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東京医科大	 2次合格

日本大医学部	 2次合格

北里大医学部	 2次正規合格

岩手医科大医学部	 2次合格

自然とやる気になる環境って
いうか、周りもやっている
雰囲気がよかった。 
東京医科大進学　藤井拓君（市立船橋高校卒）
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東京医科大	 2次合格

先生が「理科は最後まで伸びる」
とおっしゃっていたことが

よくわかった。
東京医科大進学　相川咲子さん（東京女学館高校卒）
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東京医科大学の印象は？

相川：生徒が120人いて女子が50何人います。
藤井：今年は歴代で1番女子が多いみたいっすよ。
相川：53 〜 54くらい。女子の LINE グループがあ
るんですけど54人います。

部活は何入ったの？

藤井：サッカーです。
相川：私は卓球と児童研究会っていう子どもとなん
か、合宿で遊べるみたいなものに入ってます。入っ
てちょっと面倒くさいなと言うか、少し後悔はあり
ます。週に一回行かなきゃいけなくて、卓球も週三
活動があるので。

実習さぼったらアウトでしょ？

藤井：実習は厳しいっすね。
相川：2回休めない。
藤井；そう、2回休んだらもうアウトです。

大学の授業はどう？

相川：もう代官山の先生が神で。
藤井：もう数学とか意味わかんないんですよ。もう
みんな薄先生連れてこいよとか五十嵐先生連れてこ
いよって言ってます（笑）。

振り返って入試の印象は？

相川：数学は出来てなくて、記述とあと1問鬼ムズ
のがあってみんなできないみたいな。
藤井：いやでもあれはメンタル勝ったもん勝ちです
（笑）数学が最後なんで。あと理科がまじ激ムズでも
う昼食う前にほぼ全滅状態で、多分英語取ろうと思っ

てるやつも量が多くて解けず、終わった…ってなり
ながら数学だったので（笑）。
相川：あれは本当に帰りたかった（笑）。
藤井：あと生物がわけわかんない遺伝の問題が出て
むずかったです。

代官山MEDICALに入ったきっかけは？
藤井：一浪の時に、四谷学院に行ってたんですけど、
両親と一緒に代官山来て。で、石井先生と話した感
じです。なんか自分は競い合う方が好きなので、そ
れで（いいなと思って）ここに移って来ました。
相川：私は現役の時に受けながらお母さんが予備校
探してて、で色々探してるうちにどこかとここが良
いって言ってて、今東医の6年生に知り合いがいて
その人が（代官山MEDICAL）出身で。仲がよくて
その人は本当に高校生の時勉強したことなくてでも
ここ（代官山MEDICAL）で東医に受かって。あと
面接で石井先生の話聞いてめっちゃいい先生だなと
思ってここに入りました。

クラス分けテストとかどうだった？

相川：生物とか元々苦手だったんですけど、こんな
にできないと思わなくて。本当に出来てなくて最初
のほうの緒方先生の授業でも B2レベルだからって
言われて、もうクラス圏外だからって言われて（笑）。
多分ここで一番ってくらい生物が出来なくて（笑）。
クラスは最初 A5からスタートして最後 A4になりま
した。
藤井：僕は最初 A2で最後 M3でした。

行き帰りの電車ではどう時間使ったの？

藤井：マスクしてイヤホンして英語の音読してまし
た。きもいとか思われるのは気にしなかったです。

代官山MEDICALの特徴ってなんだと思う？
相川：授業が詰め詰めなところと Z の授業での石井
先生の威圧感（笑）いつも心をリセットしてくれる。
ちゃんとやらなきゃみたいな。
藤井：石井先生の授業では医学部の情報が入るので。
あと A2結構ワイワイ系が多かったのでうるさかっ
たと思いますね、だから質問とかしやすかった。で、
なんかみんなでマンスリーの時もみんなで「やろう
ぜ！」みたいな。相原 ( 相原沙代子：獨協医科大進学 )
とかが一緒でしたね　あと平良 ( 平良にな：愛知医
科大進学 ) とか、石井先生に A2は、今年受かるよっ
て言われてみんなで調子乗ってた。やっぱクラスの
雰囲気って大事だと思いますね。なんか友達作らな
いタイプの人とかいるじゃないですか、でも自分は
それよりはグッチ ( 山口智之：東京医科大進学 ) と
マンスリー終わったあと答え合わせして勝った、負
けたってやってました。
相川：私は友達作りたいタイプだったけど、話しか
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けてくる子とか避けるようにはなりました。心病み
過ぎてやばい時は友達と話したりしてたんですけど
そうじゃない時は人間関係さっぱりしてました。

授業で印象に残ってる先生は？
相川：私は三ツ橋先生の授業が良いなって思って楽
しかったし分かり易かったです。先生と過去問ずっ
とやってたんですけどめっちゃ細かくやってくれて、
文の構造もやるし医系の単語のプリントもらって、
東邦に一番行きたかったんでそれに向けてめっちゃ
単語とかやって。電車でも単語やってる感じでした。
藤井：あと朝岡先生。朝岡先生は覚えやすいような
工夫が多い。説明に効果音とかがついてて印象に残
りやすかった。
相川：数学は（山室先生の）計トレの工夫する感じが
良かったです。
藤井：俺、計トレまじで ( 点 ) 取れなかった気がする。
いつも固まってた気がします。
相川：あと薄先生が良かったです。なんか全部解法
を作っていって、この時はこれ。これ出たらまずこ
れやって、みたいに順序がほぼ決まってて（良かった
です。）使い方も簡単で。
藤井：これだけやっとけば良いからみたいな。今日
はこれだけ覚えとけば良いから！みたいな結局最後
に絶対押さえなきゃいけないところばかりでした。
それをやればいいっていう材料があるから、それを
覚えれば大丈夫なんだみたいな。安心感が生まれま
した。マンツーは五十嵐先生取ってたんですけど
五十嵐先生はとにかく速い。書くのが激早でノート
書くのが大変 ( 笑 )。
相川：そう全部細かくパーって書いてくれるし、めっ
ちゃ細かい。
藤井：僕はもうわかんなかったら途中で止まって考
えてました。クラスが A2でみんな先生そこマジわ
かんないっすって、ガンガン質問してました。
あと、自分はあんま ( 五十嵐先生がくれる ) クイズ
やれなくて基礎のプリントをもらったりとか計算プ
リントとか。あとは東邦目指してたのもあって、回
転系とかマジでやりました。
相川：あと生物は、緒方先生に1年間本当にお世話
になりました。最初は特にもう英数あんまやらずに
生物めっちゃやって。初歩的な暗記も出来てなかっ
たのでそれもやって、夏に金谷先生に Basic のテキ
ストとかもやってその夏までで基本的なもの全部
やって。そこから9月からも緒方先生で、冬に石原
先生のをちょっとやって、でも基本緒方先生でした。
藤井：緒方先生は小さい紙にまとめを作ってくれて
1学期は問題に書き込んでたんですけど2学期からは
資料集に書き込んでたんで。
相川：試験会場とかではその紙と図説をめっちゃ見
るみたいな。
藤井：自分は高校時代勉強したことなかったんで。

もう図説に書いたことをそのまま全部ノートに写し
て。

マンスリーテストとかウィークリーテストに
関しては？

藤井：ウィークリーはガチでやってました。数学と
か特に ( 笑 )。
相川：ウィークリーはまあまあ普通にちゃんとやっ
てました。1週間やったやつが出るんで、復習をちゃ
んとその1週間で終わらせようみたいなのがあった
からずるずる後伸ばしにならなかったから、けじめ
もつけてよかったです。なんかウィークリーの復習
というより全部やってました。でもウィークリーだ
けをやらないで教科ごとにマンスリーに向けての復
習もやってました。

マンスリーテストは緊張した？

相川：もう緊張しました。テストの5日前くらいか
ら体調崩したりして、自習中も本当に気分悪くなっ
てトイレ行ったりとか。クラス上がんなきゃって思っ
て。でもあの緊張感は、今思うと無駄だったなと思
います ( 笑 )
藤井：僕はとりあえず M1、M2、M3がムカついて。
デキるし、なんか笑ってるし、うぜえなみたいな
( 笑 )。なぎ倒してやろうかなみたいな気分でいた。
でも途中で気づいたのが、点数取ってやろうみたい
に思うと点数取れないことに夏ごろに気づいて、入
試の時も、まじ東邦の時まじガチガチで、落ちて。
でも東医もむずすぎだろみたいな感じでやったら受
かる、みたいな。なんか一か月の総決算じゃないで
すど、マンスリーよかったっす。ためになったっす。
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代官山MEDICALに入って自分の中で
一番変わったなと思うことは？

藤井：まずこんなに勉強したのが初めてなんで ( 笑 )。
相川：まず喋ってると声かけてくれるのがすごい良
かったです。ずっと喋ってるといい加減にしろ！み
たいに注意してくれるので。事務の人がちょいちょ
い見回りで、なんか目付けられたくないなって思っ
てて、最初の方は友達と喋ってたんですけど途中か
らヤバいって思って。最初地方ぐらいなら受かるっ
しょって感じだったんで。なんか A4、A5は去年岩
手にたくさん受かったって聞いたんで。しかも1年
やればどこかしら受かるだろうと思ってたんで、甘
かったです ( 笑 )。

2 号館の自習室はどんな感じだった？

藤井：なんかみんな授業終わるとサーっと自習室行
くんですよ。何っ , この塾！みたいな。負けたくな
いんで自分もそうしてましたけど ( 笑 )。
相川：私はまず2号館にすら行けなくて、同じ高校
だった唐さん（唐アリス：昭和大医学部進学）が M1
なのに私は2号館にすら行けなくて、とりあえず2号
館に行くことを目標にしてたんですけど考えすぎて
体調崩すみたいな感じでした。

先生の言葉で何か印象に残ってるものある？

相川：この先生！ていうよりも色んな先生にとりあ
えずやるしかないよって言われたからやってました。
なんかマンスリーとか入試前も体調崩したりしてま
したけど結構やってたんで ( 笑 )。あと二次は、攻略
本に載ってたものからほとんど出ました。
藤井：なんか、小論は自分の得意な方にもってけっ
て言われてやってました。
相川：私小論は本当に苦手で、国語が本当にダメで
とりあえず書き方みたいなやつを覚えて。他の女子
医大とかでも一次に小論あったんですけどもうぜん
ぜん100文字とか余ったりしてたんですけど、東医
の時は書けて ( 笑 )、とりあえず書き方、これを何十
字で書いてみたいなのを覚えていって書けました。
大体600字くらいでした。半分で要約して半分で自
分の意見書けみたいな。小論と面接対策が4月から
あるのは大きくて、ほんとよかったです。

最後に後輩たちに一言

相川：精神的には、本当に考え込まないでやばいか
もとか、考えないで。考える時間とかもったいない
からやるだけやって、やりまくってやるしかないと
思う。勉強は、基本テキストをめっちゃやって、で
きない所はプリント貰って、くらいです。テキスト
最強みたいな。
藤井：気合っす。勉強は気合いだと思うんですよね。
自分はもう頭とか使ってこなかった人間なので、根

性があれば受かります。根性を1年間続ける事です。
まだ負けたくないとか単純なものです。効率とか考
えるよりは負けん気とか気合でやった方が良いと思
います。やれって言われたことを完璧にするとか当
たり前のことを当たり前にやって。それが大事です。

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

東邦大医学部	 ２次合格

東邦大医学部進学　齋藤香奈子さん（麻布大学附属高校卒）

勉強の習慣やリズムを
つけるためのカリキュラムが

他の予備校よりも
しっかりしている。 
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大学はどうですか？

割と総合大学っぽいところがあって、選択授業があっ
たりとかして自分で好きな科目が取れたりとかして
結構楽しいです。一般教養は必修と選択のものがあっ
て、毎週水曜日の午前中は選択科目で結構色んな種
類があって、音楽とか美術とか。そういうものの中
から自分の好きなのを選んで取れるから。医学部っ
て全部の授業が固定で（必修）ってイメージあったけ
ど選択科目があるのが自分の中で楽しい。選択科目
の授業のなかに先輩も1年生から4年生までいるんで
他の学年の人と一緒になったり、新カリキュラムの
人は3年生までに取り終わらなきゃいけないんです
けど、今新カリキュラムの人と旧カリキュラムの人
と混合してて、4年生までに何単位取らなきゃいけ
ないみたいな…。

どういう経緯で
代官山MEDICALに入学したの？
ここに来る前に、別の医専予備校にいたんですけれ
ど、そこは講師の先生もあまりいらっしゃらなくて、
質問できないし、そこに来る先生方は他の予備校と
掛け持ちが多くて、授業が削られて自習時間ばっか
り増えて…みたいな、ここにずっといてもヤバいか
もと思って、で、そこの先生の一人に、その時にど
の予備校が一番いいんですかみたいな話をしたら代
官山MEDICAL が合格実績すごいよっていう話を
聞いてそれを母親に言って、そしたらちょっと話聞
いてみようよ、みたいな。正直その時はもうその年
に入るのは無理だと思ってたんで次の年くらいの感
覚でいたんですけど、石井先生にお会いして相談し
たら、途中からでも、って言ってもらえて、そのま
まずっとその予備校に半年間いるよりはここで半年
やった方が、今年は無理かもしれないけど次の年の
ためになるって思って、それじゃもう！って思い切っ
て移って来ました。

代官山MEDICALに入ってみてどうだった？
全然授業の内容が違い過ぎてすごい衝撃を受けた、っ
ていうか、英語とかもあっちは本当にちょっとのこ
とを覚えてやっていくみたいな、受験英語に適した
やり方じゃないってはっきり先生に言われててなん
か、覚えるべきって言われたところとか全然違かっ
たりしてすごい衝撃を受けたし、私は再受験だし数
学とか全くできなくて数Ⅲとか未履修の状態で来た
し化学も全然出来なくてほぼもうゼロからのスター
トでその基本となる所が出来てない状態で普通の問
題から始めちゃったから、全然わかってないみたい
な状態で過ごしてました。そこをもう最初から埋め
てもらった感じですね。基本からやってもらった感
じでした。やってなかったらずっとわかんないまま
残りの半年過ごして多分その次ここ来たとしてもま
た本当に基本からまた1年かけてやるってことに

なったから半年でも早めに来て良かったです。

もとは、看護だったんだっけ？

最初、看護に通ってて2年通って中退しました。

1 年目はどんなふうにやれた？　

なんか、全然最初マンスリーとかも載らなくて正直
クラスもそんないいところじゃなくて A8とかその
くらいからスタートして本当に基本的な所をもう一
度1からやって、という感じで進めていって、先生
にこれをやりなさいって言われたところを中心に
やって、あとはもうひたすら授業受けてっていうの
を繰り返してて。化学とかがなかなか伸びなくて、
それで結構苦労しました。数学も全然伸びなくて、
化学もやればやるほど伸びる科目だって言われてた
んですけど全然伸びなくて、結果が出なかったから
ほんとどうすればいいんだろうというのはありまし
た。最初に伸びたのは生物で、夏の終わりごろから
急に出来るようになってきて、何月かは忘れたんで
すけど一回マンスリーで1位になって、それまでラ
ンキングに載ったこともあったんですけどそんなに
上の順位じゃなくて下の方にやっと載ったくらいで、
自分としてはすごいびっくりして。なんかコツコツ
覚えていったところが急に点につながるようになっ
たって感じ。そこからは生物は安定してった感じです。

とくに支えてくれた先生はいましたか？

やっぱり緒方先生ですね。質問に行ったときにすぐ
対応してくれるので、よく質問に行ってました。先
生はすごい記憶力が良くて、この前も同じ質問した
よね？って言われてました（笑）。あと小さいまとめ
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みたいなのをホワイトボードに書いてくれるんです
けど、それを受け持つ授業とテーマが違ったりする
と、どのクラスの誰の授業でやったからあの子に見
してもらいな、みたいに教えてくれたりとかしまし
た。

受験勉強で 1番苦しかった時は？

私は化学とか数学が本当に伸びなくて自分では毎日
サボらずにやってるつもりなのに結果が出ないって
時は結構辛くて、なかなか出来ないと、ここ前も
やったよ。って言われたりすると結構グサッと来た
りする（笑）。
復習をもっとやりなさいって言われてたのに、なん
か1個の問題が終わるのに結構時間かかっちゃうの
で回数こなせてなかったなというか、効率よく出来
てない感はありました。数学とかもずっと出来なく
て、出来ないものを自分なりにひたすらやってて、
それにすごい時間かけてて、それだったらもっと早
く先生の所に行って質問して、解説とか先生が丁寧
に書いてくれるのでその解法とかちゃんと覚えれば
良かったなって思いました。なんか、がむしゃらに
自分でやろうとして結局すごくそれに時間割い
ちゃって結局わかんないまんまみたいな。結局最後
は聞いてからもっと早く聞けば良かったなっていう
のはすごくありました。化学は解き方とか色んなア
プローチ方法があるから、自分なりのやり方を貫き
通そうとして時間かかっちゃったから、ここまで自
分でやって出来なかったら先生のやり方にしようと
か頑なにならずに色んな人のアドバイスを聞いて自
分が一番やりやすい確実に答えが出るやり方をやっ
た方が良いと思います。石井先生にももっと素直に

なりなさいって言われてたのと、あと1年目に1次も
どこも引っかからなかったことが考え方変わった
きっかけでした。

代官山MEDICALに来て
楽しかったことは？

いつも楽しかったです。普段の授業も別に嫌々受け
てたわけじゃなくて。先生達もみんな面白いので、
ひたすらただ勉強、勉強ってだけじゃなくてちょっ
とした日々の勉強のポイントとか教えてくれたりも
するしちょっとした雑談みたいのがあったりして結
構みんな笑いながら授業受けてる感じで、明るい雰
囲気だったからそれは楽しかったです。

どの先生の授業好きだった？

みんな面白かったんですけど、レギュラーの授業も
面白くて先生もみんないい人で。英語は朝岡先生、
数学は中村先生、化学は高橋龍先生で、あと生物は
緒方先生でした。中村先生はメッチャ優しくて出来
なくても咎めるとかはなくて、どっちかっていうと
褒めて伸ばすのをしてくれる感じですごい良かった
です。もう Basic の平パン（平野先生）が作ってくれ
たテキストを授業受けて分からなかったところど
れ？って聞いてくれて Standard でも聞いてもらっ
たり、あえて Basic 持ってきてもらってそれを解い
て、答えがあってるかどうかじゃなくてそのプロセ
スも全部見てもらえたので、もっとこの解き方の方
が速く解けるよとか、逆に計算ミスしないやり方と
か教えてもらったりしてあんまり焦らずに一個一個
着実にって感じでやってもらいました。

マンスリーテストの取り組み方は？

1年目の時はあんまり重要視してなくて、習ってな
いものが出来ないのは当然だしランキング載らな
くてもあんまり気にしてなくて、単純に上の人が
どんな点数取ってるんだろうとか平均点どのくら
いなんだろうとか自分の偏差値とか一覧で貰える
ものを見て、あんまり出来てないところを見ると
ああ、ここが弱点なんだなって把握したりとかそ
ういう感じでやってて、2年目は割と最初から総合
でもランキングに載ることが出来たので。総合載
りだすとやっぱり順位が気になるというか、同じ
クラスだった子の順位をめっちゃ見て、あっ、勝っ
たみたいな。それは結構思いました。得意科目で
負けたりすると悔しいとかそういうのは結構見て
ました。やっぱ1年目と2年目ではマンスリーに対
する見方変わりましたね。
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

日本医科大	 前期2次合格

杏林大医学部	 2次正規合格（特待）

6時から21時半まで
自習室が使えたので、
超朝型の習慣ができて
勉強に完全に没頭できた。
日本医科大進学　成瀬貴文くん（渋谷教育幕張高校卒）

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

日本医科大	 前期2次合格

東京医科大	 2次合格

日本大医学部	 2次正規合格

北里大医学部	 2次正規合格

東邦大医学部	 2次正規合格

岩手医科大医学部	 2次正規合格

家だと誘惑が多いので、
一切シャットアウトしようとして、
東京だけど専用寮に入りました。

日本医科大進学　高見俊也くん（成蹊高校卒）
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1 年間を振り返ってみて。

成瀬：代官山は朝の 6時から 21時半まで自習室開け
て下さってたので、早寝早起きを習慣にできて朝から
夜まで無駄なく勉強に没頭出来たので本当に良かった
と思います。
高見：1浪の時、大手の K塾に行ったんですけど、先
生と生徒の距離も結構遠くて、先生は生徒の事全く把
握してないですし、なんか勉強のモティベーションも
上がらなくて。現役、1浪と全落ちしてこれ以上続い
てはと思ってこちらに来させて頂いて、結構必死で本
気でやった1年でした。家に帰ったら誘惑は多いんで、
テレビとかスマホとかいじったりしないようにする為
にも寮に入って一切シャットアウトして頑張ろうかな
と東京でしたけど代官山専用寮にも入りました。家が
ある程度自由だったので、そこがやっぱり合わなかっ
たのかなって。ある程度制限された方が良いと思いま
した。実際先生と生徒の距離とか生徒同士の距離とか
全然違って。だから本当代官山MEDICAL に来て初
日にすごい感動したのが、事務の方とかに声かけて貰っ
て。そのことにすごい感動しちゃって。こんな予備校
あるのか！みたいな。通い始めて先生とか事務の方か
ら声をかけられたことに感動して。河合の 1浪の時は
本当に孤独だったので、自分が見てもらえるって事に
感動しましたね。
成瀬：僕は 1浪のとき、S台にいたんですけど、行か
なくなっちゃって ( 笑 )。代官山MEDICAL にはお
ととしの 12月の変な時期に入ったんですけど、あん
な時期に拾って頂いたのでそのおかげで今年受かった
と思うので本当、すごい感謝しか無くて。初め父親と
来たんですけど、この先生ならいけそうだなって感じ
がすごい、親子共々感じて。あ、ここで頑張ろうみた

いな。4月の授業が始まるまでは、自習室もらってた
のでちゃんと来て。実際春のさきどり授業もやっぱり
楽しかったので、ちゃんと根本から大事な事を教えて
くれるので、復習もちゃんとしてました。
高見：自分の登校時間タイムカードで見て遅くなって
きちゃったりすると、あ、これやばいなって。それで
早く来ないとな、って。7時台には来ようとなんとか
思ってたんですけど若干８時に食い込んだ事もありま
すね。朝早く来ないとその日の予定が狂うというか、
勉強せずにいきなり授業ってなっちゃうよりはやっぱ
り自習室で勉強した方が全然効率的で、理解のしやす
さとかあると思う。

マンスリーについて

成瀬：マンスリーがやっぱり月1( ツキイチ )であった
ので、それを目標に次回はこうしようとか、日々の勉
強のモティベーションになったので、授業も最初たく
さんありすぎてキツイなと思ってたんですけど、でも
結果的にはやっぱそれに合わせて一生懸命やってたの
であって良かったなとは思います。2学期の終わりの
方とか振り返ってみると順位気にしてやって、マンス
リーはやっぱり回数がたくさんあったので試験の時間
配分の練習とかになったので。最初はやっぱり順位上
げたいなって、自分で自分を追い込めてやってました。
高見：何回か失敗した回もあったんですけど、そうい
う時にどういう状況に陥ったら失敗しやすいのかとか。
問題文はもっとちゃんと読もうっていうのも学びまし
た。英語の試験で大問丸々 1個問題文の読み間違えで
20点位落としたことあって。それがすごいショック
だったので、どの教科でも問題文は完璧に読もうとそ
の時から思いました。何回も試験があればそれだけ失

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

敗する数も増えるんですけどそこからやっぱり学べる
ので、すごい良かったですね。それに順位が出るので
１つでも多く上の順位に行きたい (笑 )。結構1学期と
かが危うくてクラス落ちるかも！ってもなりましたけ
ど。降格者リストとかに載りました (笑 )。
成瀬：解く順番変えたりとかもしました。数学は特に
なんですけど、毎回最初の方が小問集合で後半記述っ
ていうのが変わらなかったので、最初小問からいくか
記述からいくかどっちが良いかなと思って。最終的に
はやっぱ小問を早く解いてから、記述をやった方が時
間配分ミスらなくて記述からやるとハマってしまって
小問落としてしまうってこと多分何回かあって、こっ
ちからやった方が良いなって本番もそうやりました。
やっぱり試せて良かったです。それになかなか出会わ
ないような問題だったりするのでマンスリーで目につ
いた問題はちゃんと復習するっていうのが結構大事か
なと。

ウィークリーをはじめとして復習について

成瀬：ウィークリーは山室先生が採点してくれたので、
死ぬ気でやってました。やっぱり、復習をちゃんとや
れっていうサインだと思うので。
高見：僕もガチではやってたんですけど、取れないっ
ていう (笑 )。結構効率悪い方で、じっくりやるタイプ
なので、復習はもう大変でした。
成瀬：やっぱり苦手科目があるとね (笑 )。セミナーも
ちゃんとやってました。夏までにちゃんとやろうと思っ
て。化学だけは夏までにやりきりました。
高見：どの教科でもやっぱり反復するのは大事だなっ
て感じました。やっぱりマンスリーとかでも出来そう
で出来なかったりするんで、テキストをちゃんと反復
すること。ちゃんと身につけないと、いざとなった時
に解けないんで、やっぱりマンスリーとかを通してそ
ういう所は変わりました。

去年気を付けていたこと

高見：去年あえて寮入ったのである程度制限すること
でそういう、スマホとかいじらないように。ほぼいじ
らなかったんで。この一年で決めないとっていう思い
は。それでもう、わざわざお金かけて寮に入ったので
これで決めるしかないって風に。朝は早かった時期も
あったり遅かった時期もあったり。直前期は 6時くら
いに来たりしてました。
成瀬：やっぱ早寝早起きを徹底してて、時間を無駄に
使わないようにしようと思って。朝は早く行こうって。
それだけはちゃんとやろうと思って。石井先生が、1
年で合格する者は、朝型か超朝型のヤツ、って言って
ましたし。基本はやっぱ早寝早起き。徹底してやりま
した。

「夜間学習」について

高見：夜間でのアウトプットって大事で、その機会が
あるからちゃんとアウトプットが出来たっていうのが
あります。
成瀬：小澤先生の夜間がその週の土曜の夜だったから
これで終わりだっていうのが (笑 )。小澤先生の授業面
白かったので夜間それが一番楽しかったなって思い出
があります。なんか安心感があった (笑 )。
高見：先生たちと気軽に話せるところがよかった。（前
の予備校は）全く話せなかったです。
成瀬：代官山MEDICAL に来て理系科目が出来るよ
うになったので、丁寧にちゃんと一から。本当に基本
から応用まで体系的に教えて頂いたので、まじ良かっ
たです。

