかげで

真面目にすごしました(笑)。
日本大医学部進学　小林桃子さん（秀明高校卒）

医師像を聞かせて下さい。
内科や病理医になって将来的には子育てと両立させ
たいです。

大学については
日大楽しいです。代官山MEDICAL の卒業生も多
くて。クラスは A・B に別れていて今日は医療単語
の授業がありました。実習はもう始まってだんだん
慣れてきました。

代官山での生活はどうだった ?
代官山MEDICAL 大好き ! 戻りたいくらい !（笑）。
私は浪人生活楽しかったけど、大学で周りに話すと
驚かれます。代官山MEDICAL は授業で忙しいか
らメンタル病んでる時間もない。最初は A1が悔し
くてマンスリーテストは M1の成績目指して頑張り
ました。MonthlyTest の成績とかランキングはめ
ちゃくちゃ気にしてました。多分、毎月の結果、今
でも覚えてる。順位悪いとマジで凹んでた。

気持ちの切り替えはできた ?
一浪終わったとき。仲良くしてた子が皆合格して焦
りました。追いつかなきゃと思って。私は苦手科目
をなくす事を第一にしてた。数学と化学は安定して
たから英語と生物に時間割いてました。でもやっぱ
りバランス悪いと夏に化学が下がってきちゃったり
して、不安定な時期もあったけど、だんだん平等な
勉強の割合にはなっていきました。とくに授業中に
絶対理解しようと心がけてた。

科目別にどのように伸びましたか ?
英語は丸山先生と朝岡先生。丸山先生のマンツーマ
ン受講してからめちゃくちゃ英語伸びました。先生
がくれる「やることリスト」が凄く細かくて量がめっ
ちゃ多いけど、生徒に合わせてくれるからこなせる。
丸山先生は勉強サボるとすぐバレる（笑）けど、ちゃ
んとやると褒めてくれる。私みたいにだらしない人
はやらなきゃいけない時はハッキリ言ってもらわな
いと動かないし、メンタルケアマンツーマンでモチ
ベーション復活します。朝岡先生は説明が詳しい。
ゆうか（杏林大医学部進学）も言ってた。数学は薄先
生と平パン。数学出来ない人の味方（笑）。私は全部
勉強法が暗記型だから、問題見てすぐに解法出てこ
なかったら終わりだったし。薄先生も平パンも皆が
解ける問題は絶対解けっていうスタイルだから、問
題を取捨選択してくれて私には合ってました。
1浪目は外行ってふらふらして、友達と喋ったり家
で寝たり…よく怒られてました。今年は変わった。
自習の集中力が続かなくても、とりあえず自習室に
座ってることを徹底しました。これ、私みたいに集
中力ない人にとっては凄い大切です。石井先生の授
業は楽しかったです。自習ばっかりだと私はモチベー

ションさがってきちゃうので、石井先生の授業で上
げてもらってました。
生物はゼロからだったから伸びた。緒方先生と金谷
先生と大森先生にお世話になった。全員マンツーマ
ンとってたし。金谷先生は基礎をまんべんなく全部
教えてくれるから合ってて、一気に伸びました。緒
方先生からプリントたくさんもらって解けなかった
ところをノートに書いて覚えた。量をこなしてた。
でもやっぱり英語が一番伸びたかな。丸山先生に習っ
たら今までと全然違う。入試時も武器になったし杏
林は英語ができたから受かったと思う。去年まで英
語はどの入試でも2 ～ 3割しか取れてなかったけど、
今年は6割以上は安定してとれてた。面接は話せる
方だけど、志望理由とかテンプレートは考えて面接
対策ノートは作りました。最初は緊張してたけど慣
れてきて後半は大丈夫だった。

最後に後輩へ一言。
苦手科目をなくすことが一番。そういうのあると絶
対受からない。苦手をなくして尚且つ得意科目を作
ること。周りと比べて私は科目間のバランスは良かっ
たから、打率が全然違いますよ。1次は東医以外全
部受かって2次もまわってきたし、試験中ずっと安
定してる。理科が一番得意だからその2科目で底上
げしました。入試期間も変わらず勉強を続ける事も
大事です。
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日本大医学部 ２次合格

大阪医科大（前期） ２次合格 

東邦大医学部 ２次合格

北里大医学部 ２次合格

兵庫医科大 ２次合格

埼玉医科大（後期） ２次正規合格

東北医科薬科大医学部 ２次合格

ふり返って、
私立医学部ならどこでもよいと

思っていたのが
試験を受ける上での

一番の反省点。
日本大医学部進学　栗原尚哉君（秀明高校卒）

ふり返って、
私立医学部ならどこでもよいと

思っていたのが
試験を受ける上での

一番の反省点。
日本大医学部進学　栗原尚哉君（秀明高校卒）

日大はどうですか ?
日大は土曜日授業もあるのでかなり大変です。今日
もテストだったし。
1ユニット落とすと呼び出しがあって4ユニット以上
落とすとサヨナラ。
パソコンが好きじゃなくて、パソコンを使わなきゃ
いけないことがすごく多くて。レポート、テスト勉強、
宿題に追われる中、パソコン使わなきゃいけないの
が、ストレスです。
授業は朝9時から6時で早い時は3時で終わるんです
けど、実習が始まってて実習の時は遅いです。

成績やメンタルを
どのようにコントロールしてましたか ?
一度落ちたときもう落ちてもいいやと思ってました。
あっ、正確にいうとどうでもいいということではな
いです。浪人生活が長かったので最初のうちは上が
る喜びというのが確かにありました。ただ上がった
そのあと、下がるとテンションも下がる。テンショ
ン下がると長びいちゃうんですけど、そういうのも
何回か繰り返すと、そのうち下がったとしてもこれ
以上は下がらないというラインが見えてくるから、
なんか感情をコントロールできるようになって落ち
着いた。
自分のコンディションが悪い状態もわかるように
なって、「あの状態でテスト受けたんだからこの点数
でもまぁいける。」みたいな感じがわかるようになっ
てきた。自分の手応えと点数を意識するようになっ
ていた。
精神的にも色々あって、その崩れそうになった時、
勉強をする中でのいい友達っていうのがいて、単純
に勉強の話をするのが楽しくてそのためだけに続け
てたっていうのも若干あるかなぁ。実際こういう動
きは理論上は成り立つんだけど、実際は成り立たな
いのか ? とかそういう勉強の話をして、純粋にそう
いうのをしてたら、学ぶことが楽しかった。
本館から2号館に来る人たちを見て思ったのは、勉
強する意識が高いなと感じたりした。やっぱり上がっ
てきてるっていうのがあるから、先生への質問態度
だったり、朝早く来るとか意欲を感じた。上がって
きた後も安心せずにやり続けていたし、常に上がっ
ていこうという意識を保てるのもすごいと感じた。

校内テストはどうでしたか ?
石井先生も言ってたんですけど、他と比べるってい
うのは、良くも悪くも大切なこと。
別に比べすぎて、自分が潰れるって言うんだったら
やめたほうがいいと思うんだけど、模試と違って近
い関係のところで、相対評価できるっていうのはマ
ンスリーの良い点かなって思う。
自分の場合は、得意科目とか定まらず、できない科
目がローテーションしてて、何かができると何かを

ボツってました。得意不得意というより形で点数に
出るのではなく、やる気が点数に、すごく反映され
てました。

代官山MEDICALの授業はどうでしたか?
みんなも言ってるように分かりやすかったし、少人
数だから授業中も他のクラスの生徒の名前とかよく
出てきて、すごい見てもらってるんだなーって実感
できた。大学は授業の人数が多いからそういうのは
ないから今改めて、良さを感じる。
いろんな先生に習えるのが代官山MEDICAL はい
いと思う。一つの観点からだけじゃなく、多角的に
学べたし、質問環境が充実していて、違うやり方だっ
たりを他の先生に聞いたりすることもできた。自分
は授業料分は学ぼうと思っていたんで、実際自習室
が一人に一つあてがわれているので、行かないで使
わなきゃ損してるようなもんだと思った。土曜でも
日曜でも先生は質問しまくって使おうと思った。性
格的に質問しづらい人とかいるかもしれないけど、
この良い環境を使わないのは受かる受からないに大
きく関係してくることだと思う。

印象に残っている先生とかいますか ?
自 分 は 生 物 選 択 だ っ た ん で す け ど、 代 官 山
MEDICAL のいいところは自分の選択していない
科目でも聞けば教えてくれて、実際生物の問題でも
物理の分野の視点から説明してもらったほうがわか
りやすかった部分があって、物理の先生に教えても
らったことがあった。寺澤先生がまさにそれでいろ
んな科目を丁寧に教えてもらった。気になったら聞
くっていう姿勢は常に大学に行っても使えるから大
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事。気になったことは受験にでないことも知りたい
と思った。でも、これはあくまで余力があったらだ
けど。。。
五十嵐先生は丁寧で、基本に忠実だった。数学に関
しては網羅性が高いのが平パン、深いのが啓寿先生
だと思った。自分の探究心を満たしてくれるのは啓
寿先生で、語って教えてくれて、本当にそうだと理
解できたり興味も沸いた。思考のプロセスとか丁寧
にじっくり教えてくれた。

入ってからの成績はどうでしたか ?
化学と英語が伸びました。英語はいつの間にか伸び
てました。偏差値で言ったら2倍になってました。
現役は38とか37とかだったんで…。丸山先生のお
陰で長文で言うところの読み方、解き方を習って読
めるようになった。春なんにもやっていない段階で
構文解釈とかの質問につきあってくれて、春の段階
で構文の SVC の文型の取り方とか学んで文章に対し
て抵抗がなくなった。それでも解くとなると解けかっ
たんで、解き方を習ったら点数が安定してとれるよ
うになりました。発音とアクセントはちゃんとやっ
ていなかったですが、丸山先生は面倒見がいいので、
マンツーとかやってない時でも添削とかやってくれ
てすごくありがたかったので、すごく伸びました。
マンスリーは31点とかだったんですけど、7割は普
通にとれるようになってました。
化学は節田先生とか他いろんな先生にお世話になり
ました。モチベーションの扱い方とか、うまい問題
の解き方とか早く解けるとか解き方をまず教えてく
れて後から理屈がくっついてくるのがよかった。自
分の思った事とか疑問に思った事を何でも答えてく
れて、それが知識に結びついていってよかった。マ
ンスリーはできたりできなかったりはしてたんです
けど、入試では安定して解けました。難しい問題を
頭使わないで解けるという事ができるようになって
た。
石井先生の授業は、参加型というかある程度予習を
していかないといけないので、強制力があったと思
います。覚え方が雑だったのでそこを指摘された事
もありました。理系の科目で周りが答えに行き着く
プロセスというのを知れる事はあったんですけど、
英語の授業で周り人の回答が聞けて、思考プロセス
が分かるのが石井先生の授業だけだったかな思いま
す。
典先生の授業は、別解とか聞いてくるので、結構面
白くて、典先生の自分の解法とか聞いてもらうのが
嬉しかった。
数学は考えるのすごく好きだったんで思考型タイプ
だったんですけど弱点があって、一回思考の歯車が
ズレちゃうと、パニクって持ち直しができないとか
時間の制約中だし、緊張の中ではキツイとかがあっ
て思考もできるけど暗記重点人間になろうと思って

シフトチェンジをしました。ただ、丸暗記するとい
うより、まずは一回それを使ってみる。覚える時も
書いたり、印象に残ると覚えるタイプだったので、
覚えてたものをコピーアンドペーストできてて、こ
の問題にはこれだっていうのがすぐできるように
なってた。
理科系でも思うんですけど、暗記のやり方のメリッ
トとしては、とにかく覚えると速いです。実際、入
試本番である大学ではもう割り切ってどんなに正答
率が悪くってもまずは終わらせようって思ったんで
す。考察問題で、過去に授業できちんと理解して解
答を覚えていたものがあったんで、本番では考察は
しないでも解答をできました。そうやって時間を稼
ぎました。もちろん考察は一回やっておく必要はあっ
て、理解はきちんとするんです。それをした上での
解答の暗記は思考を省略してくれるんで、節約になっ
たし便利。暗記によってストレスなく解ける部分が
増えて余裕がもてた。

後輩に向けて一言。
予習と復習のバランスが崩壊して不毛な事態に陥る
事もあるけど、日曜日の使い方とかうまくやって欲
しい。おしゃべりしたり寝てたりして過ごすのも自
己責任だから他人に迷惑かけなければ勝手だけど、
勉強をやっている時間の密度を上げて欲しい。時間
の使い方はきちんとして欲しいし、予習の貯金は作っ
ておくべき。秋以降は基礎の段階ができている前提
で演習中心だし、秋以夏までに何やったかである程
度決まってくる。秋以降は基礎が崩壊してくる人と
かもいるんで、基礎は見直すべき。秋以降はひたす
ら演習みたいなところがあるんでね。
一度やった問題を100% やれるようになるというの
は難しいと思うんですけど、一度やった問題ででき
なかった問題を放置して積んでいってつぶれる人と
かいるんで確認はやって欲しい。アプローチの仕方
さえ知ってれば時間かけずに出来る問題が入試では
出たりするんで、やった事は出ないと思うんじゃな
くてある程度出ると思ってやっておいた方がいい。
暗記もただ暗記じゃなくて理解して考えて覚えると
いう事をして、暗記容量を減らして欲しい。理解し
ない、丸暗記は直前まで避けて欲しい。勉強法は他
人にあまり左右されないで自分に合ったものを見つ
けて欲しい。
あと、勉強法というより、日曜日は、自習室に来て
ないとダメだと思う。日曜日やらないで受かるとか
本当に稀だし、家で集中して勉強できるんなら予備
校にも来てないと思う。勉強しないで家にいるなら
絶対に学習室に来いって思う。
結局最後は気持ちですよ。精神力とか体力とかになっ
てくると思う。

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2016年

聖マリアンナ医科大 2次正規合格

岩手医科大 2次正規合格

この先生のもとでならやれる！
と思い決めました。

聖マリアンナ医科大進学　小野晴香さん（桐蔭学園高校卒）

この先生のもとでならやれる！
と思い決めました。

聖マリアンナ医科大進学　小野晴香さん（桐蔭学園高校卒）
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聖マリアンナ医科大学、どうですか ?
一人暮らししています。歩いて通学です。結構、一
人暮らしの人、多いです。聖マリは1年生が128人
いて、女子が40人くらいかな。お昼は自分で自炊し
たお弁当を持っていってます。バイトする余裕はな
いです。先輩方はやってますね。不思議ですね。学校、
チョー忙しいです。予備校より忙しいかもです。忙
しさの種類が違いますけど。

友達はできました ?
はい、たくさん。代官山 MEDICAL の同級生は、
山本君、国生さん、伊藤さん、高良君。先輩の桑野
さんとも会いました。山本君とは同じバスケットで
す。私、小中がバスケ部だったので。練習は週二回、
夕方5時半から9時半。女子は10人で、試合ができ
るぎりぎりのメンバーです。体、動かして、本当に
気持ちいいです。

大学の授業は ?
朝9時から5時ぐらいまでが、授業です。今年からカ
リキュラムが変わって、1年生も実習が5月末から始
まります。今は、化学、生物、物理です。試験科目
でない物理が大変です。受験は個人プレイだけど、
実験はチームプレイだから、しょっちゅう、友達と
話合っておもしろいです。英語は週二回で、長文と
医療系の単語やってます。後期からテストがあって、
クラス分けがあります。

どうして、医師になりたかったの ?
両親が医師で小さい頃から医者なのかなあと思って
たんだけど、初めはなりたくなかったんですよ。忙
しそうなので。でも、小学校の頃に、開業して地域
の方々にお礼をされているのを見て、やっぱりいい
なあと思って。

代官山MEDICAL入塾の理由は ?
母がいろいろと資料を取り寄せて、食事付き寮を中
心に探したんですけど、いいところがなかったんで
すよ。10校近く見にいったんですけど、いい予備校
なくって。でも、現役受験の時、TOC（一次試験受
験会場）で配布されていた「攻略本」読んでて、ずっと
気になってたんですよ。それで、ぎりぎりの時に説
明会に行って、この日が最後というぎりぎりの日に
決めました（笑）。他のところでは「まじめそうだ、ま
じめそうだ」と言われてたんですよ。でも、真面目じゃ
ないから、浪人してんじゃんと思ってた。石井先生
だけは「のんびり屋さんなんだから、ここに来て勉強
すれば」っておっしゃってくれて、この先生につい
て行こうと思いました。自分を本当にわかってくれ
てるなって思って。浪人して、強くなったと思う。
薬学部受かってたんですよ、現役の時は。友達なん
かは、メンタル弱いんだから、浪人無理って、薬学

部行きなよって、みんな言ってたんですよ。でも、
浪人するって、決めて。

入塾して、勉強はどうでした ?
最初の方はマンスリー悪くて、泣いてました。6月
のマンスリーは本当に悪くて、たまたま数学が悪く
て泣いている人が多くて、それで薄先生が授業中に
語ってくれて、「泣いているぐらいなら勉強しなさ
い」って。それでもう泣かないって決めました。そ
れからですね。絶対遊ばないと決めて、代官山
MEDICAL でも勉強、家でも勉強してたし、日曜
も必ず来てた。
マンツーは高橋阿里先生でした。英語は危機的だっ
たんです。我流でやってたのが、阿里先生に基本わ
かってないぞと指摘されて、それがよかった。時間
的にはアップアップにはならなかった。テキストの
復習を中心に、1日4科目やってました。空きコマの
予定を一日前に決めて、やってました。週に全部決
めるとできないことが多くなって未練残るんで、で
きる計画を立ててました。

成績はいつごろから伸び出しましたか ?
8月ぐらいかな。8月のマンスリーでやっと200点超
えたかな。Weekly は Standard だったから、満
点当たり前と思ってやってました。Monthly の復
習は基礎問題は完璧に復習して、応用問題はもう捨
ててました（笑）。ランキングは一科目載るとうれし
いじゃないですか。同じクラスの人たちが載ってて
自分が載ってないときなんか、悔しくて。次は絶対
勝つと思ってました。負けず嫌いなんで。負けず嫌
いは大切だと思います。

印象に残った先生は ?
数学は薄先生と高橋典先生。先生たちは書きながら、
説明してくれるんで耳からも入ってきてよくわかっ
た。書くのが遅いんで。悩み、というか癒やしは高
橋典先生のとこに行ってました。質問作って、聞いて、
それで癒やされていました。化学は節田先生。一番
前に座ってたんで、ノート取るの待ってくれたり、
板書が色分けしてきれいなんです。やる気が出るん
です。生物は緒方先生に質問してました。質問いつ
でも来てって言ってくれて、質問しやすかったです。

現役の勉強との違いは ?
全然違う。現役の時はセンスがないからひたすら問
題を解けって言われてそうしていたんです。いろん
なものに手を出して。でも伸びなかった。代官山
MEDICAL では、テキストだけに絞りました。ノー
トは予習用と授業用に分けてました。予習はできる
かぎり独力でやって、解けない問題はわりとすぐに
諦めてました。復習は授業ノートに自分のコメント
欄を作って、ノートの読み返し、解き直しの時に、
そのコメント欄にいろいろ書いていました。復習し
ながら、たとえば典先生の授業のノートに、ここは
薄先生も重要だと言ってた、とか書いたり、ここで
この公式忘れてたとか、書いたり。どうして間違っ
たのか理由とかも書いていました。
夜、寮に帰るとき、1限目から7限目までの授業の反
復を頭の中でやってました。それで、歩きながら、
思い出さなかったら、部屋に着いて、ぱっと図説や
ノート広げたりして確認してました。

一番伸びたのは ?
英語と数学が伸びました。岩手医科と聖マリは数学

解けなくて、英語で合格したと思います。英語はやっ
ぱり石井先生のおかげです。授業に緊張感があって。
音読と写経やれって、言われて、それを守りました。
6月のマンスリーで30点台取っちゃって、それまで
音読20回ぐらいやってたんですけど、朝岡先生に相
談すると、「音読は40回はやらないとダメだよ」っ
て言われて、それからは音読を40回やって、「快速」
を毎日、そして、1年間写経してました。石井先生
の授業のテキストもひたすら、音読と写経をしてま
した。5月から始めて、並べ替えはずっと0点だった
んですけど、写経やり始めて、とれるようになって、
秋以降はずっと満点がとれるようになりました。

遊びたいと言う気持ちは起こらなかった ?
それはなかった。できるだけ誘惑を避けてました。
渋谷の方には行かずに、寮との往復だけでした。友
人は作らないと決めてたから、でも後期からは石黒
さん（東邦大医学部進学）と競い合って。二人とも負
けず嫌いだから。でも同じ寮だったけど、一緒に帰
らなかった。帰り道は勉強だから。二学期からは二
人とも2号館に行けて、励まし合ってました。

2 号館はどうだった ?
最初は怖かった。みんな頭良さそうで。でも最初は
1号館でよかった。たくさん質問に行けたし。それ
で後期に2号館で緊張感が増してよかった。大学の
ガイダンスが夏にあるじゃないですか、そこでもらっ
たパンフレットをいつも取り出して見て、やる気を
鼓舞していた。ここに行くんだ ! って。

リフレッシュは ?
特にしてません。一年で受かりたいのなら、外に出
ない、遊ばないと決めてましたから。とにかく、自
習室に座り続けることが大切です。やる気がなくなっ
ても、疲れても、あまり外に出ない方がいいと思う。
友達は作らないと決めていたし、国生さんもそう決
めていたんですって。今はそれでもものすごく仲良
くなってます。友達同士の教えあいとかは、しなかっ
た。先生に聞く方が時間的にも有効だから。粘って
聞きに行くのがいいと思う。

お勧めの勉強法は ?
苦手科目が多い人にむけて、どうですか ?
私も全科目、まんべんなくできませんでしたからね
（笑）。節田先生に相談したら、セミナーでできなかっ
たことを書くより、授業で「俺が覚えろと言ったこと
を書け」って言われて、それを化学のハンドブック
に書き込んでいました。んー、やっぱり一番よかっ
たのは、帰りの徒歩で1限目から7限目までの授業を
全部思い出そうとしたことかな。頭の中だけで思い
出すと、結構、覚えてなくて、それを家でノートを
読み直して、また覚えて。これが本当の定着につな
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杏林大医学部 2次正規合格

埼玉医科大 2次正規合格（前期）

金沢医科大 2次合格

困難は、とにかく勉強することで
乗り越えていきました。
杏林大医学部進学　今井ゆうかさん（茨城高校卒）

困難は、とにかく勉強することで
乗り越えていきました。
杏林大医学部進学　今井ゆうかさん（茨城高校卒）

がりました。本当、お勧めです。とにかく全部、勉
強時間にしようとしてました。11時半には絶対寝て
て、6時に起きて、寮の食堂でご飯さっと食べて、
すぐ代官山MEDICAL に来てました。

代官山MEDICALでよかった点は ?
先生との距離が近いのが一番かな。石黒さんがなん
でも質問してて。「えっ、そんなことまで聞くの ?」っ
て思って。で、聞いたんですよ。「なんでそんなに質
問できるの」って。そしたら、石黒さん、「私、バカ
と思われてるからいいの」って。それで見習って、
このままじゃ、この子に負けるなって。で、質問に
行けるようになりました。

受験勉強で辛かったことは ?
誰とも話さないと決めたことが辛かったかなあ。高
校の友達ともメールしないからって宣言して。家族
とも1、2 ヶ月に一回ぐらいしか連絡しなかった。
だから、スタッフの方が、「おはよう」とか「さような
ら」って言ってくれたのが、本当によかった。癒や
されていた。