好きだった授業

高見：好きというか、一番ためになったのはやっぱ
り小澤先生の授業なんです。現役・1 浪と物理が原
因で全落ちしたのを伸ばして頂いたので。やっぱり
物理が上がったことが一番ためになったというか、
感謝してますね。物理が一番伸びました。ほんと、
初めボロボロだったんで。数学どころじゃなかった
んで物理は ( 笑 )。生物に変えてもいいレベルでヤバ
かったです。小澤先生はちゃんと考え方とか提示し
て下さるので、その考え方に則ってやればどういう
問題でも解ける。それをマンスリーとか河合塾の模
試とかで実感して、やっぱりこの解法で良かったん
だって実感できたのがすごい良かったですね。
最初の頃は本当に物理が悲惨過ぎて。1 浪の時は河
合の模試で偏差値 50 程度だったんですけどそれが
結局第 3 回全統で 70 になったんでそれがもう、本
当すごい嬉しかったですし、感謝してます。単純な
問題でも解法とか示して解き方を教えてくれて。数
学だと 1 年通して日曜日に平パンに質問に行ったり
して。直前期にメンタルヤバくなった時にちょっと
平パンのとこに行って顔見たりとかしてました。な
んか癒しになる ( 笑 )。あとは化学だと節田先生が。
やっぱり知識量がすごいんで。現役の時から色んな
塾に行って、ある程度自分でもそれなりの知識を持っ
てたんですけど、全然その上を行ってて。ここの授
業は他とは全然違う！と。質問とか行ってもすごい
的確に答えてくださって、的確なアドバイスがもら
えたので良かったです。
成瀬：やっぱ数学と物理と化学が苦手だったので、
どの先生も本当に良くて。どの科目もどうしたら良
いのか分からなかったので 1 年間ずっと受けてきた
ら最終的にはこの分野が来たらこういう方針で行く、
みたいな体系的な理解と自分なりの解法みたいなの
が先生の授業受けて、良いとこ吸収してカスタマイ
ズして出来たんで、良かったなと思います。やっぱ
レギュラー授業の先生方の授業は本当に全部役に
立って全員マジで良かったなって。どの先生も基本、
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ここのテキストが大事って本質的にちゃんと教えて
下さるので。それはやっぱ一番良くて。そのおかげ
でわかるようになったっていうのがあったんで。

自習時間について

成瀬：代官山の自習室、良かったです。窓側の一番端っ
こでした。家帰ると本当勉強しなかったのでちょっ
と、周りにガチ感を出し過ぎちゃったかな。参考書
を持ち歩かなくて良いっていうのが最高で、あの自
習室は結構良かったです。
高見：自習席は以前通っていたところと比べてこっ
ちの方が大きいです。前は指定とか無くて座れない
時は座れないから家に帰って。でも家に帰ってボ
ケーっとしちゃったりするんですよね。だから遅い
時間まで拘束されるのが合ってたと思います。やっ
ぱり自分の自習室もらえたっていうのがすごい大き
くて、広くて下にも収納場所あったりで頻度順に置
く場所決めて。やっぱり成瀬の事を見て、ストイッ
クに自習室にこもってたのを見て勉強しないとなっ
ていうのはありました。初めは教室とかでもやって
ましたけど、最後は 1 人で自習席で勉強したくなっ
たみたいな ( 笑 )。

石井先生の授業について

高見：石井先生の授業では後ろの方に座ってました
ね ( 笑 )。どこに座っても当たりたくない時に当たる
ので。やっぱり英語で結構学ぶことも多かったんで
すけどそれ以上にモティベ―ションを上げるのがう
まいというか、生徒のモティベーションを上げるの
がすごいうまいんです。毎授業一般の人が知りえな
い情報とかを提供して下さってそれを聞くことに

よって下がりつつあったモティベーションがまた挽
回されるみたいな感じで。緊張感もあってそれでい
い感じにキープされてましたね。
成瀬：石井先生もおっしゃっていましたけど、英語
の復習は音読いいと思います、特に長文は。棒読み
じゃ無くて前に人がいるところを想像して音読する
んですが、黙読と違って音読だと少しでも自分が理
解してなかったりするとつっかえるんです。日本語
で文章読むときにうまく言えなかったりちゃんと理
解してないとサラサラ読めないじゃないですか。そ
れと同じで、英語も音読するとわかってない所はつっ
かえるんですよ。その単語がわかってなかったり文
法構造わかってなかった所もわかりますし。単語帳
とか反復しますけど、文章もやっぱり、音読で長文
も反復しないとな。って。石井先生にはメンタル面
でも、ここで言えないようないろいろ相談にのって
いただきました（笑）。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

獨協医科大	 2次正規合格

獨協医科大進学　相原沙代子さん（群馬県立高崎女子高校卒）

お互い励まし合えるような
友達や憧れの存在がいたのは

大きかった。
獨協医科大進学　相原沙代子さん（群馬県立高崎女子高校卒）
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大学はどうですか？

今年大学は男女が1：1らしくて、女の子が多いので
過ごしやすいです。今新勧が終わったところで。仮
入部の状態なんですけどバドミントン部に決めまし
た。
授業は毎日1限から4限まで必ず毎日入ってるってく
らい結構詰め詰めです。
一般教養の数学とか生物とかに加えて先生たちが自
分たちが何を研究しているかを紹介する授業があっ
てそういうのが結構入ってます。あと体育が1年生
だけあるんです。
ゴールデンウィーク明けには化学の実験があるらし
くて、あとやっぱり2年生は実習で忙しいみたいで
す。実験は出席だけは絶対にしてって注意は受けま
した。
今、大学の授業は1コマが60分なので短く感じます。
科目によるんですけど今はやっぱり研究内容の説明
とかだと分からないことが多くて、人数が多いから
緊張感がなくなるみたいなところがあります。今思
うと代官山MEDICAL の時は先生すごく分かりや
すかったんだなって思います。

代官山MEDICALの授業はどうだった？
石井先生の授業は楽しかったです。毎時間当てられ
るんじゃないかと思って怖かったですけど、あと授
業中に医学部の話とかしてくれたり色々卒業生の話
とかもしてくれてすごくためになりました。私、ちゃ
んと石井先生に言われた通り音読もやってました
よ！
あと化学の集団は三上先生だったんですけど三上先
生は分かりやすかったです。有機を教わってたんで
すけどすごく深いところまで教えて下さって、理解
が深まって表面的じゃないというか、大体の代官山
MEDICAL の先生みんなそうなんですけど ( 笑 )。
表面だけの勉強じゃなかったのがよかったです。
山室先生の計算トレーニングは衝撃的過ぎて想像が
つかない解き方というかそんな解き方あるの！？っ
ていう解き方があってそれを自分のものにするのが
大変でした。私は結構計算ミスが多かったのですご
く良かったです。
私は物理が苦手だったんです。でも、寺澤先生は説
明が分かりやすくて。最初テンション高くてびっく
りしました。小澤先生は字がきれいで絵もすごくう
まいのでホワイトボードが見やすかったです。野村
先生は集団の授業だと淡々と授業する先生なんです
けど、時に、結構面白い話をしてくれたり下らない
質問にも真剣に答えてくれました。私は全然物理が
出来なくて、こんな質問したら恥ずかしいなって思
う事でも質問出来るような先生でした。最初のマン
スリーテストで物理が27点で、最低17点だったこ
とがあったんですけど60 〜 70点取れるようになれ
るまで野村先生に引き上げてもらいました。英語の

青葉先生は結構細かく見てくれる先生で授業ごとに
どれくらい語法をやってるかとか、自分に甘くなる
ところがある私からすると事細かく見てくれるのは
良かったです。数学は丸山政先生でした。授業の類
題を結構持ってきてもらってたのでそれでいっぱい
演習が出来たのが凄く良かったです。化学は冬に池
永先生や節田先生でした。池永先生は演習プリント
をドサッと渡してくれて全部やりきりましたよ！！
節田先生は私の弱点分野をピンポイントで説明して
くれて、結構私にはしっくりきて分かりやすかった
です。

代官山MEDICALに来たきっかけは？
元々少人数制の予備校をネットで探してて、見学さ
せてもらおうって事で飛び込みで来ました。そうし
たら代官山MEDICAL の感じが良くて、勉強する
環境も整ってる感じがしたので代官山MEDICAL
にしました。
実際、自習室が朝6時30分から空いてて、他の子も
朝早くから来ていた子が多くて刺激になりました。
藤井君 ( 藤井拓：東京医科大進学 ) は千葉から来て
るのに7時30分とかに来るんですよ、なんか音読も
朝教室を借りてずっとやったりしてて、化学も結構
覚えてて自分が全然覚えてないところも覚えてたの
で、ああここまでやらなきゃ行けないんだなって見
てて思いました。あと平良さん ( 愛知医科大進学 )
と溝口さん ( 東邦大医学部進学 ) が6時30分にはも
う来てて。溝口さんとか頑張ってる人に追いつくに
はそれ以上に努力しないといけないから、と思って
頑張れました。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

予備校生活に慣れるのは、大変でしたか？

代官山MEDICAL 入って最初は精神的にきつかっ
たです。慣れるまでは大変でしたけど、マンスリー
テストだったり毎週テストがあったり成績上位者は
順位が貼りだされたりで常に緊張感をもってやれま
した。途中からは、いっぱいいっぱいになった時に
自分以上に頑張ってる人を見るようにしてました。
溝口さんとか。自分まだ全然頑張れてないじゃんっ
て思えるので、溝口さんのおかげです ( 笑 )。
　石井先生に言われて印象的だったのは、「限界だっ
て思っても続けてれば意外と限界じゃなかったって
ことあるんだよ。」って言われたことかな。ま、自分
ですぐ限界だと思っちゃうほうなんで ( 笑 )、運動し
ろとか、体を鍛えるとか、そういった意味も含まれ
ていたんですけど、それに時々励ましてくれて、石
井先生に大丈夫だよって言われると安心感がありま
した。獨協の本番では数学は取れる所は全部取って
きたという感じで、英語もそんなに出来なかった感
じはしなくて、化学と生物はみんな出来てないので
あまり気にしてませんでした。獨協ダメだったら2
浪だわって思ってて、東医の1次試験の後に獨協の
発表だったので一応補欠が取れるかなって、2次の
合格が決まった時はお母さんも泣いてました。
私一人の力では、合格できなかったと思います。勉
強できる環境や、意識出来る友達がいたり、先生方
が引っ張ってくれた結果だと思います。本当にあり
がとうございました。
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

日本医科大	 前期2次合格

東京医科大	 2次正規合格

日本大医学部	 2次正規合格

杏林大医学部	 2次合格

日本医科大進学
今下彗星君

（都立駒場高校卒）

北里大医学部	 2次正規合格

杏林大学医学部	 ２次合格

聖マリアンナ医科大	 2次合格

北里大医学部進学
石川慶太君

（桐蔭学園高校卒）

聖マリアンナ医科大進学
奥脇瑠根さん
（桐朋女子高校卒）
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今下君は補欠だったよね。いつ来たんだっけ？

今下：一次は岩手、金沢、杏林、東医、あと日大と
日医来てたんすけど…、二次来たのが杏林と日大と
日医と東医で、日医が3月27日でした。

日医以外は正規だったっけ？

今下 : あ、いや日大も3/27で補欠です。日医も回っ
て来て、杏林が9番で。結局東医は正規で、受験し
たあと正規というか「受かるな」っていうなんか自信
みたいな安心感みたいなもんがありました。

石川君は、北里大学で正規合格だったよね？

石川：そうですね。あと杏林が最後回ってきました。
行かなかったけど。3月終わりかな…。

あと一次受かったところは？

石川：一次は、岩手、北里、杏林、東海、聖マの5
校です。

奥脇さんは？

奥脇：北里と聖マと、でも二次来たのは聖マだけで
すね（笑）。

日医は結構年上とかいます？

今下：再受とかは（います）やっぱ多浪に寛容という
噂は嘘ではなくて、自分の代では無いんですけど先
輩とかだったら普通に7浪とかいて。であと、再受
も結構いて。今年は男の人の再受が確か3人か2人、
女の人の再受も1人いて、男女ともに最高齢が30
歳っていう…。

今下君は生物選択だったけど、日医は物理と
生物どっちが多い？

今下：圧倒的に物理ですね。今年生物は14人くらい
しかいなくて。今年取ったのが118人だか119人で
定員は118人だったんですけど、14人生物で2人が
物・生であとは全員物理でした。やっぱ今年の物理
が簡単だったみたいで。生物はクソむずかったみた
いですね ( 笑 )。

北里はどう？

石川：120人くらい中、40人が指定校推薦で、一般
の80人の枠をみんなで争ってたって感じで必然的に
多浪は少なくて、でも言う程、10人くらいは3浪以
上はいるんじゃないかなと。再受験は2人くらいか
な。大体上だと6浪くらいが Max かな。今テストよ
りも出席がヤバくてもう留年間近なんで（笑）。

なんでちゃんと授業行かないの（笑）

石川：行けたら苦労しないですよ！朝弱くて（笑）ヤ
バいっす、頑張ります。

出席は毎回取るの？

石川：取ります。うちはカードリーダーだったり、
リアクションペーパーって紙配って名前書いて、終
わったら出すって感じの。そこはごまかせるんです
けど日医とかは全部カードリーダーらしいんで。1
年生だけなんですけどなんか授業中に事務の人が回
すんですよ、カードリーダー持ってこれはマジごま
かせないです（笑）。例の84％ ( 国試 ) 何とかしろっ
てやつと、あと丁度理事長とか変わって改革みたい
なこと言ってるんでやっぱそれかな。
奥脇：聖マも2回ですよ（笑）。朝というか授業開始
時に１回、20分後にもう１回取られるんですけど、
どっちかが入ってなかったり漏れてたりしたら休み、
みたいな。なんか（カードを）おきっぱにしてる人と
かいるらしいんですけど、たまにカード狩りって言
うのがあって、学務科の人が来て（回収していく）3
回やると放校みたいな ( 笑 )、確かそうだったと思い
ます。めっちゃ厳しい ( 笑 )。

代官山MEDICALに入ったきっかけは？
今下：まず高3の夏に「よし、じゃあ医学部受けよう」
って思って。で、東進で最初、勉強してたんですけ
どダメで。あ、これダメだなって思ってちゃんと人
間が見てくれるとこ？東進は機械なんで ( 笑 )、人間
が見てくれるところにしようと思ってなんか、医専
を探して。それで渋谷で候補絞って、みたいな。で、
いろいろ電話したり、実際に足を運んでみたり。い
ろんなとこで説明会みたいなことしてもらって、ん
で、代官山MEDICAL にしようかみたいな。
石井先生と話したのは、最初行った時は本当に当日
だったので事務の人に資料だけ頂いて、で2回目来
た時に、親 ( 父 ) と入塾面談みたいなやつやったん
ですよ。その時石井先生に現状話したら揃えるもの
を揃えてからにしましょう受験するのは…みたいな
こと言われて…。あっ、勉強しなきゃなって思って
結構焦って…。

揃えるものって？

今下：成績が悪かったから、相当ヤバかったってい
うか、成績がでてなければ受かんないから揃えるも
のは、っていうか、多分、もうその時の俺を見て、あ、
こいつダメだと思って ( 笑 )、石井先生に思われたん
だなあ、って。あ、じゃあ勉強しなきゃと思って勉
強しはじめました。

現役で間に合わせる気持ち、みたいな強いも
のはありましたか？

今下：あ、ていうか正直、間に合う気がしなかった
んですよ。今だからぶっちゃけて言うと、現役の夏
の時に1浪で受かろうと思ったんですよ。だからと
りあえず現役の時は基礎だけやろうと思って。それ
で多分一番最後のマンスリーも偏差値40とかそんな
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もんで現役が終わって2月、3月、帝京終わってから
多分2か月くらいなんですけど、そこでもう、無心
に生物の資料集読んだり、もうそれしかしないって
いうか、そしたら4月のマンスリー受けたら生物が
めっちゃ出来るようになってて。で、M になったみ
たいな感じですね。生物は結構、基礎固めてたんで、
勉強方法は合ってたんじゃないですかね。

石川君は、どうして代官山MEDICALに来たの？
石川：高2の頃から横浜の医専予備校に通ってて、
基本母親が家のトップなので、まあ入りなさいみた
いに言われてなんとなく入ってズルズルそのまま。
新横浜駅に横浜校があって通ってたんですけど、も
ちろんきれいに散って、で、浪人決まってからじゃ
あどうしようかってなったんですけどその時ズルズ
ルと、丁度ほら、新幹線通学やってたから近いしっ
ていうので、新横で続けられると思って、1浪になっ
てズルズルと続けて、そしたら、5月くらいになっ
て塾が潰れることになったから高田馬場の教室に移
動して。で、5月だからもう他の予備校に移動でき
ないし、もうみんなそれで仕方なく高田馬場に移っ
て、15人くらいかな。1浪の時は新横のメンバーと
ずっと遊んで騒いでて。家に呼んで飯食ってました
ね ( 笑 )。一次も一校も出ずで…。

2 浪目は？

石川：2浪目は麹町の大手ですね。ちょっと医学部
専門予備校だとお金かかっちゃうし。ちょっと親に
申し訳ないな的なことを思って。で河合に行ったん
ですけど、国立のコース入ったんで、いらない授業
切ってたら案の定行かなくなり ( 笑 )。多分1年で

30日も行ってないかな？ヤバいっす ( 笑 )。ずーっ
と家でゴロゴロしてて昼の3時に起きて隣の池袋
行って飯食ってドトールに閉店まで居座って、ゲー
セン寄って歩いて帰るみたいな。で朝5時までテレ
ビ見てまた昼3時まで寝てを繰り返してて、そりゃ
伸びませんよね ( 笑 )。
それで1浪のときにお世話してくれた先生がいて、3
浪目が決定したときにその先生にここ（代官山
MEDICAL）を勧められて、その人の友人が講師で、
代官山MEDICAL で働いていて、講師やってたっ
ていうか、実績も評判もいいからということで、3
浪するならあそこ行けば1年で受かるしって言われ
て来たって感じですね。

石井先生と面談した時なんて言われた？

石川：なんか、割とばれてましたね。勉強しねぇや
つだって ( 笑 )。そんなにでもなんか、ボロボロには
言われなかったかな。大丈夫かなって多少は思って
ますけど。

奥脇さんは、予備校は何がきっかけで？

奥脇：まず高3までは全然医学部予備校通ってなかっ
たんですけど、それで浪人決まって全部落ちて浪人
するなら医学部予備校かなって思って、ここ（代官山
MEDICAL）を見たんですよ。渋谷だし家から行き
やすいなと思って。それで説明会行ったんですけど、
朝から晩まで拘束してもらえるじゃないですか（笑）
まぁ言い方おかしいですけど。私は、何だろ…、放っ
ておかれると出来ないなと思ったので今までの経験
で。そうやってやること全部決まってて縛られる所
じゃないと無理だなと思って、代官山MEDICAL
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は結構そこに当てはまってたので。あと校舎の雰囲
気がすごい勉強に集中できる環境な気がしたんです
よ。その分若干ビビってた部分もあるんですけど。
1年というか浪人するならやっぱちゃんとした環境
でやりたいから代官山 MEDICAL にしたんです。
あと合格の実績もよかったし。

印象に残ってる先生は？

今下：やっぱり大森先生ですね。一番好きだった授
業が夜間の生物で、他のクラスが何やってるかは知
らなかったんですけど自分のクラスは1学期からす
ごい考察系のやつの問題をもうバンバン解いて、テ
キストだとやっぱり授業で扱わなきゃいけないって
言うのもあってなんとなく上限があったっていうか
この程度だろうって思うのがあったんですけど、夜
間は先生が面白い問題作ってくれて多分一番楽し
かったですね。問題をいっぱいやって、変な問題も
夜間とかで経験して対応力はついたかもしれないで
すね。なんか日医で変な問題出たんですよ、ウナギっ
て何？どこで産卵するか？卵がそもそも発生嚢を
持ってない卵と発生嚢を持つ卵があってそれがなん
か、メスの体内のホルモンの関係で決まるみたいな
問題で、結構きつかったけど解けて。だけど、あれ
多分フツー解けないですね。なのでやっぱ大森先生
の問題で頭散々色んな方向に考えてたから多分出来
たんだと思う（笑）。生物は多分ケアレスミス除けば
ほぼ満点だった。
石川：僕は栗原先生ですね。なんか、みんな周りの
生徒が合わないって言ってて。合う人と合わない人
があるらしくて。僕はめちゃめちゃ合ってて好きだっ
たんですごく英語は楽しかったです。なんかひとつ

の文をすごく大切に解いてて、なのに全体の流れを
意識しててだから合ってたんすよ。あと、質問には
個人的に結構行ってましたしすごく気にかけてくれ
て良かったですね。弟とかにも栗原さん良いよって
言ってるんすけど（笑）あと、生物は緒方さんとか楽
しかったですし。
奥脇：私は山崎先生。生物の。最初 A10で授業して
貰ったんで結構基礎的なことやるじゃないですか。
だけど、そういう中でも途中で入試問題にも出るっ
ていうのをちょいちょい言ってくださって。私たち
のクラスは、基礎中の基礎しかやってなかったけど、
こういうの出るんだなって現実味が湧くっていうか
そういうのがあって。あと、これ覚えろって言うの
じゃなくて覚え方とかがすんなり入ってくるんです
よ、山崎先生の授業だと。板書もすごいまとまって
て私はその山崎先生の板書を結構自分のまとめに
使ったりしててやってたので、なので結構良かった
なと思うんですけど。
今下：なんか平パンの宣伝みたいになっちゃうんで
すけどやっぱりやったところが出るんですよね。な
んか2学期に平パンの授業で巴算やったんですよ。
そしたらビンゴで出て、あれは答え知ってたんで大
問1だったんですけどあれは相当余裕が出来ました
ね ( 笑 )。

授業の中でこう自分の曲がってたのを正して
もらう

奥脇：私は結構石井先生の言葉に基づいて生活して
たって言うのがあって、なんか週2回石井先生の授
業があるじゃないですか。それで結構、石井先生の
話ってけっこう自分の事かなって思わせるんですよ

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

（笑）。私の事言ってるんじゃないかみたいな。生活
の事とかも結構話して下さるので、だからこの週2
回の授業の中でこう自分の曲がってたのを正しても
らうみたいな感じで。だから結構石井先生の言った
ことは守ろうって思って結構日々生活してました。
石川：僕は結構（石井先生に）授業でいじってもらっ
てたんで授業自体は楽しかったですし最初その自己
啓発みたいなのも割と俺の事言ってるんじゃないか
みたいなのが多かったんで結構刺激にはなりました
ね。特にその授業の内容的にも1個の文を本当に詳
しくやってくスタイルが僕は好きなので。文法学的
にこういうのもあるけどこういうのもあるよねみた
いな話が好きなんで、特に Zのテキストで後半はずっ
と長文の過去問ばっかりですけど前の方にあるのが、
短文のがあるじゃないですか。短いのにめっちゃむ
ずいやつがたくさん詰まってて、それがその個人的
にさっき言ったように文法的に短いけど詳しくやっ
てくとこの形になっててここと同一なんだよみたい
な。あと省略も多かったりしてすごく楽しかったん
で。実を言うとあんまり予習はしてなかったんです
けど（笑）ずっとほぼやってないです（笑）これを言う
とあれなんですけど石井先生は一回当てると当てた
扱いにするんですよ。だからほんとしょうもないこ
とで当てられに行く！これはね、本当にあかんやつ
ですよ（笑）。
今下：一番印象に残っているのが11月の面談の時に
志望校決めるじゃないですか。あの時に絶対日医受
かんねぇって思って受けなくて良いですか？って聞
いたんですよ。そしたら、その時は昭和が第一だっ
た気がするんですけど石井先生にもその流れで昭
和って言ったら、「お前は昭和じゃなくて日医に受か
る」って言われて、お前は昭和じゃなくて日医の方
がワンチャンあるから、みたいに言われて本番受け
たら、ワンチャンあった！みたいな（笑）。それはマ
ジでびっくりしました。

最後に後輩たちに一言お願いします！

奥脇：私は今まで勉強してこなかった人向きに（笑）。
まず、最初のテストとかで良くなかったりしたら現
実を受け止めて自分はやってこなかったってちゃん
と認識してこれからの授業をまず、全部謙虚にちゃ
んと受ける。で、私はなんかもう遊びとかも全部そ
ぎ落として、例えば高校の友達に会うとかも本当に
一番仲いい子とかと1回一緒に帰ったくらいで本当
に何もしなくて、だから上のクラスとかだったらそ
ういうのもあるかもしれないんですけど今までやっ
てこなかったって思ってるならそういうのも全部無
しにして、好きなことも全部我慢して取り合えず勉
強に集中するみたいな意識は大事だと思います。じゃ
ないとやっぱり上のクラスの人に負けちゃうので。
そうしないとやっぱり下からは受からないです。あ
と、結構代官山は授業が多くて結構辛い時もあると

思うんですけどやっぱたくさんやる分、やってる時
はこれやる意味あるのかなとか思うことあるんです
けど、でも実際受けてみたらあの時やったやつが出
たとか本当に無駄がないので全部与えられたものは
ちゃんとやった方が良いと思います。
石川：そうですね、やっぱり3浪しちゃったってい
うのがあるんで。あと色んな予備校見てきてるって
言うのもあるんであそこの予備校と比べるとずっと
良いよっていうのを伝えておきたいんで。他の予備
校の先生が代官山に行けば1年で受かるって言うの
もどんなもんだよって思ったんですけど本当に来て
良かったなと思いますし、駿台行くっていう他の友
達も「9時〜 21時は結構ハードだろ、無理だろ」っ
て言ってましたけど、結構自分じゃやらないじゃな
いですか、管理される予備校は良いなって思います。
あと、一番体調には気を付けて欲しい。僕は元々姿
勢が悪かったので受験が終わった後ヘルニアになっ
て（笑）。多分夏に手術するんですけど。右足動かな
い位に痛いです ( 笑 )。
今下：僕が言いたいのは暗記を馬鹿にするなってこ
とですね。人によると思うんですけど例えばやっぱ
り、生物の資料集が目の前にあったとするじゃない
ですか。で、あるやつは太線の所だけ覚えて俺はこ
の教科書を覚えたと、それでもう一冊買うんですよ。
これは間抜けでそれはやっぱりその教科書に印字し
てある文字を一字一句覚えるくらい覚えないとダメ
じゃないかと。受験ってやっぱり私立に関してはやっ
ぱり暗記が占めてるものが多くて、多分なんだかん
だ半分越えるくらいは、特に理科、生物・化学とか
は暗記を占めるウエイトがでかいんで、もうそこを
疎かにして演習演習って言って新しい問題ばっか手
付けてると痛い目見るよって。やっぱりここ出ん
の？ってとこでも出たら考えなしに点が取れるから
オイシイって思って逆にどんどん覚えていかないと
本番痛い目見ますね。暗記のコツは、まずまっさら
な参考書があったとして、とりあえずわかんなかっ
た所に蛍光ペン全部引いてくんですよ。で、1回読
み終わるじゃないですか、で2回目はその蛍光ペン
を確認しながら取り合えず読むんですよ、で3回目
にまたわかんない所に別の線引いてって繰り返して
いくと線が濃くなって行ってどこがわかんないかわ
かるようになります。生物の資料集とか最初読むの
2 ヵ月とかかかったんですけど2回目で多分1 ヵ月
ちょいで3回目でもう2週間とかで回せるようになっ
てどんどん速度が速くなってったんで、最初のある
意味心に余裕があるうちにそういう時間がかかる作
業やって覚えておくと後で良いです。
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