現役の時は ?
完全になめてました。医学部行けるでしょって。逆に、
浪人の時は試験会場では、周りの人を見ても、私よ
り努力している人はいないと心の中で言い聞かせら
れたから、緊張しなかった。受験会場には、生物の
図説、化学のハンドブック、石井先生のθ、薄先生
のテキストをもっていってました。

前期の勉強でのアドバイスは ?
前期は基礎の基礎ばかりやると思いますけど、この
時期しかできないんですよね。だから、この時期の
勉強を大切にしてほしい。Monthly よりむしろ
Weekly を大切にしてほしい。クラス別のレベル別
だから、絶対満点取るんだって。マンスリーは準備
しようがないから、あまり気にしてもしょうがない
と思う。Weekly では、時間が余るときもあると思
うんだけど、そんなことが本番でもあるから、その
練習をしていた。6回ぐらい、見直して。終わったら、
突っ伏して寝る人いるけど、そういう人は本番でも
そうすると思う。やっぱり、見直しする癖をつけな
いと点は伸びないと思う。授業もとにかく見直しし
て、コメントつけてました。全教科やってました。
タメ語で「ダメジャン」とか書いて、そうすると頭に
残りました。

2 次の面接対策はどうでした ?
石井先生の対策でやったこと、全部当たってた。授
業でやったことそのままで。石井先生が5月くらい
言ってたことが、そのまま出たりもして、それをそ
のまま言えました。授業中にポロッとおっしゃって

たことが、そのまま出たり。みんなが応えた答えを
最後に石井先生がまとめてくれるので、それをアレ
ンジして自分用に作り替えていました。杏林は圧迫
で、岩手医科では、そっぽ向いてた面接官がいたん
ですけど、じっと見つめて話し続けると、熱心に聞
いてくれるようになりました。聖マリはみんな優し
くて逆に怖かったです。

最後に、今年の受験生に一言。
浪人時代は自分に厳しくやると決めてたことがよ
かったので、皆さんもそうしてほしい。最後は自分
次第。でも、この3月は泣いてたんですよ。東医の
補欠が回ってこなくて。それで母に「聖マリで上位と
りなさい」って言われて、吹っ切れた。医学部はど
んなに頑張っても第一志望に受からないこともある
と思う。でも、やるしかない。だから、ただいるだ
けじゃだめ。代官山MEDICAL ほど恵まれた環境
はないんだから、それをうまく「使って」ほしい。石
井先生や、他のすべての先生、事務の方にできるだ
け相談して、自分を高めていくことが大切だと思い
ます。頑張ってください。

6665 DAIKANYAMA MEDICALDAIKANYAMA MEDICAL



WAY TO SUCCESS合格への軌跡WAY TO SUCCESS合格への軌跡

大学生活はどうですか ?
杏林大学医学部には、代官山MEDICAL の同級生
は8人います。百瀬君、津田君、大槻君、富田君、
濱田君、女の子は新藤さん、山内さんです。
みんなにはよく会います。授業は大教室で、皆同じ
です。外国語が小教室で。第二外国語はフランス語
と中国語ですけど、とってません。英語は入試の点
数とテストで4クラスに分けられて、私は B クラス。
なんか成績とは関係ないみたい。A クラスは先生が
ネイティヴなんで、日本語がわからないんで、帰国
の人が活躍するらしいです。
大学は、チョー楽しいです。バレー部に入りました。
週3回、練習です。杏林はのんびりした雰囲気で派
手じゃなくて。東医の新歓なんか派手でお金かけて、
バーを貸し切ったり、屋形船でやったりするらしい
んですが、うちらはガストとかサイゼリアとかで、
和みます（笑）。

代官山MEDICALに通い始めたのはいつか
ら ?
高3の12月からです。推薦がだめで、焦って、マン
ツーマンとかとって、結局、間に合わなくて、その
まま本科に入りました。最初は A4でした。自分は
できないとわかってたんで、妥当なクラスかなと。
勉強してなかったんで、勉強さえすれば伸びるとい
う自信がありました。事務の方にはいろいろ相談し
ました。
もう過呼吸にもなって。いろいろ話できて、はき出
せたからよかった。2回目のマンスリーで、2号館行
けなくて、ライバルが行けて、もうどうしようもな
くて、家帰っても泣きながら吐いちゃって。それで「泣

きながら吐く」を調べると、初期の鬱症状って出たん
で、なんかおもしろい動画見ようと。笑ってどうに
かしました。
逆にそこで2号館に行けなかったからこそ、がんば
れました。もうこれ以上できないとおもっていたけ
ど、まだまだ頑張れて、もっとやった。行けなかっ
たから、逆によかったかもしれません。

成績はいつぐらいから安定した ?
夏の河合の模試で英語が69、数学が10UP して60
で、理科はどちらも20伸びて、それからは、まあ、
うまくいったかな。でも、先生たちは褒めてくれな
くて、まぐれまぐれって。
褒めると調子にのる人だからと思われていて。実際、
そうで。平野先生なんか、「これは奇跡、おまえじゃ
ない」とか。最後の模試なんか、68で、東大行く人
たちよりとれてたらしくて、「これはおまえじゃない、
気にするな、勉強しろ」だって。ひどいですよね。平
パン大好きなんですよ。数学はマジ、平パンで、マ
ンツーずっと取ってました。とにかくけなされて、
けなされて、負けないと思って、ぐっーと伸びた。
ダメなところをズバッといってくれて、本当によかっ
た。
生物は緒方先生が図説丸暗記と言われたんで、いつ
でも図説見てました。春からマンツーとってて、1
学期、2学期と続けました。

時間の使い方とか切り替えはどうしてた。
朝を利用してた。日曜日に全部やって。切り替えを
うまくやってた。
リフレッシュはお風呂に塩入れて、浄化とかやって
た（笑）。アロマに岩塩入れて。寝る前に家族に電話
して、家族は何も言わなくて、それもよかった。こっ
ちが言いたいことをガッーといって、聞いてくれる
だけ。何もあれこれ、言ってこないんですよ。わかっ
てくれてるなぁって。本当に感謝しています。

代官山MEDICALは楽しかった ?
楽しいとは違う。楽しさというのとは違う。ベクト
ルが違うというか。けど、今振り返れば、この1年間、
本当にキラキラしていた。本当に充実した1年だっ
た。
事務の人がつらいときに、クラスとか余計なことを
考えるのは、集中してないからだっていってくれた
りして。それで、切り替えて、次こそは、2号館に
行こうと目標を立てて頑張った。

マンスリーとか、ウィークリーとかは、
どうでした。
復習してました。ウィークリーはクラスごとに問題
が違うから、ランキングに載るチャンスがあって、
それで2位になって、本当にウィークリーを頑張っ

て、それがよかった。マンスリーはすぐには結果に
出ないんで、最後は載るようになったんで。数学は
少しずつ点が上がっていって、それがよかった。

こだわりの勉強法は？
英語は写経。英語の構造をつかむのは意味ないと思っ
ていたんですけど、石井先生のθの写経を毎日やっ
てて、構造とかもわかるようになって、それがよかっ
た。数学はうっかりがひどかったんで、薄先生から
「うっかりミス・シート」をもらって、「早とちり・足
し算引き算のミス・訳のわかんないミス…」とか、そ
れを使って自分のミスをチェックしていくと、どう
いうところでミスするかが自覚できて、それからミ
スが少なくなった。理科は間違った問題に付箋貼っ
て、それを図説に一問一答のメモして、いつも見て
いく。絶対大丈夫なら、はがしていく。図説はみん
ながびっくりするぐらい、ボロボロになってて。化
学はテキストだけで他にセミナーやってました。春
に重要問題集2回やって、それでわからないことが
どこか自覚して、基本的なところをもう一度セミナー
を解いて、あと板書のノートを拡大カラーコピーとっ
て、それを髪乾かしながら見たり、隙間時間で暗記
してました。拡大すると簡単に見えるんですよ。
予習は空き時間を割り振って、前日にやってました。
あまりきちきちにやるとできなくなるんで。時間割
の余白に、今週やりたいことを書き込んで、できた
ら消していって。

計画は達成してましたか ?
無理にでもやってた。日曜日が大切。日曜日に来な
い人なんで信じられない。日曜日に総ざらいをして

た。7時半にきて、6時まで代官山でやって、そのあ
と寮で11時までやってた。負けず嫌いで、それにみ
んなそうだから切磋琢磨できた。友達じゃなくて、
よきライバルを見つけるのが大切だと思う。私の場
合、石黒さん（東邦大医学部進学）とか。
　
現役と浪人時代の違いは。
180度変わった。熱意とか、頑張りとか全く違う。
高校は一夜づけていいじゃんとおもってたけど、ど
うせやるんならと、死ぬ気でやろうと心を入れ変え
た。コツコツ型にして、もう全力でやった。
　
印象に残っていることは。
代官山 MEDICAL の思い出の先生は、平野先生。
平野先生にお尻たたかれて、怒られたから、受かっ
たとおもう。「悩む前にやれよ」とか、「落ち込んでる
場合じゃないっしょ」って。先生は生徒に合わせて、
対応してくれて、本当に私のことを考えてくれてた。
伸ばそうと思っていろいろ言ってくれた。
石井先生は神。もう心読めてるんじゃないかって。
ちょっとクラス上がって、気がゆるんでるときがあっ
たんです。そのとき、石井先生が授業中に「大丈夫で
すか、今井さん」って。なんでわかんのって。先生は、
生徒一人一人を受からせようとしてて、愛を感じま
した。メンタルの面で本当に救われました。
　
現受験生にメッセージとして、
これだけはやろうと言うことがあれば。
自分の限界を突破すれば、絶対に緊張しない。ここ
までやったんだから、もういいと思えた。そしたら、
ほんとう、悟ったという感じで、まったく緊張しな
かった。全力でぎりぎりまだやると言うことを伝え
たいです。ぎりぎりまで頑張ってください。
英語は写経が本当によかった。A クラスのときは、
いつも2号館に行くことを考えて勉強してた。もち
ろん、本館もいいし、本館でも受かるんだけど、2
号館に行く目標を持つのがいいと思う。実際、行く
とやっぱりよかった。みんな最上位の大学を目指し
ているし、やる気が違った。
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合格への
軌跡 2016年

東京女子医科大 2次合格

杏林大医学部 2次合格

北里大医学部 ２次合格

金沢医科大 2次合格

東京女子医科大学進学
中澤菜月さん
（山梨学院大学付属高校卒）

東京女子医科大学進学
中澤菜月さん
（山梨学院大学付属高校卒）

杏林大医学部 ２次正規合格

藤田保健衛生大医学部 ２次正規合格

杏林大医学部進学
山内優美さん
（秀明高校卒）

杏林大医学部進学
山内優美さん
（秀明高校卒）

杏林大医学部 2次合格

日本大医学部 2次正規合格

帝京大医学部 合格

埼玉医科大 2次正規合格（前期）

愛知医科大 2次合格

岩手医科大 2次正規合格

藤田保健衛生大医学部 2次正規合格（前期）

杏林大医学部進学
新藤夏帆さん

（都立青山高校卒）

杏林大医学部進学
新藤夏帆さん

（都立青山高校卒）
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進学先を教えてください。
新藤：杏林大医学部に進学しました。
山内：同じく杏林大医学部です。
中澤：東京女子医科大です。

今日は授業はあったの ?
新藤：5時15分までは授業があって、今週から実習が
始まります。これから7週間です。
山内：物理の授業がエグイ。予習が大変なんですよ。
日大の友人なんかから聞くと、まだ杏林の方がましか
なと。
新藤：まあ鉛筆もつ時間へったし（笑）。
中澤：うちらは、カエルの解剖とかやった。ここ、もっ
と切んなきゃとか。
新藤：授業で金髪の男子が教授に怒鳴られていた。病
院近いし。医師としてのマナーを守れって、厳しい。
まあ軽めの茶髪はいいみたいですけど（笑）。

将来像は ?
新藤：二つ考えています。一つは父が総合診療やって
いるので、地域に寄り添った地域医療に興味がありま
す。もう一つは、在学時に海外に行ってみたいな、と。
将来働くかはわからないけど、海外で医療に従事する
ことも視野に入れています。杏林の留学制度は2ヶ月
ぐらいで、5・6年次にあると思います。それを利用し
たいと思っています。
中澤：産婦人科医になりたいと思ってます。祖父が産
婦人科医をやってて、その影響が大きいです。女性の
医師として、女性の抱える悩みを心から打ち解けて相
談してもらえる女医さんになりたいと思っています。
産婦人科はすごく大変で減ってきていて、それにも応
えたいなと思います。おじさんも産婦人科医なんです
けどお産はやってなくて人工授精なんかをやっている
んです。でも、私は命の誕生に出会えるお産、一緒に
感動を味わえる体験のできる産婦人科医に進みたいと
思っています。
新藤：病院実習で私、産婦人科に行った。双子の帝王
切開や、自然分娩とか立ち会わせてもらいました。本当、
お母さん、尊敬。
山内：私は杏林大で救急医になりたいと思っています。
東日本大震災のとき、救急医が治療だけでなく、心の
ケアも行っている姿をメディアなんかで見て、本当に
素晴らしいなと思ったからです。杏林大は救急医の養
成に力を入れているんで頑張ろうと思っています。

大学は楽しいですか ?
一同：メッチャ楽しいです。
山内：サークルは硬式テニス。
中澤：ゴルフ部とダンス部。
新藤：水泳部とESS。留学するときに少し有利らしくて。
留学生のお世話とかするらしいです。水泳は練習大変
です。一日3キロ泳ぐんですけど、今はまだ体力なくて、
2キロぐらい。先輩たちはみんな尊敬できる人たちで。

看護の人たちとも分け隔てなく、先輩も6年生も合宿と
か来てくださって。本当に楽しいです。
中澤：ダンスは実質、9月からで。バレエをずっとやっ
てたんで、先輩からも勧められて。ヒップホップとか
ジャズダンス系とかやります。ゴルフはおばあちゃん
がうまくて、絶対入ってって。でも、全然当たらなく
て（笑）。
山内：テニス部は12人入って、女子が7人で、私だけ
が初心者で、私用のメニューを先輩が作ってくれて、
先輩たち本当に優しくて、先輩後輩ほんとうに分け隔
てなく仲良くて。楽しいです。部活に入ってない人でも、
ご飯に誘ってくれたり。
（杏林は代官山MEDICALの先輩、多いよね?）
山内：須長さん。佐藤遼さん。松田先輩。君塚さんと
か他にも。君塚さんは秀明の先輩でもあるんです。

授業は ?
中澤：女子医では、物理はゴールデンウィーク前に終
わった。ベーシック生物は物理選択の人は大変。
山内：杏林の英語は四段階の ABCDに分かれて。テス
トと希望で決まるんですけど、私、Dなんですよ。し
かもクラス女子3人だけで。でも、映画見るだけなんで
すよ。めちゃ楽ですよ。「プラダを来た悪魔」とか。普
通に寝てます。
中澤：見ろよ（笑）。
新藤：井の頭キャンパスができて、きれいなんですよ。
授業はディスカッションが多い。他学部の人と一緒に。
総合政策から1人、外国学部から1人、法学部から1人、
医学部から1人出て、今年からなんですよ。「プレチュー
トリアル」とかあって、私のグループはみんな真面目だ
から、ディスカッションは盛り上がって充実した時間
になっています。

中澤：女子医の英語は1週間に2コマで、1コマがネイ
ティヴで、もう1人は日本人で。でも日本語禁止で。ネ
イティブは Speaking 中心で、自己紹介とかまあ難し
くないです。日本人の先生は教科書を進めて行く感じ
で、時事的なニュースとか扱っています。

代官山MEDICALの授業はどうでした ? 
楽しかったこと、辛かったことは ?
山内：1浪目よりは2浪目の方がずっと勉強してた。1
浪目は YMSに行ってたんですけど、ほったらかしで、
でも代官山MEDICALではテキストだけやれば、絶対、
力がつくじゃないですか。先生から「これだけやれば絶
対伸びるよ」って言われて、本当に伸びて、代官山
MEDICALに来てよかったと感謝してます。
中澤：現役の時は、山梨という地方のせいもあるんで
しょうけど、なにをやればいいかわかんなくて。特に
私立の医学部情報とか皆無。で、浪人して代官山
MEDICALにきて、もう情報量が全く違ったし、先生
たちのサポートもしっかりしてて、友達も朝から勉強
を競って、本当に環境がよかった。代官山MEDICAL
は医学部合格者が多いじゃないですか～、だから、他
の大学とも人脈ができて、ほんとう大学に来てからも
代官山MEDICALでよかったなあと思ってます。 本
当、代官山MEDICALに来てよかったです !（笑）
新藤：高校3年生の後半からお世話になりました。高2
の時は、10ヶ月ぐらいアメリカに留学してたんです。
それで、もう高校の時は全然勉強してなくて、クラス
で最下位ぐらい。本当にゼロからの出発でした。結局、
合格まで2年かかりましたけど、本当にゼロからの出発
だったんで、合格できて感謝しています。だから、今、
下位のクラスにいる人とか、全然できないと思ってい
る人とか、思うような結果が出てない人とかに言いた
いです。先生たちのおっしゃったことを素直に聞いて、
今日やったことはその日に覚えて、復習して、次の日
には前日の自分よりも進歩しているということを日々
実感していけばいい。その生活を淡々と繰り返せば、
受かるんだなとわかったんで。ここで、勉強のリズム
を作れば、絶対に伸びます。秋からは仲間と、このメ
ンバーと畑君（昭和大医学部進学）とかと朝のゼロ時間
に過去問の解き合いをやってました。今でもその仲間
とは会いたくなります。受験だけで終わらない仲間が
できたと思います。本当、代官山MEDICALに来て
よかったなと思ってます。

代官山MEDICALでの勉強法は ?
山内：1浪の時は、復習がその日にできなかったけど、
今度はその日のうちにレビューや夜間で絶対復習しよ
うとしていました。その代わり、家では勉強しないと
決めました。テレビ見たりして。そのかわり、ドライヤー
かけているときに、単語覚えたりしてた。
中澤：数学が本当に苦手だったので、その日の夜間指
導で復習してた。私は家で勉強したいというタイプだっ

たから、家でもやってた。生物なんか資料集なんかコ
ピーしてトイレとか貼ってて覚えていた。
新藤：私は寝ないとダメな人だから、7時間は睡眠ほし
いので、でも4時間ぐらいになってたことも多かったか
な。家では母といろいろしゃべってストレス解消して
いた。食事はちゃんと三食とったほうがいい。優先順
位つけて、できないものはできないとわりきって、昨
日よりは今日をと思って頑張ってた。私も自分でまと
めたノートのコピーをトイレに貼ってた。今もあるん
ですけど、そろそろはがさないと。移動時間は長文を
読んでた。
山内：友達に恵まれた。同じ方向を向いている人がい
るから頑張れた。試験の最中とか、みんなで励まし合っ
て、人がネガティヴになっているとこっちが励まして、
むりやりポジティヴになれた。私なんか、最初の四つ
の大学がだめで、それで杏林に挑んだから、もうメン
タルボロボロで、でもそれでもできたんで、それから
その後は調子よくいった。
新藤：ライバルを作って、吉田匠君（日本医科大進学）
に勝つぞって。でも一回も勝てなかったけど、がんば
れた。
山内：私も数学だめで。薄先生の授業に感動してでき
るようになった。
新藤：中村先生にも初めから教えてもらった。化学は
三上先生のマンツーでお世話になった。本当にお世話
になった。松永先生の授業もおもしろくて。先生に言
われると覚えられて。マンツーマン取ってよかったなっ
て思うのは、入試に向けていろいろとアドバイスして
くれたり、それにこっちも応えようとして、ほんとう
によかった。日常生活から化学の話をしてくれたんで。
先生が話してくれたことがそのまま入試に出るんです
よ。
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中澤：緒方先生にお世話になった。基礎的なこともや
さくしく答えてくれるんで、質問しやすい。会ったと
きも「あれ、わかった」とか、言ってくれて。
山内：緒方先生いなかったら、生物死んでた。2浪のと
きも英語数学ばっかりで、生物やってなかったけど、
二学期でガーッとやった。「やれるでしょ」の一言でが
んばれた。
新藤：先生の一言とか大きいよね。薄先生とか「新藤、
受からなかったら、だれが受かるの」とか言ってくれて、
安心できた。朝岡先生とか、「おまえ落ちたら坊主にな
るから」とか言われて。
中澤：東医の推薦も受けたんですけど、現役の時、落
ちたときの落ち込みがひどかったんで、もう今回は「落
ちて当たり前」でやってたから、メンタルは大丈夫だっ
た。物理、趣味でやってますって言ってた（笑）。
新藤：2浪はもうこれで落ちたらしょうがないなぐらい
やったんで、メンタルは大丈夫だった。愛知から始まっ
て、ずっと受けてた。やっぱり、年内に完成させるこ
とが大切。早めに完成するのが大切。先生と相談して、
マンツー入れて完成させた。
山内：そう冬なんかマンツーでパンパンに埋めてた。
中澤：そう夏で後悔して冬にマンツー入れた。
新藤：マンツーいれなかったら、結局、だらだらする。
授業なかったら、自習室にずっといるわけだから、結
局はできない。先生と相談して、この時間はこれをや
りたいんですけどどうですかって、相談してた。

代官山MEDICALで伸びた科目は ?
一同：全部伸びた（笑）。
山内：特に数学が伸びた。1学期のテキストが大事。絶
対伸びる。
中澤：数学と生物。後からじゃ間に合わない。前期の
テキストをやり直すのが大切ですね。
新藤：スタンダードを繰り返せば、それで合格する。
応用できないと受からないじゃなくて、基礎できない
と絶対受からない。
中澤：女子医、本当に行きたくて、平野先生によく言っ
てて、数学は数学オリンピックやっている人が作って
るらしくて、良問が多くて、過去問を解くのも役に立っ
た。
新藤：持丸君（埼玉医科大進学）も解いてた（笑）。

石井先生の授業はどうでした ?
山内：私は、石井先生の授業ははじめから毎回、一番
前で受けてた。本当にためになった。
新藤：私はどこに座っても当てられた。和訳、絶対来
るから。英作だったら、何点とかって言ってくださって、
嬉しいじゃないですか、石井先生に褒められると、自
信になった。
中澤：自信満々の顔していると、逆に当てられなかっ
たり（笑）。

後輩に向けて、
これだけはやっておけとかありますか？
中澤：高校の時って、先生に質問に行くっていう習慣
がなかったんです。何を質問にしていいかわかんない
し。でも代官山MEDICALに来て、ああ質問にいけ
ないなと思ってたんですけど、一回行ってみて、本当
に丁寧に答えてくれて、見えてないところも見えてき
て、本当によかった。代官山MEDICALだと規則正
しい生活ができるんで、それを守れば絶対伸びると思
う。
新藤：私は基礎が大切ということを言いたい。夏まで
にやる。ちょっと不安なことがあれば、それをやりな
おす。先生に言われたことは素直にやる。疑うことも
あると思うんだけど、それはやめた方がいい。真っ白
な人はすーと入ってくるんだけど、ちょっとできると
我流でやりたがるけど、危ない。やっぱり先生の言う
ことを素直に聞くのがいい。伸びている人はそういう
人だよね。
山内：受験は辛くて、嫌と思うときあると思うんです
けど、それは受験の間だけ。今、辛くてしゃべったり
して、ごまかしている人いると思うんだけど、受験の
間だけなんだから、今辛くても、やる。本当、人生かかっ
ているんで、ここが大切なときだからと思って頑張っ
てほしい。
中澤：医師になりたいという思いがしっかりしてない
ときついと思う。そこを忘れないでほしい。
新藤：他学部の友人とか、楽しそうでうらやましくな
るときもあると思うんですけど、医師になるという職
業選択が早く来ているだけなんで、大変なのは当たり
前。くじけずに頑張ってほしい。先生方の言うことさ
え聞いていれば、絶対、成績は伸びるんで。