信州大医学部医学科	 正規合格

大阪医科大	2次正規合格 (	特待 )

昭和大医学部	Ⅰ期2次正規合格(	特待)

日本医科大	 前期2次合格

杏林大医学部	 2次正規合格

信州大医学部進学　佐藤絢飛君（駒場東邦高校卒）

「2浪終わって、もう頑張っても
伸びないんじゃないかって」
でも「この先生のもとなら
頑張ってみようかなと思えた」

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

センター試験を受けてみてどうでした？

僕は85％で、でも信州大学だとちょっと足りないく
らい。英語は簡単だったんですけど、国語は134点
だったので。やっぱ焦っちゃったので。一つ得意な
ものがあるタイプじゃなくて苦手な科目を無くすよ
うにしてたので。僕は２次が取れなかったら結構や
ばかった感じで、そうですね、そろそろ開示が始ま
るんでわかると思うんですけど割と多分、合格でき
たのはギリギリだったんじゃないかな。推薦で1位
だった子が弓道部にいるんですけど多分90％位って
言ってましたね。信州は今、募集が前期だけで、
100人で、推薦が20人です。全部で120人ですね。
女子が確か39人ですね。2対1ですね。80対40み
たいな。

年齢層はどんな感じ？

そうですね、純粋な多浪はあんまいなくて、いても
やっぱ二浪位で。僕より上になると再受ですね ( 笑 )
四浪が一人いるんですけど。全員聞いたわけじゃな
いんでわからないんですけど。やっぱでも、僕くら
いの年になると一回東大入って二年生で辞めたとか
中退組もいますし、やっぱり30歳くらいの人もちょ
いちょいいますね。割といますね、10人くらいはい
ると思うんですけど…。

じゃあ信州大学はあまり年齢にうるさくない
のかな？

そうですね。少し厳しくなりましたけど数年前は緩
かった。最近は多分点数さえ取って面接で問題無け
れば。

国立の面接はどうでしたか？

そうですね。私立に比べれば（緩い）、しかも３対8
とかなんで ( 笑 ) 相当緩いですね。結構時間長めに
取られて、他の人も結構長く喋るんで待たされる時
間がすごい長いみたいな。僕は特に一番最後の方で
待ってる組だったので。やっぱり国立組はあんまり
面接上手じゃない印象。私立組はやっぱすごい上手
なので。あ、あと、なんか。何人か再面接かかって
たんで。僕のところは ( 笑 )。

再面接なんてあるの？

あります。面接終わった後に呼ばれて何番は来て下
さい。みたいな。多分年齢じゃないですけど、ちょっ
と気になったらすぐ呼ぶって感じで結構呼ばれてま
した。多分8人いて１人は呼ばれるくらいですね。

その集団面接での周りの結果は？

僕の組は僕しか受かってないですね。生物19人しか
受かってないので。ほとんど物理ですね（81人）。特
に数学が今年簡単だったので多分物理系がガンガン

取ってる。みんな本当にマックス近い点数で、ちょっ
と開示見ないとわからないんですけど。もう8月前
には出ると思うんですけどね。

信州大二次試験までの戦況は？

一応、昭和とか大阪医大とか特待だったんですけど、
昭和は一応、払っていて。直前まで昭和に進学考え
てましたから…。あとは杏林とかは２次正規で、埼
玉とかも一次合格で、２次は棄権です。
あと、慈恵は二次落ちですね。一次受かって面接は
行ったんですけど。

代官山に来る前の 2年間は？

市ヶ谷と御茶ノ水ですね。市ヶ谷の医系スーパーと
御茶ノ水の東大理系で。私立も片っ端から受けまし
たね ( 笑 )。とくに、今思えば二浪目は受からないだ
ろうって思っちゃって、やっぱ、そうですね、ガタ
ガタっていうか、なんか偏ってる。自分の方針で勉
強してるんで、授業とかも切って。やっぱその偏りっ
ていうか苦手分野も多かったですし、苦手科目もやっ
ぱいくつかあってやだなと思いながら、五反田 TOC
に行く…、みたいな ( 笑 )。あの分野出たらやだなと
ずっと思いながら勉強すれば良いのに自分で勉強し
てるからやり方がわかんなくて、代官山はここがど
うしても難しいって言うと教えてくれますし。周り
が出来てるのを見るとやっぱりやんなきゃいけない
んだなと思うし。S 台の時は3時で帰ってましたね。
まず授業出てませんでした ( 笑 )。S 台の他の校舎で
自習室使ってたりとか。あと面談もしっかりやって
もらえたのが代官山はよかったっていうか、自分の
ことをいつも見てもらえてることを実感できたとい
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

うか。S 台でも一応なんか、担任がいたんですけど、
事前に担任にアポ取ってやってくんですけど普段か
ら見てくれてるわけじゃないし、担任１人に対して
200人生徒がいるんで、その時に始めてこうなんか
全国模試とかの結果を見てこんな感じなんだ、みた
いな。数学は難しいとこやった方が良いかもね、とか。
ふわっとした調子で…。

2浪目までは、自分の方針はうまくいかなかった。

自分のやりかたっていうか、最後は偏るし。あとやっ
ぱ競い合う友達がいなかったので、（友達を）作んな
くて良いかなって思ってて。でもやっぱ競い合う人
必要かなって。代官山は結構いましたね。タレント
揃いでした。やっぱ各科目ごとに目標にする人は結
構いて、英語はやっぱ、高見 ( 日本医科大進学 ) とか。
やつのテキストとか参考書とかボロボロでしたね。
僕は数学は M1で受けてて割と出来ない方だったん
ですけど、みんな割と計算とか早かったですし、成
瀬 ( 日本医科大進学 ) とか計算早いので。あとは唐
さん ( 昭和大医学部進学 ) とか鈴木さん ( 日本医科
大進学 ) とか数学出来ましたし、やっぱりこれまで
国立専用の勉強してすごいゆっくり解くタイプの自
分とは違うタイプでサッと答えだすのが羨ましいと
言うかフルに頭を回転していかなきゃいけないから。
僕は予習に時間かけていないから、解ければいいん
だろと思ってて。ダメですよね ( 笑 )。

「二浪終って、もう頑張っても伸びないんじゃ
ないかって」でも「この先生のもとなら頑張っ
てみようかなと思えた。」

今年もダメなのかな？っていう感覚と今の僕にとっ

ては、一浪の時はこういう勉強したとか二浪はちょっ
と勉強してないんですけど、二浪終わった時点で、
二浪目は全然勉強しないで遊んでたんで、あの無駄
な時間を一年過ごすのかなって。頑張っても伸びな
いんじゃないかって。でもやっぱ医者にはなりたい
し、とりあえず親に急かされてっていうか流されて
…、二浪の時に失敗して、大手じゃなくてちゃんと
自分のことを見てくれるところで条件を探して医学
部の一応国立にも対応していて、小規模というか少
し規模が小さい所で探してて、色んなとこ回ってて
W と M とか見に行きましたし、やっぱ石井先生の話
を伺って、ただ一回来ただけなのにちゃんと話きい
てくれて。なんか、この先生のもとなら頑張ってみ
ようかなと思って。

マンスリーとかはウィークリーは影響力が大
きかったですね。

一カ月の運勢が決まりますもんね。（下がると）めちゃ
くちゃ意識しますね。個人的にすごい負けたくない
相手とかいましたし、やっぱ得意だと思ってた科目
が取れてなかったりとか…。普通に M1の面々も一
緒に勉強してるとやっぱ出来るんだなって思ったり
とか。やっぱ点数化すると本当に実力が反映されて
くると言うか、なんだかんだ取る人は定期的に安定
して取ってるような気がしたんで。10位以内ずっと
キープしてたんですけど一回28位とかに落ちた。確
かその後、石井先生が声かけてくれたのは覚えてま
す。ウィークリーは、理科は結構やってましたね、
確か。割と新作問題が全体的に多かった気がするん
ですけど。生物は指定されてそれを勉強してくる感
じで、定期的に緊張感のあるテストがあるのは良かっ
たと思います。一つの区切りにもなるし。数学とか
もレビューテストがあって、あれ、僕は Top だった
んですけど、High がきつそうにしてましたよ ( 笑 )

授業数は結構多かったけれど、そのおかげで、
全範囲を触れることができた。

そうですね、授業数も結構多かったですよね。全範
囲触れられたのは結構大きかったですね。やっぱどっ
かで見たことあると少し安心しますよね。今年は信
大も、ステロイドが確か出て…。直前にテキストで
見てたのですぐ解けて…。私立と違って時間が長い
のでやっぱりどこかでタイミングが崩れたら怖い
なって。

最初のクラスはM1でした。

M1クラスに入れてもらって。すごかったですね。一
回だけ30位くらいになった時があってすごい不安に
なったのを覚えてます。割と中盤ですね。10月くら
いです。夏が思ったより頑張れて、9月で逆に失速
して。確か夏終って次の月、9月くらいにダレて9月
のマンスリーだか10月のマンスリーだかが悪くて、

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

もっかい勉強しようと思って最後また戻ってきてそ
のまま行けたって感じですね。今振り返ると夏は夏
ですごい見て貰いながら勉強したので良かったです。

先生のクオリティが高くて。

生物は緒方先生と大森先生に習ってて。すごい、ク
オリティが高くて。緒方先生はすごいきれいなまと
め方をして下さって、覚えるべきところをポイント
してくれたりとか、あとは割と受験期になっても相
談に乗ってもらった先生なんで、いつもお世話になっ
た先生ですし。大森先生は緒方先生も言ってました
けどなんていうか、面白いじゃないですか ( 笑 ) な
んか、僕全然すごいと思ったんですけど大手にいる
ようなレベルじゃないですか。僕が大森先生から習っ
たのは記述の書き方と、あとすごい研究の書物とか
も読んで本当に最先端のこと教えてくれたりとか
色々と学べたことあったなって。あと化学は節田先
生で入試の範囲もちゃんと押さえながら入試外で化
学で興味のあることを授業して下さったりとか。やっ
ぱあと質問するとすぐ的確な返答が返ってくる。やっ
ぱり今でも記憶に残ってますね。僕はあんまり質問
に行くタイプじゃなかったんですけど。やっぱり周
り見てるとそんな印象を受けましたね。あと言うま
でもなく、石井先生の授業はやっぱ緊張感覚えます
し、やっぱり一つの習慣というか勉強していく上で
節目と言うか起点と言うか勉強するモティベーショ
ンの一つではありましたね、やっぱ。授業はもちろ
んなんですけど、勉強全体としてと言うか精神的に
きついって言うか勉強する意欲がわかなくなっちゃ
うような浪人生に叱咤激励って言うかなんかその、
気が抜けてたりとかしてると怒ってもらえるし、そ
ういう存在は必要なのかなって。僕個人で怒られた
ことは無いんですけどやっぱ卒業生はこんな風に勉
強してたとか実際に具体例挙げて…。その具体例も
すごいなんか、本当にすごい勉強してるんだなと言
うかちゃんと見てらっしゃったのかなとか。そのこ
この先輩の例が見れるのでまだまだ勉強し足りない
と言うか、ハングリー精神のようなものが無いのか
なって。定期的にこう、勉強はもちろん下がる時が
あったんでその時に丁度良いタイミングで激励が来
るっていうか、本当に不思議なくらい、辛いとき、
なんだかなって時に、来る。本当、わかってる可能
性がありますよね。他人事じゃなくて自分のことと
して捉えてましたね、石井先生は…。

他に印象に残っている先生は？

薄先生とかですね、薄先生は基本的な問題をちゃん
と取るイメージがあって。現実的に無難な解き方で
土台を作るっていうか取るべき問題を取る。やっぱ
Top のテキスト作ってらっしゃったのでそれと関連
付けてやって。数学の先生たくさんいらっしゃった
んで色んな先生に色んなこと聞いて、自分に活かせ

るところを活かせる土台が薄先生だった。自分の中
で数学苦手な意識があったので苦手な人でも取れる
ような勉強法を教えてくれたんで。やっぱ土台がな
いとつながっていかないのかなって。
山室先生は計トレですよね。それ以外にも直前期に
も相談に行きましたし、先生の授業で、やっぱあと
は夏の講習って言うんですか、受けた講座もすごい、
なんていうか奇想天外なテクニックじゃなくてなん
かすごい、割と普通に計算が早くなるっていう、慣
れれば出来るっていうか。頭の良い人ってこんな風
に計算するんだ、って思いながら受けてましたね。
やっぱ追いつこうって。計算の遅さが割と自分の中
で課題があったので、やっぱ二浪の時とか数学をや
らない期間とか長かった。やっぱ遠ざけちゃうので。
代官山は、計算の授業もありますし、あと単純に成
績が下がってくると相談に乗ってくれるんでバラン
ス良くどれも勉強出来る環境だった。
センター出願後、国立の相談してて山室先生からも
らった国立の受験の統計資料はとても役に立ちまし
た。それもらったとき、すごい見やすかったですし、
多分他にも使うのか？と思ったんですけど、僕のた
めに作ってくれたのですごい、ここまでしてくれん
だ、って思って。結構何回か相談行きました。
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

昭和大医学部	 Ⅰ期2次正規合格

帝京大医学部	 2次正規合格

すぐに気が緩んでしまう私に
とってとても良い環境でした。 
昭和大医学部進学　藤川千紘さん（雙葉高校卒）

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

東京医科大	 2次正規合格

日本大医学部	 2次正規合格

杏林大医学部	 2次合格

東京女子医科大	 2次正規合格

埼玉医科大	 前期２次合格

帝京大医学部	 ２次合格

ひたすらテキストの復習と先生に
もらったプリントを解き、

確実に力がつきました。 
東京医科大進学　高橋愛梨さん（白百合学園高校卒）
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

代官山MEDICAL を選んだきっかけは？
高橋：大手だと管理があまりされていなくて、私は
自分で勉強できないと思ったんで。予備校何校か回っ
て、石井先生と面談をしたときに、他の塾の先生と
比べていいなと思って、信頼できると思った。
藤川：私はあまり自分から質問できないタイプなの
で、大手だとダメだと思った。先生と面談して私は
よくわからなかったんですけど、両親が山室先生を
すごく気に入って（笑）。

昭和の女子寮はどう？

藤川：女子校みたいです。昼間は共学で、夜は男女
分かれてて。選択科目はみんな共通なので、看護・
理学療法・薬・歯の子たちと一緒に勉強できるのが
楽しいです。看護の子は急に骨の名前唱えだしたり
して。
あと、昭和は畑を持ってて、野菜を栽培して収穫し
て調理して食べるって授業があります（笑）あとは多
摩美に行って美術の勉強をしたり…。

大学の授業の様子はどうですか？

高橋：今は一般教養なので、東医は物理が63点ルー
ルってのがあって、前は60点だったんだけど、63
点取らないと再試も受けられなくて留年になる。
藤川：PBL はめちゃくちゃ単位落とすらしいです。
先生がすごく厳しくて。自分で調べてグループ討論
して発表する授業。ちょっと間違うだけで単位落と
すらしくて、毎年数百人落としてるらしいです。単
位落とすとまた同じ授業取るとか、レポート100枚
とかになるらしいです。

代官山のテキスト（M3）はどうだった？

高橋：ちょうどよかったです。解ける問題が2/3く
らいで、わからないのが1/3くらいで、そこをクリ
アしていくって。数学は楽しかったです。レビュー
課題も楽しく解いてました。1学期は英数ばっかやっ
てて、数学に時間を取ってましたね。理科は夏やろ
うと思ってて、生物はずっとヤバイと思ってたんで
すけど、とりあえず知識だけ詰め込んでこうと思っ
てて、知識くらいしかやってなくて、化学がヤバい
ことに夏前に気づいて、夏に池永先生のプリント
100枚くらい貰って全部やったら伸びて。自習時間
にやって解けない問題も結構あったので授業の時に
聞きました。
藤川：英語は微妙にランキング載ってるみたいな感
じ（笑）数学は授業もわからなくて、予習がまずでき
ない…2行くらい書いて固まる、みたいな（笑）。生
物は普通くらい。化学はホントにヤバくて、夏のマ
ンスリーで25点くらいを2回連続で取って、池永先
生に100問くらい貰って夏ずっとやって、すぐ忘れ
ないレベルの土台を作ってもらって、という感じで
した。M3は4人くらい池永先生にみんな同じくらい
問題もらって、誰が一番量解けるか競争していまし
た。1回解いて、間違えたものやわからなかったも
のを復習していました。プリントは国立・私立医学
部の過去問で、解きながら理解するといった感じ。
解答もついていました。
高橋：化学はそれにすごく助けられました。
藤川：あと、節田先生の理論（本）を超集中して解い
たら、わけわかんなかったけどすごくわかるように
なった。
高橋：生物は緒方先生の授業のまとめを書き溜めて、

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

図説に書き込んで、それをひたすら眺めて知識を入
れていた。考察が苦手だったので夜間学習で復習し
て、プラスアルファで大森先生にプリントもらって
なんとか超えたって感じです。理科は最初両方ダメ
でした。
藤川：緒方先生の授業ではテストの点数をみんなの
前で言わなきゃいけなかったので、緒方先生は正直
で全部顔に出るから、それがグサグサきてた（笑）。
それでちょっとヤバいなと思って、それから毎回の
テスト（過去問から出ている授業中に行うもの）を
ちゃんとしようと思うようになりました。私は結構
逃げちゃうタイプだから、嫌いなところを飛ばして
できるところばかりやっちゃう。でも嫌いなところ
もやろうと思って、大森先生の考察の授業ってすっ
ごく真面目に聞いたら案外わかって、「これイケるか
な」と思うようになった。それで嫌いなところもやる
ようになりました。
高橋：周りに生物できる人が多くて、自分だけ遅れ
てる危機感があって。現役のときは「ここまでやれば
いいや」と自分の中で勝手に納得してたけど、それ
じゃダメなんだなと思って。焦りがずっとありまし
た。周りの存在は大きかったです。みんなでまとまっ
て過去問解いてたのがよかったです。時間決めて、
終わったら素直に丸つけして素直に点数言い合って、
一番できなかった人がコーヒー代おごるとかやって
ました（笑）。みんなわかんないときはわかるまでホ
ワイトボードに書いて探究したり。みんなで一緒に
やると記憶も定着するし、解決したらその場で覚え
ちゃう。すごくよかったです。

英語の先生で印象に残った人は？

高橋：朝岡先生です。
ひとつの文章からいろんな文法や単語に派生して教
えてくれるからコスパいい（笑）。
藤川：マンツーもめっちゃよかったです。
高橋：みんながちょっと飽きてくると面白いネタを
挟んで空気和ませてくれる。楽しかったです。知識
量が毎回半端ないので復習しないと間に合わない。
朝岡先生のリアクションを思い出しながら復習でき
る。
藤川：朝岡先生は絵心があって、画伯なので（笑）。
絵がかわいい。

数学の先生は？

高橋：薄先生です。
藤川：山室先生もです（笑）。「大丈夫？」って話しか
けてくれて、相談に乗ってくれました。
高橋：薄先生の授業は神で、これだけやればこの分
野はできるってポイントを教えてくれて、ホントに
ここやれば解けるんだなって思った。私が苦手なと
ころを見抜いて問題を選択してくれたし、プリント
ももらいました。冬マンツー取ったんですけど、そ

こで結構伸びました。それがなければ東医は受から
なかったかも。
藤川：薄先生は先生のテキストが本番でめちゃくちゃ
当たって、日大でも当たった。夏の石井先生の面談
で両親が「数学ヤバすぎるのでどうしたらいいです
か？」って相談して。それで山室先生に、小問もらっ
ていっぱい解いて、結局全部終わらなかったけど、
それで成績優秀者に載るようになった。数学6位だっ
たとき小問満点で。数学ができたから昭和正規で受
かった。受験会場で周り見たらみんな白紙で。ネッ
トでもみんな20、30点で、今までは8割取らないと
受からないって言われてたのに、6割ちょっとで合
格できた。英語はめっちゃ簡単で、数学解いて「あれ？
私埋まってる！？」と思って、イケたかなって謎のテ
ンションで（笑）。生物もある程度手応えあったんで。
それまで埼玉一次しか受かってなくて、他は全落ち
だったので。その時メンタルがヤバくて、一人で W
教室にこもって誰も寄せ付けない感じで、自習室に
居たくなくて、それくらい追い込まれてやってた。
緒方先生や山室先生にも慰められて。
高橋：東医は英語はそこそこ解けたけど、最後は勘で、
それがたまたま当たってた。生物は自信なかった。
化学が体感20~30%、あって40%。なんで受かっ
たかわからない（笑）。運ですね（笑）。
藤川：面接で、浪人してるのに高校時代皆勤だった
の褒められて。「皆勤なら安全だね！」って（笑）。笑
顔で乗り切りました。

昭和の面接は？

怖い教授2人で。事前にアンケート書いて、それに
書いたことと願書のことを1個ずつ潰されていく感
じで。「ここ最近一番嬉しかったことは？」という質
問に対して「昭和大学の一次突破したこと」って書い
たら教授がそれを拾ってくれて、「そんなに昭和行き
たかったの？」って聞かれて、半泣きになりながら
今までどれだけ昭和に行きたかったか語って、「2年
前から行きたくて、この日のために頑張ってきまし
た」って言ったら喜んでくれて。あとは寮生活に関
して「対人関係ダメだったらどうする？」って質問が
きました。あとは石井先生と小論対策したのと同じ
のが小論で出て、“AI”について興味があって自分で
調べてたんですけど、石井先生に「どうやって人間と
共存していく？」って聞かれて意見言ったら、それ
とまったく同じトピックが出て、ガッツリ書きまし
た（笑）。

石井先生についてはどう？

高橋：最初から全部見抜いてそうな人だと思ってた
んですけど、見透かされているというか、石井先生
の前では絶対に嘘つけないし、自分を晒け出さなきゃ
ダメだなって。授業でも自分が当てられたくないと
ころがいつも当たるし、間違ってるところだけ当た
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る（笑）。それで恥かいてそこで覚えるし、伸びまし
た。音読は最初先生に言われたとおりやってて、最
後はやってなかったけど…でも石井先生の Z の教科
書は最後のほうまでやってました。ちゃんと作られ
ててそれやれば大丈夫だって、石井先生もそのテキ
ストも精神安定剤みたいになってたし。

自習室の雰囲気はどうだった？

高橋：自習室はひとり一人のスペースが確保されて
いて、みんなが勉強している空間が大好きでした。
隔離されてないとダメだけど、ひとりでは絶対勉強
できないので、みんなが個人個人で勉強してるって
空間がよかった。端の席だったのでみんなのこと見
てました。隣がほとんどいなかったけど、逆にそれ
がよかった。
藤川：私は自習室より教室やマンツーのブースを借
りてやってました。白い空間 ( ブースの色 ) が好き
なんですよ（笑）。
高橋：合間、合間の休憩時間を活用して勉強しました。
授業が始まるギリギリまで勉強して、チャイムが鳴っ
たらダッシュみたいな。

後輩へのアドバイスと、代官山に来て良かっ
たことを教えて下さい。

高橋：みんなが解ける問題を確実に取らないと受か
らない。数学も簡単な問題が解ければ大丈夫なので、
基礎をしっかり固めることが大事です。生物も知識
が一番大事で、知識がないと考察はできないので、
知識を固めないとうまくいかない。生活面では、私
は家では勉強せず、朝早く代官山来て、最後まで居
て勉強して、1日の復習も代官山で終わらせてから

帰るようにしていました。ウィークリーで1週間分
のことを頭に入れて復習するって目標を立ててまし
た。マンスリーは最初緊張していたけど、マンスリー
のために勉強してるわけじゃないって思ったらあま
り緊張しなくなって。受験勉強に対する心構えが全
くなくて、甘かったんで、代官山に来なかったら絶
対受からなかったです。
藤川：代官山ほどいい環境のところはないと思う。
先生の言ったことを信じて完璧にすれば受かると思
います。ウィークリーは数学がヤバかった（笑）。テ
スト終わった後に「あそこできたのに！」と思うこと
が多くて。そこを潰していきました。代官山を信じ
てひたすら受かるぞって思って頑張ってください！
代官山でよかったです！！！
高橋：東医楽しいです！代官山の先輩もたくさんい
るんで、来てください！
藤川：私も昭和の寮生活は最初嫌だったけど、今は
とても楽しいです！

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

帝京大医学部	 2次合格

一番合格に結びついたと感じるのは、
生徒1人ひとりに合わせた

スケジュール。
帝京大医学部進学　横井文彦君（広尾学園高校卒）
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何日に大学から連絡きたんだっけ？

3月の22日に連絡来ました。やばかったっす。火曜
か水曜か、僕その時ちょうどディズニーランド行っ
てたんで ( 笑 )、遊んでる時に来て。合格通知もらっ
て一番嬉しかったのは、代官山の春休みの課題をや
らなくてよいってことでしたね（笑）。

帝京大学は、もう新カリキュラムですか？

新カリキュラムです、ハイ。今年から大幅に変わっ
てリメディアル教科っていうのが増えて、受験で取っ
てなかった科目。例えば僕生物やってなかったんで
すけど、その生物の基礎知識をわざわざ授業でやっ
てくれるっていう、この前、それでテストがありま
した。これは必修で前期の授業で取らなきゃいけな
いんですよ。

帝京は出席厳しいですか？

出席厳しいっす。なんか、IC カードみたいなのでピッ
てやるんですけど、教室の入り口に機械があって授
業の始まりと終わりにピッてやるんですけど、押し
てるのに授業出てないことがばれると停学？とかに
なるらしいです ( 笑 )。
　
年齢の上の方っています？

あ、います。35歳とかいますよ。なんか東大卒業し
た後に入学した人とか、30代の人とかも結構います。
10人はいないかな。130人中5人くらいかな。20
代はもうたくさんいます。

物理選択者何％位いるの？

全体で多分40％かな、生物より多いですからね。生
物・化学より絶対多いです。ほとんどみんな物理で。
俺も最初びっくりして、それこそリメディアル教科
必要だろ、と（笑）。
一回生物選択者は手上げてみたいなことやったんで
すけどもう明らかに物理多いだろみたいな。

1日目と2日目と3日目どれが人数多かった？

1日目と3日目がどっちも多くて、多分3日目が多い
かな。2日目はもうダントツで少ない。二次の時に
もう人数見て絶望しましたもん。1日目は一部屋丸々
が1日目の人で3日目は一部屋の9割くらいとかで、
2日目は1列とちょっとみたいな、一次通った段階で。
そんとき俺ビックリしすぎて人数数えたんですけど
（2日目受けた人）18人でした。

点数調整してるって聞いた？

あ、なんかしてるらしいですよ。科目間の点数調整っ
て言ってたんで日付ごとの点数調整はねーんじゃね
えかなと思ってたんですけど。あの、インターネッ
トにちゃんと書いてあります。公式サイトに科目間
点数調整はあります、みたいな。

帝京の合格、決め手となったのはなんだと思う？

青葉先生とあと物理の田山先生ですかね。特に、「交
流」。直前に交流習って、そのおかげで受かったんで
すよ。2日目で受かって。2日目で受かったやつ他に
0なんで。2日目の物理とかもうめちゃくちゃ数値も
汚くて合ってるのかどうかわかんないんですけど
1.3267みたいなのもあって。これ絶対間違ってる
だろ…って思いながら解いてました。周りもみんな
多分諦めてたんじゃないですか？

青葉先生の印象とかは？

スパルタでしたね。おかげさまです。本当に俺は多
分青葉先生ぐらいがつがつ言ってもらわないと多分
やらなかったですね。毎回チェックシートがあって、
ちゃんとお前やってるんだろうな？って言われるん
ですよ。嘘ついて書くとたまに抜き打ちテストがあ
るんでもう死ぬんですよ（笑）。多分嘘は吐けない
（笑）。テストをやらされて全然出来なくて、お前ちゃ
んとやってるのか？って言われて、あい、すいません。
みたいな。自分でやらなきゃいけないっていうのが
ある程度分かってたんですけど、漠然としたものを
やるっていうのが結構苦手で、もう課題をバンって
出されてお前これをやらないとまずいぞって言われ
たら、ああ、やるか。みたいな。

合格の手ごたえは、あった？

冬の三者面談で言われた通り、物理と英語と化学で
受けて。俺、元素の周期表？を特に意味もないんで
すけどほぼフル暗記してたんですよね。なんか変な
語呂全部覚えてたんですよ。それで、化学の最後の

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

問題が30問あったんですよ。30問で当てはまる周
期表の元素記号を1番から50番まで普通の人は絶対
に覚えてないだろってところまで書かされて、そこ
がでかかったと思います。基本みんな30番くらいま
でだと思うので（笑）。もうキセノンとかバリバリ出
てました。ラドンとかも（笑）フランシウムとかも出
てたかな、ほとんど俺みたいに意味のない事やるよ
うな奴じゃない限りは覚えてないと思います（笑）。

ご縁を感じますね？

運が良かったんだと思います。帝京一次もらって帝
京だけ二次もらって…。他どこも一次もらってないっ
すよ（笑）。オレ岩手と金沢キタッーって思ったんで
すよ、本当に。埼玉も手応えあったんですよ。で、
藤田も良かったんですけどダメだった（笑）。心に効
きました本当に…、岩手は数学（が原因）ですね。金
沢も行けたと思ってたんですけどダメでしたね（笑）。
もう今年無理かなって…、でもとりあえず一個一次
来て、よし、これで二浪出来ると（笑）、一応一歩前
進できたじゃね〜かという話を（父親と）していて…。

結局 1年でなんとかなったね。

そうですね。かなり危なかったっす（笑）。帝京受かっ
たあと、本当はもう1浪も考えてたんですけど、そ
したら石井先生にお前はもう1年やって受かるわけ
ないだろ、って言われて…。1浪目でこれだけサボッ
てるんだから無理だって言われて、ハイすいません
でした！帝京行きますっ！って ( 笑 )、確かにまぁ 2
年続くかって…。1回やり始めたら続く気がするん
ですけどね。途中で投げ出すっていうのが嫌いなん
で。

代官山MEDICALに入ったきっかけは？
去年の入試の時に（配ってたチラシとかを）全部並べ
て、ある程度絞ってとりあえずじゃあ全部行ってみ
ようと思って全部片っ端から行って、代官山はコス
パいいんじゃね？って思って。あと先生はボス（石井
先生）の発言は説得力が違った。なんか、すげぇなっ
て感じで。オーラがありました（笑）。

ウィークリーテストとマンスリーテストに関
しては？

前半は全くやらなかったんですけど、後半オレ結構
ランキング載ってませんでした？（笑）ほとんどやっ
てなかったというか、やりはしたんですけど周りの
みんなのモチベーションが最初はめちゃめちゃ高い
じゃないですか（笑）、高すぎてこれ載れるのって95
点過ぎてから？みたいな感じで逆に萎えちゃったん
ですけど。2学期に入ってちょっとやって80点位に
なったのかな？それが初載りでそれから4週位連続
でちゃんと載ったんですよ。矢口さん ( 矢口まいか：
昭和大医学部進学 ) とか池上さん ( 池上さゆり：昭
和大医学部進学 ) とかと仲良かったんですけど、そ
れでいつも影響受けてたとか。矢口さんに至っては
基本1位でしたよね（笑）後半からちゃんと単語もや
りました。

印象に残ってる先生は？

みんな印象に残ってます。ほとんどおぼえてます（笑）
英語だと朝岡さんは、俺授業中たまに寝ちゃってて、
朝岡さんあんまり怒るタイプじゃないんですけど
時々起こされるんですよ。で、起こされてるうちに
名前覚えられちゃってよく授業中に当てられるよう
になって。当てられてもとんちんかんなこと言って
そのせいで完全にマークされちゃって、おかげさま
で朝岡さんの授業の復習ちゃんとやるようになりま
した。あと栗原先生は前期だけ受けたんですけどめ
ちゃくちゃ拘る先生で、長文めちゃくちゃ時間かけ
てました。すごい細かくやってました。すごい細か
かったですね、ここはここの伏線だからみたいな。
あとは阿里先生。阿里先生の授業後期からだったん
ですけど、授業は結構自分達でやるタイプで全部英
訳で書かして矢口さんとか出来る人のを見ながら勉
強してました。なんか、右肩下がりだったんです。
このままだと絶対に2号館落ちだなと思って。その
辺りから石井先生に言われて、いつも一番後ろの右
端に座ってたら一番前の真ん中に来いって言われて
一番前の真ん中に行ってめちゃくちゃ緊張しながら
授業受けてました。精神疲弊しまくりで。石井先生
が目の前にいてずっと喋ってるの本当に怖いです
（笑）時々こんなふざけた答えしないよね、横井君？
みたいに振られたりして、答え全然分かんねぇ！っ
て思って。M の授業の時はもうヤバかったです。あ
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のミスれない雰囲気がヤバかったです（笑）。俺特に
M3で最下位で入ったんで、なおかつ英語がダントツ
に出来なかったんで、周りのみんなが答えるのがみ
んな正しいから俺は絶対に当てないでくれって思っ
たりしてたまに当てられたりして、M の授業だと笑
いにすらならないのが辛くて A の授業だと笑いに変
わるので（笑）。俺にしては第一回目マンスリーの数
学が無駄に良くて10何位とかだったんですよ。その
せいでテキストレベルが高くて、これ予習無理か
も、って思って俺数Ⅲが一番苦手だったし、俺は
High じゃなくて Standard の方がいいかなと思って
相談しました。

石井先生のことについて聞かせてください。

石井先生は入塾したあとのガイダンス？、新学期ガ
イダンスってやつ？、時間割表配るときに丁度オレ
遅刻しちゃって前から入ったら石井先生の目の前の
席しか空いてなくて、そこでお話し聞いたんですけ
ど。まず最初に言われたのが M クラスに入ったから
といって、慢心したら絶対落ちるよって言われて、
あと2号館は必ず受かるって聞いているかもしれな
いけどそんなことは、結果論であって気を付けろ、
2号館の中でも特に2号館からは落ちるなって話をさ
れて、僕その時まだ受験に対する意識とかなかった
んですけど最初からそんなこと言われてガッーて来
て受験に対して意識が出来たかなって。
あと普段の授業は緊張感が違いますよね（笑）。あ、
石井先生の授業があるじゃんって思うと前の自習時
間とか全部石井先生の授業の予習に回る位の緊張感
で、本当にいつ当てられるか分からないし、後ろの
ほうにいたって当てられるし。授業が難しいかどう
かって言われたら難しい問題もあるんですけど、結
構俺でも解けるなって問題と全然分かんねぇなって
問題まで色々あったんですけど全部同じように解く
んですよ。あと授業中のお話？がデカかったです。
合格した生徒の話とか、医学部に入った後の話とか、
医者としてどうやっていくべきかとかそういう学科
に限らないお話のおかげで、医者に向けて医学部に
入ろうっていう希望を高めてくれたなって思います。
やっぱり石井先生と会うと引き締まるので良いかな
と思います。

後輩へのメッセージをどうぞ

座談会でも言ったんですけど、全統（河合塾模試）だ
けは信用するなと（笑）。絶対にマンスリーです。
100％マンスリー。マンスリーが出来なかったら絶
対に受からないと思う。全統で俺はもう慢心したん
です。総合成績でかなり上の方でもう鼻高々で慢心
して、で弛んで成績下がるわ下がるわ ( 笑 )、それで
マンスリーランキングも順調に下がっていって、ま
た次の12月ごろ返ってきた全統でまたいい成績取っ
ちゃったので更に慢心してどんどん下がっていって、

で直前にボスに言われてちょっと最後に上がったか
な？って時に受験突入した。本当に全統は良くない
と思います。全体の中の自分の位置を計る指標とし
ては悪くないんですけどやっぱ医学部に特化してる
わけじゃないので、絶対にマンスリーですよ。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

東邦大医学部	 2次合格

北里大医学部	 2次正規合格

日本大医学部	 2次合格

金沢医科大	 ２次合格

岩手医科大医学部	 2次合格

医学部に特化したテキストの
内容と各科目で恩師と呼べる
ような先生方が素晴らしかった。

東邦大医学部進学　渡辺志龍君（成城高校卒）
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

結果を出せた要因は、授業もマンスリーも本
番だと思ってうけること。

夏休みまでに基礎的なことをおおかたやって、2学期は
アウトプット系の授業が多くなってくるので、知識の
確認ができました。マンスリーもほとんど本番だと思っ
て取り組むことによって本番に強くなったと思います。
本来だと（本番では）8割くらいの力しか出せないと言
われていますが、自分の場合はほぼ100% 出せたと思
いますね。そこが勝因だったと思います。その月ごと
に目標を決めていて、強化しようというところとか、
それがマンスリーで試せたので良かったと思います。

物理の授業は、知的好奇心を刺激された。

僕はもともと一浪のときまでは国立大学（学芸大）の教
育学部を目指していたのでほとんど物理の知識はゼロ
状態だったんです。物理って淡々とやったり、微積と
か使うとかなりキツイ科目なんですけど、寺澤先生や
小澤先生が物理で最初に大事な現象理解を面白おかし
くやってくれてよかった。日常生活で起こる現象とか
も詳しく解説してくださって、好きでした。（日常の中
で）いろんなものを見て考えてると、試験のとき想像力
で図がかける感じになってとても役に立ちました。

もらったものだけを何回も繰り返しやれば、
と勧められ、気づいたらマンスリーでもトップ
10 入りして、本番でも武器になったのでよ
かったです。

物理は、点が出るまでは時間がかかったんですけど、
自分ができないのはしょうがないと思って。最初、基
礎問題精講をもらってそれをやろうと思ってたんです
けど、難しくて出来なかったので石井先生と小澤先生
に相談して、ひとつ下の赤い入門問題精講をやってた
んです。入門問題精講はどういう原理で法則ができた
かが書かれていて、その原理がわかるとどういう時に
その公式を使えばいいかもわかるので、1段階レベルを
下げたテキストをやっていました。でもレベルが低い
ので夏までにと思って、2, 3周して2回連続で正解す
るまでやりました。基礎問題精講に移ってからも同じ
スタンスでやって、夏までに2周できたんですけど、全
部正解してるわけじゃないので、本当は夏までに2冊と
も終わらせたかったんですけど、できなかったので、
他の人たちは名問とか難しいやつやってて焦ってたの
で石井先生に質問したら、僕の場合は基礎問題精講を2
周やって2回連続で完璧にできるようになれば、ある程
度時間がかかっても医学部の問題なら最初見たとき手
が出るので、もらったものだけを何回も繰り返しやれ
ば、と勧められ、気づいたらマンスリーでもトップ10
入りして、本番でも武器になったのでよかったです。

どの先生も親切に真剣に対応してくれた。

自分で指針を立てて勉強するほうだったんですけど、

自己管理能力がないので、おおざっぱに期間を区切っ
て目標を決めてて。それで行き詰ったときは石井先生
や各科目の先生に質問しに行きました。どの先生も親
切に真剣に考えてくれたので、質問しやすかったです。

担当してくださっている先生みなさんプリン
トをやりました。

担当してくださっている先生に授業中の演習で自分が
解いている姿を見てもらうことも多かったので、その
分、実情がよくわかるかなと思って。例えば、複素数
を担当してくださったのが薄先生だったので、複素数
は薄先生に、直前の確率の演習は五十嵐先生に頼った
りといった感じで、いろんな先生のプリントを解いて
いました。

とくに啓寿先生のところには頻繁に行っていて、

僕は数学は考えるのが得意だったので、佐藤（啓寿）先
生は、思考系の問題を出してくれて。それがレギュラー
の授業の予習になっていたりして、授業に出てくると
印象に残ったし、無計画に見えて巧妙だなと思いまし
た（笑）。

一番好きな科目は物理になった。

化学は去年嫌いになった（笑）かな。先生方の授業を受
けて物理が好きになりました。物理は現役時代に1回挫
折してて、理科大の下の方の学部受かってたんですけ
ど、でもやっぱり国立行きたいと思って化学だけじゃ
なく物理入れて駿台とかでやってたんですけど、そこ
が微積ガンガン使うところで…。そこで1回物理は挫折
してもう無理かなと思ってたんですけど。去年の春休
みとかは生物にしようかと父親と相談してたんですけ

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

ど、春の先取りでまずは小澤先生と寺澤先生と仲良く
なることから始めて。物理は人数少なくてアットホー
ムな感じなんですけど、みんな下の名前で呼ばれてて、
最後の夜間は少人数でマンツーみたいな感じでやって
もらってたんで、物理が好きになりました。

考え方とかを体得するとすごく伸びるんだと
思います。

受験の科目全部に言えることかもしれないけど、理系
科目は曖昧なら基礎からやるに越したことはないなと
思いました。難しいことやらなきゃ医学部受からないっ
て最初思ってたんですけど、ある意味、物理みたいに
とことんできなかったから思い切りよく基礎から始め
られたってのもあって、今思えばそれが勝因だったの
で。僕はA1だったんですけど、M1M2の人たちがやっ
てるテキストって難しいんですけど、彼らに負けたく
ないって気持ちがあって、そういう問題集やろうかな
とも思ったんですけど、一応、石井先生に質問したら「や
めとけ」って（笑）。

代官山からもらったものをひたすらやりました。

数学は前期のテキストしかやってなかったです。後期
のテキストは1，2回しか復習してなくて、模試の問題
と同じように扱ってて、それよりも前期のテキストの
ほうが網羅性が高くて、ひとつの問題でいろんなこと
に気づかせてくれて。後期の問題は前期のいくつかの
要素が重なってできていたのでちょっと難しいと思っ
ただけで、見たときに分解して組み合わせて解いてい
けばいいから。でも、ひとつやったほうがいいと思っ
たのは、ちょっとでもわかんない問題あったら、前期
のこことここの問題だって言えるようになったら完璧
だと思います。1学期のテキストは本当に大事です。僕

は代官山のテキストしか使ってないです。

レビューのプリント課題は全部やりました。
めちゃくちゃ大変でした。命削られました（笑）

強制的に復習させてくれるのがありがたくて、授業で
やった問題の復習を平日にやって、週末にできてるか
なって感じでレビューはまとめて、午前中までに終わ
らせないと、石井先生の予習とかがあるんで。でも1週
間に6枚くらいなので、頑張ればいけるかなって感じで。
先生方、平パン、典さん、五十嵐先生は記述や証明に
ついて訂正してくれたり、書き方のアドバイスをくれ
て、記述式には慣れました。先生に見てもらえるのは
嬉しかったです、先生のお墨付きをもらった感じで。

勉強するものや勉強法について迷う暇はな
かったです。

毎日の課題、授業の復習、授業範囲の副教材、英語の
予習をやってたら、1週間ずっと勉強してるなって感じ
でした。僕英語苦手なので、石井先生の授業の予習は2
コマくらい使ってやってました。一浪のときの10倍く
らい勉強しました。人生で一番勉強したかも。先生が
ついてくれてたのはありがたかったです。

ライバルの存在は刺激になってよかったです。

負けたくないなと思ってました。勉強法で真似できる
ところはして、付箋貼ったりタイマーで時間測ったり
して。自習室の座席の固定は流動性がなくてよかった
です。周りにレベルの高い子が多かったので、刺激に
なりました。僕の場合、タイマーは日ごろから勉強の
効率を上げるために使ってました。英語が苦手なので、
考え始めたらきりがなくて。英語はある程度時間を区
切って読まないと時間の無駄だし、試験のときも時間
制限があるので、より試験に近い形で取り組むために
も時間を測ってやってました。予習も、わからないと
ころは授業聞いて解決して、復習を徹底すればいいの
で。前期も後期も、時間を測って短時間でやると、レ
ビューとかに時間をまわせていいと思います。

大学の授業でも紙辞書、使ってます（笑）。

この前、大学のライティングのテストのときも僕だけ
紙辞書使ってました（笑）ある本に書かれてたんですけ
ど、人は、紙をめくるだけでも刺激になってて、いつ
もと触り心地が違うだけで自分の調子がわかるらしい
です。紙辞書を使うと勉強が捗ってるなって感じもあっ
て、僕はよかったです。

石井先生は遠い存在のようで実はとても近い
存在じゃないかなと思います。

石井先生の授業は一番前の扉側で受けていました。一
番前に行きたいけど、注目はされたくなかったので
（笑）。時々先生に辞書撫でられたのがすごく怖かった
です（笑）。石井先生の授業では、テキストがあらかた
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

終わったら個人のリクエストに応えて学習効果の高い
長文問題を選んでやって、それにまつわる慈恵や順天
の英作文をやってくださいました。石井先生は質問に
行った時にとても熱心に相談にのってくださって、石
井先生の言葉は説得力があるし、実際に受験結果の予
想もあたってて、生徒のことをとてもよく見ていて、
遠い存在のようで実はとても近い存在じゃないかなと
思います。

家ではぜんぜん勉強しなかった。

決めていたのは家では勉強しないってことです。本当
は帰り道とかにでも勉強してもよかったんですけど、
塾でやりきると疲れてできないので、周りには勉強し
てる人もいたので不安でしたけど、僕の場合は効率や
密度にこだわるタイプだったので、切り替えてやるほ
うがよかったです。

欠席 1日、遅刻なし。

7月に1回だけ精神的に病んで休んだことが1回ありま
した。それだけです。日曜日も来ていたし、後期に2回、
合計3回くらい日曜日行かなかったんですけど、自分が
つらかったとき「今日行ったら勉強の効率が悪くなる」
と思ってすがすがしい気持ちで日曜日休むようにしま
した。欠席1日、遅刻なしという感じです。
親も見守ってくれていた感じで、話す事もちょっとマ
ンスリーについてぐらい。塾でのことは特に話してい
ません。成績についてもあまり話していなかったかな。
化学が下がり始めた時はちょっと話しました。英語は
できないのを家族が知っていたので、成績が上がった
時は話しました。見守ってくれていた感じです。
朝は7時半〜 8時、遅くて8時半に登校していました。
周りが早く来ているから自分も早く来なきゃいけない
とは思わなかったですね。自分のペースで、短い時間
でも勉強の密度を上げられればと思ったので、マイペー
スにやっていました。

二次試験対策は効率的にできました。

石井先生や高橋先生の面接対策に参加したんですけど、
やるたびに言えるようになっていったので、効果があっ
たと思います。小論文は去年まで医学部志望じゃなかっ
たので夏休みに真っ先に高橋先生の細かい書き方を強
要するんじゃなくて、自分に関連することに落とし込
む方法や、論理的に理系的に書く方法を教えてもらえ
たのでやりやすかったし、そのパターンでほとんどの大学
の二次試験でいけたので、かなり効率的にできたと思い
ます。東邦の医療系のネタのプリントくれたり、小論文
と面接どちらの対策にもなったので。あまり時間をか
けたくなかったので、効率的にできたのは良かったです。

ウィークリーテストは自分のダメなところを
見つけられた。

クラス上がるかなってわくわくしていたんですけど、

ダメだったのはウィークリーが原因かな（笑）。英語の
ウィークリーの形式が苦手で…音読していたんですけ
ど。数学もしっかり復習しきれると満点取れたりもし
たんですけど、できてないとダメで。でも、自分のダ
メなところを見つけることができたのでよかったです。
石井先生との面談や授業では特にウィークリーについ
ては触れられませんでした。

一番伸びたのは、英語偏差値 50→ 70

テストゼミに入るころに平パン先生に「あとは英語だけ
だな」と言われたことです。数学も不安だったんですけ
ど、伸びてきたと実感することができました。いろん
な先生に言っていただけたので、自信がついて、英語
も頑張らなきゃなって思いました。数学の偏差値は10
以上伸びました。英語は偏差値50くらいだったのが70
まであがったので。化学も70近くまで行って、節田先
生の授業受けてると河合とか取れるんで。総合的にも
かなり偏差値は上がったと思います。

“後輩へのアドバイスをお願いします。”

時間を測ってやること。
計画的に、おおまかでいいので計画を立てると勉強の
指針を立てやすくなるので。
1学期のテキストを大切に。数学は何度も復習！
1日4科目触れるってのは、できないときは僕は2日か
けてやってました。意識し過ぎず調整すると気持ち的
にも楽になります。
科目ごとのウェイトや比率を意識して、自分で考えら
れなければ相談して決めるといいです。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

東邦大医学部	 2次合格

日本大医学部	 2次正規合格

聖マリアンナ医科大	 2次正規合格

はじめて代官山で授業を
受けた時はその分かりやすさに

とても感動しました。
東邦大医学部進学　溝口怜実さん（筑紫女学園高校卒）
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東邦大学は一学年何人くらい居ますか？

115人です。上から落ちてきたのが20人いるので（全
員で）135人です。
結構再受験の人が多くて、10人くらいいるかな？ 1
回大学出てもう一回入り直した人とかもいます。

再受験以外で年取ってる人は？

最高5浪ですね。女子で5浪もいるし。女子の5浪は
一人なんですけど男子は4浪の人が一人います。3浪
は少ないですね。現役がめちゃくちゃ多いです。

推薦で入ってきた人は？

15人です。今年は駒東は居ないんですよ。毎年10
〜 15人くらいらしいですね。

部活は何部に入ったの？

硬式テニス部です。週に三回活動があるんですけど
やりすぎな感じはしますね（笑）テニスがしたくて、
結構運動するのが良いなと思って軟式も一応見に
行ったんですけど小学生の時に硬式やってたんで硬
式にしようと思って硬式テニスに入りました。先輩
も厳しいけど優しいです。

みんなどうやって通ってるの？蒲田から行く
のと雑色から行くのどっちが近い？

蒲田ですね。みんな蒲田で降りて、歩いて20分くら
い。バスも出てるんですけどみんな乗らないですね。
みんなチャリか歩きか。（学校までは）ずーっとまっ
すぐなんですけど結構かかる感じで、みんな裏道と
か通って近道をするらしくて（笑）あと2時間近くか
けてくる人とかいますね。

一次何校受けたっけ？

8校です。岩手、藤田、東邦、日医、昭和、聖マリ、
東海、日大です。

代官山で仲良かったのって誰？

鈴木志歩 ( 日本医科大進学 ) ですね。あと肥田 ( 肥
田美由紀さん：東京女子医科大進学 )ですね、牧岡 (牧
岡彩さん：杏林大医学部進学 ) とか。なんかまた
LINE が動いててご飯会しようとか旅行行こうとか
（笑）言ってます。

代官山MEDICALに入ったきっかけは？
現役の時に試験会場で終わってから配ってたパンフ
レット見て、ああ、こういうとこあるんだ。みたいな。
全落ちした後、お母さんと早くどこか決めなきゃねっ
て話になって、パンフレット漁ってとりあえず行っ
てみよう的な。家に帰って資料全部集めたやつを見
返してどこが良いかなっていうのを調べて話聞きに
行こうってなりました。それで、4つ回りました。
代官山と M 予備校と L 予備校と T 予備校に行きまし

た。ここ（代官山MEDICAL）は2軒目でした。M行っ
て、その次に代官山で最後が T でした。T はなにか
違うなと思って。

地元の予備校とか考えなかったの？

考えなかったです。東京の大学に行きたいならやっ
ぱ東京で浪人した方が良いかなと思って。

現役の時はどうだったの？

一校も受からなかったです。一次もどこも通らなかっ
たです。高校の時の成績は一応上にはいたと思うん
ですけど、周りがそんなんじゃなかったので（そこま
で真剣じゃなかった）（笑）普通に勉強してました。

先生方の思い出は？

大森先生と啓寿先生ですね。大森先生は楽しく詳し
くやってくれました。大森先生は思考問題をやって
くれました。啓寿先生は授業中に何が分かんないか
聞いて下さって、そこを掘り下げて色々広げていっ
て下さる ( 笑 ) 感じですね。あと節田先生。なんか、
「俺のやり方でやれ」みたいなこと言うんですけどそ
れをやっておけば大丈夫って感じの先生で、1学期
もずっとやってました。2学期は難しいらしいです
ね。朝岡先生も。板書がかわいかったです ( 笑 )。数
学は薄先生です。熱意が(笑 )私は数学が嫌いだから、
基礎から教えてくださる先生が本当にありがたくて。
あと、アドバイスとか色々頂いたので。テキストだ
けは絶対にやってました。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

ウィークリーはどうだった？

ちゃんとというか授業の復習やってたから、私は
M1のウィークリー受けたの最初だけです。次から
M2の High で受けて。M1の Top の（授業の）時って
全く問題わかんないじゃないですか、だからやって
た成果とかあんま出ないのが嬉しくなくて、でも
M2になって High になったら授業でやったこととか
自分が復習したことがめっちゃ出来て嬉しいって
なって。夏までギリギリM２に食いとどまった(笑 )。