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2016年

埼玉医科大 ２次合格（前期）

金沢医科大 ２次合格

全クラス中、一番下からスタート。
勤勉に過ごした結果、合格！

埼玉医科大進学　持丸浩太郎君（獨協高校卒）

全クラス中、一番下からスタート。
勤勉に過ごした結果、合格！

埼玉医科大進学　持丸浩太郎君（獨協高校卒）
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大学、どうですか。
入学式から一週間は友達できるかなってブルーでし
たけど、部活は行ってメッチャ楽しいです。アメフ
ト部に入りました。高校は歴史研究部ですから。だ
いぶ跳ねました。
アメフト大好きになりました。今、太れって、言わ
れてて。飯バカスカ食ってます。予備校時代は、コ
コイチのカレー 400グラムが限界でしたけど、この
前、700行けって。食えました（笑）。
1回2時間ぐらいで、週3回練習してます。

代官山MEDICALの同級生は ?
メッチャ多いです。えーと。林泰輔、林将平、内野君、
三好君、小川さん、高沢さん、斉藤チナ。全部で9人。
多くてやりやすかったです。林泰輔もアメフトで同
じ部で、今、一番仲いいです。三好はフットサル部
と軽音部で、軽い方に流れました（笑）。

代官山MEDICALの生活は
辛かった？楽しかった ?
んー、どっちもですね。辛かったけど、楽しかった。
勉強しているときは、辛かったけど、成績が上がっ
たり、クラスが上がったりすると、それを上回る喜
びがありました。

現役の時は ?
勉強しなかったです。予備校も行ってなかったし。
全然やってなかった。それでも1浪で受かったんで
すから。母親がいろいろ調べてくれて、先輩の紹介
もあって、代官山MEDICAL に決めました。

4 月はどうでした ?
最初は慣れなくて、朝も早くこれず。未だに覚えて
いるのが、最初のクラス分け試験で、8階に自分の
時間割なんかをもらいにいって、A10クラスの時間
割の色が灰色だったんですよ。他のクラスは紫とか
オレンジとかカラフルなんですよ。ああ、これが一
番下のクラスかと。衝撃でした。下のクラスは色も
灰色かぁーと（笑）。最初の石井先生の授業も衝撃で
した。朝早く来なさいみたいな勉強態度の話だった
んですけど、もうその通りしようと決意しました。

B コースだったよね。
1学期のマンツーはどれぐらいとってたっけ?
かなり入れました。家の人も、できないんだから、
最初にできるだけ詰め込めって言ってくれて。週5
つ入れてました。正直きつかったけど、僕みたいに
全くできない人はマンツーマンでパンパンにするの
もいいと思うんです。でも、ある程度、やり方がわかっ
ている人は、もう少し絞った方がいいと思います。

朝、来られるようになってから、
勉強は変わりましたか ?
最初は何も決めずにやり残したものやってて、だん
だん何曜日には何と決めるようにしてました。夏期
とかは復習できてないものを朝やってというふうに
臨機応変にしてました。

WeeklyとかMonthlyはどうでした ?
正直、1学期は Weekly はさぼってました。やばい
んですが。解き直しだけはやってました。2学期に
なるとわかってくるんで、授業の復習さえ完全にす
れば、Weekly 対策になるんで、それで復習を完璧
にしようとしてました。マンスリーは対策のしよう
がないんで、復習を大切にしていました。

坊主にしたのいつだっけ ?
4月にしたんですけど、これは、気合いとかじゃな
いんです。寝癖がひどくて、時間がもったいなくて、
いらない時間だと。無駄時間をなくそうとしたんで
す。お勧めしたいですよ。医学部受験生はみんな丸
坊主だと（笑）。人生の中で、1年ぐらい丸坊主でも
いい。

最初に伸びた科目は ?
生物です。生物は夏前にランキングにのって。英語
と数学は徐々に伸びていきました。化学がなかなか
伸びませんでしたね。科学は第1回目のマンスリー
が3点だったんですよ。100点満点で、ですよ（笑）。
夏過ぎて、秋ぐらいにドンと伸びました。

やっても伸びなくて悩んだときはあった ?
悩んだときはなかったです。やる気がなくなること
はなかった。夏やっても伸びなかったんです。でも、
これは夏に、小島としゃべりすぎたという原因がわ
かっていたんで、秋以降は、しゃべらずに集中した。
高め合う関係を作ることが大切だと思います。

マンツーマンは誰先生だったっけ ?
1学期は数学は高橋典先生、生物が緒方先生、化学
が節田先生、英語が朝岡先生、今考えると、そうそ
うたるメンバーなんです。
オールスターってやつです。
1学期はへーって、やってましたけど。2学期以降は
緒方先生がとれなくて…残念。節田先生は大好きで
す。ツンデレなんですよ。厳しいんですけど、いい
成績とれると喜んでくれるんですよ。あの「3点の持
丸君がいまや偏差値63です」とか。本当にわかりや
すいんですよ。おもしろくて。いじってくれて。先
生方はやってこない人、努力しない人に厳しかった
ですよね。数学はいろんな先生にお世話になりまし
た。五十嵐先生、長澤先生、力丸先生、お勧めですね。
英語は朝岡先生の他、岩瀬先生、高橋阿里先生。全

然わからないときに、朝岡先生が丁寧に教えてくれ
て、次に岩瀬先生が覚えるべき文法を渡してくれて、
最後に高橋先生に長文を多量に読まされて、できる
ようになりました。石井先生の英語はもう空気が違
いますから。ピシッとして、一番あててほしくない
ときに、「はい持丸君」と。えーっ、なんでここ、と
（笑）。石井先生の一言一言を大切にしました。1回
目の石井先生のお話で、人間が変わった気がしまし
たね。7時半に来ることを守りましたから。

面接対策は ?
石井先生がやってくれたんですけど、代官山
MEDICAL の面接対策はよかったですよね。他の
人の答え方を聞いて、それを自分の答え方に取り入
れたりしました。
代官山MEDICALで本当に変わりました。1年間努
力して、成績が上がることを知ったことが一番よかっ
た。成績が上がるという体験をしたのは、初めてな
んですよ。自信がつきました。どんなにできなくて
も努力すればできるようになると知ったことは大き
いです。だから、こんども、やったことのないアメ
フト部に入ったんですよ。やればできるようになるっ
て知ってますからね。

友達関係は ?
自習中にコンビニ行こうぜ、なんて言ってくる友達
は断る。「勉強しているときはやめてくれ」と言って。
逆に、休み時間は、「一緒に行こうぜ」とか言ったり。
勉強にとってよい関係というのをお互いに作ってい
くのが、一番に考えるのがいい。まあ、友達は予備
校では一人いればいいんじゃないかな。一人きりで
の勉強は無理なんで。石井先生が授業中に言ってた

んですけど、この予備校で今は友達になったとして
も友達とは言えないよ。受かって偶然一緒の大学に
いった友達と真の友達になれるんだよ。って言われ
て、その時仲よかった友達の事大好きだったんで意
味を理解できなかったんですけど、結局その時ほと
んど喋ったことなかった座談会の時に隣に座った林
泰輔とすごく仲良くなって、今は、結果石井先生が
おっしゃってたことが理解できた。ここで友達がで
きたりとかして今は楽しかったりするかもしれない
けど友達というより話し相手くらいという関係性に
して、今はやるべき事をきちんとやって、大学に合
格したら真の友達を見つけて欲しいなぁと思います。

これだけはやった方がいい
という勉強法はありますか？
最後は何クラスでしたか？
最後は A3でした。A10からスタートして（笑）。2号
館も目指しました。目標は高く持つことがいいと思
う。何より、二学期前までに理科科目を完成させる。
理科が足を引っ張るならどこも通らないと思う。覚
えて覚えて覚えまくれば、大丈夫。特に中堅を狙っ
ている人は基本を覚える。マンスリーテストは毎回、
やり直す。現実を受け止めて、反省して、改善策を
考える。時間が足りなかったら、どこで時間がかかっ
て、どうすればよいかを考える。
上のクラスの人たちは、上の方の大学でしか出ない
ようなマニアックなこともやらなくてはいけなくて、
それも覚えるのって本当に大変だと思うのですが、
基本的なことができていないのは本末転倒だと思う
ので、大変だとは思うんですけど、基本的なことか
らマニアックなことまで全てを網羅してもらいたい
と思う。基本に穴があると、バカにしていたような
大学にも受からなくなると思います。やり始めたこ
とを、すぐ方法変えたり、こんなの出ないから無駄
じゃんとか、中途半端に辞めたりしないで、決めた
方法をひとつに絞ってちゃんとやり遂げたほうがい
いと思う。最後は体力と精神力。

最後に、下の方のクラスの人が
合格するために必要なことはなんでしょう ?
自己流をやめることですかね。先生の言うことを素
直に聞くこと。朝、早く来て、当たり前のことを一
生懸命やることです。別に朝5時に起きろとか言っ
てるじゃないんで。下のクラスのままだと、落ちる
んで。恵まれた環境にいるんだから、代官山
MEDICAL って、本当に滅茶苦茶いい環境じゃな
いですか。他の予備校に言った友達とかにも聞くん
ですけど、全然違うんですよ。本当、親とかに感謝
しています。
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埼玉医科大 ２次合格（後期）

自分の時間を大切に！
をモットーに勉強は

できるだけ一人でやりました。
埼玉医科大進学　高沢理沙さん（水城高校卒）

自分の時間を大切に！
をモットーに勉強は

できるだけ一人でやりました。
埼玉医科大進学　高沢理沙さん（水城高校卒）

代官山MEDICALに来るまでは
何をしていましたか ?
都の公務員試験に合格して都職で栄養士枠で、荒川
区立第5中学校という都立の中学校に派遣されてそ
こで3年間給食作ってたんですけど、2年目の後半く
らいに、ちょっと退職して医学部もう一回挑戦した
いって親とその職場の上司に相談して準備を始めま
した。退職する準備をして、年明けの1月くらいか
らここのマンツーにこさせていただいていて、数英
理2科目をとってました。
医学部は、高校の受験の時にチャレンジはしたんで
すけど、いわゆる一番ダメな生徒のタイプで、赤本
を当日まで全く見ていなかったっていうタイプの…
絶対に落ちるのになぜか受けに来ているやつ枠の人
間でしたね。判定も D とか E とか。かすりもしない
状態でした。

大学の授業で大変なのは何ですか ?
カリキュラムが今年から変わったんです。昔は6限
目なかったのが今は週3回6限まである。代官山
MEDICAL で鍛えられたので、時間的拘束は大丈
夫なんですけど、物理が全然わからなくてどうする
んだこれ ? って感じです。あと、カリキュラム変更
で前倒しに成る部分もあって、短期間にめちゃくちゃ
やらなくちゃいけないことが多い。私は大学で一度
論文を書くことを経験しているんですけど、それ以
外の学生は、国語的なユニットで一から論文作れっ
ていうのは難しいだろうなぁって思います。
今、大学の授業は、大人数に向けて話す授業だから、
淡々と自分で気をつけなければいけない事をマー
カーで拾う作業が続くので、授業時間は代官山
MEDICAL より20分くらい短いのに辛いんですよ
ねぇ。代官山MEDICAL の少人数授業は、分かり
やすいし丁寧だったなぁと改めて感じます。

代官山MEDICALはどうでしたか ?
代官山MEDICAL に選んだのも、ある程度開放感
があって、先生にも色々質問しやすい環境で、でも
やっぱり時間もきっちり守ってっていうのがすごく
あったので、これくらい制約をしてもらわないと、
多分逃げるタイプなので私にとっては相性が良かっ
たです。パンフレット色々読んだんですけど受験合
格率とかを一番まともに話してたのはここだけだっ
たので、ここに来ました。
高校の時から、頻繁に先生に質問とかも行けるタイ
プでしたけど、ここでの方が聞きに行った回数が多
いです。まず自分でもある程度やってみないとどこ
をどう聞いていいか分からない時があったから、あ
る程度詰めて煮詰めてから本当にわからないって
なってから行っていました。
ここの塾が他の塾と違うっていうのは授業中でも先
生の説明の合間にばっと手を挙げて質問ができたの
が一番良かった。周りがなんでこいつ質問してるん

だっていう空気が全くなかったんで、そういう意味
ではすごい画期的だなって思った。
それまで授業を受けたことのない先生でも聞けば教
えてくれたり受験会場に先生持参で行きたいと毎回
思いましたが、結局そんなことは不可能で、自分自
信との戦いですよね。成績がどんどん伸びていくの
を感じられて、もちろん辛い時もあったけど良かっ
たです。でも、実際五反田の試験会場に応援しに来
てくれた先生もいましたね。山室先生とか。

印象に残っている先生はいますか ?
いろんな先生にお世話になっているけど、英語で印
象に残っているのが石井先生。石井先生の授業は、
事前に読んでおかなければ全く対応できないし、事
前に読んでおけば自分の解釈違いに気づけた。それ
を定着していったらだんだんわかるようになったし、
石井先生のこれ大事だよ。の部分を聞きに行けばだ
いたい教えてもらえて、英語の文全体をどう見るか
どう読むかなどすべての構文ということに関しては
全て石井先生に教えてもらったようなものだと思う。
他に英語に関しては、単語、文法は岩瀬先生。特殊
な動詞は田村先生など教えてもらう先生をすみ分け
していた。
ここの先生たちは少人数なので、生徒の全体を結構
把握していて、ランキングで成績が良かったりする
と、下のクラスの子の名前を上のクラスで言ってく
れたりして、刺激になったりしたし生徒のやる気を
出させるのうまいなぁと思った。
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マンスリーテストとか
校内テストはどうでしたか ?
私は生物が底辺からランキングが最終的には1位ま
で上がった。
化学が低くて一桁点だったんですけど、一応最後の
最後にマンスリーでも50ちょっと～ 60点には行く
ようになった。上に上がる喜びっていうのを得られ
ればすごく楽しくなりました。

隙間時間の活用や集中力の持続は
どうしてましたか ?
私は空いてる時は、最初単語帳をパラパラやってい
たんですけど、量がすごすぎて WIZ だけに絞ってパ
ラパラ見ていました。得意な生物とかは、授業の合
間合間にやっていました。
私せっかく自習室をあてがってもらったのに、自習
室で一人でガリガリやってるとどうすると寝ちゃう
んで、途中から必ずラウンジか空き教室に行くか、
空いてる時間は少しやったら下の先生にいるかどう
か確認して、聞きにくようにして、人と触れ合うよ
うにして起きるという工夫をしてました。さすがに
最後の方は、そんなこと考えずに起きてましたけど
…。自習室ではよくいろんなスタッフの人に起こし
てもらってました。あとトイレに行ったり動いて、
ちょっと歩くと目がさめるから。
高校の時にビデオ式の授業の東進ハイスクール行っ
てたんですけど、私は生身の先生、生身の人間とこ
う話してないとどうも集中力続かないみたいで、実
際にここで一人で自習してる時も思ったんですけど、
誰かしら前にいてこう時々相談できる状態じゃない
と集中力が続かないので、ビデオ式が無理でしたね。

勉強法とか授業選択に
アドバイスありますか ?
得意な科目とか伸ばしたい科目はマンツーマンをつ
けるんであればお気に入りの先生を見つけた方がい
いと思います。
馴れ合いじゃなくて、本当に質問がしやすくて自分
の性格とその先生の勉強方針が合ってる先生を見つ
けると、多分すごい伸びると思います。私は石原先
生に見ていただいてすごい伸びましたので。生物自
体が女子栄養大学に通っていたので割と入りやす
かったです。でも、自分の高校生の時と内容が随分
変わっていたので、プリントを先生からもらってひ
たすらやってました。苦手ですって言ったらそこし
かやらないとかしていました。
マンツーマンでは、小テストを毎回やってもらって
ました。それをやると勉強にハリが出るのと復習も
やろうという気になりました。
数学だと、薄先生は公式を使わずに、まずこうやっ
て考えてというのを教えてくれて、その後、それを
公式に当てはめてくれるので覚えることができた。
公式を丸覚えだとすぐ忘れちゃうからそれは、余力
がある限り「なんで ?どうして ?」って疑問を持って、
理解しながら進めていったほうがいいと思う。
勉強の仕方では、それぞれあると思うんですけど、
セミナーの使い方を柳先生に教えてもらって、その
やり方でやってました。問題の基本問題とか基礎問
題には手をつけずプロセスをやって、用語を覚えた
ら基礎問題をやって、基礎問題をやり尽くしてもう
大丈夫と思ったら発展問題に進んでいた。発展問題
は難しいイメージなんで基礎が出来てなければ進む
のは抵抗があるんですけど、赤本が発展レベルなん
でわからないことは先生に質問してやっていました。
上の方のクラスに行けば行くほどいろんな問題に触
れることができるようになるから、是非上の方のク
ラスを目指して欲しい。下のクラスでいいと思って
いたら、学ぶチャンスが減ります。

メンタルはどうやって保ってましたか ?
ちょっと落ち込むことは、たまにありましたが、激
しい落ち込みもなくやっていました。だた、受験中
で言えば1月のは一次もかすりもせずで、埼玉の後
期の3日前石井先生と両親と三者面談をしたんです。
もう、どん底でした。両親に泣いて八つ当たりして
帰ったんですけど、吹っ切れて埼玉後期受験に受かっ
たのかな ? とも思います。
落ち込んだ時話したりして、張り合える友達はいた
方がいいとは思うんですけど、愚痴とか悪口ばかり
になると気分が萎えてきちゃうので、授業後もこの
問題どうやって解くんだろう ? っていう話ができる
友達がいれば、自分も伸ばせると思います。

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2016年

杏林大医学部 ２次合格

聖マリアンナ医科大 ２次合格

岩手医科大 ２次合格

愛知医科大 ２次合格

帝京大医学部 合格

数学と英語が苦手だったので、
マンツーで徹底的にやり

成長しました。
杏林大医学部進学　大槻幹太君（栄東高校卒）

数学と英語が苦手だったので、
マンツーで徹底的にやり

成長しました。
杏林大医学部進学　大槻幹太君（栄東高校卒）
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医師像について聞かせて下さい。
親族に医者がいますが、俺はブラックジャックに憧
れて医者を目指したので（笑）、救命救急科に進んで
総合診療医になりたいです。

杏林大、どうですか ?
杏林は代官山MEDICAL 生が多い ! 今年の同級生
だけでも8人いますね。授業も全員で受講している
ので皆と毎日顔合わせます。英語は A ～ D クラスま
であります。部活はハンドボール部と軽音楽部を兼
部してます。ハンドボール部でキーパーがいなくて
俺やりますよって言っちゃったら、試合の相手が強
豪でボールのスピードえげつない（笑）。野球やって
たから何とかなると思ったんだけど。

代官山MEDICALでの生活どうでしたか ?
授業がびっしり入ってるから余計な事考える暇もな
く、たんたんと勉強してました。その方がストレス
溜まらないし充実する。自分の自習机もあって、同
じ環境で同じ目標に向かってる人たちといるから話
も合うし、先生にも質問に行きやすい。最初の頃は
要領がつかめないから自習時間が上手くまわらなく
て、授業多いって感じてたけど、もし空き時間が多
かったら、怠けてたと思うから結局良かったと思う。
夏で1学期の総復習をしました。2学期はもっと忙し
くなるので。俺は復習の時間を多くとってました。
校内テストも夏前までランキングに全く載らなくて、
でもクラスが変わったとしても自分の本来いるべき
場所に行くだけだとポジティブに考えてました。テ
ストで間違った問題の解き直しもこれ全部やったら
満点とった人と同じ学力だなって考えて、俺はこん
なもんじゃない ! と思ってたし、テストの点数もこ
れは俺の実力じゃないと思ってた。

科目別にはどうでしたか ?
英語は栗原先生。受験英語の幅でとどまらずに熟語
の成り立ちとか英語の本質から教えてくれました。
豆知識とか教わると純粋に英語に興味がわくし、そ
こから自分で調べるようになって積極性が出てきて
楽しく学べました。数学は山室先生と啓寿先生と平
パン。山室先生は演習量とテクニックがすごい。裏
技を成り立ちから教えてくれて、生徒側が燃えるよ
うな挑発の仕方をしてくれるからその気になって勉
強してました。啓寿先生もテクニックが凄いし授業
が楽しかった。俺は数学すごく苦手だったから平パ
ンの生徒を気にかけてくれる空気は感じてた。夏の
授業で集中的に指されたけど全然答えになってなく
て、本当にやばいよって言われて、一時期平パン恐
怖症になった（笑）けど、その後も声をかけてくれて
メンタルケアがすごい。
石井先生は面白い ! よくいじられました（笑）。授業
中もよく指されました。長文の内容から派生して色

んな面白い話もはさんでくれて、スイッチの切り替
えができた。80分集中できました。
理科も伸びた。偏差値で言うと15 ～ 20くらい上
がった。化学は節田先生の授業で習ったテキストを
何度も繰り返して問題と解法全部覚えました。先生
が授業中言った詳しいこととか、実験の前提知識と
か、単純に問題を解くためではなくて知っていれば
解きやすくなる知識とか頭に入れて、繰り返しやっ
てたら自分の中ですごく伸びたなぁと。12月が一番
伸びた。生物も知識を入れるようになって伸びてき
た。理科は入試で武器として使えるまでになりまし
た。現役時は数学ができると思い込んでそれで勝負
してたけど、浪人して数学以外が伸びたから一番苦
手になった。1日4教科はやるべき。例え朝の時間だ
けでも継続する事は大事。

気持ちの切り替えはどうしてしてた ?
以前通ってた河合塾も環境は悪くなかったけど、先
生と週1回しか会えないから聞きたいことあっても
来週まで待たないといけないのがもどかしくて…、
代官山MEDICAL は先生がいつもいるからすぐ質
問できる。個別の専用自習席をもらったときはめっ
ちゃ感動しました。家から参考書をどさっと持って
きて並べてはしゃいでました。そこでモチベーショ
ンがすごく上がりましたね。

テストはどうでしたか ?
WeeklyTest は自分の苦手を探して解き直して活用
してました。MonthlyTest の解き直しは今の自分
の力で解けなきゃいけないものだけやってました。
もちろん受験直前にもう一度、今度は全部解き直し
てましたよ。俺は井上（井上瑞木・久留米大学医学部

進学）がライバルだったから毎回どっちが順位が上か
競ってました。全体の順位を気にするより負けたく
ないライバルがいました。井上は真面目で向上心が
強いし、将来の目標も同じだから一緒にいて刺激さ
れました。

最後に、これから受験を目指す人へ。
12 ～ 1月にかけて自分は一番伸びたので受験前だか
らってそわそわしたりテストの結果が出ない～って
余計な事考えてる暇あるなら、今まで通りに勉強し
たほうが良いと思う。例えば4 ～ 5月の1 ヶ月より、
冬の1 ～ 2 ヶ月の方が内容が濃いし、それまで結果
出てなくても挽回できる時期だから心を折らずに頑
張ってほしい。俺は赤本には手をつけないで今まで
の代官山MEDICAL のテキストの復習をひたすら
してた。結果それが良かったと思います。
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東京医科大 ２次正規合格