浪人して自分なりに変わったとこありますか？

石井先生の授業はいつも緊張してました。ヤバい当
たる、って思って。予習とかもしっかりやって。な
んか、長文を使って覚える事が大事なんだなって思っ
て。単語とかも医療単語になるにつれて全然覚えら
れないから長文とかで覚えるのが一番良いかなって。
あと家帰って元気があった時は長文一項コピーした
のを持って帰って眺めたりしてました。あと
石井先生から大学の話とか聞くのが楽しかったです。
東京の大学の情報とか全然知らなかったので、それ
もノート取ってました ( 笑 ) いや、なんか補欠の番
号がスラスラ出て来たの見て、この人ヤバい人（凄い
人）だ。みたいな（笑）なんでそんなに覚えてる
のー？って ( 笑 )。
だから意識が変わったっていうか、現役の時は多少
甘いところあったし、というかもう全然わからずに
これで行けるのかなみたいな、お手本になる人が周
りにいなかったから全然わかんなかったですね。（代
官山に来て）めっちゃ厳しいんだなって思って、やん
ないといけないんだなって思ってやるようになりま
した。

ライバル視してた人とかいる？

ライバル視というか、みんなすごいなと思って。私
絶対自分が1番出来ないと思ってたのですごいなと
いうか、尊敬してました。自習室の席が出入り口の
近くなのは良かったなと思いました。集中力つくん
で ( 笑 ) あそこ本当にオススメですよ！

合格のために必要な物ってなんだと思う？

やる気ですかね。やる気をずっと1年間持ち続ける
ことですかね。1年しか続かなかったですけど。も
う1年やれって言われたら無理ですね ( 笑 )1年で絶
対に決めるっていう強い意思で東京に来たから
( 笑 )。

テキストは代官山の物しか使ってない？

そうですね。数学はずっと High をやってました。
High のテキストはめっちゃいいですね。
でも数学のレビューテストきつくて、私はテキスト
の復習でいっぱいいっぱいでした。だから気が向い
たら出してました（笑）でもやっぱり、次何やってい
いのかわかんないから言われたことをやった方が良
いなって。

本番の印象は？

今年は東邦の問題見てびっくりしました、あ、全部
解ける。みたいな。あ、これ解けそうって思ったか
ら焦らず出来ました。なんか、10日目後くらい？塾
にいるときに電話かかってきました。だからギリギ
リ ( 正規が ) アウトで。正規合格は日大と聖マです。

後輩へのメッセージをお願いします！

朝は絶対来ること。私は7時から勉強スタートして
ました。朝来て授業で全部理解しようとして頭をめっ
ちゃフル回転させてその授業で全部覚えるていう気
持ちでやる事と、あと休み時間はすぐに自習室に戻っ
てやったり空き時間を無駄にしない事ですね。あと
はやっぱ代官山のテキストだけをやっとけば大丈
夫って事と先生の言われた通りにする事ですかね。
あとは、先生に積極的に質問は行った方が良いです。
行くべきですね。最後はやっぱり執念みたいなのっ
ていうか、最後まで諦めない事ですね！運も引き寄
せるものですね！ ( 笑 )
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

東京医科大	 2次合格

埼玉医科大	 前期２次合格

自分の弱点をさらけ出して
アドバイスを素直に聞き入れ、
それを直す。
東京医科大進学　林聖来さん（田園調布雙葉高校卒）

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

東京女子医科大	 2次正規合格

基礎がしっかりしたら、
マンスリーテストも安定した。 

東京女子医科大進学　伊藤乃波さん（カリタス女子高校卒）
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

たんで、そんなに他は、あんまり手出してない。結
構一浪目でもやってるし、でもそれが今度はどれだ
け速く解けるかの方向でやってたから新しい問題も
確かにやったけど一回やった問題をどれだけ速く解
けるかみたいな感じでやったりしてました。
一浪目にやって出来なかったのに二浪目にやって出
来た時の嬉しさ ( 笑 )。
伊藤：数学は私は、五十嵐先生から課題いっぱい出
してくれたし、村上先生とかも夜間でプラスとかで
くれたりしてて…。
林：テキスト予習の時、なんか、ストップウォッチ持っ
てやれって石井先生にも言われたし、薄先生とかも
言ってて、だから小まめに倒す？ゲームじゃないで
すけど ( 笑 ) タイム書いてた！
伊藤：書いてた！なんかチェックの代わりにタイム
書いて出来たら〇みたいな。それで数学のテキスト
のチェック欄それで埋めてた。
林：それ何回もやっていくと速くなるけど二ヶ月・
三ヶ月空いた後にもう一回やると、えっ、タイム落
ちてる…みたいになるからやばいやばいってなって
もう一回試験前にもやって。で、どのくらい速く解
けるようになってるかも試験前にやったりしてた。
化学のせっちゃんからもらったプリント、理論のや
つもめっちゃやってました。
伊藤：多分遅いから（解くのが）いかに速く解くかっ
て言うのを気にしないといけなかったから計算を早
くするっていうのを込みで結構計ってやってた。

ネガティブになった時は？

林：私の周りポジティブしかいなくて、乃波もポジ
ティブだし、にな（平良にな：愛知医科大進学）も
ポジティブだしもう、本当に助けられました。いな
かったらどうなってたんだろう私、ってくらい。な
んで悩んでんの？って何回も言われたし、結果が出
てない時点でもう落ち込んでて結果が良かろうが悪
かろうが試験が終わったらすぐ落ちこむみたいなと
ころがあって、あれ出来なかったーとか小っちゃい
ことでもう、出来なかったしか言わなくて。
友達の存在はデカいです。だからか、自習室ではあ
んま寝てない。毎朝7時50分から8時の間には来て
た ( 笑 ) そこを保ってました。眠くなったら一人で
トイレで運動する ( 笑 ) とりあえずトイレです。
伊藤：私、7時前には来てた ( 笑 )。
林：乃波は早い ( 笑 )。
伊藤：どうしても眠い時は、脳が寝てるからシャッ
トダウンする ( 笑 )。私の場合は、一回寝る。もうメ
リハリ付けて、今ダメだと思って、一回寝る (笑 )。で、
覚醒！みたいな。なんか疲れてたらもう出来ないか
ら一回切り換えないと。なんか、Ａ2も結構早く来
てる人多くてみんな今日何時に来た？みたいな。し
かも遅れたらジュース罰金とかにして過去問やって
た。５回くらい遅刻したらジュースおごりね。みた

いな。
林：井原さん ( 井原佑基：埼玉医科大進学 ) とか本
当にすごくて、私より早く来てるしずーっと勉強し
てるし、眠くなったら井原さん見とく。みたいな
( 笑 )。
伊藤：うちのとこは怜実 ( 溝口怜実：東邦大医学部
進学 ) ちゃんだった、ちょこまかしてて。なんかやっ
てんのか分かんないくらい机汚いんです ( 笑 ) あれ
は凄かった。集中力半端ない ( 笑 )。
林：（代官山での生活が）いつも合宿みたいな感じだっ
たよね ( 笑 )。だから本当に仲が良すぎて東医の中で
も東医の中の代官山はめっちゃ仲いいよね、ってなっ
て。そりゃあね ( 笑 ) って。一年ずっと一緒にいた
からね…。先生とかも良い人ばっかだし、支えられ
過ぎてもう逃げられないっていうか、ここで成功し
ないで逃げたらどんだけ迷惑かけるのみたいな感じ。

家ではどう過ごしてた？

林：親は、めっちゃ気遣ってくれてた ( 笑 )。私が帰っ
て来たらお帰りーみたいな、ごはんだよ。みたいな。
だから頑張ろうと思ったし、でも家では全然勉強せ
ず帰ったらテレビ見ながらご飯食べてお風呂入って
寝る。とりあえず緊張を一回切る、みたいな。

志望校とかは意識してた？

林：昭和狙いで、東医に行きたかった。でも昭和行
けたら凄いなって思ってた。日医は高いんですよね、
自分の中で。
伊藤：なんか、日医・順天・慈恵はちょっと違う。
踏み越める場所じゃないみたいな。
林：昭和もその間 ( 笑 )…、でもここ目標にしたら東
医以下受かれるよって先生方に言われてそれが良いっ
て思って昭和狙いって言って。先輩方の「合格の軌跡」
とか読んで志望校決めた方が良いって言われて一校二
校ランク上げてみたいな。二浪目はその、「合格の軌
跡」に忠実に。やっぱ参考になることはあるから。
伊藤：それ読んでたからチューターの人に聞ける事
とかあった。実物の人に聞けてよかった ( 笑 )。
林：合格した人のマネをするのが一番早いかなって
思った。

先生たちからの愛情は？

林：愛情しか感じてない ( 笑 )。石井先生にマジ聖来
受かんなかったらやばいからって二浪目の始まりに
言われてこれは頑張んないとマジでやばいって思っ
て。応援してるからねって言われてハイ、頑張りま
す、って。とりあえず聖来受からせないとやばいか
らって他の先生にも言われて ( 笑 )。
伊藤：（私も）受かんなきゃいけない組で (笑 )なんか、
私と聖来は2人揃ってお荷物感があって ( 笑 ) あと宮
地さん ( 宮地鉱生：帝京大医学部進学 )。この子たち
どうにかしなきゃみたいな。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

大学での生活はどうですか？

伊藤：女子医はやっぱり女子しかいないから気楽で
す ( 笑 )。
林：代官山から9人も東医に入ったから安心感ある
し、みんな仲良く楽しくやってます ( 笑 )。
伊藤：幼稚園からずっと女子校 ( 笑 )。20年計画の
女子の園極めてます ( 笑 )。こんところ実験がちょこ
ちょこ入って来て、後期？夏明けからやばい。

一次受かったのはどこ？

林：金沢、埼玉、女子医、あとなんか、5校くらい。
伊藤：私は帝京、日大、聖マ、最初一次来て、なんか
「わぁー」ってなって（笑）。

代官山で自分なりに勉強の仕方とか確立できた？

林：いや、なんか、私、時間かかるんで、覚えるの
とか、身に付くのまでが。応用とか全然出来ない人
だからもう数をこなしてやるしかないって人かなと
思ってます。あとなんか、テストで、自分が出来な
いのを俊敏に見分けるのを二浪目は意識して、分か
んなければ分かんないって置いといて後で解く、み
たいな。分かるとこだけたくさん解くみたいな。
伊藤：私はゆっくりしたタイプだったから人の倍を
こなすことは難しいけどその代わりその場で覚えて
いかないと人に追いつけないから耳とかも全部使っ
て覚えようと思って。結構同じ質問を分かるまで聞
いたりして分かんない所を穴埋めというかつぶして
いく感じでやってました。

二人は誰先生によく質問に行ってたの？

林：私は数学は薄先生で英語は朝岡先生で化学は

せっちゃん。生物はおがティー。せっちゃんは「えー
また間違えてんの？」みたいなこと言ってくるけど
ちゃんと教えてくれる ( 笑 )。特に二浪目はよく見て
もらってたかなと思います。でも最初は、先生に質
問に行くのには抵抗があったっていうか…、なんか、
自分が出来ないのを見せるのが苦手で。え、出来な
いの？って思われるのが嫌で。でもそんなの全然予
備校じゃ普通の事なのにそれがちょっと間違えて考
えてて。全然間違えても良いから聞きに行くべきだっ
たなって二浪の初めに思って、だから二浪目はちっ
ちゃなことでも聞きに行って直した方が良いかなっ
て思ってそれ意識してました。
伊藤：私は数学は平野先生とあと典さんに聞きに行っ
てて、で、化学は原先生で生物は柳先生と緒方先生
を上手く使うっていう。原先生はここが分からないっ
て言うと、それで根本的なとこでも教えてくれるし
難しいことやると、いや、それはいらないよ。みた
いな。結構仕分けしてくれる。今必要なのはこっち！
みたいな。柳先生は悩み事あると「何悩んでんの？」
みたいな向こうから言ってくれるから言いやすいん
ですよね。女友達みたいな ( 笑 )。

テキストはどうだった？代官山MEDICAL
のテキスト以外は何か使ってた？

伊藤：全然やってない。でも化学はセミナーの無機
とかのまとまってるところは結構使ってたかな。で
も問題も何回か解いたけどずっと使ってた訳じゃな
くて代官山の先生からやってって言われた時にやる
くらいでそれ以外はずっとテキストか、先生にもらっ
たプリントやったりしてて。
林：授業で使うテキストのやつとかはずっとやって
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

埼玉医科大	 前期2次合格

岩手医科大医学部	 2次合格

1人暮らしをして強くなった。
テレビ無し、WiFiなし、
寝るか勉強だけだった。

埼玉医科大進学　齋藤暢くん　（皇学館高校卒）

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

先生たちから言われて印象に残ってる事って
何かある？

林：石井先生かな ( 笑 )。やっぱりあの時変わった。
もう一年よろしくお願いしますってなったときに、
頑張れよ。みたいに言われた時はやっぱりズドンと
来て…。とりあえず二号館行かなきゃなって思った
し一浪目200点越えたこと無かったんですけど。山
室先生に250点は取れよ、みたいな。一回目で250
点は取ってＭ3には入れ、みたいなこと言われてい
やいや、未知です ( 笑 )、って思って。無理っしょっ
て思ったんだけどなぜか取れて。「え、取れた！」み
たいな。そんなにやってないですけど代官山から春
にやって下さいって言われたテキストはやって指示
された先生のところとかにも行って。コンスタント
に勉強してたら春の課題のお蔭で二回目も点数取れ
て。「えっ、こんなに春（0学期）やるかやらないかで
差がつくの？って思って。なんか、春ってめっちゃ
病むけど、先生を思う存分に使えるし、先生もフォ
ローしてくれたし、二号館の自席が窓側で。私絶対
ここから動かないからって気でいて本館に落とされ
ないようにここの席を死守しなきゃみたいな。それ
で頑張りました。
伊藤：なんか、みんなからのろいとか言われまくっ
たからさ。なんか、平パンとか今までにいないタイ
プの生徒だって。あと、石井先生にもエレベーター
で会った時に「お前はスローライフ」みたいなこと言
われて。そのゆっくりって言われるからよし急ごうっ
て思えた ( 笑 )。
林：なんか、「お前は受かるよ、今年は。」みたいに言
われると、去年そんなこと言われなかったのにそん
な言ってくれる？みたいな。

伊藤：なんか、一回12月くらいの時エレベーターで
横井君とジーちゃん（井原君）とあと石井先生が乗っ
てた時にうちとジーちゃんが受かるよ、受かるよ絶
対受かるよみたいに言われてる中、「お前はな…」
って言われてるのを見て勝ったって思った。石井先
生にそれを言われてよしって思って ( 笑 )。
林：そう、先生たちもなんか、受かる人の顔になっ
たよねって言われて。あ、成長したんだな。と思って。
分かるんだなと思ったよね。どこまで自分を持って
行けば受かるラインに行くのか自分で未知過ぎて。
一次通ってなかったんで。その中でそう言ってもら
えるとああ、変わったのかな。って思う。
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

れたから。難しい問題しか出ないと思って適当に難し
い問題ばかり高校のときやってたから、勉強面ではす
ごい変わったかなって。めっちゃ基礎固められるよう
になったと思って。1人暮らしもしたし強くなった
なーって。仲良いやつらと話すことはあっても家帰っ
ても1人なんで、テレビ無いし Wi ‐ Fi 無いし、やる事
無いし。あと寝るか勉強だけだった。それも結構きつ
かったな。本当になんか、他にやることが無いっていう。
飯だけがストレス解消って言うか。飯食うことだけが
ストレス解消だったから ( 笑 )。まじ延々と一蘭に行っ
てた時期があって。なんか毎日のように一蘭に行って
た時期があって、1 ヶ月2 ヶ月それが続いてて、俺浪
人で12キロ太った。（2月くらいで）16キロ位太った。
やばかった。太ると同時に点数上がっていくって言う。
女子に伝えたい ( 笑 ) 体重の増加と点数の増加は比例
するって ( 笑 )。

マンスリーテストのノート作ってました。

マンスリーの問題を解いて間違ったやつのノートは
作った。試験前とか全部見れるように英語・数学・理科、
みたいな感じで。知識みたいなのまとめて本番前に自
分の間違えたところだから絶対に抜けてるから。試験
前にそれだけ見て。役立った。

石井先生の授業で医学部のこと詳しくなれた。

石井先生の授業は英語以外の方が役に立ったって言う
か。英語もめっちゃ役に立ったんですけど。構文とか
も覚えたし。でもなんか、英語ももちろん役に立った
んですけど考え方って言うか、医学部ってなんとなく
厳しいなって言うのも分かったし。あと絶対に行くん
だ ! ともなったしモティベーション的に上がったか

なっていう。むっちゃ緊張するし。やる気が上がったっ
ていうかなんて言えばいいのか分からないけど。予習
もしてたけど途中から嫌になって、嫌々するんですよ ,
めっちゃ。でも途中で答えを探しだしてきて、予習し
て確認する。間違えないように。間違えるのが嫌だっ
たから、見栄張りたかったから。出来ないなりにハイ
レベルのテキスト受けてたから。出来ないなりに見栄
張ろうと思って。一応自分でやってみて、見て全然違
えてないなって ( 笑 )。むっちゃ書き直したりして。

将来はコードブルー！

取りあえず救命やりたいかな。（コードブルーの影響で
はなく）だいぶ前から救命やりたくて。一回人助けたこ
とあるんですよ。交通事故で心臓マッサージ助けたこ
とあって。高2の時で、家の前で人がはねられて。う
ちが医者だからって理由で人が呼びに来てお父さんも
お母さんもいなかったから俺が出ていって、お父さん
が心臓マッサージしろって。なんか、息してなかった
んですよ。血が詰まっちゃってて。血を取り合えず出
さないといけないっていって心臓マッサージしたら血
がプシューって。親が医者っていうのもあったけど。
現役の時面接でも言った。体力は自信あるから、寝な
くても平気 ( 笑 )。

後輩たちへのメッセージ。

空きコマを大事にして欲しいっていうこと。どうして
もだれちゃうのは良くないから。ほんと自習室に入っ
たら、トイレとかも極力行かないように1限くらいは
粘ってやってほしいかなって。テストも80分位だから
トイレ位我慢出来るだろって。80分はずっと集中して
何かを勉強した方が良いんじゃないかって思った。自
分が出来なかったから、やった方が良いんじゃないかっ
て後々思った。結局過去問が全然アテにならなかった
から、今年は。あんまりやらなくて良いかなって。や
るんだったら、先生にだしてもらう課題やとかやった
方が良いかなって。自分でやっても本当丸つけだけで
終わっちゃうし、赤本の解説とかマジくそだから ( 笑 )。
言うほど絶対同じ問題出ないし。やんなくていいんじゃ
ないかっていう。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

高校卒業とともにやってきた感じ。

現役のときは全然受かるとは思ってなかった。途中か
らというか最初から諦めてて、東医の試験の終わった
日にここ (代官山MEDICAL) に面談来たんですよ。
東医、日大って繋がってて東京で受けるついでに…。
親に連れてこられて。お父ちゃんお母ちゃん完全に遊
びに付いてきてる感じでした (笑 )。そんで即、さきど
り授業みたいな。めっちゃ早く入りましたよ。最初めっ
ちゃ勉強しました。ホテルとってさきどり受けて卒業
式の時だけ帰って。3/1に卒業式で3/1までのさきどり
を出て、その時期 ( 卒業式の時期 ) だけ一回帰って、
また来て、みたいな。でも、さきどりゼミ良かったで
すよ。それでM3入りましたからね。謎になぜかM3に
入りましたからね (笑 )。

M3でも授業について行けた。

授業はついていけたんすよ、全然。英語は、最初ちょっ
ときつかったかたですけど、(春の ) さきどりでやって
てよかったです。数学・化学・物理とかは全然ついて
いけたんすけど、1回目はバーンと取れて、10何位で
2回目で156点？みたいな？？、で、なんか石井先生
の授業でむっちゃ言われたんすよー。落ちた順位とか、
英語 Top で受けてるじゃないですか。ランキング、大
体もう1枚目で順位終わるじゃないですか。なんかいき
なり2枚目ペラってめくられて齋藤君こんなとこにいる
よーって言われて。分かってるよ！！て思って ( 笑 )。
授業は全然ついていけたから落とされるの嫌だなと
思って。

公式の成り立ちを説明できるようになったら、
成績が伸びた。

化学と物理の成績は、まぁまぁな感じでした。でも変
なとこで間違えるんですよ (笑 )。でも、物理は解き方
というか、普通になんでこういう公式が出てきたのかっ
ていうところをなんとなく全部自分で説明出来るよう
にしたらいきなり全部解けるようになった。公式一個
覚える時にこういう条件の下で、みたいなのあるじゃ
ないですか。そういうのを丁寧に覚えたというか一個
の公式丸暗記するんじゃなくて、こういう感じで出て
きたんだなっていう感じにやってたらなんか出来るよ
うになった。なんか、寺澤先生が割とそういう感じだっ
た。現役の時はめっちゃ苦手だったんですよ。絶対無
理って思って。なんか感覚でやってたんですよね。ま
あでも今年、日大とかめっちゃ難しかった記憶が…。
なんか埼玉受かった状態で日大とか受けに行ってたん
で、物理とかもほぼ解かずに帰ってきた記憶が (笑 )…。
昭和は埋めるだけ埋めたけど、違った、っていう…。
絶対合ってるだろと思って帰り道めっちゃ堂々と言っ
たらみんな固まって、俺だけ間違ってて…( 笑 )。帰り
道に答え合わせするのも微妙なんすけど、つい言っちゃ
うんすよね。微妙だっていうの分かってるんすけど
( 笑 )。センター試験1日目答え合わせするなって言わ

れてもしちゃう感じ (笑 )。
埼玉の前期は、手応えはありましたね。物理・化学がめっ
ちゃ出来たんでよかったっすけど、英語がなんか、［5］
ぐらいが一個丸々時間なくて、直前に石井先生に埼玉
の対策法、困ったときの神頼み法でなんとか行けたん
で。

直前はやっぱり同じことの繰り返しをやった。

過去問とか本当にやってなかったからずっと同じこと
ばかりやってて。過去問解けるのかなっていうのがずっ
とあって。夜間でやってた時もそれほど解けなかった
( 笑 )。ある程度は解けたけど。7割くらいは解けたけ
ど英語が本当に5割とかしか解けなかったから他のが
もっと欲しいなと思って。英語がやばかったから数学
とか本当に9割とか欲しかったし。（入試で）9割行っ
たとこもある。東医とかも絶対9割行ったと思うけど全
然他が出来なかったんで。東医の入試の時に帰ってた
やつ、ぱらぱらいて、本当に俺も帰ろうかと思った(笑)。
帰ろうかと思ったけどあまりにも周りに知り合いがい
たんですよめっちゃ。これ帰ったらめっちゃ広まるや
つや！と思って座ってた(笑)。一番最後の数学だけめっ
ちゃ出来てて、出来てるなーって思いながら。英語む
ずかったですよ。全然時間足りなかったっす。

代官山MEDICALで 1年間勉強して
人間的にも成長した。

人間的には成長しましたね、多分。きつかったし結構、
めっちゃ成長した感はあるんですけど。今までも、さっ
き言った通り全部適当にやってたから。何とかなるん
じゃね？って感覚でやってたから、そういった感覚を
捨てれた。浪人してから基礎基礎基礎！！ばかり言わ
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帝京大医学部	 2次合格

帝京大学医学部進学　宮地鉱生君（北陸高校卒）

石井先生の
授業の内容はとても濃く、
英語の偏差値が70を超えた。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

今年から帝京はリメディアル教科っていうの
が出来たんですよ。

生化学とかに入る前に化学とか生物とかがヤバい人
向けに復習してくれる授業です。あと部活は硬式野
球に入って活動日は週2くらいやってます。男女比
は6：4 〜 7：3くらいです。知ってる限り1番年上
は29歳です。1年は130人くらいですが、3年生は
なんかパンパンです ( 笑 )。帝京は1年生は進級しや
すいんですが、留年しないように情報交換を絶やさ
ないつもりです。

僕は２浪目でここに来たんですけど、実は前の
予備校の人に宣伝？推薦されてきたんです (笑 )。

親が先に聞きに来てたんですけど、知らないうちに
親に決められてました ( 笑 )。
前のとことは授業数が全然少なかったです。僕は2
浪目でここ（代官山MEDICAL）に来たんですけど、
最初1浪目のときは「個別」が良いかなと思って新宿
の予備校にしました。でも先生とだけで1年やって
いくのはつらかったし、ライバルがいるといないの
とでは、後半の頑張りが違ってきました。1浪目全
滅した時に、そのマンツーマン専門の塾の先生が、 

「ここ（代官山）受かってるよね」っていう話題でたん
で、それを親も聞いて。
2浪目の代官山では、クラスは最初 A7でした。とに
かく代官山MEDICAL のテキストだけをやってま
した。あと田山先生から名問の森を勧められてやっ
てそれを見てもらってました。朝は8時に来て、大
体マンスリーテストの2週間前から早く来るように
してました。朝は全然起きれなくて…マンスリーテ
ストはもう一生やりたくないです ( 笑 )。

最初のマンスリーテストで（物理は）30点行っ
てなかったけど、最後のマンスリーテストで
70点くらいになれました。

物理は寺澤先生と2学期からは田山先生でした。寺
澤先生はテンション高くて、電磁気全然出来なかっ
たんですけど大好きになっちゃいました ( 笑 )。寺澤
先生は難しい問題をやりながら基礎を教える感じの
先生で、ほんと印象強いです。途中からは厳しくなっ
て。分からないと怒られます。田山先生は基礎から
早いスピードで教えてくれます。田山先生早口なの
で。おかげで物理は最初のマンスリーテストで30点
行ってなかったけど、最後のマンスリーテストで70
点くらいになれました。
化学は浅尾先生、浅尾先生は優しかったです。1学
期は有機習ってました。プリントを貰って自分で解
いて、分からなかったら聞きに行くみたいな感じで
した。数学は村上先生でした。プリントいっぱいく
れて授業中に大体やりました。
英語は石井先生の授業で当てられても大丈夫なよう
に予習していきました。とりあえず全部読んで分ら

なかったら書き出して友達にも聞きながら予習して
ました。石井先生の授業は当てられるので緊張して
たけどいろんな話が楽しかったです ( 笑 )。石井先
生のテキストはほんと繰り返し解きました。文法も
英単語も全部石井先生のです。あとは文法苦手だっ
たので岩瀬先生の授業取ってたんで、文法は岩瀬先
生にもやってもらいました。

当てられて答えられないこと結構ありまし
た。答えられないとショックでした。

石井先生になんか申し訳なくて ( 笑 )。予習してきて
答えられると「よっしゃ」って思ってました。あっ、
あと、弟が現役で合格したのをみんなの前でバラさ
れました ( 笑 )。あれって、プレッシャーを与えよう
としてたんですよねえ…。あと補欠待ってる間ずっ
と宮地君くるよ、絶対来るって言われて、そのとお
りに本当に来ました。この人、霊感あるのかと本気
で思ってました。