日本大医学部 ２次正規合格

愛知医科大 ２次正規合格

東海大医学部 ２次合格

聖マリアンナ医科大 ２次合格

忙しかったけど、
授業をペースメーカーにして、

完璧に予習復習した！
東京医科大進学　牧野成真君（北嶺高校卒）

忙しかったけど、
授業をペースメーカーにして、

完璧に予習復習した！
東京医科大進学　牧野成真君（北嶺高校卒）

将来の医師像について聞かせて下さい。
僕はスポーツで怪我して苦労した経験があるので、
整形外科になりたいです。

東京医科大学はどうですか ?
東医は基本クラスごとに授業を受けます。医療心理
学とかは全体で受講しますね。実習が始まったら大
変になりそうです。バスケ部に入部して今はボール
出しとかタイマーばかりだから厳しいけど、先輩た
ちは優しいしなんとかやってます。

代官山MEDICALでの1年はどうでしたか?
授業が楽しいから頑張れました。節田先生とか薄先
生とか朝岡先生とか飽きなくて凄く分かりやすかっ
たです。1日12時間は慣れますけど最後の2時間分
はやっぱり疲れましたね。化学はすごく苦手で予習
しても合ってるのか分からないから授業聞いて理解
して、夏で1学期の範囲は完璧に復習しました。夏
は化学に時間を費やして入試では武器になりました
ね。とりあえず与えられたものをやってました。1
日4科目は意識してました。授業がつまってても日
曜日とか使えばまわせます。感覚を鈍らせないよう
に毎日定期的にこなしてました。苦手科目をなくす
のはもちろんだけど、自分の適性を見つけて伸ばし
たい科目を決めるのもいいと思う。

気持ちの切り替えはどうしてしてた ?
1浪までは北海道の河合塾にいました。予備校がど
んなものかあまり分かってなくて周りが通っている
大手を選びました。勉強してたけど自分が何をやっ
たか覚えてなくて、できるできない関係なくとりあ
えず問題解いてた感じ。模試も良くなかったけど、
医学部クラスで周りも医学部目指してる子の中で
やってたし環境は悪くないと思ってて。でも1年通
して勉強に集中してたかと言われると、やりっぱな
しというか…復習もしてなかった。先生に質問する
のが苦手で友達に聞いて解決してました。正直、東
京の予備校に通う気はなくて行くとしても同じ河合
塾の校舎かなって。でも2年に1回しかテキストが変
わらないからまた同じのやるのは嫌で。知り合いだっ
た林泰輔（埼玉医科大学進学）が代官山MEDICAL
に入るって聞いたから、話を聞きに来ました。ここ
でやってみて授業が少人数だから勉強に取り組む姿
勢がより強くなるし、先生の説明も分かりやすいか
ら、自分からやろうっていう積極性が出てきました。

科目別にはどうでしたか ?
英語は朝岡先生の授業受けてたからよく質問に行き
ました。一番は石井先生ですね。今まで自習のとき
に英語って集中できなくて…、石井先生の授業は特
に授業中にどれだけ考えて取り組むのかが自分の中
の課題でした。指されたときや他の人が当てられた

時も自分ならこうかなって考えてました。石井先生
の授業は、そうやって他の人の思考も参考になって
刺激だったし。英語に慣れるっていう意味で自習で
問題解くときも意識できたので良かったです。数学
はいろんな先生にお世話になった。もともと計算力
には自信があったけど、薄先生が丁寧に教えてくれ
てやっと伸びてきた。10 ～ 11月頃に数学が完成し
て、その時最初のクラスで使ってたテキスト解き直
すと結構できましたね。数学は今まで我流で、計算
用紙汚くて自分でも読めない字があるくらい（笑）。
山室先生に見直しできないからもっと丁寧に書けっ
て言われて最後は直ってきました。山室先生は褒め
て伸ばしてくれるし、苦手分野は徹底してやってく
れて受験直前に穴を見つけてくれました。高橋典先
生にはよく質問にいきました。色んな解法が身につ
いて対応力がついて考え方も変わってきました。面
接も大事だけど、小論文の過去問はよく見て大学ご
との傾向を研究しました。

テストはどうでしたか ?
MonthlyTest では自分の位置より、周りがどのく
らい出来ているのか気になってました。自分だけで
きなかったのか、周りもできなかったのか。難しい
問題もあったし普段は納得いく結果はなかなか出ま
せんでした。解き直しは難しい問題は飛ばして確実
にとれるのだけ。無理やり、全部解き直そうとする
と途中でつまづいて悪循環になるので。

最後に、今年の受験生に一言。
日医慈恵を目指す人は上のクラスの内容を完璧にし
なきゃ厳しいと思う。東医昭和は難しい問題はみん
な解けないから、基礎的な力で差がつく。医学部行
きたいなら1学期の基礎テキストを完璧にすること。
難しい問題は受験前で充分。あと、自分は悔やんだ
んですけど英語は絶対やったほうがいい。上位校受
かりたいなら英語数学は落とせない。

8483 DAIKANYAMA MEDICALDAIKANYAMA MEDICAL



WAY TO SUCCESS合格への軌跡

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2016年

昭和大医学部 ２次合格（Ⅱ期）

全部落ちて
半ば諦めていましたが、

先生に励まされ全力でII期の
テストにいどみました。

昭和大医学部進学　鄭裕華さん（雙葉高校卒）

全部落ちて
半ば諦めていましたが、

先生に励まされ全力でII期の
テストにいどみました。

昭和大医学部進学　鄭裕華さん（雙葉高校卒）

お姉ちゃんが目標でありライバル
第一志望は昭和でした。寮を一回経験したかったの
と、学費が安くて上位校で。あとはオープンキャン
ス行って雰囲気が庶民感があったので。学生は、地
域枠があるので現役生多いです。気が合う人たちばっ
かりです。
将来は女性と子供に寄り添った女性らしい医者にな
りたいです。
代官山MEDICAL に決めたのは、お姉ちゃんが通っ
てたからです。入学前から話を聞いたり、お姉ちゃ
んが受験する姿を見てました。
高2の1月に入ったんですけど、何か違うっていうか。
最初は生物だけだったんですけど、自習をすると周
りに浪人生の方がいるので、やばい ! って。高卒生
とか他の人が自習してるのが見えるっていうのが、
とくにここは医系予備校で目指すところが同じだか
ら、私ももっとやらなきゃって。ライバルというか、
目標というか…は、お姉ちゃん。石井先生からもお
姉ちゃんが何時に来てたって聞いていて、その時間
には行くようにしたりとか。マンスリーテストのデー
タも残ってたので、この時期には何点取りたいとか。

先生達がちゃんと見てくれている。
細かい質問にも丁寧に答えてくれる。
高3の1年間、気持ちは張り詰めてました。精神的な
支えは、最後の最後は石井先生。節田先生は言わな
くても分かってる感が凄くて、いざとなったら言っ
てくれました。緒方先生はマンツーマンで励まして
もらってました。マンツーマンは1対1で見てもらえ
るっていう良さと、精神的な安定剤っていうか、入
試前になればなるほど重要性が分かってきました。
数学はハイレベルのクラスで、少人数制でやってた
ので、凄くレベル高かったです。高橋典先生の授業
だったんですけど、授業中も途中で止めて質問して
ました。薄先生の授業は、楽しくて、厳しいことも
言うんですけど、ギリギリになって精神的に不安定
だった時は「大丈夫」って言ってもらえました。本当
に面倒見いいなっていうか、授業もやって、休み時
間に行っても色々教えてくれたりするから。生物は
入塾するのが遅かったので、金谷先生に最初から説
明してもらいました。高校が午前中に終わるので、
終わってからすぐ行って、お昼に金谷先生に質問行っ
て教えてもらってました。基礎は全部金谷先生にやっ
てもらって、マンツーマンで緒方先生にハイのとこ
ろをやってもらいました。生物はだんだん伸びたん
ですけど、化学はギリギリまで伸びなかったです。
でも、試験で伸びたって感じで。みんなの話を聞くと、
二学期から伸びたってのは早い方で、本番でやっと
出せたって人が多い気がします。入試までは不安で
したけど、心折れると辛いんで、鋼の精神で頑張り
ました。メンタルは、自覚はなかったんですけど、
弱かったんだなって思います。数学は夏に伸びて、

その後下がって、どうしようって思ってて。とにか
く計算ミスで安定しなかったです。どうすれば計算
ミスが減るのか分からなくて。
それで、計算ミスを防ごうと思って、解き方をまず
変えました。それまでは全部バァーッて解いて、時
間あったら見直すみたいな感じだったんですけど、
何回目かのマンスリーから変えて。必ず1ページ解
いたら見直すようにして、早く次の問題を解こうと
しちゃうからいつも計算をミスっちゃうから、すぐ
に見直すようにしました。時間が無くなるかもと思っ
て不安でしたけど、その問題を確実に解かないと点
数もとれないので、細かく見直すようにしました。
意外に冷静になって見てみると、「なんでこんな間違
いしたんだろう」っていうのがあったりしますよね。
マンスリーテストは難しいので、時間配分は気にし
てました。理科なら、最初に生物やるって決めてた
りとか、化学は計算問題からやるとか、正誤は最後
とか。
高校と違ってランキングの掲示があったので新鮮で
した。2回目のテストで英語が1位になって、でも3
回目でランク外になって、落ち込んで…。でも、次
の時また上がって。生物は途中から載って、化学は
最後まで載らず、数学はちょこちょこ載った感じで
した。ほかの現役生も、佐藤くん（東邦大医学部進学）
とか坂本くん（埼玉医科大進学）とか載ってて、気に
なってました。ランキングに載ったり載らなかった
りなのを先生方も見てて、たまに言われました。授
業だけじゃなくて、成績も見てくれてるっていうか。
質問は、友達には聞かないタイプだったので、先生
にけっこう行きました。自分でやってても行き詰っ
たりするので、たまに聞きに行ってました。他に質
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問してる人がいない時を狙って行ってました。こん
なこと聞いてもいいのかっていう小さいことでも、
先生たちは何でも答えてくれるから、良かったなっ
て。

代官山MEDICALの良さは ?
代官山MEDICAL のメリットというか良さは、ま
ず、朝から晩まで勉強できること。友達に聞いても、
6時半に開いてる塾なんて他にはないって。自分の
場所があって、自分で勉強できて、自分で予定立て
て出来るので、あと、質問にも行けるので。なので、
勉強は基本的にここでやって、家に帰ったらリラッ
クスしてみたいな。次の日に響いちゃうので、12時
半には寝るようにしてました。朝は、満員電車でカ
バン開けられないので、家でる時から図説を持って
出てました。
座談会で先輩の話聞いたり、合格体験談読んだり、
あとはお姉ちゃんもいたので、いろいろ聞いてやっ
てました。お姉ちゃんから、夜更かしして勉強して
も効率悪いから寝るように言われたり。
あとは、女の子的には清潔感。他には、2号館だっ
たので、静かでした。

一番伸びた科目は ?
…なんだろ。化学は最後に伸びて、生物はだんだん
伸びて、数学も最後に伸びた感じです。最後に一気
に伸びて、言われた通りでした。最後まで頑張って
みたいな感じで言われてて。石井先生も言ってくだ
さいましたし、節田先生も。節田先生はマンスリー
全然載らなかったので、最後まで待ってって言われ
て。で、やっと昭和2期で伸びた感じでした。先生

の言ったことを受け入れて、実行してました。もう
全部鵜呑みにして。図説も、昭和狙ってたので、緒
方先生に「ここは何ですか」って細かいところも聞い
て。試験始まってからは、用語のチェックみたいな
感じでバァーッて言ってもらって、それを全部覚え
てました。現役生は知識量で浪人生に負けるって言
われてて、とにかく時間が無いので、学校行っても
自習しかしてなかったですね。寝ないで自習して、
その時に知識を詰め込んでみたいな。集中力がなぜ
か高3だけ続いて。執念ですかね。集中できる環境
があっても、人が集中しないと意味がないんで。立っ
てブツブツ言ったり、トイレ行ったりもしました。
コンビニには行かないようにしてました。

受験期はどうだった ?
朝は弱かったんですけど、試験会場には早く行って
ました。図説見たり化学のノート見直したかったの
で。代官山通信に地図とか載ってて、当日は人の波
に乗って迷わず行けました。東医だけちょっと難し
かったですけど。
日医が全然できなくて、落ち込んで。昭和志望だけど、
もっと上を目指さないと受かんないよってお姉ちゃ
んに言われてて。一番辛かった時期は3月、2月…3
月ですね、やっぱり。入試始まってからも、勉強の
サイクルは崩さないようにしてました。試験が終わっ
ても戻ってきて自習して。3月31日に繰り上げの連
絡きたんですけど、それまで生きた心地はしなかっ
たです。

石井先生の授業
石井先生の授業は、予習してました。でも、テキス
トのコピーはしませんでした。暗記するくらい読み
込みたかったので。書き込むためにコピー取ってる
人が多かったんですけど、落としたら意味ないし、
バラバラにしちゃいそうだったし、断固としてコピー
はしませんでした。授業中は、ここ分からないのに
なんで当たるんだろうって。ちょうどそこ !? って。
一つ前なら分かったのにって（笑）。石井先生の話で
印象に残ってるのは、歴代の先輩の話。自習時間に
席を立たない先輩とか。私もそれ聞いて立たないよ
うにしました。
二次対策の話は石井先生の授業で聞いて、そういう
知識を入れといて。面接の本番はちょっとは緊張し
たんですけど、面接官が優しめの女の人だったんで
大丈夫でした。とくにどぎつい質問もなくって、岩
手で他どこ受けてるの?って聞かれたくらいでした。
圧迫とかだと厳しいですよね。東邦は変わってるっ
て聞きました。4ステージくらいあるって、面接。
認知症のおじいちゃんにどう説明するかみたいな。
で、蓋開けたら、その人、実は教授でしたみたいな。

現役生ならではの困ったこと
現役生ならではの、これは困ったっていうのは、圧
倒的に時間が足りないっていうこと。あと、岩手の
面接でグループがあったんですけど、制服が一人だ
けだったのがちょっと怖かったです（笑）。時間がな
いっていうのもあって、まずは苦手科目をなくすっ
ていうことですかね。入試始まって、最初の方は全
然受かってなくて、自信を無くし、二期も受かって
ないって思ってました。9か10校受けたんですけど。
スケジュールは冬の面談で結構削りました。わざと
ぶつけてくる大学とかもあって。

現役合格にはこれが必要 !
ストイックになること。ストイックさです。あとは、
現役にこだわってたので。あと1年は絶対に考えて
なかったので、その思いですね。精神的にガクッて
なることもありましたけど、高3で決めるっていう
思いはぶれずに来れました。家族の存在とか、自分
の思いで。

後輩たちへ
英語は、単語を何回も。一回やって、少し時間たっ
てまたやって。数学は計算ミスをなくす。自分がど
こが出来ないのかを把握する。化学は、最後までや
り続ける。生物は、図説を、昭和だったら万遍なく
見る。隅から隅まで。先生に言われる前に自分から
やらないといけないです、追いつかないので。
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東邦大医学部 2次合格

北里大医学部 2次正規合格

埼玉医科大 2次正規合格（前期）

先生たちにめちゃくちゃ聞いて
何やった方がいいか

指示もらってやってきた。
聞けば解決できるから。
東邦大医学部進学　佐藤祐輝君（新潟明訓高校卒）

先生たちにめちゃくちゃ聞いて
何やった方がいいか

指示もらってやってきた。
聞けば解決できるから。
東邦大医学部進学　佐藤祐輝君（新潟明訓高校卒）

どうして代官山MEDICALに ?
俺は…代官山MEDICAL から杏林大学へ行った佐
藤遼先輩の家系と幼稚園の頃から仲良くて、それで、
彼が浪人しているときに俺は高校生で東進行ってた
んですけど、東進は医系じゃないから…国公立なら
まだセンター勉強して、ってなるんですけど、私立
だと特殊だったので情報もないし勉強の仕方もわか
んなくて、色々教えてもらってこっちきて、授業受
けてみてよかったんで来ました。

入る前の自分の成績はどんな感じでした ?
最初来た時は数学が一番できて…英語がもう全然…
嫌いだったしできなかったし。あんまり手を付けて
いませんでした。英語も理科も。科目の偏りはかな
りありました。数学だけ高2の早くにばっと終わら
せてて。模試とかの点数ではあまり差がなかったん
ですけど、適当にやってたんであんまり理解できて
いませんでした。

いつから来てましたか ?
高1の冬ぐらいに始めてきて…とりあえず授業受け
てみようみたいな感じで、マンツー、五十嵐先生と
か三ツ橋先生とかうけました。その中で1コマだけ
石井先生のマンツー受けました。超レアです（笑）

模試の解き方とかはどう ?
わかんない問題は速攻飛ばして、分かるところを解
いた後で戻ってくるって感じでした。出来ない問題
にあたっても俺は結構楽観的な人間なんで、次出来
ればいいかなって。思ってました。

この先生のここが良かった
英語とか三ツ橋先生ばっかりだったんですけど。三
ツ橋先生いいですよ。優しいし、知識もあるし。ひ
とつの単語に対して広がりがあるっていうか。派生
語がこうで、この言葉はどういう語源から来てて…っ
ていうのを教えてくれるから医系単語でも覚えやす
くて。授業が楽しかったです。五十嵐先生はずっと
持ってもらってたんで愛着あったし。すれ違うたび
色々話しかけてくれてたし。まあ数学好きだったし。
プリントとか色々くれました。プリントやって、間
違えても全然怒らないでおちょくってくる感じなの
がいいですよね。あと一回山室先生に教えてもらっ
て、今まで出会った人の中で一番頭いいなって思い
ました。やばかったです。積分とか。ちょう頭いいなっ
て。めっちゃ衝撃を受けたんですけど、そのあと
五十嵐先生にするか、山室先生にするか悩んだんで
すけど、その後結局五十嵐先生にして。でもその後
も山室先生に小論文とか願書とか見てもらったんで
す。山室先生は医学部の情報とかそういうものの書
き方とか知っているので、授業中とかにも教えてく
れたりして面白かったです。化学は高橋龍先生でし
た。若くて…しかもイケメンじゃないですか。クー
ルだけど意外と話しやすくて、授業も分かりやすく
て。面白かったです。物理は田山先生でした。物理
が一番苦手っていうか、進行が遅かったんですけど、
それでも公式のどうして、とかから全部教えて下さっ
て。最終的にいろんなプリントをくれたし、最後赤
本を解いてわからなかったところとか授業で解説し
てもらったりしてやりがいがありました。かなり手
助けになりました。定期的に見てもらってたから、
その時に指示もらってました。あと遠方なんで、教
務のスタッフ経由で FAX とかでも指示もらってまし
たね。こっちに来てない時はその指示通りと、あと
は自力で勉強してました。

ここにきて一番伸びた科目は ?
現役だったんで、理科はゼロからスタートだったん
ですよ。化学とかはめっちゃ伸びたけど…でも最終
的に一番頼りになったのは英語ですね。最初は苦手
だったんですけど。引っ張ってってくれたっていう
か。数学得意だと思ってて、あんまりやらなかったら、
最終的に微妙になっちゃって…自習してる時もバラ
ンスは考えてやってましたよ。

ここに来る前の自分と変わったところは ?
そもそもここに来る前、そんなに勉強してなかった
です。ここにきて授業受けてめっちゃ面白くて、す
ごいやる気でたっていうか。地元帰ってもやった問
題復習できるし、解いててすごい面白くて。ここに
きて、勉強に対してすごくやる気が出ました。与え
てもらう課題も授業でやったものの例題とか類題と
かだったからいい問題だったし。
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ここにきてよかったことは ?
先生がフレンドリーな所です。大学もだけど高校の
先生も…学校の先生は質問しづらいというか距離が
あるというか。だからわからなくても自分で解決し
ようとしていたんですけれど、こっちは聞きやすい
し聞いた方が分かるし楽しいし。

なんとなくやる気が出ない時とか
どうしてましたか ?
11月ぐらいにそういう時期がありました。結局その
まま行きましたね。代官山に来ればやる気になるん
で。平日の学校でなんかやばいなーとは思っていた
んですけど、土日には代官山行くからそこでスイッ
チ入れようかなって思って。来てた期間は基本的に
は夏休みと冬休み春休みとかだったんですけど、高
3の時は学校さぼってきてました。1週間ぐらい。学
校意味なかったんで。（笑）

後輩に向けて一言
勉強のやり方わかんなかったら、とりあえず先生に
聞いた方がいい。俺は新潟にいたからわかんなくて、
先生たちにめちゃくちゃ聞いて何やった方がいいか
指示もらってそれやってきたし。聞けば解決できる
から。あとは…楽観的な方がいいです。神経質にな
るより。まあ失敗しても「落ちたな…」ぐらいで。俺
はもともと適当な人だったんで。まあしかもマンス
リーとかで取れてたら絶対自信つくし。そのために
めちゃくちゃ勉強して頑張ってマンスリーで取って
この大学余裕だし、って思えるぐらいのメンタルを
マンスリーで培っていけばいいと思います。

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2016年

東邦大医学部 ２次合格

先生との距離が近くて
手厚い指導

ありがとうございました！
東邦大医学部進学　髙安涼太君（成田高校卒）

先生との距離が近くて
手厚い指導

ありがとうございました！
東邦大医学部進学　髙安涼太君（成田高校卒）
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大学はどうですか ?
東邦は入学して少ししたら TOEFL でテストして成
績順にクラス分けされました。全部で6クラスあり
ます。選択の語学もあるんですけど、自分は取って
ないです。

どうして代官山MEDICALに来ましたか ?
僕は高校3年の夏から、っていうか部活が終わって
から受験勉強を始めて、最初は地元の個人塾へ行っ
てたんですけど、マンツーマン制で…先生が大学生
だったんですよ。教え方もへたくそだったんで、やっ
ぱり東京の医系の専門予備校に行こうかなって親と
相談して、それでこの近くの塾とか片っ端から説明
会に行って、最終的に、ここがいいかなって決めま
した。

入る前の自分の成績はどんな感じでしたか ?
全部底辺でした。生物が少し出来てたぐらいですね。
でもマンスリーの順位表には載らないぐらいです。
浪人生なんて、勉強してなかったらただのニートじゃ
ないですか。勉強してなかったら存在価値が無くなっ
ちゃうって思って。ここにきて気持ち切り替えて、
頑張ろうって、1年で決めようと思って。その気持
ちは1年間途切れませんでしたね。モチベーション
はずっと高いままだった。落ちそうになるのはマン
スリーテストでだめだったときぐらいで、それも（マ
ンスリーが）終わったらすぐに下（6階）に降りてきて
教務の人とかに喋って、それではい終わり、って切
り替えてたから。お尻たたいてもらってました。

いつぐらいから
代官山MEDICAL に来てましたか ?
2月から来てましたね。春のさきどりも受けてた記
憶があります。1 ～ 7限までみっちり授業が入るの
にうわっ ! とか思う人もいるかもしれないけれど僕
は別に…ここに入る前にモデルの時間割とか見てた
し。自習でやるよりも授業があって拘束された方が
勉強できると思っていたので。塾に行ったらもうずっ
とやる、家ではやらないと思ってました。朝は割と
早く来て、21：30に帰ってました。時々遅くなっ
て教務の人が迎えに来てたりしましたね。

予習復習はどんなふうに回してた ?
やったやつをすぐに復習するって感じで、出来るま
でやってましたね。隙間の時間を使ってやりくりし
てました。先生からもこと細かく、やったところの
課題もらって、きっちり提出→添削→提出→添削っ
て感じでやってました。

マンツーって取ってた ?
マンツーは青葉先生と原先生以外取ってないです。
春は1個も取ってなくて、夏休みの後半から青葉先
生のマンツー取って。僕があまりにも英語できなさ
過ぎて、石井先生に相談したら青葉先生を紹介され
て、ためしに取ってみたら神だったので（笑）どんど
ん人気の先生になっていって取り合いになってまし
たね。「俺について来れば受かるから !」って言われ
てついていったらマジで点数が上がったから。考え
方をまるっきし青葉先生のやり方にさせられたので。
あとは WIZ の単語テストやってました。最初は週3
とかで。あんなに単語テストやってた人他にいない
ぐらいやってました。春は週3で。夏ぐらいからちょ
こちょこさぼり始めて。でもずっとやってましたね。

一番伸びた科目は何ですか ?
生物 ? かな。ここだと資料集よく使うけれど、高校
では使わなかったですね。何なら教科書も使わなかっ
た。ここでは資料集使い過ぎて表紙が破れてました。
どんどんボロボロになっちゃって。みんなそうでし
たけどテープで貼って使ってました。

自習する科目のバランスはどうでしたか ?
バランスよくやってたつもりですけど…日によって
はバラバラでした。ちゃんとし始めたのは秋からで
すね。春夏はもう、生物が楽しすぎて。先生がみん
な面白いんだよね。緒方先生はストーリーで教えて
くれるんですよ。それを自分で言えるようになった
ら人にも教えられるし、質問しに行っても分かりや
すく教えてくれるし。金谷先生と柳先生はたまに出
る生物関連の雑談がほんとにおもしろくて。金谷先
生は授業中に流れで指してくるんですけど、間違え
ても笑いに変えてくれるんです。優しいです。どの

先生も質問に行っても優しくて。手厚く教えてくれ
るんですよ。紙に書いたりして。柳先生で一番覚え
ているのは、鯨の死体があったから包丁持ってバイ
クで内臓を取りに行った話。大学のサークルか研究
とかで、鯨とかが打ちあがったら取りに行くらしい
んですけど、それも内臓とかが先着順、早い者勝ちで。
首切り包丁みたいな ? 鯨用の大きな包丁をリュック
に入れてバイクでかっ飛ばしてたら、警察に捕まっ
て、リュックの中見せなさいって言われたら包丁出
てきて…ていうので爆笑しました。

ここに来る前の自分と
変わったところはどこですか ?
やる気出ました。やっぱここに来て、一番やる気が
違いましたね。周りのやつも勉強してたし。高3で
部活引退してからずっと勉強漬けだったんで、ちょっ
とは出来るかなって思っていたら、浪人になって最
初のマンスリーで全然できなくてやばいなって意識
は生まれましたね。あとは、勉強方法。最初から身
についてなかったので結局ゼロからスタートだなっ
て思いながら授業でやったことを繰り返してました
ね。だから勉強法自体は変わってないですが、やる
内容は濃くなりました。あとはスマホからガラケー
にしました。絶対いじっちゃうからって。

合格座談会とかで
意識変わったりしましたか ?
何回かに分けて座談会ってあるんですけど、僕が聞
いた時は寮に入っていた先輩が多かったです。で、
家帰らないでカフェとかマックとかで夜1時ぐらい
まで勉強してたって話を聞いて、そんなこと出来る
わけないじゃないか ! って思いましたね。だから出
来るだけ朝早く来て、帰りはさっさと帰って、その
合間の時間で、ここにいる間に濃密にやればいいか
なって思って。あとは夜とか…。家からは電車で1
時間20分ぐらいかかりました。電車乗りっぱなしで。
朝は座れないですけど夜は座れます。電車の中では
なるべく単語帳（快速とか）、時々生物の資料集とか
開いて読んでました。声に出して。ぼそぼそと言っ
てました。青葉先生に「音読しないと無理だからね」っ
て言われて。あと先輩もそんな話してたので、やっ
てました。

ここにきてよかったなと思うことは何です
か ?
先生がフレンドリーな所ですね。大学の先生は質問
しづらいです。聞きに行く事に最初は抵抗があった
んですけど、距離が近いから聞きに行きやすかった
です。扉がないのは大きい。あと先生も声をかけて
くれるので。

最後に後輩に向けて一言 !

僕はどっちかというとネガティブです。マンスリー
テストでやばかったときに廊下で自殺したいって
言ってましたし。あれだけ1か月やってさ、全然成
績上がってなくてさ…もともと勉強なかったらニー
トって思ってるぐらいの人だから。それで出来なきゃ
もう…死ね !って感じだったんで。まあやってもやっ
ても数字で出てこない時期はつらいけど…でもやる
しかないんですよね。打開策考えつつ、わからない
時は先生に聞いて。でも何でもかんでも先生に聞く
と考える力が無くなっちゃうなって。記述が解けな
い時にそう思って。ある程度自分で考えてから、本
当にわかんない時に先生に聞くべきかなって思いま
した。生物でも最初わかんないなって思ってても資
料集ちゃんとみて流れに沿ってみると結局分かるん
で…そういうのすぐに先生に聞きに行くと、緒方先
生とかそういうの分かるんで、もうちょい自分で考
えなとかよく言ってくれるんです。オープンスペー
スで聞きやすくはあるけど、ある程度自分で考えて
から聞きに行った方がいいですね。いつでも助けて
くれるけどね。最初は聞きに行き過ぎていて、夏と
か記述解けねぇ ! 自分で考えてねえじゃんって感じ
で。ただの暗記作業になってて。穴埋めだとパッと
答えが出るんですけど、記述とか自分の考えをだす
やつになると急にできなくなって。だからちゃんと
自分で考えようって。あとは先生にいじられてる人
の方が愛されてるというか…ありがたい事だから。
平野先生とか怒られてるみたいに感じて落ち込む人
もいるかもしれないけれど、いじってくれている間
は自分に合うペースで授業を進めてくれるから。あ
と一番前に座るべきですね。僕はいつも一番前に座っ
ていました。一番前だと分かっていない時の顔が先
生に伝わるから。あとノートに書いている内容も見
てるし。薄先生とかもだけどすぐに気づいてくれる
んです。で、わかんないよなって言いながら最初か
ら説明してくれますから。
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日本医科大 ２次合格

岩手医科大 ２次正規合格

先輩のたくさんいる日医に
合格できてよかった！！
日本医科大進学　薗田大二郎君（上田高校卒）

先輩のたくさんいる日医に
合格できてよかった！！
日本医科大進学　薗田大二郎君（上田高校卒）

ここに入ってくるまで成績はどうでしたか ?
長野の公立の高校だったので授業でやる事と行ったら
国立の対策のものがほとんど。現役では数学は独学で
もまぁできてセンターで9割はとれて、化学と生物は苦
手でよくて8割。国語がすごく苦手で学校の成績で1と
か2とかがつくくらいだったのがセンターでは7割5分
位運良くとれて日本史とか英語が全体で8割そこそこと
れて福島県立医大出願できたという状況でした。プラ
スαで私立11校うけて獨協の1次が受かったんですけ
ど2次落ちました。現役の時はいつも国語とかは半分く
らいしかとれない感じだったんですけど本番がたまた
まよかったです。波がすごくて安定しなかったです。
生物に関しては、考察も知識もないし過去問も解かな
いし、問題演習をする習慣がなかったので、解くスピー
ドが全然遅かったです。

代官山に入塾した時は
国立と私立を迷っていましたか ?
浪人が決まって、親が国立じゃなくてもいいって言っ
てくれて。国語がだめだっていうのと安定していない
のをわかっていたので、私立一本で行こうと決意しま
した。私立なら医専だと思い、親と一緒に説明会を聞
いて、代官山で行こうと決めました。

入ってから一番伸びたのは ?
現役時と比べて、浪人して時間が出来るので、理科に
重点をおきました。その上で、化学とかの一番の問題が、
入試化学の全体像が全く見えてなかったという事です。
節田先生と小椋先生に沢山問題出してもらって、全体
像を把握して、夏に節田先生のマンツーマンをとって
苦手分野を強化してもらって、苦手分野を克服できた。
生物とかは全然考察も解けなくて悩んだんですけど、
授業の時に予習はしっかりやって、臨んでました。緒
方先生の基本的なものはきっちり押さえるようにして
ました。マンスリーも当初30点くらいだったんですけ
ど、7割近くとれるようになってました。
英語については現役のときに長文ばっかり読んでたの
で英文自体に親しみがあったので平均的に波もなくと
れていました。
数学については、できてると思ってたんですけど、確
率が苦手で、確率は現役のときには全然できなかった。
確率は暗記で解くものだと思ってたんですけど、マン
ツーで高橋典先生に確率は考え方次第で面白い世界に
なる事を教えてもらった。ここで考えて解くものだと
知れてすごく大きな進歩になった。数学はマンスリー
は9割取ったりした事もあったのに、圏外に飛んだりも
しました。でも落ち込まないで、授業の問題はちゃん
と予習して、自分の解法を典さんや啓寿先生に見せて
確認してました。最後までマンスリーでは数学は低め
に終わったんですけど、数学に関してはちゃんとでき
るという典さんと確認したり予習したりしてて、でき
るんだという確信があったので自信を持って入試に向

かいました。

マンスリーの点数が悪い時とかは
どうしてましたか ?
点数が悪い事は、ネガティブに考えないで、何ができ
ないのかという事を考えてやるようにしてました。気
持ち的に波がない方か ?と言われたら、波はかなりお
こるんですけど、何も考えず無心でやると意外と波が
起こっちゃうんで、ポジティブに意識してやるように
してました。

入試本番はどうでしたか ?
1年やってきた成果が出てるのかって言うのが自分で分
からなかったんですけど、杏林と岩手の一次が受かっ
てほっとしました。杏林の2次がすごくだめだったんで、
ダメージをかなりくらったんですけど、それでその後
の試験を受けるにあたっては、緊張感がありました。
とはいえ去年よりは、慣れはありましたね。

勉強はどのように進めてましたか ?
僕はノートをつくらない殴り書きするタイプで、A4の
紙に殴り書きしてたんですけど、試験前にいったい自
分は何を得たっていう証拠がなくてちょっと不安に
なったりしたんで、殴り書きの A4の用紙に穴をあけて
保存するようになりました。朝早く来て自習する勉強
法を夏朝一番に来て試してみたんですけど、僕の場合
は、朝早いのは向いてなかったみたいで、これは、人
によると思います。自分は自習でできるって思ってた
んですけど、浪人したから勉強法にちょっと自信がな
かったんで、マンツーを入れたりしました。マンツー
では、分からない事は徹底的に聞くようにしてました。
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聖マリアンナ医科大 ２次合格

自分に向き合う
必要な２年間でした!

聖マリアンナ医科大進学　伊藤葵さん（愛知淑徳高校卒）

自分に向き合う
必要な２年間でした!

聖マリアンナ医科大進学　伊藤葵さん（愛知淑徳高校卒）

聖マリアンナはどうですか ?
聖マリアンナは第一志望だったし、校舎もきれいで、
立地もよく、新宿とかもすぐ出れるし快適です。
授業は60分×6で、ここより短くてもう終わり ?って
感じでなんてことないって感じです。
部活はサッカーが好きなんですけど、野球部のマネー
ジャーをやってます（笑）。洗濯したり、ドリンク作っ
たりボール拾いしたりしてます。先輩達はすごく優し
い。練習もあまりやってないのに優勝したりしててす
ごい強いし魅力的です（笑）。
実習は、5月から毎週病院で先生について回ったり救急
車に乗って助けに行ったり、色んな科に出て行ったり
しています。
希望する科とかは、まだはっきりしませんが、スポー
ツ医学とか小児科とかにひかれています。私はサッカー
が好きなんですけど、マリアンナは FIFA の公式の病院
だからスポーツ医学いいかなと思ってます。長く続け
るならちょっとでも興味が無いとだめかなと思って。
多浪生も沢山いて、最初は気にしてたんですけど、子
供がいる人とかいろんな人がいて居心地がいいです。

予備校には入学してすぐに馴染めましたか ?
予備校を決めるにあたり、パンフレットみてここが一
番信用できるなって思いました。大学は首都圏がいい
なって思ってて予備校もこっちがいいなって思ってま
した。愛知にも医専とかあるけど、情報量が格段に違
くて。上京して最初、結構寂しくて。友達もいないし。
だから先生と話してるうちに生活に慣れた。誰かが質
問に行くのが見えたり、ドアが無いから質問に行きや
すかった。
さきどりゼミを受けてたので4月の授業の前に自分のレ
ベルってこんなもんだったんだっていうのも分かって
たり、ペースをつかんだりできました。さきどりゼミ
でやらなきゃっていう気持ちが生まれました。

代官山MEDICALに来て
よかったと思うことってなんですか ?
浪人生活って社会的にはあまりいいとされているもの
ではなく偏見もあると思うんですけど、先生達の面倒
見がすごくよくて、授業もすごく楽しくて、勉強生活
が全然苦痛じゃないっていうのがめっちゃメリットだ
と思う。いつでも質問に行けるし、奇麗だし。今まで行っ
てたところが暗くて、先生がどこにいるのかも分から
ないしって感じで。ここは明るいから気持ちも暗くな
らないし。環境も友人にも恵まれました。真面目で見
習いたいと思う子も多かった。

授業はどうでしたか ?
ここの生物の先生はすごくて、担当してくれた三人の
先生がそれぞれ違うから、どこから攻められても大丈
夫に知識が固まるのがよかった。
私は、小テストにめっちゃ気合い入ってました。すぐ

採点してその場で見られるから、小テストでは満点と
ろうって思って勉強してました。知識系の生物とか英
語とかそれでどんどん伸びていきました。緒方先生の
授業の内容が小テストめっちゃやるんですけど、生物
の表の穴埋めとか、文で説明とか穴埋めなんですけど、
どこが出てもいいように全部丸暗記してました。はまっ
ていって楽しくなりました。
マンツーの先生には、できないと申し訳ないという気
持ちで、グループの授業とかでは、マンツーでやった
ことは間違ったらヤバい ! と思って頑張りました。高
橋阿里先生は優しいので、小テストとか勉強やらない
子いるんですよ ! でも、ここで100点取ったらかっこ
よくない?! とか思って毎週100点取ってたんです。そ
したら、受験期に阿里先生の授業でやった単語にめっ
ちゃ出会って、小テスト大事にしてよかったと思った。
夜間のテキストって夜間しか使わないみたいになって
ると思うんですけど、私やってないものって極めたい
とか思っちゃって…。この夜間のテキストを一問一答
形式でぼろぼろになるまでやってたんですよ。分厚く
もないし、単語帳みたいな感覚でパラパラってできる
し。内容が凝縮されてて濃いんです。夜間のテキスト
もめっちゃいいよって言うことは伝えたいです。ここ
をしらみつぶしにやって分からないことを聞きにいく
と結構頭に残ります。

先生に質問とかは
よくしに行っていましたか ?
「大丈夫」と「分かりました」は、ヤバいと思っていて、
分からなかったら分からないって言うべき。ここの中
での世間体とか周りからの目とかは今後何にも響かな
いから捨てて、できないことはできないって言わない
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とだめ。それは重要だと思う。
自分は、全然質問とかできるタイプじゃありませんで
した。でも、入学当時、野崎君（東邦大医学部進学）が
先生にすごく質問しに行くのを見てて、野崎君は授業
中の発言とかも賢いんです。賢い人は質問に行くんだ
と思って真似していくようになった。
2浪とかになって先生のところに行かなくても先生か
ら「生物やって無いでしょ」とか見抜かれて…。先生
の方から声とかかけてくれて、ホント、こんなのな
かなか無いことだと思う。それだけ一緒に生活して
る感があるから怠けなくてよかった。今でも代官山
MEDICAL が懐かしくなっちゃう。

1 浪目と 2浪目は何が違った ?
1浪目は、このほぼ休みも無く拘束されてたから、そりゃ
こんな長時間椅子に座ってたら受かるでしょ。みたい
な意識があって、勉強の質とかあんまり考えてなくて。
座る、来るそれだけ。それだけで自信を持ってたって
言う感じでした。受験の直前に赤本解いて全然できな
くて、そこでやっと焦り始めて、結局今年もまただめ
か…。みたいになっててどんどん負ける意識になって
ました。でも、自分と同じクラスの A3の子とか受かる
の見たとき、自分でも受かる可能性があったのかもし
れないって気付いたらすごく後悔した…。
心入れ替えて2浪目に入りました。受験直前にどうせこ
のクラスだしとか思わないで後期でも何でもえり好み
せず受けていこうって思うようになったし、体力どう
こう言う子もいるけど、ここで体力使わなきゃ何のた
めの1年間なの ?って思えるようになった。自分は体
力もメンタルもめちゃ弱いけど、ありったけの大学受
けたし、沢山落ちたけど、マリアンナ受かったから。
受けれるだけ受けて下さい。

2 浪目のメンタルはどうだった ?
夏の時期は、まだ受験が見えなくて単調な毎日をすご
すんですよ。それでクラスの編成の時期が来るとクラ
スも落ちるかもとか思っちゃったりして思い詰めちゃ
う時期なんです。夏は大事ですよね。周りがよく見え
たり、後ろ向きになることもあるけど、とにかく前向
きに頑張ってる自分に誇りを持ってやるようにしてま
した。
後は、私は2号館の中でマンスリーが本当に悪い方でし
た。それで、キツい ! ってなって、何をしたらいいの
かが分からなくなってしまって。そういう時期のメン
タルを緒方先生と三上先生に見て貰いました。マンツー
取ると安心感とモチベーションが安定して、知識を教
えてもらうのは勿論なんですけど、気持ちと両方ない
とだめで、私にとってマンツー大事でした。

印象に残っていることとか
なにかありますか？
2浪目の4月に三上先生にめっちゃおこられたんです

ちょっと高めのジュースを買うとか、これは朝の時間
の間に絶対終わらすとか目標たてて対策してました。

後輩にこれだけはやっておいた方がいい
ということはありますか ?
メンタルがやられた時は、私は恵まれてると思うよう
にしてました。健康だし、医学部専門の予備校に通え
てるし、ご飯もちゃんと食べられてるし、人より遅れ
ているのは勉強面だけで、他のことはすごくいい ! と
思ったら辛くなくなりました。自分で自分を苦しめる
ように追い込んで自分は人より遅れてるとか思わない
ようにしました。これだけ、環境を整えてもらってちゃ
んとできないのはだめだって思いました。
大学の勉強はこの問題集を解けばいいとかなくて、プ
リントを見て自分で理解できなくてはいけないんです。
問題がどこから出るかなんて分からないです。それに
比べると受験生って、この問題集をやればいいとか、
出題範囲とか過去問とかあるし単純明快。ちゃんとや
ればちゃんと知識もついてくるから勉強もしやすいと
思うので、コツコツと与えられた課題をやって下さい。
第一志望をつくり、執念持ってやれば不思議な力も出
るのかな ?なんて思うのでそういうのも大事かなと思
います。気持ちが入るところを見つけて下さい。私は
マリアンナは補欠番号が70番だったんで、お母さんは
本当に回るのかってすごい不安そうでした。他学部に
入金しようとしちゃってたんですけど、石井先生が、「必
ず回る」って言ってくれて、私はそっちを信じました。
そしたら本当に回ってきて。困った時は石井先生に相
談に行ってみて下さい。

よ。「本気で受かる気あるの ?」って。気持ちが緩くて
一生懸命教えてくれてるのに失望させてしまって…。
そっから、自分はめっちゃぬるいなって思って、そこ
から自分に甘えないとか色々我慢してスタートしよう
と決心して4月のスタート切れました。
あと、マリアンナの試験の前日に、杏林と愛知と岩手
の結果が出たんです。2号館の子達は、ほとんど、この
どれかに受かってるって言う状態でした。私はどれに
も受かってなくて、めっちゃ悔しくてすごく辛い日だっ
たんですけど、その日に緒方先生のマンツーで、めっ
ちゃ泣いちゃって。すごいいろんな言葉で励ましてく
れて、サッカーの例とかまで出してくれて、そのとき
の言葉とか今でも書き留めてお守りみたいにしてるん
です。マリアンナに行くときもこれを持って、各教科
を受ける前に読んで自分を震いたたせてました。絶対
空欄を作らないと思ったし、最後の1秒まで見直して間
違えに気付いたりしました。手が震えながらも直して
食らいついて食らい付いてやったのが聖マリアンナ
だった。

マリアンナの入試の手応えはどうでしたか ?
正直全然だめかな ?と思いました。自分の中で筆記の
手応えからして、二次頑張らないとだめだなと思った
んです。マリアンナは二次の比重も多いので、面接小
論対策のマンツー 4回くらいとってやりました。私の
試験の前日に吉田仁美ちゃん（日本大医学部進学）がマ
リアンナの二次受けに行って、「漢字が出なかった」っ
ていうのと、「題名を付ける問題と要約が出た」って言
う有益な情報を聞いたんです。次の日のバスの中で受
験生が漢字を見てるのをみて「出ないのに」と心に余裕
も持てたし、その面接小論対策では時間配分まで決め
て見事な小論文と面接が本番できました。

集中力はどうやって持続した ?
私全然集中力続かない方で。マンツーの先生とかに、
次はこれをやってきますとか宣言してやってました。
やって行かないと先生を失望させてしまうから、逃げ
られない状況を作りました。ライバル的な存在を勝手
に作って、その人がやってる ! と思ったら自分もやる
とか。
あと、2浪から昼の時間をずらして勉強してました。昼
の自習室とかすごく静かで集中できるので気に入って
ました。あと、昼の時間に昼を食べると丸々お昼の時
間をしゃべって使ってしまうので、ずらすのは効率が
よかったです。
友達とも、いい距離感を保って受験が終わってから楽
しもうと思って我慢しました。

朝は早く来てましたか ?
8時前には絶対予備校に着くようにはしてました。すご
く朝は弱いんですけどちゃんと来てました。他の人も
沢山来ててそれは刺激でした。朝はすごく眠くて、
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岩手医科大 2次合格

まず合格圏外から
合格圏内に持っていく事を目標に

先生の言う通りやろうと
決意しました。

岩手医科大進学　種田宙君（獨協高校卒）

まず合格圏外から
合格圏内に持っていく事を目標に

先生の言う通りやろうと
決意しました。

岩手医科大進学　種田宙君（獨協高校卒）

現役、一浪と代官山MEDICALで過ごして
現役の時は受かる気がしなかったですね。まあ、ずっ
と野球部だったし…。とにかく、どれか一科目だけ
でも仕上げるみたいな。それで、浪人してみて、最
初のクラスがめっちゃ下だったんで、A9だったんで
（笑）、どうやったら上に上がれるかなって考えてて。
とりあえず、数学から仕上げていこうと思って。得
意科目を伸ばして、英語が一番ヤバかったんで、数
学でカバーしようかなみたいな。その分、薄先生に
はお世話になりました。薄先生は先生と生徒なんだ
けど、近い感じがして。けっこう親切に教えてくれ
るんで。それが良かったですね。「こんなのもの分か
らないの ?」とか言わずに、そういうのを飲み込んで
やってくれるのが薄先生。だから、勉強の仕方も教
わりましたけど、精神的な支えっていう面が大きかっ
たですね。マンツーマンでは、薄先生のプリントを
ずっともらってやってました。何回も復習して、分
かんないところを質問しに行くみたいな。
予習は授業が詰まってる日もあって、ちょっと考え
て難しい問題はすぐ捨てて、授業でしっかり聞いて
理解して復習する、みたいな感じで。復習は時間か
けましたね。数学はやった問題をとにかく復習して、
飲み込むまでやれって言われてました。物理は、予
習メインでやってました。分からないとこだけを復
習するみたいな。化学は全く分かんなかったんで、
復習だけやってました。
朝は7時とか7時半くらいには来てました。途中で8
時位になっちゃいましたけど。でも、朝は来てました。