特にやったな〜って思うのは物理ですね。

1学期から寺澤先生にプリント貰って何回も , いや最
低6回は解いてました。あとは化学ばっかりやって
ました。化学の浅尾先生はすごく優しかったし、池
永先生も無機とか化学式のプリントいっぱいくれて、
ひたすらそれを解いてました。自分でもバランス悪
かったと思います。
あと数学では薄先生は凄くわかりやすかったし、村
上先生は凄く声をかけてくれて類題いっぱいもらえ
ていっぱいやりました。

集中力高めるために一回自習室の外出て、トイレ
行ったり教室割見に行ったりしてました。

12時間勉強って辛いかなって思いましたけど夏ぐら
いには慣れました。テキスト分厚くてこんなにやる
のか…って思ってました。周りの嘉本君 ( 嘉本邦生：
愛知医科大進学 ) とか篠原君 ( 篠原陸男：帝京大医
学部進学 ) とかも頑張ってました。朝7時台に来て予
習したりしてました。復習は日曜にまとめてやって
ました。集中力高めるために一回自習室の外出て、
トイレ行ったり教室割見に行ったりしてました。そ
れでも集中切れると寮の近くとか川沿いを走ってま
した。

2号館に行かないままの 1年でしたけど。

2号館は周りが頭良すぎて怖かったです。行きたかっ
たですけど ( 笑 )。

最後に…

帝京は校舎もきれいだし新勧も楽しいので興味ある
人は全然来て下さい。あと代官山MEDICAL 大好
きなんで、またちょくちょく遊びに来てもいいっす
か？
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東京女子医科大	 2次正規合格

杏林大医学部	 2次正規合格 (特待 )

東京女子医科大学進学
肥田美由紀さん

（田園調布雙葉高校卒）

杏林大医学部	2次正規合格 (特待 )

杏林大医学部	 2次正規合格

国際医療福祉大医学部	 ２次合格

杏林大医学部進学
牧岡彩さん
（田園調布雙葉高校卒）

杏林大医学部進学
吉村悠平君
（済美平成中等教育学校卒）
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今年は、物理選択と生物選択どっちが多い？

牧岡：余裕で物理ですね。
吉村：なんか、生物選択者は入門物理を絶対に受けなく
ちゃいけないんですけど、物理選択者は入門物理取らな
くて良いんですよ。入門生物は生物選択者も物理選択者
も取らなきゃいけないんで、生物が40人くらいで80人
くらい物理選択で。
牧岡：ほとんど物理です。
吉村：去年と真逆らしいです。
肥田：女子医は、丁度半々くらいだけど、多分推薦の人
が全員生物取ってるから一般だと物理が多いです。推薦
の人は40人だけど公募の人は物理の人もいるから多分物
理選択が有利ですね。

新カリキュラムになってから 2年目？

吉村；2年目です。
肥田：今年から！
牧岡：え、うちら2年目だよ。
肥田：なんで (笑 )
吉村：大学によって違うんじゃない？
肥田：段々変わって来て、多分今年からちゃんと変わる。
女子医は1年か2年で4、5人落ちるけどそこから上がれ
ばみんなバーッて。留年はいますけど少ないし先輩曰く
一番勉強が楽らしいです。多分年に2回しかテストが無
いからその1ヶ月前ガチでいれば良くて、他校と話すと
めっちゃ女子医は楽らしいって先輩が言ってた。解剖は
ラットとか来週です。ちょっと臭いというかめっちゃ臭
いらしいです。でもそれはなんとか、頑張ります。

部活は何部入ったの？

肥田：ゴルフ部入りました。今井ゆうかさんがいます。

牧岡：バド部！（バドミントン部）
吉村：俺もバド部です。佐藤遼（代官山MEDICAL 卒業
生杏林大進学）とかいます。
肥田：あと吉田匠さんとか、日医の。

代官山MEDICALに来たきっかけは？
牧岡：私現役の時、L予備校だったんで、知ったのは近かっ
たからもあるんですけど、( 合格 ) 実績とかも見て、実
績が出てるんでこっち (代官山 )に。
肥田：私はどこに行ったか忘れちゃったんですけどワン
チャンありかなと思って横浜のどこかとか見に行ったん
ですけどなんか微妙で、石井先生と面談して決めました。
山室先生の体験授業もやった、複素数だったかな。
吉村：僕は家にめっちゃ色んな予備校の雑誌があって、
僕現役のセンター直後から同じ渋谷のM予備校行ったん
ですけど、なんか変わってました。マンツーマン2週間
くらいぶち込んで良かったら行こうと思ってたんですけ
どすごい緩くて。あ、これだらけるなと思って。自由過
ぎて友達出来ちゃって。合格実績も見比べて見て校舎も
この辺だったんで来ました。お母ちゃんと来て、その場
で決めました。

受けてたほかの授業での印象は？

牧岡：山室先生は夏はテク好きで磨けました。普通に授
業は和やかな感じだったので受けやすかったです。緒方
先生は夏に結構悩み相談とか乗ってくれて君なら大丈
夫ってめっちゃ言ってくれて、代官山に入った時、生物
が一番ヤバかったんです。基礎からちゃんと教えてくれ
て、覚えるとことか分かんなかったのも全部整理してく
れたんでありがたかったです。あと冬、最後の単科の時
とかもどこを覚えれば良いみたいなの全部プリントで出
してくれて、これだけ覚えれば良いって自分で覚えると
ころを探し出さなくてよかったんでためになりました。
化学を上げてくれたのはマジで三上先生だと思います。
いつもなんかギャーギャー言われるんですけど。休み時
間に何度も聞きに行っても普通に教えてくれて良かった
です。
肥田：小澤先生にはとりあえずいろいろ聞いてました。
まず4月に入った時点で物理が1番ヤバくて、小澤先生は
一人ずつのテキストみたいなの作ってくれるんですよ。
それをやったのとあとめっちゃ質問に行きました。一つ
の問題でその問題の解き方だけじゃなくてその派生した
こととかも聞きに行ってたからなんか物理は出来るよう
になったと思います。あと試験中めっちゃメンタル的に
相談できて良かったです。すごい、人間としてちゃんと
してる、優しい。
吉村：小澤先生相談しやすい。優しいっす。
肥田：すごい大人な解答というか・・・。
吉村：どうでもいい話を受け止めてくれます (笑 )。
肥田：なんか入試前とかのメンタルをすごいコントロー
ルしてくれます。色々言ってくれるから良かったです。
あと三上先生は基本的に節田先生の授業の内容 +αを

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

やってもらって、だから解き方とかも節田先生の解き方
に合わせてやってくれたりその解き方が合わなかったら
三上先生のやり方で教えてくれるみたいなところがあり
ました。あと朝岡先生は最初英語それなりに普通でまあ
できるみたいな感じだったのに、他の科目が上がってき
たら英語が下がって来て、それで朝岡先生に、プリント
とか貰いに行くとくれて…。あと内容的には先生オリジ
ナルのプリントがあって、なんか前置詞をイメージで覚
えるみたいなやつで。先生は凄く丁寧で、私代官山の先
生で初めて質問に行ったの朝岡先生かもしれない (笑 )。
その時めっちゃ丁寧だなって思って。質問に行くとモチ
ベーション上がるからよく質問に行ってた。
吉村：僕、英語は三ツ橋先生で、文法問題とかは1/4の
確率で勘で当たると思ってたから、単語も勘、文法も勘、
全て勘でいけると思ってて ( 笑 ) それなりにセンターと
か取れてたんで調子乗ってて英語なんか余裕だみたいに
なってたんですけど、全部ちゃんと勉強しなきゃいけな
いことを教わりました。全部をなんか、やり直しました。
初回マンスリーはなんか勘がさく裂して順位表載ってる
んですよ。2回目以降載ってないですけど (笑 )。2・3・
4回目は載ってないです。S・V・O・Cがそもそもわか
んなかったんで、SV はわかるんですけどOCがわから
なくて、そもそも構文も取れなくて本当にゼロからでし
た。夏は丸山先生で、丸山先生は結構文法重視でやって
もらいました。
化学は原先生で、僕高3の時に化学習ったことなくて、
高校の時、適当にプリント配られて自分で解けみたいな
感じで先生教えてくれなかったんです…。原先生に、ホ
ントにもう基礎からですね…、節田先生の授業で出来な
かった所は本当に基礎からやってもらって、2学期のテ
キストが結構難しかったので節田先生の説明きいて、原
先生の説明聞いてみたいに2重で聞いてました。夏はも
う1学期のテキスト全部解かされて間違った所をやるみ
たいな。

みんなが、化学はここの 1学期のテキストだ
けで十分だって聞くんだけど？

吉村：もうホントにここのテキストだけで十分です。
肥田：しかも、1学期のテキストで良い。
吉村：2学期はもう予習で解けるか解けないかくらいで
良いと思う。あと節田先生は脱線して色んな話してくれ
るんでそこが分かってくれば。
牧岡：2学期になっても1学期のテキストやるんで。
吉村：演習問題とかやるんで、2学期のテキストは
肥田：あと2学期はなんか三上先生に問題選んでもらっ
てた。
吉村：あとノートっすね、節田先生のノートと1学期の
テキストです。節田先生のノートは本当にちゃんと取っ
た方が良いです。
牧岡：節田先生の解き方で解く。
吉村：そうすると早く正確になります。あと物理は田山
先生の授業で公式を片っ端から詰めてて、それっぽい公

式使ってなんとなく解けちゃってたんですけど1回目(マ
ンスリー ) めっちゃ良かったんですけど2回目のマンス
リーで順位表載らなくて、公式の説明全部やってもらい
ました。物理全体の流れみたいなのを基本からやっても
らって、小澤先生はテキストを自分で予習で解いて出来
なかった所だけ解説で、さっき言ったみたいに自分だけ
の問題集くれて苦手な所やってもらって、自分の苦手分
野を言ったら本当に入試にまんま出るみたいな問題を
ピックアップされてヤバかったです。
吉村：本当に冬とかはメンタル死んでるんで、顔はそう
でもないけど中身は病んでて、結構ずっと話聞いても
らってました。小澤先生は相談しやすいです。

寺澤先生はどうだったの？

吉村：力学がめっちゃわかりやすいです。
肥田：他習ってないからわかんないけど力学はマジでわ
かりやすくて、授業でここは気を付けてみたいなところ
が本当に使える。
吉村：面白いんですホント、みんなが知ってるようなネ
タで話するんで本当に分かりやすくて頭に残りやすいで
す。
肥田：しかも寺澤先生めっちゃ優しい。怖そうに見えて
優しい。
吉村：面倒見も良いし。

数学の授業で印象に残ってる先生は？

牧岡：薄先生！薄先生の数学はマジで良かったです。数
学も途中から点数安定したんですけどそれまで安定しな
くて何回目かのマンスリーの後にどうやったら計算ミス
減らせますかみたいなの言って、そしたらマジ具体的に
一回書いて見直しするパターンの人と全部解いてから見
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直しするパターンの人といるからその2パターンで自分
に合ってる方をやってとか具体的に計算ミスを減らす方
法を教えてくれたのが薄先生で、それで1行ごとに見直
すってことをやってマジな話計算ミスが減ったんでまじ
かよって思いました。
肥田：薄先生のとこに行くとめっちゃ相談にも乗ってく
れて、1回目の河合の模試の前、夏にめちゃ薄先生のと
ころに通ってて、めっちゃモチベーション上げてくれて、
小澤先生はやばい時に抑えてくれる感じで薄先生は逆に
盛り上げてくれるみたいな感じですごくやる気出て。模
試の前日に薄先生のところに行ったんですよ。そしたら
最後の20分は徹底的に解きなおせって言われて。新しい
問題解いてもできないから解きなおせって言われてそう
したら1ミスで195点出て。だから必ず見直しをして確
実に取るっていうのが身について、でも点数が良かった
のが逆に怖くて、次落ちるしかないしって思ってそれで
めっちゃ数学やったら上がって、入試前も全部過去問と
かどれをやったらいいかを聞きに行くと具体的にここ
と、ここと、ここを解けみたいに言ってくれてそれをやっ
て。マンツー取ってなかったけどマンツー並に教えても
らいました（笑）。
吉村：化学は節田先生で数学は薄先生と高橋典先生です
ね。薄先生は同じなんですけど、なんか冬とかに数学が
マンスリーの順位表に載らなくなってその時に小問題も
らって、全部基礎からやれみたいな。あと典先生は自分
が苦手な分野のプリントもらってやってました。すごい
メンタルケアもずっとしてくれてました、それで合格出
来ました（笑）。夏には節田先生がプリント100枚くらい
くれて、1学期のテキスト解き終わった人が解くみたい
なやつ、節田先生がチョイスしてしかも節田先生が解い
て手書きで書いてくれたプリントをくれたんですよ。だ

から普通の問題集の模範解答みたいに読んでもわかん
ねー、みたいなんじゃなくて、節田先生が書いたここ注
意した方が良いよみたいなのを書いてるプリントをくれ
ました。理論はそれで完璧です。

石井先生の授業は？

吉村：授業中よく当てられましたね。必死で予習してま
した。授業は毎回3列目に座ってました。みんな前のほ
う行きたがるんで（笑）。授業は英語だけじゃ無くて受験
中に大事な事とか情報とかを言ってくれるんでそれが役
立ったし、あと個人的にも結構相談行きました。メンタ
ルケアもしてもらいました（笑）。
肥田：授業は意外と後ろの方で受けてたんですけど、当
たりたくなかったから伏せて（笑）。予習は全力でして、
授業始まる前に白紙の物を用意しといて授業受けた後に
復習でその白紙のものをすらすら読めるかやって、あと
入試中に過去問とかを読み終わっちゃって、去年現役の
時も過去問やってて、やり尽くした感があって何読めば
いいんだろうって時に石井先生の Zのテキストを何回も
読んで。あれはちゃんと取ってあります（笑）あれは全部
過去問だから、しかも結構上の方の過去問がそろってる
しあれは良いです。あと全体の教科のバランスが取れな
くなったときに各教科の先生に聞きに行ってて、全体の
バランスを考えると今の自分の状況を把握できるじゃな
いですか、メンタル面を含めて自分が今どうなのかって
いうのを把握できるから全体のバランスはあまり先生た
ちに頼らないで自分でやろうと思っててそれでも出来な
くなっちゃった時に石井先生のところに行ってじゃあど
うしたら良いかみたいなの相談してました。
牧岡：石井先生の授業は一緒で、見事に当たりたくない
ところを当ててくる感じが、おおっって感じでしたね
（笑）。でも間違えても優しいっていうかこれやったよね
みたいな復習とかやってくれるんですけど、当たるのは
めっちゃ怖いです。授業は私は速読派なんでペラッと読
んで問題解く派なんですけどなんか石井先生はめっちゃ
じっくり読んでこういう読み方あるんだけどとか言われ
て、英文ひとつでこんな考え方あるんだって思って、英
作とかも日本人的な英語じゃなくてネイティブの人の感
覚の英語というか、ネイティブの人はこんな言い方しな
いからみたいに言ってくれて、最後の方は自分でもこん
な感じかなとか分かるようになって。面白いなと思える
ようになった。

ウィークリーテストとかマンスリーテストは？

吉村：正直な話マンスリーに重点置いてて、ウィークリー
点取らなきゃって言うよりかはもう復習やって、復習
やってればウィークリーにも出るので、物理も数学も化
学も、英語はちょっと疎かになっちゃったことも無きに
しも非ずですけど（笑）、あと配られた文法語法1000やっ
てました。単語は渡された単語帳があったので、三ツ橋
先生に逐一、テストをやってもらい、嫌な暗記を手伝っ
てもらいました。マンスリー終わったらその日に次のマ
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ンスリーに向けて計画や目標を立てて、次、○○点獲る
ぞとか、酷い結果だったら自分で反省みたいなのを書き
出していてました。
肥田：ウィークリーはあんまりで、英語もうちょっとやっ
とけば良かったなって思います。でも物理は毎回が力試
しみたいな感じですごい良くて、最初のうちは試験時間
をどうやりくりするかとかどうするかとか考えられたの
で役に立ったかなって感じ。あとマンスリーを重点置い
てて、マンスリーは毎回点数全部つけてて点数と、あと
こないだの座談会でも言ったんですけど毎回違う受け方
してて。例えば物理と化学を逆にするとかメンタル的な
面でも試験の合間に友達と答え合わせしたり、しなかっ
たりとか、多分すごい話しかけるなオーラ出してるとき
はやばいみたいな、結構色々やって、自分でマンスリー
用のノート作ってそれを毎回書いておいて点数とどうか
なって見たりとか。そうすると自分の良いテストの受け
方が分かって、私の場合あんまり人と喋らない方が良
かったから入試中はあんまり喋んないようにしてたし、
怖がって何もしないと入試本番だけ怖いと言うか。マン
スリーははじめ結構点数ガタガタで点数高かった次の時
がめっちゃ怖くて次は下がるしかないしみたいな。そう
いうのも全部小澤先生に聞いてもらったら、マンスリー
なんて練習なんだからみたいに言われてふっきれまし
た。
牧岡：ウィークリーは生物めっちゃガチでした。緒方先
生がこっからここまで出るみたいに言われて、資料集見
てヤマ掛けたりとかして、そのためだけに頑張ったりし
てて、結局そんな風にやんないと触れない単語とかも
あったんで、そういうのが結構昭和にも他にも出たりす
るんで、生物はそういう風にやってて、生物と化学はそ
んな風に復習してやってました。

後輩へのアドバイスは？

吉村：僕は、授業の予習は日曜日に全部まとめてやりま
した。その日受けた授業の復習はその日かその次の日く
らいにしたかったんで、予習なんか都度出来ないんで日
曜日に全部回して、予習は終わらしといて、平日は復習
だけ。そんな感じです。僕にはそれが合ってました。
肥田：私現役の時は予定を細かく立てすぎて、しかもそ
れ通りにやりたいからそれに時間かけすぎてて消化不足
だったんで、代官山に入ってからは1週間の時間割をコ
ピーして自習の時間に大体何やるかっていうのを日曜日
の時点でバーッて決めちゃってそれを1週間こなすみたい
な。ちゃんと1週間の計画を立ててこなしてました。
牧岡：えーっ、私は計画立ててませんでした。マジで立
てませんでした。そういうの苦手なんで、決めてもどう
せ出来ないんで。それでもなんか、とりあえず先生から
言われたものをやっていけばいいかなって。計画立てる
のが得意な人は立ててやった方が良いと思うんですけど、
私みたいに計画立てるのが苦手な人は目の前にある物を
こなしてやっていったらいいんじゃないかなと思います。
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東京医科大	 ２次合格

日本大医学部	 ２次合格

杏林大医学部	 ２次合格

東北医科薬科大	 ２次正規合格

金沢医科大	 ２次正規合格

埼玉医科大	 前期２次正規合格

岩手医科大医学部	 ２次正規合格

問題数を重ねるごとに
考察のコツが身に付き、
正答率が上がっていった。 

東京医科大進学　山口智之君 ( 秀光中等教育学校卒 )

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

練習きついアメフトに入りました。

アメフト部です。結構厳しいっすけどまぁなんもし
ないよりは良いかな、みたいな ( 笑 )。自分学校の近
くにマンション借りてるんで、練習きつくてもすぐ
帰れるかな。みたいな。今公式の一部っす ( 笑 )。

１年生だけで９人もいるんで…。

代官山の先輩には良くしてもらってます…。代官山
勢で何かすることもあるんですけど、なんかそのグ
ループの中に二人代官山の人がいてそこは仲良いみ
たいなのはあるんですけど、全員が全員固まってるっ
て感じではないですね。でも同級生とか先輩に今年
代官山多くない？って言われますね ( 笑 )。新歓行っ
た時に予備校どこ？みたいな話になって「代官山で
す」って答えると、「さっきもいたな…」みたいな感
じで ( 笑 )。

春は、さきどりの期間中には来て、
自習室でやってました。

なんか、さきどりって課題めっちゃ出たじゃないで
すか。あれやんなきゃなと思ってたらさきどり ( ゼ
ミ ) ちょっと無理そうだなと思って ( 笑 )、今思うと
もう、壮々たるメンバーでしたよね ( 笑 )。まぁ取れ
ば良かったかなって思いましたね ( 笑 )。結果論では
受かったから ( 笑 ) よかったけど。

講師もこっちの方が全然専門的な人が多い

現役の時は地元の塾に通ってて、一応仙台の医専み
たいなところに行ってて。全然設備的なことも違い
ますし、講師もこっちの方が全然専門的な人が多い
し僕的に結構嬉しかったのが、赤本が全部揃ってる
のが買う必要が無いんで良かったっす ( 笑 )。そこは
結構デカかったっす。最後の方は結構コピーしてやっ
てました。英語の記述の所とかは自分で適当に点数
を付けて、点数出して先生に結構見てもらったりし
ました。しかも現役のときと比べるとここ ( 代官山 )
にきて勉強量は、それはもう半端ないです ( 笑 )。こ
んなにしたことなかったっす ( 笑 )、気が付いたら、
スッゲーやってた感はあります。気が付いたら出来
るようになってた的な。僕は自分で勉強方法が確立
出来ないってわかってたので先生の所行ってこれだ
けやれば良いみたいなの下さいって言って貰ってそ
れだけやってたって感じなんで勉強法！なんて言え
ないです。何すれば良いですかマジで！？みたいな
感じで先生に聞きに行ったりしてたんで ( 笑 )。

最初はA3からスタートでした。

４月のクラス分けで、A3になって、最初の方は基本
的には講義だったじゃないですか。だからあんまり
難しいって感じはしなかったです。

マンツーとらなくても質問できる雰囲気だった。

マンツーは実は一回も取ってないです（笑）。夏とか
一回取ろうと思って石井先生に相談したらお前は全
体の授業の方が向いてるからマンツーとらなくて良
いよって言われて集団でやってた感じですね。僕も
マンツーは、取ったら取ったで得るものは大きいん
じゃないかなって思ってたんですけど別に取らなく
ても授業中にA2とかは本当に質問しやすい感じだっ
たんで、すぐに質問に行けるし、何ですかこれ？み
たいな感じですぐに質問に行ける環境だったんで、
マンツー取らなくてもその場で質問出来るし良かっ
たかなみたいな。

２次合格は、全部で７校出ました。

でも一次受かったところが全部二次出たので。一次
受かったところは日医と昭和を除いて全部来ました。
結構テキストで見たことある問題が来たので結構安
心したっす。( 笑 )
でも日医と昭和は難しかったっす。数学がやっぱり。
生物は一回やったことあるのが出て行けたんじゃな
いかなと思ったんですけど数学が思いのほか足引っ
張って25％くらいしか取れてないのでマジで無理っ
す、て言って ( 笑 )、昭和は普通に落ちました。生物
がムズかったです。数学は確率のやつ、日本語が分
かんなくて無理だ、って思って。

化学の池永先生とか数学の山室先生と
薄先生にも結構、質問に行ってましたね。

化学は池永先生ですね。なんか、すごい授業中に当
てて来るんですよ。なんかピンポイントで僕とか藤
井拓とか結構狙われてて当てられてたんで。なんか、
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あ、これ覚えなきゃみたいな緊張感はありましたね。
でも東医の化学は死にました ( 笑 )。あれは良くな
いっす。無理です ( 笑 )。体感だと40％くらいじゃ
ないですか？ ( 笑 ) 本当にむずかったですよ！
英語はそうですね、英語は丸山先生の所に結構質問
に行ってました。ここがこうで、こうだからこうで、っ
て言われてそれが他の所でも見つかるとああ、本当
にそうなんだ、みたいな。（教わってたのは）文法と
いうか長文の読み方みたいなのでしたね。
数学は、山室先生ですね ( 笑 )。あと誰だろう？薄先
生ですかね、多分やっぱり。（薄先生は）結構質問で
人がいっぱい来てたりして昼休みとかもめっちゃ忙
しそうなんですけど質問に行ったらめっちゃ丁寧に
教えてくれる感じがすごい好きでした。聞きたいと
ころとか質問に行くしかなかったですね。授業の復
習と個人的に先生にプリント貰いに行ったりしてた
りしましたね。

石井先生の授業は予習はめっちゃしてました。

石井先生の授業は緊張感がヤバかったっすね。真ん
中よりちょい後ろ位に座ってましたね。一番前って
キャラじゃないし一番後ろってキャラでも無いんで
( 笑 )。僕通路側に座ってたんですよ。だから時々英
作文とかやるんですけどノート持っていかれて前に
書かれたことあります ( 笑 )。結構前に出て酷評され
るみたいな ( 笑 )。一番前に座ったことは無いですね
( 笑 )。他の授業だと空くんですけど石井先生の授
業って人気じゃないですか。みんな結構前から埋ま
るんで。石井先生のテキストは音読もするにはして
ましたけど ( 笑 )、予習はめっちゃしてました。同じ
クラスのやつと予習まだ足りないっしょみたいなこ

と言ってると案の定当たるみたいなことが結構あっ
て ( 笑 )…。

自習室に、結構こもってた。

こもってましたね。（窓側の）めっちゃいい席でした
( 笑 )。外見える感じは好きでした。３階は良かった
です。一番最初にクラス順に席埋めていったじゃな
いですか。で、なんか僕その時Ａ3だったんでギリ2
階か3階かみたいなところで、最初周りみんなＭだっ
たんですよ。本当にミスったなーと思うんですけど
(笑 )。みんな超勉強してるんですよ。結局周りがちゃ
んとやってるから僕もやんなきゃみたいな。なんか
コンビニとか行って戻って来て、まだ休み時間中な
のに普通に勉強とかしてるんで、あっ、そうすか…
みたいな。僕もやりましたけど毎休み時間くらいに
外に出てました。なんか歩きたいな。みたいな。リ
フレッシュですね。

短期記憶でいいから
暗記にウエィトおいてました。

（直前期は）ばかみたいにやってました。なんか、直
前になると色々と不安になって結局全部テキストを
もう一周するとかしたんで。多分冬期に入ってから
藤井拓 ( 東京医科大進学 ) とかとそれこそ話して「お
前、数学もう一周する？」みたいな ( 笑 )。「俺はす
るけど？」「じゃあ俺もやる」みたいなノリでやって。
「お前、今何番まで？」みたいな。あいつ（藤井拓）す
げーやるんですよ。結構休み時間とか先生に質問に
行く前にあいつやってるかなーって思って見に行く
んですけど、すげーやってるから。違うなーと思っ
てやってました。今思うと、やつの影響は結構デカ
かったと思います。