寺澤先生から元気をもらいました
一番楽しかったのは寺澤先生の授業。めっちゃ元気
で、落ち込んでいられないですよね。ついて行くし
かない ! ってなりますよね。モチベーションもあが
りました。現役の時はメンタル的なことも結構言っ
てくれました。「まだ伸びないけど、最後の方でグッ
て伸びるよ」とか。物理は点とるの難しいから、現役
の時なんかは特に落ち込みますし。このままやって
もダメなんじゃないかって。それでも諦めずにや
れ ! って言われました。

一浪で決める !
先生方みんな心配してくれて。でも、ほんと、うま
く滑り込めました。現役時代に通ってて、友達受かっ
て悔しくて。一浪でどうにか受かるしかない ! って
勉強してました。現役の時は学校の友達と遊ぶ方が
楽しくて。ここ来ても疲れてると授業出なくていい
かなぁって。でも、浪人してからは、真面目にコツ
コツやろうって思ってやってました。もう少し現役
の時に厳しくても良かったかな、もうちょっとだけ
…（笑）。
浪人してから、マンスリーとかウイークリーとかテ
ストあって、それが自分を勉強の方に向かせるのに

結構役立ちました。マンスリーのランキングが全然
載らなかったんで、とりあえず数学だけは絶対載ろ
うって決めて、モチベーション保ってました。ラン
キングに載っても載らなくても、次のマンスリーは
やってくるし、マンスリーはまずは挑むのが大事で
すよね。マンスリーは本番じゃないって挑んで、最
後の本番でベストが出せればいいなって思ってまし
た。数学は点の取り方も言われました。小問は絶対
取れ ! って。大問は（1）が取れればいいよって。物
理は、全部の問題見て、一番簡単なやつからやれって。
マンスリーを通して実戦的なことを教えてくれるか
ら、大きかったですね。結果も、モチベーション高かっ
た時は結果が出て、点数取れたかなって。逆にこれ
じゃまずいなって時もありました。こういうふうに
やったら落ちるんだって。焦燥感も味わえました。

将来はスポーツ医に
将来はスポーツ医になりたいです。スポーツ選手を
治したいです。自分がケガをした時にいろんな先生
にお世話になって。こういう仕事がいいなぁって。
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日本医科大 ２次合格

日本大医学部 ２次正規合格

杏林大医学部 ２次正規合格

皆が点数をとるところを
落とさなかったことが
合格につながった。

日本医科大進学　吉田匠君（都立青山高校卒）

皆が点数をとるところを
落とさなかったことが
合格につながった。

日本医科大進学　吉田匠君（都立青山高校卒）

将来どんな医師になりたいですか ?
外科です。おじさんが脳外科なので脳外科医になろ
うと思ってます。

大学生活はどうですか ?
日医楽しいですよ。授業は英会話の授業もあって2
クラスあります。あとオリエンテーションでは井上
佳弥乃（日本医科大学1年生）といましたね。自分は
バドミントン部なんですけど主将が門屋さん（日本医
科大学4年生）です。鄭知華さん（日本医科大学4年生）
にも会いました。めっちゃ仲良くしてくれて。日医
は代官山MEDICAL の先輩が多くて安心。皆さん
によくしてもらってます。

代官山MEDICALでの浪人生活はどうだった?
すごく良かった。今の生活と比べても断然代官山
MEDICAL の方が授業数多くてハードでしたけど。
でも鍛えられました。日医の授業が70分で周りは長
いって言ってますけど、代官山では80分だったから
俺は短いって感じますね。薄先生には生活態度を改
めろって怒られて（笑）、言われて身が引き締まった
ので良かったです。節田先生が結構好きでしたね。
結構厳しいし俺はよく言われてた。まだ出来ない
の ? って煽られたりしたけど俺はそうハッキリ言っ
てくれるところが合ってた。
大森先生には1浪目からお世話になってて、先生は
何でも知ってるから凄い ! 何聞いても答えてくれる。
俺は結構追求型だから生物に対して根本から興味を
湧かせてくれました。本当にマンツーマン楽しかっ
たです。図説は超書き込んで使い込んでました。生
物がずっと苦手だったけど途中から考察が解けるよ
うになって、いつの間にか出来るようになってまし
た。夏から追い込みかければいいやって思ってる人

いると思いますけど、絶対1学期からやってないと
間に合わないですよ。先生方が添削してくれたり、
答案見てくれたんで、間に合ったって感じです。出
来るようになって好きになってきた教科です。おか
げで一番生物が自信になったし、模試でも一番偏差
値高かった。
夜間個別指導が一日の最後にあったから帰れない状
況で、逆に良かった。やらないといけない環境で。
皆勤賞ですよ。典先生とか平パンとか好きな先生ば
かりだし割と好きな授業でした。
石井先生には俺は一浪目から結構お世話になりまし
た。相談に行くというか他の先生と変わりなく話し
てくれる。授業中はよく当てられてた。鈴佳さん（長
岡鈴佳・東京慈恵医科大学2年）が端の席だったから
あやかろうと座ってたけど、先生に指摘されて最前
列で授業受けました（笑）。

代官山MEDICALでの勉強法はどんな感じ
でしたか ?
2浪目は、俺はずーっと勉強してました。でも9 ～
10月は勉強したくないなと思う時期があって、高校
の友達と会ったりして少し息抜きしてました。先に
大学に通ってる友達から次はないぞって煽られると
やらなきゃなって思うし、それを楽しみに頑張れま
した。自習が回らないっていうのは復習前提で予習
しているからじゃないですかね。予習で一発で当て
るくらいの勢いでやらないと。1学期のテキストは3
周はしました。2浪決まった時は髪もチャラチャラ
してたけど、マンスリーテストの点数が悲惨で…そ
の日に黒に染め直して切り替えました。解き直しは
先生に言われた所やポイント絞ってやってました。
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杏林大医学部 ２次正規合格

愛知医科大 ２次合格

合格に不可欠なのは、
繰り返し、繰り返し正確に

覚えること！
杏林大医学部進学　百瀬利一君（松本深志高校卒）

合格に不可欠なのは、
繰り返し、繰り返し正確に

覚えること！
杏林大医学部進学　百瀬利一君（松本深志高校卒）

杏林大、どうですか ?
楽しいけれど、忙しいです。勉強しない人も多い。
授業聞かず、ノートとらないし。二極化がすごいかな。
勉強する人としない人。スキー部と柔道部に入りま
した。ノリで入りました。夜先輩と食事行って、1
年いないらしいので、かわいそうになって入るとい
いました。部活に入らないと、情報回ってこないんで。
今年からカリキュラムが変わって、3年でやってた
統計学が1年になったり、2年次の解剖が1年次後半
にやったり。物理の授業も大変です。津田も初心者
には無理と言ってた。

代官山MEDICALは何年だっけ ?
2年ですね。1年目の方が、どっか受かるんじゃない
かと思ってた。2年目の方が実力は上がっていたん
ですけど、逆にどこも受かんないじゃないかと危機
的だった。自分のレベルがはっきりわかんないと、
上のレベルがわからないから、まあ行けるんじゃな
いかと思ってしまう。でも、自分のレベルや上のレ
ベルがわかるとまだ達してないなと客観視できるん
で、この分野が足りないとか、より具体的に穴が見
えてしまって、不安になった。

代官山MEDICALの前は ?
地元の予備校に行ってました。理系コースでしたけ
ど、授業数が少なくて拘束されなかった。人数も多
いので、クラスの中であいつ来てないとかわからな
いし、先生との触れ合いもなかった。顔も覚えてく
ないし。代官山MEDICAL にきて拘束されるよう
になって、勉強できるようになった。自習ブースも
1人一台あるし、あれは大きい。出欠もとられて、
タイムカード押して。そう、最初来たとき、いきな
り「百瀬君」とか言われて、授業始まる前からスタッ
フがもう顔と名前、覚えてくれていて、ある意味怖
かった（笑）。

席はいつも一番前だったね。
死守してた。ノートを先生が見てくれて、自分の理
解度をわかってくれるじゃないですか。質問もでき
るし。朝早く来ることも守ってた。時間割をコピー
して、ゼロ限を作って、これをやると決めて毎日やっ
てました。これは先輩の井上佳弥乃さん（日本医科大
学進学）がやってたんで、それを座談会かなんかで聞
いてまねしました。よかったですね。
日曜日も来てた。二学期からは宮田君（近畿大医学部
進学）と赤本解く競争してた。数学は2人とも得意
だったんで、過去問を研究するという感じだった。
苦手は化学で、2浪になってから化学始めたんで（物
理生物選択だった）、三上先生と節田先生のお陰です。
三上先生がマンツーで、節田先生の集団。それがす
べてです。覚えるんじゃなくて、理解させるという
授業でした。三上先生は「覚えるもの」と「理解させる

もの」という区分けをしてくれたんで、やりやすかっ
た。できないものは覚えるということで割り切って
たんで、簡単だった。

石井先生の授業は ?
最初に代官山MEDICAL にきた時に、一番後ろに
座ってたんですよ。すると「後ろに座ってるなんてや
る気感じないぞ」って、言われて前に座るようにし
ました。それで英作の授業なんかで、ノートをヒュッ
ととって見てくれるんですよ。他の授業もそうです
けど、前に座るのはいい。やっぱ集中できたし、頭
にも知識はよく残った。ほんと、死守してましたよ
一番前（笑）。

他の授業は ?
栗原先生にもお世話になりました。栗原先生は覚え
ろとは言わないんですよ、理論というか、理屈を話
してくれるんですよ。理解した上で覚えるんで。
夏なんかは節田先生のは全部とった。パンクしなかっ
た。節田先生に夏のコマを相談にいったんですよ、
すると、「まあ欲を言えば、全部かな」と言われて、
悩んで全部取りました。結果、よかった。とる必要
のない授業はないですよ。だいたい自分でやれるん
なら落ちてない。とるかとらないに悩むんだったら、
取った方がいいに決まってる。自分で80% できた
としても、プロの力を借りて120% できるように
なった方がいいに決まっている。授業をうけるとわ
かると思うんですけど、マンツーって本当、リーゾ
ナブルだなと正直思います。
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2 浪目からの化学の克服はどうやってた ?
石井先生に相談して物理を化学に変えて、マンツー
でまず補強した。クラス授業でわからないところを
マンツーで解説してもらった。1浪目は我流、2浪目
もやや我流。覚えろと言われても、理解しようとし
ていた。「知識を考察する」って言って、笑われてい
ました。その転機は袴田君（帝京大医学部進学）。俺
と全く違うタイプ。それで1年目で彼が受かって、
俺が落ちた。袴田はとにかく覚えるタイプだったん
です。俺は考えて解くタイプ。彼は、数学は公式全
部覚えるし、生物も出そうにないことも全部覚えて
いた。彼は沸点融点全部覚えてましたからね、で、
考え方をかえた。とにかく覚えるということを徹底
した。こっちの方が速いは速いんですよ。
ウィークリーは波はげしかった。化学とか6点ある
し。マンスリーの復習は小さなノート作って復習し
てました。
2年目は知識は全部わからないといけないんだから、
と全部覚えるつもりではいた。日曜日もずっとやっ
てきて、まず、得意な数学からやっていた。まず宮
田君（近畿大医学部進学）と勝負して、それから授業。
2年目はまじめに勉強して、日曜日の夜だけは友達
と反省会と称して息抜きしてました。1年目は国立
も視野に入れていたんで国語も受けてた。小論も本
当ためになる。受ける必要ある。

テキストの利用法は ?
数学は山室先生のマンツーをとってて、1年間冬ま
で教わってた。数学はパターンで解くやり方と考え
させるやり方の二つがあると思うんだけど、山室先
生は考えさせるやり方。先生は生徒によって教え方

変えてくれるんですよ。僕には、解き方をなかなか
教えてくれないんですよ。こっちが考えるしかない。
でも、積分できずに去年は捨て問にしてたんだけど、
今年は1学期からやってて先生のおかけで積分が得
点源になった。数学は自分に合った信頼できる先生
に任せるのが一番だと思いますよ。

面接とかの 2次対策は ?
初っぱなの面接は杏林だったんですけど、楽でした。
愛知も楽だった。大阪医科も楽だった。圧迫やって
ほしいなと思ってたんですけど、なかった。小論の
選択で医療じゃない方を書いて、「医療を書くのは当
たり前だから、医療でない方を書いた方が素の自分
が出ると思って書きました」って言ったんです。

後輩にこれだけ入っておきたいことは ?
では、5箇条でまとめますね。①朝、早く来い。②
高みを目指せ。③諦めるな。④質問しろ。⑤繰り返せ。
以上、です。

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2016年

北里大医学部 2次正規合格

現役の時、
医学部なんて程遠かった僕を

5校（一次）受かるまでに
育ててくれた先生、スタッフには
感謝の気持ちでいっぱいです。
北里大医学部進学　渡部宏毅君（函館ラ・サール高校卒）

現役の時、
医学部なんて程遠かった僕を

5校（一次）受かるまでに
育ててくれた先生、スタッフには
感謝の気持ちでいっぱいです。
北里大医学部進学　渡部宏毅君（函館ラ・サール高校卒）
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大学はどうですか ?
大学は楽しいです。実習はまだ始まっていなくて、
実験は始まってますが、実習に関しては解剖学くら
いです。講義とかだと、医療系の生物等は大きな教
室に入って講義をみんないっぺんに受けたりはしま
す。
ここの卒業生の湯原と吉野とかと会ってよく話しま
すよ。
部活は、サッカー部に入っていますが、高校ほどは
練習もきつくないです。同学年はあまり入りません
でしたがサッカー経験者が多いです。部活は週2日
です。
週1日中学生に塾で勉強教えてます。

入塾のきっかけは ?
親とか、自分がもらったパンフレットを渋谷に絞っ
て4件くらい回って決めました。
大手とは違って職員室もないから聞きやすいと感じ
たのと自習室があるのも大きかったと思います。
自分は春のさきどりから塾に入っていたのですが、
4月からいきなり本科で入るよりは準備もできたり
環境にも慣れたり、先生ともコミュニケーションと
れててよかったかなって思います。

授業はどうでしたか ?
一番伸びたのは英語で高い点数がとれるようになり
ました。朝岡先生の授業は面白くて集中力を持続す
ることもできましたし、英作文も丁寧に見て貰えて
よかったです。
勉強方法も変わりました。長文は今までは完璧に訳
そうとしていましたし、訳せれば解けると思ってい
たけど、結局それではできなくて。石井先生や朝岡
先生、栗原先生に言われて、文構造に注意して解く
ようになった。文法も重要だということは、春のさ
きどりの時点で気付きました。英語が本当に苦手だっ
たので、さきどりの授業でさされても変な回答をし
ていて、ヤバいと思って石井先生に質問しにいきま
した。医学部受験に英語の必要性を言われ、このま
まだとヤバいとも言われました。多分5月頃だった
と思うんですけど、ここから勧められた参考書を何
回もやりましたし、英語中心に勉強をするようになっ
たのを覚えてます。
一応毎日4科目、ちょっとでも全部やりました。一
日が全て授業で埋まっている日で自習時間が取れな
いようなときは次の日の朝少しでも見て確認したり
しました。日曜日は絶対に1週間の復習や確認をし
ていたので、授業でおいていかれたりということは
ありませんでした。朝は弱いのですが、普段は朝は
7時半には来るようにして日曜は少し遅めにして睡
眠時間を確保していました。
数学はどの先生も分かりやすいし丁寧だったんです

けど平パンは特に面倒見がいいというか、
プリントで類題くれたり、過去問くれたりしてよかっ
たです。面白いし（笑）。五十嵐先生は変わった問題
をくれて、できたらみんなと差がつくものとか、基
礎的問題のプリントをくれたり、すぐ次の日とかに
問題持ってきてくれてすごくよかった。英語とか理
科はやり込むようなことはしなかったんですけど、
基礎的なことができないと発展はできないと思って
いたので、数学はやり込みました。数学に重点を置
いている学校も多かったので、徹底的にやり、友達
の質問にも答えられる位になりました。
化学は三上先生の授業で発展問題をやったのが昭和
で出たりとか、ラッキーでした。質問も丁寧に教え
てくれるのはよかったです。節田先生は雑談やりな
がら面白く進めてくれましたね。池永先生はプリン
トも沢山演習問題くれて、その演習問題が最初簡単
なものからちょっとづつ難しくなってくるので気付
いたら難しい問題ができるようになってたりしてま
した。物理は寺澤先生と小澤先生が真逆のタイプだっ
たんですけど、どちらも分かりやすかったし、成績
も伸びました。春のさきどりのときから教えてもらっ
て物理選択者が少なかったせいか、少人数授業で、
面白かったです。勧められた参考書の類題や苦手分
野を中心にやりました。

1 学期と 2学期で何か変わりましたか ?
2号館は小さいので友達同士が仲良くなるって言う
のがよかったですね。絶対合格するって言う意識が
高い人たちが多かったし頑張れましたね。
夏頃に友達がクラスが昇格して行ったりするとヤバ
いなと思ったり悔しさはありましたね。

夏期は、数学と英語は復習をずっとやって夏までに
伸ばしました。英語は夏に文構造の見方を学んでグ
ンと伸びました。1学期は予習をできる余裕が全然
無くて。予習をできるレベルに無かったです。でも
2学期は余裕ができて、少し楽になりました。化学
だけは8月まで全然伸びなくって、有機無機はなん
とかなったんですけど、理論が全然分からないのに
手も付けないでいたりしていました。さすがにヤバ
いと思ってやり始め、パターンがあったりするんだ
なとか気付いて授業の予習もできるようになりまし
た。

マンスリーとかウィークリーテスト
どうでしたか ?
ウィークリーテストは、やってはいたのですが、科
目によってそれに重きを置くことは無かったです…
英語とかは同じ問題が出る可能性もあるのでやって
はいたのですが、物理化学は同じ問題が出ることも
無いだろうと思ってチャレンジのような存在でした。
マンスリーは、最初は、ランク外だったし、クラス
も A3でした。数学なんて行けると思ったものが39
点とかだったし、計算ミスしたり公式忘れてたりし
てて…物理はまぁよかったんですけど、このままじゃ
ヤバいと思って勉強しました。2学期くらいからは、
自分の思う点数がやっととれるようになりましたね。
1学期は、成績が不安定で、ランクに入るとか悩ん
だりなんてしなかったんですけど、2学期になって
ランクに入ったら先生に褒められたして嬉しい気持
ちとかあって、マンスリーはさらに頑張るようにな
りましたね。

集中力の持続はどうしてましたか ?
集中力は全く続かないタイプですが、フラフラする
とかいうことは無かったです。集中力無くなったら
友達とご飯食べるとか、トイレに行ってとりあえず
動くとか、違う科目をやってみるとかして、クリア
してました。在学中特に辛かったこととか苦労とか
いうのは無かったです。結構充実した時間を過ごし
ていました。

メンタルが不安定になることは
ありませんでしたか ?
元々メンタルが不安定になるタイプではない方なん
ですけど、受験期間の2週間目がヤバかったかな ?
岩手が一次受かってたんですけど岩手二次は北里と
かぶってたので、石井先生に判断をあおいで、北里
を受けることにしました。実質的な合格が無いとい
う状態で、受けた帝京がヤバかったり、チャレンジ
の日医もだめで精神的には崩れました。その後、立
て続けに1次合格をいくつかもらって安定しました
けど…
岩手から日大までの受験期間が、大体1 ヶ月くらい

あるんですけど、もう1 ヶ月だから勉強しても大し
て伸びるわけないっていうか…その後は神頼みって
いうか…受験期間の1 ヶ月予備校とか来て友達と話
して自分を落ち着けたりしてました。直前にコロコ
ロやり方変えたり、参考書いろいろ買ったりとかす
ると、自分の時間がなくなってしまって、グループ
の授業の復習に手が回らなくなったりします。それ
じゃ意味なくなるんで、最後はプリントとか授業復
習で十分でした。

最後に、ここで勉強している後輩たちへ
お願いします。
夏が一番、暇というか、切羽詰まってないと思いま
すし、堕落してしまうところです。そこが一番精神
的に難しいと思うんですけどそれを乗り越えられな
いと受からないと思います。
過去問とかは受けないところも沢山やって、数学は
特に9月頃からやり始めて、最後の方は友達と一緒
に時間を計ってやって点数出して、勝負したりして
刺激にしていました。
夏頃は明確な目標大学を設定しづらいところがあり
ます。夏の時点で、合格とか考えることよりまず、
マンスリーで上位に入ることを考えた方がいいと思
います。医学部合格への道がマンスリーの順位表に
載ることだと思ったりしてやってました。そうやっ
てモチベーションをあげていくのが大切かなって思
います。合格した暁に、OB として話せる立場で戻っ
て来れることを目指してみて下さい !
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埼玉医科大 ２次合格（後期）

獨協医科大 ２次合格

事務の方々がとても親切だったことも
とてもよかったです。

勉強以外のこともとても親身になって
相談にのって下さいました。

埼玉医科大進学　林泰輔君（立教新座高校卒）

事務の方々がとても親切だったことも
とてもよかったです。

勉強以外のこともとても親身になって
相談にのって下さいました。

埼玉医科大進学　林泰輔君（立教新座高校卒）

埼玉医科大は実習とかどういう感じですか ?
1学期からもうやってますよ。もう。実習も1回病院
行きました。
病院は選べないので3つ病院の病院の中でランダム
に分けられちゃうんですけど、最終的には3つとも
回れるようになってます。行くのは国際医療センター
とか、総合医療センター、川越にあるところです。
授業で実習的なことでいうと、解剖は2年生からで、
1年生は講義で習ってるところです。実際解剖始ま
ると泣いちゃう人とかいるらしいですよ。女子とか
で。

代官山MEDICALでの生活はどうでしたか?
埼玉医科では、アメフトで疲れてるのか寝てしまっ
ていることもあるんですけど、ここでの授業は本当
真面目に受けてました。
英語と数学はまぁまぁできたんですけど、理科科目
が全然ダメでした。
ここには、3月くらいから来てたんですけど、家が
遠くて慣れるまでそれは大変だった。通学が長いか
ら隙間時間で勉強しようと思ったんですけど、電車
混んでるし続かなかった。帰りは座れたら寝てまし
た。でも、学校ついたらきちんと起きてやってました。
電車の隙間時間は勉強するより睡眠に当てようと
思ってました。
高校まではわからなくても、特に聞きに行ったりし
なかったのですが、ここでは先生が好きでわからな
いことはよく聞いてました。
大学で講義とかわからなくて寝てしまったり、レポー
ト提出もなかなか進まないことも多いんですけど、
代官山MEDICAL にいた時は、本当楽しかった思
い出というか、すごく充実してた。とにかく、勉強
にだけ集中できていた。
現役のとき、高3のころ、ここ来る前はトライで週4
コマとかしか取ってなかったんで、他はずっと自分
でやってたし復習も予習もめっちゃ効率悪かったで
す。ほぼ独学でした。浪人して代官山にきて、めちゃ
わかりやすいし、伸びましたね。

印象に残っている先生とかいますか ?
授業は、原先生が好きでした。ただただ優しい。直
前で全然わからなくても丁寧に教えてくれるんです
よ。面白いし。最初なんか静かな人かなと思ってた
んですけど、後期くらいメキメキとこう力をつけて
（笑）なんか人気になっちゃって。夏くらいからは大
人気でした。後期ももうマンツー取れなかったです
よ。
三上先生もよかったです。怖いというか、ズバッと
言うんです。厳しいっていうか人からの目とか気に
せず言う先生なのでいろんなことをズバッと言われ
た気がします。
力丸先生は、授業持ってもらったことがないのです

が、たまたまラウンジで食事してたら人生相談乗っ
てくれたり、マンスリーで貼り出してある順位には
その時載ってなかったんですけど、自分の順位を大
体把握してくれてたから、この人見てくれてるんだ
なぁって感じましたね。
小島先生もわかりやすいのと、プリントくれるのが
使えた。確認テストをしてくれるのが良かった。
あとは、朝岡先生がマンツー取ってないけどプリン
トとかくれたり、これ一問やったら持ってきな。と
かって面倒見てくれて助かった。

マンスリーとかウィークリーどうでしたか ?
今まで結果が貼り出されるという経験は全くなかっ
たです。
貼り出されて嫌だということを感じたことはなく、
俺は本当、最下位まで出してほしかった。自分の順
位とか見たかった。
最後の方はチョット載ったりしましたけど、ほぼ載
りませんでした。
マンスリーの予習とか復習に関して言えば、最初の
方はマンスリーの復習とかほとんどしてなかったん
です。でも12月の試験の直前に全部今までのものを
持ってきて全部解き直しました。数学とか全部解い
て復習しました。

集中力持続とかどうしてましたか ?
ラウンジで勉強したりしてたんですけど、ラウンジ
は眠くならないのはいいんですけど、友達と触れ合
う機会もすごく多くなるので、そこは強い意志を持っ
てやらないとダメだと思っていました。ネガティブ
な人と話してると、お互い落とし合うようなことに
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なるので気をつけたほうがいいと自分でも自覚はあ
りました。
年間通して、勉強が手につかない時期とかはなかっ
たんです。一年で終わらせたいという気持ちが強く
あったのと、勉強はしたら成績が上がるので嬉しかっ
たです。この浪人時代は他にすることがないという
環境にいたし、授業も先生も面白くて苦痛だと感じ
ることがなかった。

志望校の決定にアドバイスはありますか ?
医学部は入ってから厳しいと思う。どこの大学も。
楽になると思ってたら甘い。2回留年して放校になっ
てる先輩とかもいるから気をつけたほうがいい。
代官山MEDICAL の医学部ガイダンスとかも活用
できる。質問ありますか ? と言われてもすぐに何を
聞けばいいか分からないと思うし、その時聞いても、
忘れちゃうけど、大学の雰囲気を知りたいなら朝何
時に始まってどう進むのか ? とかテストの内容やど
のくらいの科目数があるのかって聞くとある程度雰
囲気がつかめると思う。今ならそれが聞きたかった
かも ?

得意科目不得意科目ありましたか ?
理科がとにかくできなくて、なんで受かったんだろ
うなぁ。と思うほど、最後まで理科はダメでした。
物理に「良問の風」をやってもらって復習してもめっ
ちゃ焦るんですよ。マンスリーだとこのレベルの問
題が全然出題されないんですよ。それで、もう1個
上に「名問の森」っていうのがあって、これが、全然
できないんですよ。それで小澤先生に質問にいって
丁寧に教えてもらってました。めっちゃ優しいんで
すよ。すごくお世話になりました。
英語は復習とかしてない割には、結構得意でした。
もともと、受験科目の中ではできるっていう自信が
あったせいか、特別に何っていうことをしなく余裕
を持てるところがあった。受験の3 ヶ月前くらいか
らは、わからない単語はノート作って長文にでてき
た、わからなかった単語をまとめてました。

オススメの勉強法とかありますか ?
俺は朝派だったんで、朝一番に来て勉強してました。
7時に本館は、開くんで来れるなら朝来たほうがい
いですよ。石井先生も朝来る人は受かるって言って
ました。2号館は6時半に開くんですごい早く来てる
人とかいましたけど、自分は朝がすごい弱かったし
家も遠かったんで大変でしたけど、そこはめっちゃ
頑張りましたよ。実際に朝早く来てた人は大体受かっ
てたと思う。家遠いですけど夜も9時半とかまでやっ
てましたし、日曜も来ていました。日曜は来ないと
予習復習のサイクルが回らない。日曜は絶対来るこ
とをお勧めする。朝一番早く来ることによって、自
信にも繋がったし、俺が受からなきゃ誰が受かるん

だくらいの気持ちでやっていかないとダメだって
思ってた。
あとは、復習は授業後すぐやる。数学に関しては授
業後すぐ解いて、もう一回日曜に解き直すサイクル
を徹底してました。いろんなものに手を出すよりは
テキストだけを何回も解き直したほうがいいと思う。
1学期の時期は繰り返したほうがいい。
受験期は、落ち込んでないでここ来て意見交換して、
本当ポジティブに向かっていったほうがいい。ここ
だとみんな医学部っていう同じ方向に向かってやっ
ていってるから、受験期は、不安になるくらいなら、
顔出して来て話すだけでもいいと思う。
最後はメンタルとやる気 !!

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2016年

帝京大医学部 合格

英語と生物が覚えられない人は、
ただ図説を見ることや
ひたすら音読する、

写経することを勧めます。
帝京大医学部進学　淺谷ひとみさん（鴎友学園女子高校卒）

英語と生物が覚えられない人は、
ただ図説を見ることや
ひたすら音読する、

写経することを勧めます。
帝京大医学部進学　淺谷ひとみさん（鴎友学園女子高校卒）
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帝京大学での生活はどうですか ?
代官山の人も多いし、楽しいです。同じ1年の吉川
君や佐久間君と石川さんと、あと北濱さんと早川君
もいますね。先輩にも代官山生の方がいっぱいいら
して。英語の JIMSA という英語の弁論部と中国語の
部活に入ってます。グローバルに活躍できる医師を
目指してということです。
大学でも朝7時半にはいって、授業の始まるまで勉
強してます。朝型は貫いています。大学で勉強して
いる人もたくさんいますよ。帝京、レベル上がって
いるというのは本当で、朝食堂で勉強している人も
多い。国家試験を本当に意識してて、授業ごとに復
習テストあるし、先生に質問しやすいし、8人に1人
教授がついてくれて、しかも、全体を見る先生もいて。
本当、大学とは思えないほどの面倒見のよさです。

代官山MEDICAL に決めた理由は ?
私、ずっと家庭教師だったんですけど、それで大手
の予備校は無理と思ってたんで、少人数制で探しま
した。代官山のマンツーとか本当よかった。化学の
三上先生には本当にお世話になりました。
自習室も毎日、朝早く夜遅くまでずっとやってまし
たね。帝京の繰り上げは日大薬学部の授業を受けて
る際中に電話かかってきて、本当びっくりしました。
英語と生物は偏差値70越えてたけど、他がダメだっ
たんですよ。だからこうなってしまいました（笑）。
数学がなかなか伸びなかったです。化学がなんとか
戦えるようになったので、帝京は通ると思ってまし
た。

英語や生物など、
なかなか覚えられない人にアドバイスは ?
私は図説をひたすら見ていた。とにかく何回も何回
も見ていた。覚えるつもりはなくても読むだけでい
いんですよ。
化学は三上先生には何度も聞いて、でも絶対に怒ら
ずに教えてくれて、助かりました。特別な課題も出
してくれた。最初はこんなものもできないという感
じて、怒ってましたけど、それからは私の力を見定
めて粘り強く接してくれて本当に感謝しています。
数学は村上先生が空きコマとかに教えてくれたり、
証明問題も見てくれたり、色々私に合わせくれた。
私は進学校でやれることは全部やってきたつもり
だったのに、他の人に抜かされて、悔しい思いをし
ました。数学ではマンツーと授業の復習で精一杯で
した。でも、テキストと授業だけに絞った。それが
よかった。
石井先生の授業は本当に楽しみでした。他の人はあ
あ、ここが間違えるんだとか、自信がもてました。
石井先生にはよく質問していました。みんなも行っ
た方がいい。本当。私たちは A3だったんですけど、
内田君（獨協医科大進学）とか三好君（埼玉医科大進

学）とかみんな受かった人は、朝型だった。斉藤知菜
（埼玉医科大進学）も朝早く来てた。受かった人は朝
型だった。生物は考察より知識の方が得意だった。
知識はやればどんな人でもできるから。
普段の授業が詰まっているのが本当よかった。自習
だけだったら、午後二時ぐらいまでしかもたないと
思う。でも夜間指導があればあると辛くて、板書を
写すだけで、自分で考えることができないこともあっ
た（笑）。でも、スケジュールがつまっているからこ
そ、時間の使い方を工夫する。

がんばっていけたのは、
家族や家庭環境の影響なのかな ?
家族全員が朝6時には起きてて、みんなで朝ご飯食
べて。両親が医者で兄も日本大医学部5年です。み
んなの理解は確かに大きいですね。感謝です。友達
とのおしゃべりがストレス発散でした。稲葉さんと
か高木君とかと話してた。

面白かった先生とか印象に残る先生は ?
私が頼ったのは石井先生です。石井先生に突撃して
ました。受験のことは石井先生が一番詳しいと思っ
て、全教科、石井先生に聞いてました。
反省点は復習のサイクルをうまくつくれなかったこ
とですかね。Weekly が終わるとほっとして、肝心
の復習ができなくて。村上先生に相談して、マンス
リー対策とかもう小問しか解かない作戦とかたてて、
小問満点を狙っていました。現役の時は SEG だった
んですけど、難しい問題しかやんなくて、私立医学
部向けじゃなくて対策にならなかった。
1浪でしたけど、5月までは慣れなかった。うちの高

校はすんなり駿台の一番上のコースに行けるんです
けど、あえてここにしました。以前、代官山
MEDICAL でお世話になった兄の勧めと、少人数
制という点です。校舎きれいだし、事務の方も親切で、
他の生徒さんもいい高校から来てて、ここならやれ
るなって決めました。駿台だったら、国立の人と争っ
て、自分を見失ってたと思う。

4 月に入って繰り上げ来て、
本当に良かったですね。
受けたときも、受かったと思ってたんですけど、な
かなか回ってこずに、受験票は捨てずに机の奥にし
まってたんです。日大の薬にあきらめて行ってて、
なんか違うなーという感じで、やっぱり医学部じゃ
ないと、と思ってたときに電話来て、本当に感激で
した。本当にうれしかったです。（笑）
解剖学が1年から入るんで楽しいです。解剖も1年か
らあるらしいんですよ。医学部に入ったという実感
があって、わくわくしてます。みんな前にぐっと来
るんです。本当、帝京は自分に合ってたと思う。
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杏林大医学部 ２次合格

苦手な数学が
マンツーマンのお陰で

偏差値46→63に！
化学は偏差値73を超えました！

杏林大医学部進学　濱田泰彦君（世田谷学園高校卒）

苦手な数学が
マンツーマンのお陰で

偏差値46→63に！
化学は偏差値73を超えました！

杏林大医学部進学　濱田泰彦君（世田谷学園高校卒）

予備校探しは ?
最初、2校で迷ってたんですけど、石井先生の話聞
いて、「あ、ここだ !」ってすぐ決めました。印象的
というか、惹きつけられたというか。入塾時の成績は、
どの科目もだいたい同じ位の成績で、抜きんでたも
のはなかったですね。偏差値は50いかないくらい。
得意科目は図工でした（笑）。
現役の時は小さな塾に通ってて、分からないところ
があったら聞きに行くみたいな。完全に独学になっ
てましたね。でも、質問しに行くことに抵抗はなかっ
たです。代官山MEDICAL は開放的だから、意識
せずにすぐに質問に行けました。山室先生と大森先
生にはよく質問に行きました。あとは、緒方先生、
節田先生。
高校の時の友達で、一浪で受かったの僕だけなんで
すよ。医系予備校行ったの僕だけで。他はみんな大
手の予備校に通って。担任の先生に一番受かりそう
にないやつが受かったって言われました。自分でも
代官山MEDICAL 来なかったら、杏林無理だった
と思います。だって現役のときは、理学部も落ちて
ましたから。

いつから来てた ?
2月の中旬くらいから来てて、英語だけ春のさきど
りゼミ取ってました。4月からは1限から7限まで
入ってて、きついかなって思ったんですけど、体力
には自信あったんで、全然問題なかったです。朝は
得意でした。30分くらいの通学時間だったんで、き
つくはなかったですね。通学時間は、分からないと
ころをメモしたノートを見ながら来てました。覚え
るべきものとか、しっかりチェックしながら。

科目ごとの話を聞かせて。
英語は石井先生と丸山先生にお世話になりました。
丸山先生の英語は数学っぽいところがあって。語学っ
ていうよりは、理系の人間が解きやすい英語ってい
うか。初めて見る解法で、僕に合ってました。斬新
でした。集団もマンツーマンも、課題とかはなくって、
とにかく復習をしっかりやれって。小林さん（日大医
学部進学）とかは鬼のように宿題出たって言ってたん
で、生徒に合わせて言ってくれてたのかなって思い
ます。
石井先生の授業は、当てられるのが好きでした。抵
抗は全然なかったです。高校の時はそういうのなかっ
たんですけど、先生に意識されてるのかなって、そ
れが嬉しい感じで。見てくれてるなって。当てられ
た問題はだいたい答えられたんですけど、どうでも
いい問題が当たったりして。他の人はけっこう分か
らないところに限って当てられるって言ってたんで
すけど。石井先生は人の心読めちゃうんですかね。
数学は山室先生と典先生ですね。山室先生は暗記数
学なんですよ。他の先生と真逆で、「なんだ、この解

法は !?」っていうのを覚えていって。数学が苦手だっ
た僕にはそれがフィットして。積分の問題、150問
くらい答え覚えてるくらいでした。それくらいやら
されました。マンスリーなんかで出ても、数秒でパ
パッと出来ちゃうくらいでした。なんというか、テ
クニックが凄いです。みんなが使わないテクニック
でやってましたね。数学は得意じゃなかったけど、
安定して点が取れるようになりました。
典先生は、考えさせるって感じで、それが好きでした。
こっちの考えがダメだったら、こっち行くみたいな。
そういうのをやらせるみたいな。いろんな解法があ
るっていう、いろんな解法を使う楽しさっていうか。
入試では解き方の選択肢が増えて、杏林もそれでい
けた感じですね。
生物は覚えてました、資料集。高校のときは使って
なかったんで、これ全部覚えるの ? って思いました。
高校の時はピンポイントでここだけって感じでやっ
てて、全部覚えてるやつは落ちるみたいに言われて
たんで。医学部志望じゃないやつが多くて、他の学
部は教科書覚えていけば受かるけど、医学部はそん
なんじゃなくって。全部覚えないと…でした。緒方
先生も大森先生も資料集使ってました。大森先生は
論述。高校の時は、生物は覚えるものじゃなくて考
えるものだって教わってて、知識は全然入ってなかっ
たですね。感覚でやってました。秋くらいに暗記だ
なって。スーッて入ってきました。
化学は、苦手だったんですけど、好きでした。やっ
ぱり、みんなと違う解法でやってたんですけど、例
えば構造決定、有機の。あれも40 ～ 50個覚えてて、
じゃあ問題やってみようって出されたときに、僕だ
け10秒以内に解き終わってるみたいなこともあっ
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て。嬉しかったですね。みんなは考えてるんですよ。
僕は知ってるからパァーッて。節田先生の化学は好
きでした。偏差値がたしか73くらいまで伸びました。
夏の模試ですね。80まで行きたかったんですけど。
冬は食中毒で…笑。昼くらいに手が震えてきて、動
けなくて。どれも60くらいしか取れなくて、石井先
生に「これどうしたんだ !?」って言われて。生物と
か2問くらいしか出来てなかったんですよ。さきど
りでやってたんで、夏で結果出せて。2月と3月は大
事ですよ、やっぱり。そこで差がつきますよね。入っ
て分かるんですけど、春のさきどりゼミの先生って、
人気の先生が多くて、M クラス持つような。良かっ
たです。

自習室はどうだった ?
あの環境は大好きでした。両隣が頑張ってて、ヤル
気もらってました。集中力は続かない方だったんで、
席立って気分転換してました。続くタイプと続かな
いタイプがいると思うんですけど、僕は続かないタ
イプでした。気持ちが強くないと、自習室にはいら
れないですよ。クラスはずっと M2だったんですけ
ど、M1M2で、凄いなって人もいて。こんな問題出
来るんだっていう人もいて。隣にそんな人がいるん
だって。でも、競うことはやってなかったです。ラ
イバルは自分。

マンスリーテストやウイークリーで
名前貼りだされることに抵抗はあった ?
いや、もうバンバンやってもらっていいです。大好
きでした。お祭りでした。成績は安定しないときも
あって。最高で総合2位、最低で40何位っていう。
だいたい11 ～ 13くらいをフラフラって感じです。
他の人の成績は気にしなくて、自分のだけ見てまし
た。あとは、自分より上のやつは誰だみたいな。

勉強しなきゃいけないんだけど
手につかないっていう時期はあった ?
なかったです。勉強が好きになったんで。得意では
なかったですけど。考えてるのが好きでしたね。時
間を忘れられるっていう。夢中になれるっていうか。
メンタルの波もあんまりなくて、安定して過ごせま
した。マンスリーとかあると安定して過ごせる感じ
でした。ウイークリーは無視してました（笑）。気分
転換に解いてました。2学期から難しくなっていく
んですよ。たしか、平均が数点の時ありましたよね、
英語で。石井先生がみんなちゃんとやってんのか
な ? って。いやあ、はっきり出てましたよね。やっ
てないのがばれちゃいました。

現役時の受験と心の持ちように
違いってあった ?
ありました。現役生の時は、全部受かるだろ ! って

いう自信があって、全部落ちちゃったって感じです
ね。気楽に受けて、あぁ…って。医学部全然知らなかっ
たですね。代官山0(',&$/ で1年間やって、変わ
りましたね。他人を意識しなくなったのもそうです
けど。誰かと競うんじゃなくて、誰かと一緒に頑張
るっていう気持ち。生物選択の M1M2 って僕と薗
田君（日本医科大進学）しかいなくって、一緒に頑張
ろうぜ ! っていう雰囲気ありましたね。口で一緒に
頑張ろうって言ったことはないですけど、気持ちは
ありましたね。
受験会場には、自分が間違えたところを書いたノー
ト持って行ってました。筆箱とかは持って行かなく
ても配ってるんで大丈夫でした（笑）。チョコとか食
べ物も貰えますし、お茶も…できるだけカバン軽く
して行こうかなって。服着て受験票持っていけばい
いって気持ちで行ってました。
夏の数学の授業でやった問題が出て、ちゃんと復習
してて良かったって思いました。

私立医学部のこと、
代官山0(',&$/来てたくさん知れた ?
高校の時はホンっとに知らなくて。めっちゃ教わり
ました。勉強の仕方もそうですけど、裏情報ってい
うか。石井先生の授業中に語ってるじゃないですか。
あの話がかなり有益でした。二次対策とか面接対策
の話とかも。実践しましたよ。役に立ちました。面
接は得意だと自負していました。面接官とお友達に
なりましたよ。全部受かってるかなと思ったんです
けど、全部は無理でした。
岩手の面接が変わってましたね。まともに目を見て
なかったり、多分わざとやってるんでしょうね、少
し圧迫というか。嫌味な言い方して。面接官2人と
僕1人。片方の人は僕の目をずっと見てて。両方の
人が質問してきて、威圧的に。でも、友達になろうと。
2人ともドラマのあまちゃんが好きだったみたいで、
なんで岩手なの ? って聞かれて、あまちゃん観て、
岩手が好きになったからですって。そんな答えした
人が他にいなかったみたいで、記憶に残るかなって。
2人とも「おっ !」て顔してたんですけど、ダメでした
ね。受かると思ったんですけど。なんなんですかね
…ま、多分、点が足りなかっただけなんですけどね。
小論は、杏林は凄く自信がありました。褒めて育て
るについて書いた気がします。医療とは関係ない内
容でした。やっぱり1学期からやってたのが良かっ
たですね。

自習は何使ってた ?
代官山0(',&$/の良さは ?
テキストですね。ここのテキストは毎年内容という
か中味も更新しているときいたし。
代官山0(',&$/ に来てからは、とにかく言われ
たことをしっかりやりました。先生の話をしっかり

聞こうって意識しました。なんていうか、先生が好
きでした。だからこそ、話を聞こうって思ったし、
いい先生たちがいっぱいいて聞かないと損するって
思って。石井先生とか、いい先生にいつでも話を聞
けるっていうのが良かったです。
あとは、ランキングの貼り出しです。上位者だけじゃ
なくて、全員載せてほしかったくらいです。ランキ
ングに自分が載らなかった時、どの辺にいるのかっ
ていう。
一年間、朝から晩までやって、辛いと思ったことは
なかったですね。勉強しかやる事がないから、逆に。
ここでしっかり勉強して、家帰ったらリラックスし
て。7 ～ 8時間睡眠時間とってました。あたまスッ
キリさせて次の日学校行くみたいな。

後輩たちへ
医学部受験ていうと、一見大変そうに思うかもしれ
ないけど、「大変だ ! 大変だ !」って思うよりも目の
前のことに集中すればいいと思う。いろいろ巡らせ
るよりも、まず勉強。しっかりテキストやれば出来
るようになる。悩んでる人は、過去問よりもテキス
トを復習してほしい。
それから、周りを気にしない。誰々が1位取ったとか。
自分のことは自分で管理する。今までの自分を打破
して成長を !
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2016年

東北医科薬科大医学部 ２次合格

A6スタートっていう
下からのはじまりだったけど、

コツコツやってA1まで
上がることができました。
東北医科薬科大医学部進学　吉岡雛さん（成蹊高校卒）

A6スタートっていう
下からのはじまりだったけど、

コツコツやってA1まで
上がることができました。
東北医科薬科大医学部進学　吉岡雛さん（成蹊高校卒）

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2016年

埼玉医科大 ２次合格（後期）

A6スタートから
徐々に成績が伸びて、
仲間と励まし合い
追い込み成功！

埼玉医科大進学　齋藤知菜さん（弘前高校卒）

A6スタートから
徐々に成績が伸びて、
仲間と励まし合い
追い込み成功！

埼玉医科大進学　齋藤知菜さん（弘前高校卒）
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1 年前の今はどんな感じでしたか ?
知菜：私は、はじめて上京したてで、弘前からだっ
たんですけど、環境に慣れるのに苦労して、それで、
夏あたりから全然成績が上がらなくなって、でもう
テストするたびに鬱…みたいな。全然なんか…成績
上がらないどころか下がってく…みたいな感じで。
点数の伸び悩みですごい悩んでました。
雛：9月だから…あっそう ! クラス下がるかもみたい
なの言ってさ…
知菜：うちらが騒いでた時期だ。「ホントにヤバ
い !」ってずっと言ってたね。
雛：私はたぶん、7月までが一番辛くって、ずっと
伸びないし周りの方が点数良くって、むっちゃイラ
イラしてたから、多分8月…のマンスリーが良かっ
たのかな…良くって、ピーンって。で、「あ、これ上
がるんじゃない ?」ってなって A4だったのが A2に
上がって、9月に。「はぁー」みたいな。
知菜：ひなはなんか夏からずんずんずんずんって上
がっていったよね。
雛：ホントに…6月あたりが死ぬかと思った。伊藤
さんとかに「私上がらないんですけど…とか言って。
泣いて。」

ひなは、高 3のとき数学とかハイで受けてて、
結構上のクラスの方からスタートできるかと
思ったけど点数がなかなか出てなくてそれで
基礎のクラスからやったんだよね。基礎の…
点数的に適正なクラスだったけど…ちゃんと
頑張ったよね、不貞腐れず。
雛：いや、そこは…私はもっとできる、とは思わなかっ
た。周りとは比べてなくて、その…A6だっけ私たち。
A6の子たちと自分はあまり比べてなかったかな。
ちょっとショックだったけど、「それは点数だけ」っ
て思って。自分の実力は今ここにいる人たちよりは
あるって思うけど、本番で出せないなー…ぐらいし
か思ってなくて、だから A6にいることがストレス
ではなかったけど、周りから…先生とかから「なんで
A6にいるの」みたいなのすごい言われるのが…もう
申し訳ない…って。

地頭いいって先生からは評判だったよ。薄先
生とか典先生とかからも問題渡すと結構でき
てたって言ってたよ。のみこみが早いって。
でも復習しないんだよねぇ…
雛：大嫌いだった復習。ホントに嫌いで。でも多分、
周りの子よりは復習の量はずっと少なかったけど、
できた問題はしない、出来ない問題だけする。
それって先生達からプリント貰ったりとかして ? 誰
かに指示されて ?
雛：とりあえず…えっと…生物は夏前まではもう全
部おが T からすべてもらって、やることも全部言わ
れて、それを夏中にクリアしろっていうのでガーっ

てやって、あともう全部、先生からもらったプリン
トをずっとやってるっていうのが続いて、数学も…
数学は前期の時から薄先生のところへ行ってプリン
ト貰ってやって、夏も…まあマンツーも取ってたし、
ガーってやって、過去問に入るまで全部薄先生……
もう全部そうかも !