数学がやっぱ、最後までネックでしたね。

取れないのは結構、数学でしたね。最後の最後の方
は数学いっか、ってなって。ある程度取れればいい
かみたいな。平均点位取れるようにすればもういっ
かなって。これ以上伸びないしみたいな。だったら
生物詰めようみたいな感じで。英語はなんか出来た
んですよ赤本とかやっても結構出来たんで。でも生
物なんかものによって取れなくて。何回か（ランキン
グ）は多分載りましたけど分野が自分に合ってたから
で、本当に苦手な分野が4問中2問とか出てくると本
当にもう、取れないです。マンスリーはやっぱ重要
じゃないですか？その一か月でやったのを結局マン
スリーの一か月前にマンスリーだからってまとめる
なり見るなりするんで一回頭に入れて、マンスリー
でアウトプット出来なかったらまたやり直す。みた
いな。いや〜でも、受けたところにもよりますけど
マンスリーの方が難しい学校もありましたよ、普通
に ( 笑 ) 東医の数学は多分1ミスか2ミスくらい。た
だ記述が1問増えたのはびっくりしました。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

日大の面接で、それくらい覚えてくるもんな
んだよって言われてめっちゃ怒られた。

二次対策の内容はあんま覚えてないですけど、アド
リブ結構効く方でしたね。自分で言うのも何ですけ
ど ( 笑 )、調子よく喋っちゃいますね、思ってもない
ことをペラペラと ( 笑 )。だから自分でもなに喋って
るのか覚えてないんですよ。その時の気分で喋って
るんで。でも一回日大で教育理念を言えとか言われ
て、無理じゃないですか ( 笑 )、覚えてなくていや、
ちょっと分かんないです、って言ったら普通それく
らい覚えてくるもんなんだよって言われてめっちゃ
怒られたんですけど受かったんで、まぁいっかな。
みたいな ( 笑 )。

後輩たちへの一言メッセージ。

やっぱり通い続けるのは大事だと思います。あと朝
ちゃんと来ること。やっぱり最後まで受験期になっ
たら最後まで詰めれるまで直前まで詰めとけば、そ
れが出たら1点とか2点になるわけだからそういう試
験中の休み時間に喋ったりしないで詰めるのは大事
じゃないかなと思いますね。先生とかに、この先生
じゃなきゃ嫌だみたいな人とかいると思うんですけ
どそういうのも僕拘り無かったんで結構色んな先生
に質問しに行って、空いてる先生がいたら空いてる
先生の所に行ってすぐにパッと聞いて帰ったんで。
時間の使い方は本当に大事っす。将来は、今、コー
ドブルー見てるんでフライトドクターが良いです
( 笑 )。
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

埼玉医科大	 後期２次正規合格 (特待 )

岩手医科大医学部		2次合格

代官山の先生はみなさんレベルが
高いので、どの先生であっても
自分の姿勢次第で伸びは変わります。
埼玉医科大進学　箱島開智君 ( 茨城県立土浦第一高校卒 )

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

働いていく中で、
もう一回医者目指そうかなと思って…。

元々は、高校までは考えていたんですけど、高校の途
中で親とかに反発して、親が医者なので、兄貴はもう
医者になってたので自分はならなくていいかなと思っ
て、文系の大学に進みました。それで、働いていく中
で、もう一回医者目指そうかなと思って…。

大学２回目なので遊び方もわかるし、
新しい知識なのでやってて面白い。

大学は楽しいです。めちゃくちゃ楽しいです。2回目
なので ( 笑 ) 遊び方もわかるし、勉強しなきゃいけな
いところもわかるし、やりやすいですね。でも、新し
いというか今までと違う勉強内容が違う知識なので、
やってて面白いですね。

埼玉医科は、過ごしやすいし、
町全体が寮みたい。

良くも悪くも閉鎖空間 ( 笑 )。毛呂山町で、町民がほ
とんど玉医の関係者です（笑）。埼玉医大でできている
町みたいな。過ごしやすいし、地元の人も仲良くして
くれる。環境がいい。田舎だから嫌だっていう面もあ
るけれど。みんな大学の周辺に住むので、勉強しやす
いし生活しやすい。町全体が寮みたいな（笑）みんなで
勉強しようという環境もある。みんな仲良い。研修医
の人も。玉医は残る人が多いので、研修医の人も飲み
会や部活に来てくれる。先輩が後輩に優しい。勉強の
面倒も見てくれるし、生活のことも気にかけてくれま
すね。

特待合格だった埼玉医科大後期

手ごたえありました。玉医、多分、数学が最初だった
んですけど、埼玉の数学って文系の数学っぽくて。た
またまなのかな？でも毎年、例えば三角形の辺の長さ
使ったやつとか、図形の問題とか、結構文系の数学の
テストに近くて。前期も玉医は補欠で来ていたので、
多分普通にやればいけるかなって思ったときに、後期
の数学がばっちりはまった。一教科目終わった瞬間に
「これは受かった！」って友達全員に送りました。

英語の勉強は、再受験でまた始めたけど
新しい発見ばかりでした。

上智に入るときは文法とかをちゃんと勉強したわけで
はなくて大手予備校の、レベルが6個くらい分かれて
る問題集をひたすら解いて、問題で覚えてただけだっ
たので、体系的にやっていなかったんです。英語の勉
強は、再受験でまた始めたけど新しい発見ばかりでし
た。春に朝岡先生とかにやっていただいて、こういう
ふうにつながってるんだなーっていうのが、5文型と
か構造が大事ってこともわかったし。そういう知識を
持って石井先生の授業を受けに行くと、文法とかを越
えたような知識や受験に出てこない面白エピソードと

か面白い医学部知識とかも教えてくれて、枝葉が広
がっていくなと感じました。内容も刺激的でした。勉
強の仕方もやっとわかりました。石井先生の Z の授
業で、ひとつひとつ石井先生の考え方や姿勢について
の話が、僕が社会人を経験していたこともあり、重い
言葉だったり現役の子たちにはわかんないんじゃない
かなというようなこともあったけど、僕にはよく残っ
ています。

2 月から早めにスタートを切りました。

みんな入ってくるの遅いなって思ってました。僕は何
もやることがなかったので、逆に2，3月にスタート
できて、さきどりでそこまで本格的にスタートできる
ところもなかなかないと思うので、代官山でスタート
を切ってよかった。

平野先生のそういう授業スタイルや考え方が
あっていたと思います。平野先生は面倒見が
いいし。

僕ははじめ平野先生でお世話になって。薄先生もすご
い覚えやすいし入りやすいし、元々先生も文系の方
だったということで、みんなが共感できる教え方をし
てくださっていて、やっぱり人気講師ってだけある
なって思いました。一方平野先生は証明とか細かいと
ころまで、これがどういう仕組みでできてるかってい
うのをちゃんと教えて下さったので、腑に落ちるとい
うか、ちゃんと納得できるし、最悪公式を忘れても、
自分で導き出したりとか、そういうのって今の医学部
の勉強でもとても大事で、圧倒的に量が多すぎて覚え
きれないんですよね。単語とかも。細胞生物学とか生
物系のやつもあるし、骨もあるし、数学も統計とかも
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

ガッツリやらされるんですよ。そういうときに、証明
解くまで自分で式作ったりとかそういう考え方を持っ
ていれば、覚える量が少し減る。昔の自分の勉強法じゃ
絶対無理だったと思う、ただただ暗記するだけじゃ。
まあみんな性格があると思うのであれですけど。僕は
どっちかっていうと平野先生のそういう授業スタイル
や考え方があっていたと思います。平野先生は面倒見
がいいし、元々素養もあるので、成り立ちというか、
どういうふうに公式ができあがっているかを論理的に
考えてくれる先生で好きでした。

自分で問題を作って小澤先生とやり取りした
ので、それが力になった。

理科は、物理と化学選択だったので、物理が最初の4
月までに全範囲1周、40コマくらいで高校の全範囲
教えてくださったので、１学期のレギュラー授業が復
習になったので、新しく知るんじゃなくて1回見たや
つでついていけた。特に物理はみんな「良問の風」とか
いろいろ難しい問題集を解く人もいたけど、僕は初め
にもらったピンクの一番低いレベルの基礎問をひたす
らやってて、それでもすごい実力がついて、物理が得
意教科になった。小澤先生も平野先生のスタイルと似
てて、かわいい絵とかを描いてくれるし ( 笑 )、成り
立ちとか歴史も教えてくれたので、エピソードとして
覚えられた。ピンクの問題集だけでもそれを思い出せ
ばできるし、自分で問題を作って小澤先生とやり取り
したので、それが力になったかなと。

僕は成り立ちや定義を大事にしてたから、
聞き方を変えられても大丈夫でした。

よく問題を難しくするには同じことを聞いているのに

言い方を変える、と小澤先生も寺澤先生もおっしゃっ
てました。ちゃんと理解できていないと問題で問われ
たときに全然違うタイプに感じてわからなくなるっ
て。僕は先生から教えられたとおり成り立ちや定義を
大事にして、言葉で覚えるようにしていたので、そう
いうのを覚えていれば聞き方を変えられても大丈夫
でした。
僕は多分、化学とか単語として覚えなきゃいけないも
のがたくさんあるので、そういうのは量こなせばいい
と思うんですが、数学とか物理は量より質をやってこ
うってスタイルだったので。そのときは量より質を極
めたかった。受験向きかわからないけど、ある程度の
量はありつつも、定着させたりするときに腑に落ちな
いと覚えられないと思うので、そこは質で追えたと思
う。

医学部再受験生としての心構え

社会人で人材系の仕事をしていたので、いろんな業種
の人を見ました。普通のいわゆる民間企業に入った人
は、社会人経験が医学部受験に生かせるっていう考え
は捨てなければ不利だと思う。小論文も面接も、普通
の民間企業だとある事象について他人と違う部分や
自分にしかできない部分を出さなければならないで
すけど、医学部受験はそうではなく、自分にはこうで
きるというのを出してはダメだと思います。自分に何
もないのでどんどん吸収していきたいという謙虚さ
を伝えなければならないと。最初の杏林の面接でもそ
うでした。社会人の経験を出し過ぎるよりは、無知を
アピールしないと受からなかったのかなと思う。社会
人経験や考え方を表に出して有利になることはない
かなって思います。
僕のいた会社は考え方をすごく大事にするところ
だったので、研修も多かった。前向きに考えたり、予
定の作り方など、全部自分で考えながら行動してい
た。他責にせず自分の責任で行う考え方が身についた
し、役に立った。受験にも必要だと思う。先生が悪い
とか、授業が微妙とかのせいでダメなんじゃなくて、
その環境の中で何を得られるか。例えば自分の希望の
先生が受講できなかったとしても、その状況の中で学
ぶ姿勢を大事にできるようになった。現役生と考え方
が似てるかな？スポンジみたいになんでも吸収する
姿勢。二浪、三浪だとそういう考えが減る、と思うん
ですよ。

医学部に入って来てる人を見ると、
社会人経験者はみんな一番前に座って
全部欠かさずメモ取ったり。

今年、埼玉医大は再受験生が9人。去年は4人だった
のでめちゃくちゃ多い。その代わり4浪以上はいなく
て、三浪までと社会人（再受験）。医学部に入って来
てる人を見ると、社会人経験者はみんな一番前に座っ
て全部欠かさずメモ取ったり、そういう姿勢がある人

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

が受かってるなって印象がある。他にももっといたの
に、そういう人が選ばれたんだなと思う。昨日、テス
トがちょうど終わって、学年の懇親会を開いたんです
けど、僕が幹事で企画して、やっぱり手伝ってくれる
人は社会人経験者だったりするんです。人数が多いっ
てのもあると思うんですけど、先生に質問行くのも、
全体に情報共有するのも、社会人経験者。電通出身の
人がいて、慶應のラグビー部で電通行ってから再受験
で来た人はみんなを引っ張ってくれる。僕も負けずに
やってます ( 笑 )。

マンスリーテストは毎回目標を設定するよう
にしていた。

モティベーション UP にすごくなりました。クラスが
決まるから、頑張りどころ。出題も大学入試の過去問
なので、自分で赤本をやる時間が無い人にとってもい
いんじゃないかな。本番さながらのテストだから、こ
の感じで受験を迎えられる。マンスリーのランキング
が貼り出されて、そこでみんなの順位と点数がわかっ
て、切磋琢磨できる。僕は本館で合計1位になるって
クラスの子たちに話したりしてました。数字で自分の
立ち位置が見えるから、数字を目標にするとそこを目
指せる。8月くらいまではランキングは興味ないと
思っていたけど、9月くらいにこれじゃダメだと思っ
て毎回目標を設定するようにしていた。顔も分かんな
い人だけど「この人に勝つぞ」と思うように。

理科のマンスリーテストでは時間配分や
戦略を全 9回の中で練習。

僕は化学を先に解くようにしていました。別の方法だ
と調子が悪かった。最後の方はやらないほうの問題す
らも見ないで、化学が終わってから物理をやるように
していた。中にはどちらにも目を通してから簡単な方
から始める人もいると思いますが、僕はそれをすると
ペースが崩れることを知りました。物理はスピー
ディーに解けるので、化学10分延長しても安心でき
た。

自分でマンスリーの出題を予想して
アウトプット。

昼休みなどご飯食べながら話をする中でアウトプット
をしたり。あと問題予想することによってアウトプッ
トになり、定着に繋がったと思います。マンスリー 4
問中3問当てたこともあります。ニッチな分野なのに
（笑）。先生と問題を作りあって解いたりしていたんで
すが、小澤先生もびっくりしていました。小澤先生は
過去問の傾向をみて杏林や玉医の物理を当てられる。
小澤先生に聞いても「お前のほうがすごい」と言われる
くらい（笑）。

夜間学習は夜だと疲れているけど、
それをやる事で力になった。

とくに化学の夜間学習は良い復習になったと思いま
す。あんまり喋っちゃダメですけど（笑）。数学は、も
ともと得意だったけれど、一緒に解くことで24歳に
なって計算力が落ちたなと思った。でも人並み以上に
はできるんじゃないかと。夜間学習は計算が多くてた
めになりました。積分などをやるには夜だと疲れてい
るけど、それをやる事で力になったと思います。

働くときにどうなってるかが大事。

僕は再受験だし、文系からだったし、社会人で仕事も
辞めていたので、とにかく一年で受かることが目標で
した。その意味では大学にはこだわりはない。そこま
での実力もなかったし、受かればそこに行こうと思っ
ていました。親が東京医大だったのでできればそこに
行けたらいいなとはありましたけど。僕は東医じゃな
かったら玉医に行きたかった。偏差値は都内の大学に
比べたら玉医は低いけど、医者になってからの評価が
高いので。そういうので選んだ。社会人やってない子
はどこまで想像してるかわからないけど、働くときに
どうなってるかが大事なので、それを考えて大学を選
びました。

夏が天王山というけれど、どっちかっていう
と夏までに覚えたことの本質を秋に理解する。

１番伸びた科目は化学です。物理は好きになれたけど
どうかな。化学に力を入れ過ぎたかも（笑）。慈恵も化
学は70点、物理は0点でした（笑）池永先生にずっと
やっていただいたんですが、独自のプリントを20回
以上やった。化学反応式とか沈澱の色とか、それがす
ごい力のもとになったんです。みんなでやっても、自
分はあとからやったのに覚えてる化学反応式が多いみ
たいな（笑）。
自分で式を作ったりもしたんです。でもプリントがす
ごいから、それをそのまま覚えればいい。それが成績
に繋がったのは、9月10月。授業で本質がわかって
きて、最初わけわかんなくて覚えてたのがやっと使え
るようになりました。
みんな夏が天王山というけれど、どっちかっていうと
夏までに覚えたことの本質を秋に理解する。夏までは
わからないながらも覚えなければならない。受かって
る人はみんな本質を理解するときがくる。本質を理解
するまでにどれだけの量が覚えられるか。それを計画
的にできるなら8月じゃなくてもいいと思います。僕
の場合はちょっと遅くて9月、10月でしたけど。8月
も大事だけど、2，3月の春のさきどりで覚えたこと
が大事でした。ホップステップジャンプのかがむとこ
ろが大事ですよね。
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

昭和大医学部	 Ⅰ期２次合格

東京女子医科大	 ２次正規合格

東邦大医学部	 ２次合格

聖マリアンナ医科大	 ２次正規合格

岩手医科大医学部	 ２次正規合格

私の場合、代官山MEDICALにきて
とにかく“量”をこなせました。
昭和大医学部進学　唐アリスさん　( 東京女学館高校卒 )

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

大学生活はどうですか？

部活は軟式テニス部です。最初の1年は新勧期間なん
で、昭和は。1年生だけでやる感じなんで。4月・5
月くらいは先輩が頻繁に来て、それぞれの部活色々や
るんで気になるところ全部顔出して、みたいな。その
先輩がいない平日とかは自分たちで曜日決めて適当に
参加してる感じなんで最初バドもあったんですけど、
結構緩いですね ( 笑 )。授業は、ていうか出席は結構
厳しいです。最初の1 〜 2年とかは小さい紙が配られ
て毎回書いてて、でも上の学年になるとカードでピッ
てやるちょっと楽なやつになるって聞きました。

代官山MEDICALを知ったきっかけは？
現役の時は河合塾に通ってたんで、麹町の。なんで結
構大手だったんでそこまで面倒見良くなくて。1浪目
はすごい面倒見の良い所にしようと思って結構医専を
考えてて医専をすごい探して。パンフレット取り寄せ
たりして、その中でサポートがとかしっかりしてそう
だったんで、ここに決めました。

浪人が決まって、どうしてたの？

最初200点取れれば2号館行けるって聞いてて、じゃ
あ取り合えず200点目指そうという気になって。2号
館は結構受かっていくって聞いたので。2号館には行
きたいって思ってて。200点目指して頑張ってまし
た。

受験は岩手からスタート

最初の方はすごいドキドキしてて。でも岩手とかから
やってたんで。岩手は最初大丈夫かなって思ってたん
ですけど思ったより問題が難しくて。え、落ちるか
も !? とか思って。え？って思って ( 笑 ) え、これ落
ちんの？みたいな。数学は取りたかったんですけど物
理も形式変わってたし、取れなかったかもとか思って。
（受かって）安心しました。最初親は順天からで良いっ
て言ってたんですけど、いや、岩手はいらないみたい
な感じだったんですけど結構石井先生が説得して下
さって。結果的に受けた方が良かったなって思いまし
た。いろいろ受験校決めるとき、親とすごい揉めて。
結構親も石井先生のこと信頼してたので、それで岩手
とかも受けて、という感じでした。

先生から的確な指示と課題が
来るっていう方が安心

どの先生もなんか、これやって、みたいなのをすごい
的確に出して下さるから良かったです。私は結構課題
がある方がやれるタイプで。自分でこれ決めてやろ
うって考えるよりも先生から的確な指示が来るってい
うほうがよくて、先生がじゃあ、次、これやりな、っ
て言われたのをその先生に言われた物をやった方が確
実だなって。自分で決めても合ってるか分からないか
らなんか、探り探りにやる感じになっちゃうから言わ

れたものをひたすらやろうと思って。薄先生とかだと
これが出来ない、とか言うとこれやって。みたいな感
じでひたすらもらってやってました。なんか、×の所
は答えをその場で聞くんじゃなくてヒントだけもらっ
てもう一回解いて、また出しに行って。みたいなのを
やってたんで。結構毎日薄先生がいる時に本館に来て
( 笑 )。2学期は、テキストの第1集から第6集まで1
学期の分全部復習プリントもらってやって。ほとんど
全部薄先生に出して、4集だけ典さんに見てもらって。
なんか、提出したら丸つけて出してくれる。3集・4
集はそれで教えて頂いて。あとは薄先生に教えて頂き
ました。

化学もテキストとプリント学習。

節田先生にもプリントとかをまたもらって、なんか高
分子の所がダメだったのでそれのプリントもらって、
それも朝1枚とか決めてて。朝の隙間時間で30分く
らいで。8時半とかに来ても40分くらいあるので。だ
からそれまでの時間に ( 笑 ) 前日に薄先生に聞いたヒ
ントもらったやつをやって。もっと早く来れば良かっ
たんですけど。池永先生にもすごい量のプリンともら
いましたけど全部は無理でした。多すぎます本当に
(笑 )なんか全員に配って下さって。全部やろうと思っ
てたんですよ、夏の最後の方に配られて、全部やろう
と思ってたんですけど、これもう全部は無理だと思っ
て。自分が出来なそうなとこだけ、浸透圧なんか複雑
そうなやつを選んでやってました。最後の方これ苦手
そうとか。これ試験問題で見た時にうわ、嫌だなって
瞬時に思っちゃいそうなものをとりあえずやって。

350349 DAIKANYAMA MEDICALDAIKANYAMA MEDICAL



WAY TO SUCCESS合格への軌跡

朝早く来て 0限でやってました（笑）。

寺澤先生のマンツー取ってました。慈恵は物理難しい
んで、難し過ぎるんで本当にダメで。なんか考えるよ
うな問題をやってました。苦手な所とか、自分が苦手
意識があるところとかを言ってそれを教えてもらって
る感じですね。最初から難しい問題じゃなくて。1学
期はすごいやる事が与えられて、化学のセミナーもそ
うだし物理のその問題集もそうだし、やる事がいっぱ
いあって。その基本的な所を固めるみたいな感じだっ
たんでそれもまた、何ページとか決めてやってました。
朝早く来て0限でやってました ( 笑 )。

月に一回マンスリーテスト。

一カ月ごとの区切りみたいな感じでずっとなぁなぁに
ならない感じが良かったと思いました。ずっと2学期
始まったら9月から12月、みたいな感じじゃなくて9
月からまず10月まで、10月から11月までで区切れ
てる感じで。それまでにこれをやろうとか、こういう
のは出来るようになっとこうとか。マンスリーで、あ、
この分野もダメなんだと思った時とか出来るって思っ
てたのに実際のテストになると出来ないってわかった
時は自分でなんでだろうって思って考えてみるんです
けど、計算ミスだったのかなとか。分かんなかったら
先生の所に行って何やれば良いですか？って聞いて。
そしたらその科目のやってた物を中断してそっちやる
とかそこは臨機応変にやってました。

良きライバル。

志歩（鈴木志歩：日本医科大進学）は同じ慈恵を目指し
てたし、すごい伸びてた感じが。最初は私の方が良かっ
た時もあったけど段々志歩の方が良い時の方が多かっ

たから今回こそは勝ちたいなとか思いながらやって
ました。安定してたと思います。ランキングも常に一
桁で安定してる感じで。英語が凄い出来るじゃないで
すか。なんでそんなに出来るんだろうって思って。な
んか、目標と言うかマンスリーで（自分の方が）上に
行きたいなって。

秋に一回点数が落ちたとき。

とりあえず先生に話に行ったりはしてました。なんか
もう、一人でいても勉強進まないし何やっていいか分
かんないしって言うので、それを話しに行ったらどの
先生も何かしらのアドバイスをして下さるから、それ
でもうなんか、やろう、みたいな。平パンとかそうい
う時は、日曜日にいたから質問がてら行って。質問が
目的なんですけど、質問が全然ないな今日は、って時
はちょっと話したりとかしてました。昼休みとか1日
の内の一回は質問に行ったりとかしてました。そこで
なんか話せたりとかして。

石井先生にひたすらあてられるから
結構予習はできてました。

すごい、見透かされてる感が ( 笑 )。あなたはこうだ
よね？みたいに言われると、ドキっ…当たってる、み
たいなことがなんか多くて…( 笑 )。そんなに、前か
ら2列目に座ってたわけじゃないんですけど。4 〜 5
列目の通路側とかに座って、ひたすら当てられてまし
た。とりあえず何かしら当てられるっていう。予習は、
本当になんか当てられるんで。もうしていかないと当
てられた時に答えられないじゃないですか。間に合わ
ない！！とか言いながら前の時間の自習とか全部
使ってやったりとかした時もあって。とりあえず Z
は予習してかないと！！って思ってました。完璧に答
えられたことは本当に少ないと思います。でも、あん
まり全然違うよとかは言わないからさらっと流して
次の人に行く。みたいな。私はあの短い文の和訳を当
てられるよりも次の時間の復習の時に前回やったや
つを当てられるってことが多かったので。一回目それ
で予習してきた問題を全然違う時もあって。とりあえ
ずこうなんだ！って思ったことをメモってそれを自
分で自習する時に言えるようにしてました。そうする
と当てられた時に前回やった問題だから解けないと
かないし。それで結構復習は出来てました。最初の頃
はうわ、また当てられた ! って思ってたんですけど
段々そろそろ来るかな？みたいな感じで。

他の予備校と違うところ。

やっぱり面倒見が本当に良くて自分からこれがダメ
だとか先生に漠然とした質問し行ってもこれやった
方が良いとか詳しく状況聞いてくれたりとか、テスト
の結果見て指摘してくれたりとかして自分に合った
アドバイスとかもしてくれるんで。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

後輩へのアドバイスをお願いします。

あんまり過信せずに。自分のことを、とりあえず浪人
生だったら１回落ちてる訳だから基礎から本当に自分
が出来ると思ってるところでも春とか、特にさきどり
の時とかにそこで基礎を固めるくらいやっていって、
それを基盤にしてやってくと応用問題見た時も、あっ、
これ使えばいいんだなって言うのが良いから私は結構
基礎を大事にして計画的にやってればいいんだと思い
ます。1学期の間とかはそれを大事にしてとにかく地
道にそれだけをとりあえずやって本当にそれが間違わ
ないんだったら良いと思うけど絶対に間違えるところ
あるからそれのためにほかの出来るところもやる感じ
で。私の場合は、とにかくここ（代官山MEDICAL）
にきて量をこなせました。私立を一から目指す人は
やっぱり量をこなさないと無理です。現役の時と比べ
て勉強量は多いけどなんか、飽きないっていうか、そ
れが苦にならないっていうか、良かったです。
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

聖マリアンナ医科大	 2次正規合格

どうしようもない
スランプとかあっても、
やるべき事をやったっていう自信が
勇気を与えてくれた。
聖マリアンナ医科大進学　鳥居美鈴さん（品川女子学院卒）

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

東京医科大	 2次合格

東京女子医科大	 2次正規合格

近畿大医学部	 公募推薦合格

北里大医学部	 2次正規合格

数学が出来なさすぎて、
屈辱でしたけど

Basicからやってよかったです。
東京医科大進学　古坂美奈子さん（雙葉高校卒）
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

大学すごく充実しています。

古坂：東医は一緒に入学した子ももちろん大好きだ
し先輩もいい人だし、新勧も豪華だったんですよ、
噂通り過ぎてクルージングも乗ったし京王プラザで
食べ放題もあったしもうスタートラインから楽しす
ぎて ( 笑 )。でも小テストとかもめっちゃあって、結
構大学生忙しいって思って。先輩方も良くしてくれ
るしすごく楽しいことが多いなって。
鳥居：正直言うと私あんま聖マ受ける気無くて、石
井先生に受けといた方がいいんじゃない？て言われ
て、でその時に受けますとは言わなかったんですけ
どなんか持ち帰って、先生もああいってたし、やっ
ぱ受けよう、みたいな。あれで聖マ抜かしてたら私
2浪だったんであの面談で言われて良かったです。
聖マ、入ってやっぱ再受験生がめちゃめちゃ多くて、
私は1年浪人して入ったのも私的には頑張ったと
思ってたけど大学入ったら再受験生の方とか沢山勉
強してる人もいて、すごい価値観が違う人がいっぱ
いいる環境になって、なんかすごい入って良かった
なって思って。祖父が聖マリのある最寄り駅で祖父
の家からも聖マリに行けるし、すぐおじいちゃん家
にも行けるし、そういうの考えるとなんか私聖マリ
に行く運命だったのかなって思って（笑）。東医みた
いに新勧とか豪華じゃないしそこまできらびやか
じゃないけど、なんか普通に和気あいあいとしてみ
んなで焼き肉とか焼き鳥食べに行こうとかそういう
アットホームな雰囲気はすごく好きです ( 笑 )。