自分流じゃなくて
全部言われたとおりにやったの ?
雛：私の場合、ホントにコツコツが苦手だったから、
こう…貰って、これを全部やる ! っていう考えで全
部やんないと、自分で買って、じゃあ1日何ページ
やろうって絶対に続かないから。先生に監視されて
るぐらいがちょうど良くって。先生からプリント貰っ
てなくなったら行く、行くのにはやらなきゃいけな
いから、あんまり時間を置くと、先生にやってない
子って思われる…言われたことはないけどやってな
い子って思われるのが凄く嫌で。そのためだけにやっ
てたかもしれない。先生が好きすぎて。先生からやっ
てる子だって、頭いい子だって思われたい。みたいな。
そこがあった。

先生に認められたい気持ちも
モチベーションの 1つ？
雛：もう大好きすぎて…ママに心配された。もう1
回浪人しようとか考えてないよね ? みたいな。好き
す ぎ て 心 配 さ れ る っ て い う。「マ ン ツ ー と れ
たーーー !!!」って喜び過ぎて。大丈夫 ? みたいな。

代官山MEDICALでがんばった様子を
一言でまとめると ?
知菜：私は、ここに来たのが…予備校とか行ったこ
となくて、ここに来たのがホントに初めてで、もう
先生の教え方もすっごい斬新だったし、勉強の仕方
とかも、ここまで良くしてくれる予備校は、ないと
思います。
雛：過保護です ! いい意味で。こう…一人一人ガッ

チリマークしてるから。いいと思います。ホントに。
さぼり癖って絶対、人にはあるから、真面目な子は
いいけど、どうしても一人じゃ勉強できない子がこ
の塾に入ってると思うし。一人で勉強できる子は、
おっきい予備校とか…駿台とか行けばいいんですよ。
で、自分でやってきて受からなかった時点で、ちょっ
とどこか…もうね、怠惰な気持ちがどこかにあるか
ら。でも現役で受かんなかった時点で、自分に自信
持っちゃいけないって思うんですよね。持論として。
塾にもいるじゃないですか。自分に自信もって自分
の勉強が正しいと思ってガーッて行っちゃう子。で
も、受かんなかった時点で、自分間違ってる、って
思わないと1浪じゃ受かんないかなっ。て思ったな
…思いました（笑）私も全然復習しない子だったし。

先生のどんなところが好きだった ?
雛：せっちゃんとかは結構きついこと知菜には言う
けど私にはあんまり言わない !
知菜：私が、ちょっと怠惰な所があるってわかって
るから、いつでも言って、ちくちく針で刺すみたい
な感じで、で、なんか時々褒めて、ちょっとモチベー
ション上げつつ、で課題とかは、ホントに私のレベ
ルをちゃんとわかってくれてて、何が、どこ弱いと
かも全部わかってくれてるから、苦手な所をとにか
く潰してくれて、わたし、ホントに受験直前まで平
衡が出来なかったんですけど、それをほったらかし
にしてるのをばれて、受験直前に針を刺されながら、
ボンボンボンボン苦手な所を潰していって、ホント
に埼玉直前の受験の時に「もう大丈夫だよ」って言っ
てくれて。
雛：私はせっちゃんから怒られたこととかないし、
私がメンタル弱いの知ってるから、とにかく褒めら
れた記憶しかない。なんか、褒めるっていうか、普
通に接して、褒める、私が上がる、褒める。みたいな。
ホントにコントロールがうまい。あとちゃんと見て
るから。なんか、私が一番嫌なのは、自分のこと理
解してもらえなくて「どうせ…」みたいな感じで言わ
れるのがすごい私は嫌だったんだけど、なんか、大
体の先生は、私が好きだった先生は、私がここまで
出来るっていうのを、私が自分で思っているのと先
生が私にできると思ってくれてたのを同じぐらいに
考えてくれてたから、なんか…うれしかった。私が
ここまで出来る ! って思ってても、先生がもっと私
のこと下に見てたら、私がイライラしてた。出来る
し ! みたいな。それぐらいできるし ! って思っちゃっ
たらなんか、関係性が…。でもみんな先生たちは、
私がここまで出来るってわかっててくれたから、無
駄な課題は絶対に出さなかったし、むしろ、丸山先
生は、私がとにかく英語に不安だったの知ってたか
ら、最後の方は、ずっと褒め続けてくれた。丸山先
生がですよ ! 全然褒めなかったのに ! 最後どんどん
褒めてくれて。あぁ心配してくれてるんだって。

知菜：薄先生はもう神だし。薄先生と平パンは…ほ
んとに何か…せっちゃんとは対極なんですよ。でも
う、ずっと私のことを褒め続けるみたいな。出来る
よ出来るよ ! 受かるよ !! ってずっと言ってくれて、
なんか部活みたいな。「受かります !!」みたいな。ずっ
とホントに部活みたいな感じで、なんかすごい、熱
いマンツーみたいな感じで。2人とも、なんかそう
いう感じで、でも基礎的な問題はちゃんと押さえて
いくみたいな。で、私は理系教科が凄い苦手だった
から、化学数学が特に苦手で。だから、そういう所
わかってたから、もう基礎は絶対押さえる、みんな
が点とるところは絶対落とさない、みたいな感じの、
もう少し上のレベルの問題はあんまり手を出さずに、
なんかずっとそういう感じで。マンツーもずっとそ
んな感じでした。試験中も、なんかずっと平パン声
かけてくれて「大丈夫、まだ大丈夫」みたいな。受験
あるからってずっとホントに。
雛：試験中は私もずっと平パンだった。平パンが…
優しすぎた。
知菜：ずっとホントに励ましてくれて、で、この時
期にこんな問題聞くかよみたいな問題を私が持って
ても、平パンは絶対に呆れないで、ホントに丁寧に
答えてくれるんですよ。頑張って ! みたいな感じで。
だからこそ、ホントに丁寧だからこそ、めっちゃ頼
りました。…あと、…でもやっぱ薄先生は…人気だ
よね（笑）

そういう心の絆が作れたのは凄いことだね。
雛：こういう予備校だから…。
知菜：少人数の方が絶対にいい。
雛：勉強するのは自分のためなんだけど、でもやっ
ぱり自分のためだけだとどこか絶対にさぼっちゃう
気持ちが生まれるから、先生に教えてもらった恩を
返したい思いで、マンスリーも頑張るみたいな。
知菜：しかもなんか、先生に教えられて、覚えた方が、
ずっと残るんですよ。その後も忘れないんですよ。
マンツーでやったことは絶対に忘れないんです。な
んか、自分で勉強して、この問題こうなんだ ! って
理解しても結構忘れちゃうんですけど。何でか分か
んないんですけど。
雛：先生の愛で !もうホント !先生たちに頼りっきり。
おが T も神だな。問題が、なんかパキパキしてるん
ですよ。授業も…無駄な時間が一つもない。さあ終
わったかなーみたいな、問題を解かせる時間もだい
たい解けるか解けないかぐらいのちょうどいい短い
時間で、もうホントすべてが的確な時間 !
知菜：効率がいい。おが T といると。
雛：効率の塊ですよ。おが T は ! おが T は、一人一
人に丁寧に指摘してるけど、他の先生も全員そうだ
けど、私が好きな先生は。ちゃんと生徒を見てるから、
努力してない子のこともすごいわかってて、それを
知ってるから、何だろ…努力しなきゃって思って…
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ばれる ! ほんとさぼってるとばれる !
知菜：ホントにわかってるよね。先生達。
雛：ホントにわかってる !
知菜：あと、石井先生の授業がホント良かったです。
なんか、定期的なチクリがあるからこそ。
雛：もう石井先生の授業は、こんな感じ !（背筋を
伸ばして）ほかの先生がこうだったら（背筋を曲げ
て）、こんな感じ !（背筋をピンと伸ばす）なんかこ
う…ボス感が私の中でずっとあったし。
知菜：あの緊張感がいいよね。
雛：そう普段、あんま怒ってないから…にこにこし
てて、穏やかな感じでいるから…
知菜：そこだよね。
雛：何を考えてるんだろうって…。でも見てるじゃ
ないですか、めっちゃ生徒を。今自分がどう思われ
てるのか…勉強してるって思われてるのかなってい
うのもあったから、うん。不安だった。だから、当
てられたら応えなきゃ ! って。答えられなかったら
…ねぇ ? 結果が出ないとなんか勉強した意味がない
じゃないですか。だから、勉強してるってちゃんと
理解してもらいたかったら応えなきゃって思って。
必死 !
知菜：答えられるっていう結果がやっぱり勉強して
るっていう証だから。
雛：あと…当ててもらえない時は…不安。
知菜：わかるわかる ! 今日の授業当てられなかった
…みたいな !!
雛：期待されたい願望 ! みたいな !!
知菜：そう ! だから一番前に座って、もう、こう !
みたいな感じで。
雛：でも当てられたくはないんだよね。でも、当た
らないよりはまし、みたいな。
知菜：もう当てられないと、「え、見捨てられた…」
みたいな。当ててもらえると「ヤバい、ヤル気 MAX」
みたいな。で、ちょっと褒められたりした日には
カァァ !! って「今日も空きコマ頑張ろう !!!!」って。
にやにや ! 褒められた後めっちゃにやにやしちゃう。
雛：そういう感じ。なかなか褒めないコーチに褒め
られた部員、みたいな。そんなかんじで嬉しくなる。

石井先生って医学部の話とかもするでしょ ?
知菜：そう。英語の授業だけじゃなくて、医学部の、
受験の情報とかも、普通のところじゃわからないよ
うな、内部情報まで、結構ぶちまけてくれて、メモ
してました。英語のノートに。

自習室とかは良かった ?
知菜：良かったです !
雛：あれは良かった !!1年間同じ場所でね。
知菜：ポストイットとかめっちゃ貼って、分かんな
いところは壁にめっちゃ貼って、ノートとかよりそっ
ちに貼って、なんか、常に勉強道具置いておけるから、

いっつも重いのを持ち帰んなくて済むし、突然やろ
うって思ってもできるし。
雛：居心地が良くなる !自分のところだから。だから、
どっちがいいか分かんない。代官山とうち。みたい
な感じになるから、塾っていうよりはなんか、合宿
所…? みたいな。
知菜：頑張る場所…? みたいな。しかも明確にわか
るし、誰が遅刻したとか。仲間同士でも、今日寝坊
したでしょ ? みたいなの言い合って、絶対こなきゃ !
みたいな。しかもお互いライバルだから、なんかラ
イバルであり友達っていう意識が凄い強いから、な
んか、そう。
雛：わたしも自分以外落ちろって思ってたし…

マンスリーの張り出し嫌な時とかあった ?
雛：嫌な時もあるけどー…なんか…A4とかの自分た
ちからすると、貼りだされるだけでもすごかったん
ですよ。でもだんだん自分が載るようになってきた
ときはここら辺（上の方）に載ってるのは嬉しいけど、
下の方にギリギリ載ってるときは地味に点数ばれて、
ここか ! むしろちょん切ってくれ ! って思ってたこ
とはある。
知菜：だんだん周りも上がってくるし、みんな載る
のが普通になってきて…
雛：200点行けばいいって思ってたのにね。気づい
たら、230点以上ないと不安になる。
知菜：もうホント、初めて載ったときすごい嬉しかっ
た。

先生方との距離が
とても近いことが

何よりもよかったです。
帝京大医学部進学　吉川嘉之君（淑徳高校卒）

先生方との距離が
とても近いことが

何よりもよかったです。
帝京大医学部進学　吉川嘉之君（淑徳高校卒）

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2016年

帝京大医学部 正規合格

聖マリアンナ医科大 ２次正規合格

岩手医科大 ２次合格
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帝京大学はどうですか ?
高校のときのサッカー部が週4日だったので、もう
少しゆるいフットサルにしました。授業後は部活よ
りバイトを結構やっています。
試験は、前期のテストの結果が分からないんですけ
ど、またすぐテストなんですよ。テストが再試かど
うかは、その都度その都度のテストの結果で分から
なくて通年の合計なんですよ。だから、最後まで追
試かどうかがわからないんです。浪人の頃から花火
大会とか行きたくても我慢してきたんですけど、今
もテストテストで夏も結構遊ぶ暇がないです。
授業はみんな一緒で大きい教室でやるんですけど、
英語だけは3つに分かれていて、クラスは真ん中な
んです。あっ、リアクションとりずらいですよね。
良くも悪くもなくて…。

代官山MEDICALにくるまでは
どんな感じでしたか ?
現役の時は、英数は普通だったと思うんですけど、
理科が全然駄目でした。ちゃんと現役の時も理科は
やってはいたけど、分からないところにまで手が回っ
ていなかったという感じでした。
春のさきどりゼミとから出てたんですけど、最初は
めっちゃきつかったです。代官山にずっといました。
拘束時間も長いし、宿題も多くて理科が分からなく
てヤバかったです。最初はゼミとか取る余裕もない
くらい慣れるまで大変でした。朝もすごく弱いので
…。でも1学期になったら、そこそこ朝も来れるよ
うになってました。

どの科目が一番伸びましたか ?
全般的に伸びたと思うんですけど、化学が一番伸び
ました。みんなも言ってたんですけど、河合模試の
化学とか去年と難易度が違うんじゃないか ? と思う
くらい問題がスラスラ解けて、手応えが違いました。
現役の時は、分からなかったものを放置したりして
いたので、そこが浪人では変わったと思います。

マンスリーテストやウィークリーテストは
どうでしたか ?
最初のマンスリーは理科がヤバくてやられた ! とい
う感じでした。マンスリーテストは、特定の誰かを
意識するというより、ランキングに掲載されたいと
思ってがんばりました。ランキングに載らないとやっ
てきた事が無駄になる気がして、夏前とか成績が悪
いと落ち込んだりしてました。メンタル的にコツコ
ツやれるとかいうタイプじゃなくて、ムラがあって、
やれる時はやれるんですけど、嫌になっちゃうと全
然できなくなっちゃって、2号館にいたんですけど、
夏までは成績が全然駄目だったので辛かったです。
石井先生が、6月の面談の時に「吉川君は8月以降の

マンスリーで成績あがってくると思うよ」と言ってく
れてそれを信じてやったら本当に8月のマンスリー
から成績が上がってきて、すごく嬉しくて、そこか
らは結構頑張れた。落ち込んだ時は、大学行ったら
とか合格したらとか楽しい事を考えて頑張ってまし
た。
テストの勉強は、前回の反省点とか踏まえてやって
たんですけど、マンスリー結構嫌いでした。マンス
リーテストは、順位も出るし、自分の位置とかこれ
くらい取ったらどの大学行けるとか分かるので、毎
月目標にして勉強はしてきました。理科はテストの
時間配分とかもマンスリーでつかむ事ができました。
理科はいつも物理から先に解いてたんですけど、物
理って分からないと泥沼にはまったり、癇に障った
りするんで、化学から先に解くようにしました。物
理は解けるとさくっと行けるんで、物理の問題をち
らっと見てできそうな問題があると解こうとし
ちゃったんですけど、マンスリーとかでも、結局解
けなかった時があったので、物理は問題を見ないよ
うにして、まず化学から先にやると決めてテストを
やるようになりました。

勉強方法はどんな感じでしたか ?
数学と英語は予習をできたんですけど、理科は復習
に時間を多く割いてました。でも数学は予習だけじゃ
なくて、1学期のテキストを何周も復習して、分か
らない問題はないくらいになりました。自分に甘い
性格なので、代官山に来てめっちゃ拘束されるんで、
よかったと思います。とにかく代官山のテキストは
徹底的に何周もやりました。理科は先生にもよく質
問してました。物理は名問の森とかやってました。

化学はセミナーとテキストを何周もやりました。現
役の時はテキストも色々もらってたんですけど、そ
れだけをやるということはなく、不安になっちゃっ
てあちこちに手を出してて何周もできるテキストは
なかったと思います。

先生との思い出とかありますか ?
石井先生は俺が、最初の面談で話した事まで覚えて
くれてて、俺らの事良く見てくれてるんだなって感
じたし、英語も細かくやってくれて分かりやすかっ
たです。この一年があったのはホント石井先生のお
陰だなぁって感謝してます。
薄先生には、メンタルも一年間支えてもらって、授
業も分かりやすくて、感謝してます。啓寿先生の授
業は楽しいし分かりやすいし大好きです。典さんは
授業を当てられて分からないといじられてたけど、
ホント優しさを感じてました。朝岡先生は要点をか
いつまんで、無駄な事がなく俺らにでも分かるよう
に説明してくれて分かりやすかった。自分が分から
なくても優しくしてくれてありがとうございました。
節田先生は、自分の化学の勉強方法に革命を起こし
てくれたというか…現役の化学のテキストとかプリ
ントは難しすぎて分からなかったんです。難しいプ
リントしかもらえなかったんで、理科が苦手でした。
節田先生が、「こんな難しい問題が解ける必要はない、
セミナーがきちんとできてれば十分通用する」って
言ってくれて、セミナーとテキストを何回もやるよ
うにしてたら化学はそれでだいぶ伸びた。
講師室も区切りとかなくて聞きにいきやすかったし、
みんなも聞きにいってたから遠慮とかも全然しな
かったです。聞きにいっても先生みんなすごく優し
かったし、プリントとかもくれたり説明も分かりや
すかったし、よかった。

受験期はどうしてましたか ?
ここに来て赤本とか解いてました。対策授業受けて
る人もいたけど、みんなと同じ教室に集まって赤本
とか解いてると、何点取れたとか言う話になって、
できたやつとかがちょっとけなしてくるんですよ。
やっぱ周りできる人が多いからなにくそっ ! って
なって頑張ってました。ふつう友達作らない方がい
いとか言いますけど、ここの仲間はいい奴が多くて、
励まされたり、卒業しても結構連絡とるし、いい環
境だった。

将来の医師像は ?
うちは親族とかにも医者とか全くいないけど、漫画
かドラマか忘れちゃったんですけど、医者をかっこ
いいと思って目指すようになったんですけど、今は、
どんな患者さんも気軽に相談してもらえるような、
話しやすい親しみやすい医者になりたいと思ってい
ます。
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

一浪のときと比べて
楽しかったです。

辛い思い出がないです（笑）。
昭和大医学部進学　畑貴之君（都立青山高校卒）

一浪のときと比べて
楽しかったです。

辛い思い出がないです（笑）。
昭和大医学部進学　畑貴之君（都立青山高校卒）

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2016年

昭和大医学部 ２次正規合格（Ⅱ期）

愛知医科大 ２次正規合格

帝京大医学部 合格

昭和の授業はどうですか ?
他学部と合同の授業とか、選択の授業等があります。
成績は、試験の結果と出席率とかで決められます。
試験は今のところ、追試なしで全て通っています。
昭和は、女子の比率が1：2で女子の方が多いです。

代官山MEDICAL入って
どんな変化がありましたか ?
数学に苦手意識があったんですけど、入った時はど
れも成績は同じくらいでした。模試は英語は、他よ
りまだ安定をしていたという感じでした。成績は一
番数学があがりました。河合の模試も数学の成績が
一番あがった気がします。
長期記憶が苦手で短期記憶が得意で、1 浪までは単
語捨ててたんですけど 2 浪からはちゃんと単語をや
るようにしました。文法より長文ができるタイプだっ
たので、単語とか分からなくてもこのままいけるか
な ? と思ってたんですけど、2 浪からはまずいなと
思って文法も単語もやるようにしました。代官山
MEDICAL に来て最初から、強制課題の速単を何周
もしました。一からやり直しみたいな状態だったの
で、結構きつかったです。

代官山の良かった点は ?
1浪に比べて楽しかったです。辛い思い出がないで
す（笑）。俺は授業が苦手なタイプですぐ寝ちゃうん
ですけどここの授業は楽しくて辛くなかったです。
数学とかホント眠くならなくなった。よく指される
し。授業中に解かせてくれるんで、寝ないですね。
授業が楽しかったのがホントよかったです。
現役と1浪は駿台に通ってたんですけど、こことの
生活は全然違いますねぇ。1浪の時は朝は同じくら
いなんですけど、5時に帰宅して家では勉強はしな
い、という感じでした。2浪でここに来て朝から夜
まで拘束されて、よかったんだと思います。

どのように勉強を進めるタイプですか ?
オレは、あんまり質問とかしにいくタイプではなく
て、分からないと友達に聞く方で先生にはプリント
をもらいにいく感じでした。分からなくても自力で
解くというタイプです。
自習の進め方としては、レビューと夜間以外は何を
やるかは一応決めてました。今日は文法1日何個と
か決めて最後まで続けて何周かテキストもこなしま
した。継続力は決めた事に対してはありました。あと、
1週間の枠も大体決めてました。予習をやる日とか、
この曜日は授業に対して復習するとか。復習と、予
習の割り振りをきちんと決めて進めてやり残さない
ようにしていました。家では全く勉強しないので、
ここでやって帰りました。それでも予習と復習は最
低限やらないとと思っていました。
眠い時は寝てました…。一回の眠りが浅くて短いタ

イプなので、布団に入って熟睡するまでに時間がか
かってしまい、昼間に寝てしまうタイプだったので、
眠い時は寝て、やる時はやるというふうにしてまし
た。朝がすごい弱いので慣れるまできつかったです。
朝はいつもギリギリの時間に来てました。でも日曜
日はみんなが来ていたので、来ていました。合格者
座談会で先輩も来た方が良いと言っていたので…。

どの先生の授業が印象に残っていますか ?
薄先生と朝岡先生です。ホント全員よかったですけ
ど。薄先生は教え方が上手なのですごく分かりやす
くて。すぐ分かるようになった。数学は薄先生のお
陰でめっちゃ伸びました。薄先生のテキストもすご
くよかったです。そこから普通に昭和の受験も出て
たんで。
節田先生は授業話が上手だなぁと思いました。
石井先生の授業は、予習は必須でしたね。当たると
ヤバいんで。質問されるというところを予想してちゃ
んと予習をしていました。小論で授業で、やったや
つが昭和の入試で出たんでラッキーでした。願書も
代官山で何度も書いたのはよかったです。

テストはどうでしたか ?
ウィークリーテストとかは結構点数とれてました。
マンスリーは問題を物理からやってたんですけど、
化学からやった方がいいと石井先生から言われて試
してみたら、化学の方からやったら時間に余裕がで
きました。理科の時間の配分とかをマンスリーで試
せてよかったです。
マンスリーテストは、高校が一緒だった新藤（杏林大
医学部進学）に負けるとちょっと嫌だなとか意識を少
ししたけど、自分はメンタルはあんまり波がないん
ですよ。マンスリーとか1回だけ圏外とかあったん
ですけど、成績悪いとかあまり気にしない性格とい
うか、悪い時もたまたまかな ? と思うんで落ち込む
とかはなかったです。
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