他の塾の子達とは勉強の姿勢が全然ちがう。
代官山はやらなきゃっていう環境があった。

古坂：私は、代官山MEDICAL 卒業してからすご

い感じたのは、同じように医学部浪人した子に話を
聞いても、私たちと勉強の姿勢が全然違って ( 笑 )。
えっそれ大学生？遊びすぎじゃない？みたいな浪人
生活している子がめっちゃ多くて ( 笑 )。結局学部変
えることになったり2浪目いっちゃたり。代官山っ
てハードだし先生にもすごい言われるし、しかも2
号館だし、みんな勉強する姿勢がいい ( 笑 )。塾には
話に来てるわけじゃない、勉強しに来てるんだって
いう感じの子がほんと多くて。そういう雰囲気で環
境もなんとなくピリッとするし、勉強に向かわな
きゃっていう感じにならせてくれるところがすごく
よかったなってすごい感じる。先生たちも教え方上
手だし、親身になってくれる人ほんと多くて、そう
いうやらなきゃっていう環境があってすごいいいと
こだったなってめちゃめちゃ思います。
他の塾の子は授業3時くらいでおわってあと自習ら
しくて。で夜みんなでごはん食べに行ってたり結構
してたらしくて、そんな時間なんて代官山では（大
笑）。そんなこと信じられない。
鳥居：ないない。絶対ないよ〜。
古坂：うちらと違いすぎる。時間気にせずご飯とか
受かってからだよ。
鳥居：受かってからの外食がうれしすぎて ( 笑 )。外
食〜 !! って。
古坂：うん。出来る人はいいけど、自分はそこまで
しないと。能力的にそこまでやらなきゃ無理だとわ
かってるから。こういう環境じゃなかったら絶対落
ちてた。ぜったいダメだったもん。

自習してる友達の様子が、自分の刺激になった。

鳥居：塾によってだと、自習室も違うよね。私朝方
だから早く来てたんだけど、大学入って、朝6時半
に塾開いてたっていうとビックリされる。自習席決
まってるから、だれがずっと席でやってるかもわか
るし、成績も貼り出されるから、この人の勉強の仕
方がこういう成績につながるんだなって勉強になっ
た。平良さん ( 平良にな：愛知医科大進学 ) とか、
見て参考にしてた。
古坂：私、れみみん（溝口怜実：東邦大医学部進学）
見てた。怜実ちゃんの勉強姿勢とか本当すごいなと
思ってて。朝早く来て、ずっと勉強やって〜みたいな。
人ともあんまり喋んないようにしてたし。そういう
とこ見て自分もそうしなきゃなって結構思って早く
来るようにしたし、れみみんに朝負けないように行
こうみたいな。
鳥居：あと齋藤さんとか早かった！（香奈子さん：
東邦大医学部進学）。
古坂：私、電車が一緒で、なんか線が一緒だから早
く行こうとか同じ電車かな？とか思いつつ ( 笑 )。
鳥居：結構一人で行動してる子だったよね。
古坂：私は本当朝早くとかじゃないけど（林）聖来 ( 東
京医科大進学 ) とか見てた。聖来は結構一人で黙々

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

と割り切ってやってたから、隣の隣で一人で黙々と
やってるの見て一緒にもう授業ギリギリに行って、
もう授業終わったらサッと自習室に戻ってっていう
のは一緒にやってたつもりで…。
鳥居：私、隣が池上さん ( 池上さゆり：昭和大医学
部進学 ) で、めっちゃ速くて解くのが ( 笑 ) 隣で、( レ
ビュー ) 課題とか解き終わったのが分かる。
古坂：すごい集中力でやってて刺激になったよね。
鳥居：そう。もう自習の時やばい、めっちゃ急いで
る！！やっぱり一人でやってると疲れたな、ってなっ
てくることもあったからちょっと息抜いていると、
めっちゃ隣でめっちゃ猛スピードで解いてて ( 笑 )。
古坂：そうだよね。休んでる場合じゃないなって思
わせてくれた。

平パンと薄先生にお世話になりました。

鳥居：なんか、平パンにめっちゃ励ましてもらった！
古坂：確かに！めっちゃ声かけてもらった。お嬢さ
ん元気？みたいな？
鳥居：あと、なんだろう。平パンも結構基礎をちゃ
んとやって、なんかもう、覚えろ！みたいな。あと
覚えるものは覚えてあと「これは効率的だから覚え
ろ」みたいなのをいっぱい教えてくれてそこが薄先生
と違かった。ノートの作り方とかが平パンと薄先生
は似てる。あっ、薄先生は古担当だったね（笑）。
古坂：そう私、根本的に数学ができなさ過ぎたから、
本当に基礎やれって言われたくらいしか、あと問題
こなすだけこなさないとみたいな。プリントもめっ
ちゃもらいました。質問が多すぎたんで一つ下のク
ラスのプリントとか貰って、それも大変になったら
Basic のテキストまで貰って。ぶっちゃけ変な所プ
ライド高かったからそれがもう屈辱で Basic って言
われた瞬間、涙が止まらなくて（笑）。授業中ずっと
泣いてて、プリントもダメで Basic にまで落ちてし
まったと思って、余計に悲しくて（笑）。
鳥居：薄先生オロオロしてたじゃん（笑）。
古坂：いやそんなことない！もう薄先生のマンツー
で毎回泣いてて、途中からもう俺何も感じないか
ら、って言われて。もう強いから大丈夫みたいに最
後は（笑）。

大森先生と金谷先生にお世話になりました。

鳥居：私は夜間が大森先生だったからプリント下さ
いって言うよりかは授業に出て、大森先生の夜間の
授業で考察問題を解いて、書いて、で先生が採点し
てくれて。で実際にそうやってて今年試験にでた問
題とかがあって、良かったって思いました。元々授
業で金谷先生の授業で習ったことを忘れたころに大
森先生の考察の授業でやって。あ、やっぱりここは
覚えると点数取れるんだって思って、それからの受
験当日に出てきたこれ！！みたいな。
古坂：金谷先生はすごく丁寧にやってくれるから生

物初めてやる人は金谷先生から始めてステップアッ
プしていくといいかも（笑）。

やる事はやったという自信が
勇気を与えてくれた。

鳥居：私もそんなにすごく成績が良かったわけでは
ないんですけど、最後の最後は人より出来たという
よりは自分がどれだけ出来たか、みんなは遊んでた
けど自分はマンスリー終わった後、遊ばなかったと
か。周りじゃなくて、自分はどれだけやったかみた
いなのを考えて、成績落ちたりして結構辛かったけ
どやる事はやったって自分で自信もって言えたから、
どうにもならないスランプとかあるし、でも自分が
どれだけやったかっていう自信は自分だけの問題だ
から、そこは自分に打ち勝ってやったら最後の最後
で勇気持てるかなって思います。
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

日本医科大	 前期２次合格

東京女子医科大	 ２次正規合格 (特待 )

杏林大医学部	 ２次正規合格 (特待 )

聖マリアンナ医科大	２次正規合格

岩手医科大医学部	 ２次正規合格

自己流には限界がきてしまう。
代官山MEDICALで

“正しいやり方”を教えてもらった。
日本医科大進学　鈴木志歩さん　（吉祥女子高校卒）

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

日本医科大の印象は？

うちは多浪生が結構、多い印象ですね。再受験も3, 
4人いて、最高齢30歳かな。でも、一浪が割合的に
は一番多いですね。今年、物理選択は100人超、物
生は3人くらい、います。
正規の子とかめっちゃ頭いい。日医は、国立落ちが多
いですね。新カリキュラムになってから4年目で、英
語は２クラスのレベル別。3学期制で、３学期から基
礎医学やります。これは石井先生から聞いた通りです。
第二外国語がなくなったみたいで、「世界の言語と文
化」なのをやってます。あと、英会話の授業、コミュ
ニケーションを英語で取る授業週3くらいやってま
す。

現役の時。

S 台に行ってました。自習室を確保するために行って
たんですけど、家でやれないタイプなので。遊んじゃ
うっていうか寝ちゃうので、みんながいるところで勉
強したかったんですけど、高1の時から継続していた
一番上の数学のクラスを取っていたら、高2の途中か
らついて行けなくなっちゃって、でも自習室が欲しい
から無理して取ってて…。そしたら高3になって、高
3の1学期でやめたんですけど、全然わかんなくて、
東大とかの問題ばっかりだったんで。最初は吉祥寺の
S 台だったんですけど。で、途中から市ヶ谷も行き始
めて。市ヶ谷で理系英語とか夏から取ったりしたんで
すが、ああいう授業が苦手で、復習とかしなくてもば
れないし、行って、満足しちゃう。予習はしてたんで
すけど、復習せず放置して、夏期講習だけ取って終わ
り！みたいなのを続けてて、まあ罰が当たったかな、
みたいな（笑）。全部落ちました。慈恵、順天堂、東医、
東邦、昭和、日医の6校ですね。あと愛知も受けたん
ですけど、初日、お試しとか言って。でもそれも落ち
て、初っ端から「あぁ」ってなって。で、全部一次も
来なくて、2月の中旬には浪人が決まっちゃって。

春の先どり課題をやるために
1日おきに来ていました。

代官山MEDICAL には、寺門先輩（寺門えり子：同
じ高校の先輩で東京慈恵会医科大進学）が通っていて、
すごく印象がよくて。他の面談も行ったんですけど、
一番最初に来て、一番印象がよくて、綺麗だし。卒業
してからは1日おきに来てました。遊び・勉強・遊び・
勉強…みたいな（笑）毎日勉強できなくて、先取り課題
をやるために1日おきに来ていました。先取り課題は
キツくて全然終わらなかったです（笑）。最後、チャー
トの積分が残りました。でも、あれやっとけばよかっ
たです。多すぎて微積で挫折しました。数学本当にで
きなかったんで。今もなんですけど。河合とかの偏差
値だと、数字ではあまり出てなくて60ちょいしか取
れなかったし。でも予習をちゃんとするようになって
から、初見の問題を考える力がちょっとついたかなと

思っていて。手止まらずに、見当違いなこともあるけ
ど、頭は使えるようになったかなと思ったのが2学期
くらいで。マンスリーも一応載るようにはなっていま
した。そのあとは載るのは死守みたいな。問題によっ
て上下激しかったけど（笑）、ギリギリ下の方に載るよ
うにって感じ。溝口さん ( 溝口怜実：東邦大医学部進
学 ) が近くで本当によかったと思って。自習室の椅子
にめっちゃ貼りついてて、トイレ以外は席立たないん
ですよ全然。近くにそういう子がいたんで、あんまり
フラフラできないなって（笑）。溝口さん、夏くらいか
ら休み時間も話さないで即帰ったり、授業ギリギリに
来て、それまで自習してて、あの20分って大事だと
思いました。質問に使っちゃう時間もあったんですけ
ど。

朝は最終的に 7時〜 7時 30 分の間に
来るようにして落ち着きました。

1学期の最初の頃は8時でいいやって思って、8時30
分とかに来てました（笑）。周りが早かったんで、7時
半くらいまでくるようにしてて、夏に1回マンスリー
めっちゃがた落ちしたときがあって、めっちゃショッ
クで、「6時45分に来よう！」と思って来たんですけ
ど2週間しか続かなくて、そのうちだんだん「あ、無
理だ」って思って…寝ちゃうんですよね、早く来ても

（笑）。で、最終的に7時〜 7時半の間に来るようにし
て落ち着きました。家帰っても本当にすぐ寝て、朝型
にしようと思って。家で勉強してもぐーたらしちゃう
ので。一応睡眠時間は6時間くらい確保していました。
寝不足になっても次の日寝ちゃうんで授業中。
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とにかく 1年で決めなきゃって。

今年1年間じゃないと、ここ無理だったんで。二浪以
上だったら大手の予備校行けって言われてたんで、学
費的に。普通の家なんで。二浪するんだったら駿台と
か河合行けって言われてたので、でもそういう集団の
ところ行くと勉強しないで遊んじゃうってわかってた
んで。自習室とか監視の目とかないじゃないですか。
朝来なくてもバレないし、帰ってもバレないから。そ
れでああいうところは多分遊んじゃうんで。駿台の自
習室は毎回席の取り合いで…。とにかく、1年間で決
めなきゃなって。

一次合格は 7校、2次が結局 5校。

一次合格は慈恵含めて7個とかです。でも二次が結局
来たのが5個ですね。でも昭和とかも結局来なかった
ですね。数学こけたんで。3割とか（笑）。昭和一次絶
対来ないと思ってて、まさか来たんですけど、二次は
来なかったですね。日医（補欠）、岩手（正規）、聖マリ
（正規）、杏林（特待）、女子医（特待）で。女子医も結
構数学が当たって。4問中、整数とか苦手なのにたま
たま解けて、たまたま解法を思い付いて（笑）、あれな
かったらたぶん落ちてたかな。杏林は逆に数学が5割
だったんですけど、他でカバーしました。杏林はみん
な死んでますよね（笑）、時間的に無理ですね。英語と
か、物理とかが簡単だったんで、それでカバーして。
今年、物理有利ですよね、杏林と日医は。東邦は申し
込みはしたんですけど受けてないです、杏林一次通っ
たので。聖マリは数学、証明とかができなかったんで
すけど通りました（笑）。逆に慈恵は数学頑張ったつも
りだったんですよ、個人的に。大問3はわかんないな
と思って、整数だったんで。大問4はテキストでやっ

たことある問題出て、来た！と思って。すごい頑張っ
て…結局、最後αとβ逆になっちゃったんですけど
（笑）全部記述だったので部分点くれるかなと思って、
（１）解けたし、6割はいけると思ったんですけど、ダ
メでしたね。物理も難しくてわけわかんなかった。細
胞膜のチャンネルがうんたらとか、頑張ったはずだっ
たんですけど、無理でしたね。英語は過去問通りって
感じでした。化学は得意だったので時間かけて、物理
はどうせわかんないから短めでやったんですけど、あ
とちょっとで届かなかったですかね。

ここに来て、やり方かえたら、
割とできるようになった気がする。

先取り課題が終わんな過ぎて、ヤバイヤバイって。で
も数学とか割と簡単でした。物理が最初(マンスリー)
載らないくらいヤバくて、ランキング載らなくて。…
基礎が全然入ってなくて。高校が微積物理だったんで
すけど、自分にあまり合ってなくて、覚えるだけで
やってて、数学と物理がダメなので文系なんですか
ね？（笑）。化学は理論と有機ゴリ押し派です。無機
がダメです。謎ですね（笑）。無機は暗記がダメ。文
系も暗記が苦手。物理は微積物理でやってたんで現役
のとき全然成長しなくて、ここ来て寺澤先生に相談し
て、微積合ってないからやめなよって言われて。簡単
なほうでいいんじゃない？って。高校の先生が微積
を、dx/dt をめっちゃ使ったりとか。ドットではなかっ
たですけど、微分方程式ちょっと覚えさせられて…だ
から簡単な問題も解けなくて。磁場とか現役のとき
すっごい苦手で。やたら微積で解くから全然わかんな
くて。で、ここに来てやり方一切変えようってなって、
一から、やり方変えたら、割とできるようになった気
がする！って（笑）、で、マンスリーも徐々に下の方
から載り始めて…1回目は載らなかったですけど、2
回目からは下の方にかろうじて載り始めて。どれも微
妙で、飛び抜けてできるのってあんまりないかな…強
いて言うなら化学。化学は強者がいたんで…ももこ
ちゃん ( 福村桃子：東邦大医学部進学 ) とか。勝つの
は無理ですね、彼女本当にすごかったんで。でも生物
とかもすごいから、最後マンスリー 1位で。矢口さん
( 矢口まいか：昭和大医学部進学 ) も1位とか取って
ましたね、矢口さんって最初 A1から M2まで上がっ
てましたね。出来る人が増えてて、ヤバイみたいな。

マンスリーの順位はめっちゃ気にする派でした。

河合の模試で総合順位で上のほうに載ってる人いる
な、みたいなのをみんなで話してて。最初名前知らな
いね、みたいな。みんなニョキニョキ成長してて。宇
津野くん ( 宇津野将也：日本大医学部進学 ) とか。あ
と、マンスリーの順位はめっちゃ気にする派でした。
その日と次の日は結構…。自分の順位とかメモって。
1回1位取ったことがあって第3回か第4回のとき、そ
の後また3位とかに下がって、で17位とか18位にガ
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クンと下がって、めっちゃ落ち込んで、その後また5
位くらいに戻って、最後は1~10位をさまよって…大
崩れはしなかったです。慣れてきた感じ。最初は6位
で、2回目も6位で自分の位置これくらいなんだなっ
てわかって。で、10位以内に入るようにがんばろう
かなって思って。それを決めた矢先に4回目くらいで
17位とかにとってすごい凹んでメンタルやばかった
んですけど、泣いて復活しました（笑）。泣くとストレ
ス発散で、みんなの前で泣きました。その後自習室で
も鬱になってたんですけど、落ち込んでて勉強できな
いのはもったいないなと思って。溝口さんがいたんで、
彼女は偉いですよね、目標ですね。自習室では彼女を
真似たほうがいいです、寝ないし。

自己流はやっぱりやめたほうが良くて、
限界来るかも。

山室先生のテクニックのやつは途中から難しすぎてつ
いて行けてなかったですけど（笑）。
あの計算プリント1学期ずっとやってたので、めっ
ちゃ助かりました。積分の計算プリント。高校のとき
積分怠けてたんで、難しいやつ全然解けなかったんで
すよ。それで体積が好きになったのかも。1学期ずっ
と朝来て30分積分を…平パンにそういう指示しても
らって。最初のころは朝30分それ回して、2周くら
いひたすらやってました。微積大事なんだなって。
化学はせっちゃんの授業が本当にありがたくて、理論
の解き方は自己流でやっちゃってたんですけど、自己
流はやっぱりやめたほうが良くて、限界くるので、せっ
ちゃんの解き方を覚えて吸収するっていうのが大事
で。1学期のテキストをいっぱいやれって言われたし、
先輩もそれでやってきたって聞いて…2学期は難しい
んですよ、あれは直前期に余裕があったらやるから、
1学期のを5周とかしてる人もいると思うんですけど、
私は多くて3周かな。ノートは今でもあります。もっ
たいなくて捨てれなくて、大学で役立つかなと思って。
あれは解き方を丸暗記してやると、理論できるように
なった気がする！みたいな（笑）。理論と有機も解き方
真似して、理論と有機でゴリ押しして。無機は覚えろっ
て1学期から授業中も怒られてたんですけど、とにか
く覚えられなくて。私、問題で出てこないと覚えられ
ないんですよね、出てくる度にこれ見たことある！っ
て思わないと解けなくて。

紙辞書使うようになってから英語が伸びた。

英語は、石井先生の授業怖すぎて、緊張感が…予習必
須！みたいな。あれはちゃんと予習をやれたんで、恐
怖で。石井先生の授業は穏やかで、いろんな人いじっ
て和気あいあいとして面白いんですけど、当てられる
緊張感がすごくて。予習してないと終わるから。それ
で予習は必須で、あのくせがついたのがめっちゃ良く
て。それで石井先生が紙辞書を推奨されてたんですけ
ど、現役の時は電子辞書を使ってたんですけど浪人し

て紙辞書に変えて。紙辞書めっちゃ良くて、最初は
えーっと思ったんですけど、電子辞書でいいじゃんっ
て（笑）。でも紙辞書使うようになってから英語が伸び
た気がする。とくに英語は安定して…。1回引いたや
つに線引いて、2回目色変えて線引いてたんですけど、
覚えてないやつってめっちゃカラフルになってて…
（笑）次開いた時に「これ覚えてなさすぎ！」っていう
意識が入ってきて、覚えようって。私、単語帳作るの
苦手なんですよ。単語帳も覚えるの苦手だし、自分で
単語帳作るのも苦手だったんで、ひたすら文章の中で
出てきた単語を吸収してくってスタイルだったんです
よね。長文やったやつで出てきた単語を引いて、いっ
ぱいあるやつって大事だし、出てくるのに覚えてな
いってのがわかるんで。電子辞書だと引いた回数わか
らないじゃないですか。代官山MEDICAL は置き勉
できるし、紙辞書常備してよかったです。今は会話だ
から（紙辞書を使うような）授業がないんですよ。線引
くのは、蛍光ペンでやる人もいるんですけど、私は細
いペンで下線引いて、どんどん太くなってく…虹色み
たいな。5色くらいまでいくと、さすがに覚えますよ
ね（笑）。よく出てくるのに覚えてないな、みたいな。
夏に石井先生が授業中に、下の中堅目指す人は北里と
かから、上目指す人は日大くらいのレベルから過去問
5年分くらいを縦に解いていく、同じ問題を5年分、
大問1なら大問1を解いてっていうのをやると傾向が
わかるしっておっしゃってて、だから暇があれば英語
の過去問解いて、他のやつは解けないのがあるんで。
英語は復習をしていませんでした。長文はすっごい丁
寧に解くんですよ、わかんない単語出てくるたびに紙
辞書引いて、解くのは時間を計ってやるんですけど、
長文の直しを分からない単語に意味を書きまくって、
紙辞書使って覚えてく、みたいな。過去問いっぱい解
けば達成感あるじゃないですか。だから過去問を冊子
でためてて。2学期もそれを継続して、日大終わって
何すればいいのかわからなかったので石井先生や朝岡
先生に聞いてアドバイスもらって「○○大（の過去問）
がいいんじゃない？」って言われてやってたら、長文
得意になりました。

今年は、例年と比べて慈恵は回らなかった。

私は（日医）54でした。でも慈恵でぬか喜びしてたん
で…3月の上旬は例年では来る番号だったんで、109
で。それですごく喜んで、だから上旬はすっごい楽し
かったんですよ、でも中旬になって回ってこなくて、
31日は家で号泣しました。でも祝賀会で復活しまし
た。楽しかったです。大手行ってたら、もっと下の大
学か、1年で合格できなかったと思うので。遊んじゃ
うんで（笑）。この1年間、辛かったけど楽しかったか
なと思います。
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2017年

昭和大医学部	 Ⅱ期2次正規合格

東邦大医学部	 2次正規合格

聖マリアンナ医科大	 2次正規合格

岩手医科大医学部	 2次正規合格

ウィークリーは
結構復習にもなるので、
集中してやりたいと思い、
1つの目標にしていました。
昭和大医学部進学　矢口まいかさん　（女子学院高校卒）

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

昭和の寮は…。

寮の中でお酒の缶が見つかると呼び出しとか、最悪
この時間までに寮に入らなきゃいけないですよって
時間が短くなっちゃったりとかするらしいです。古
いけどそこまで住みにくいほどではないです。新し
い寮はやっぱきれい。でも広さはこっちの方が広い
からこっちの方が良いかもしれない。赤松（男子寮の
名前）がすごいぼろいらしくて、壁に穴が開いて(笑)、
あと、女子の古い方が百合、男子の新しい方が白樺、
女子の新しい方がすみれ。すみれは唐さん。ちーちゃ
ん ( 藤川さん ) はどっちか分かんない（百合と判明）、
あと、がみさん（池上さん）と私がぼろい方（笑）。

4 月のクラス分けテストで、A2 でした。

代官山MEDICAL には2月、3月のはじめかな？に
来て、なんか、ここ代官山MEDICAL に来たらちゃ
んと勉強できそうだなって。なんか、勉強落ち着い
てできそうだったんで。親に早めに手続きしてもらっ
て、3月は単語テスト受けに来てたりしてました。
そして、4月のクラス分けテストで A2でした。

化学が急に出来るようになった。

前期は、三上先生で。三上先生はめんどくせーみた
いなこと言う割には細かいから ( 笑 )、すごい、細か
く丁寧にやってくれるから前期、三上先生の授業受
けて良かった。だから A2で良かった。最初の方の
細かい部分を授業中にしっかり解説して頂けたので、
それがハマっていって。それからどんどん派生とい
うかどんどん知識的なものがハマって行って知識入
れられたっていう感じです。先生から指示されたセ
ミナーばっかりやって。全体的に発展まで全部やっ
て。分かんないところはちゃんと理解して知識を入
れ込んでちゃんと出来るようにしてっていうのはし
てました。理論はやっぱりちょっと分からないとこ
ろがあった ( 笑 )。想像出来なかったりとかどういう
ことを言ってるのかとかが分かんなかったり。化学
は結構小学生の時の覚え方に似ていて、問題やって
覚える。ひたすら覚える、みたいな。同じ問題を何
回も解いて出来ないものはチェックしてという感じ
で。セミナーだけだと網羅してないところもあるの
で授業のテキストとか最低でも3周はやりましたね。
後期は特にテキスト中心にやってました。偏差値は
最終的に80いったのは覚えてます。

A2 はすごい“タレント”揃いだった( 笑 )。

数学の五十嵐先生が A2だとすごい楽しそうにして
たけど、これ言っちゃ悪いかもしれないんですけど
A1に上がった時ちょっと雰囲気が違った ( 笑 )。A2
がすごい楽しそうだった。A2がすごい、クラスメン
バー的にもそういう人（楽しい人）だったので。でも
最終的に M2に上がらせて頂いた後も A2の人が隣で
集団やってる時に休み時間そっち行ったりとか。

とくに、ウィークリー結構頑張ってました。

基礎に穴があって、それをうめるために、ウィーク
リー頑張ってました。毎週週明けのテストで、ラン
キングは常に1位を目指してました。あとは１つ目
標というか集中してやりたいなというのがあったの
でウィークリーを１つ目標にしてやってました。結
構復習にもなるので。後期になったらちょっと抜か
れた ( 笑 )。伸びた実感があったのは、秋から。夏は
一回数学とか落ちてるんで ( 笑 )。ここ間違えなけれ
ば良かったのにって問題が毎回何個かあって、それ
が点にならなかったのかな。

代官山MEDICALに来て
自分が一番変わったと思う。

現役時と違ってとにかく今まで以上に勉強やったこ
と、ですね。量的にもそうだし質はあまり改善でき
なかったかなと思うんですけど…。今までだらけて
た自分にとってはちゃんと勉強ができてとても良い
機会をもらえた場所でした。いろいろな面で良かっ
た ( 笑 )。本当にありがとうございました。
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