第３回 MonthlyTest 実施しました！

早くも６月に入り、第３回 Monthly Test が実施されました。復習すべきところ、克服すべき弱点が見えてきたと思
います。夏までにここを克服するぞ！という決意もあちらこちらで聞かれます。
また、気温の変化が激しく、体調を崩しやすい季節になりました。体調と生活リズムには十分気を配り、規則正し
く１日１２時間学習が行えるよう、体調と学習コンディションを整えましょう。

卒業生による合格座談会

今年見事医学部合格を決めた卒業生から、
勉強方法やモチベーションの保ち方など、
合格までの軌跡を伺いました。
本科生もそれに応えるようにみな真剣な眼
差しで聞き入っておりました。

○●今回出席いただいた卒業生のみなさん●○
渡辺慎太郎くん（日本医科大学）
渡部りさ子さん（日本医科大学）
＜慶應高校＞

（日本医科大学）

＜雙葉高校＞

＜光塩女子学院高校＞

＜富山県立高岡高校＞

＜秀明高校＞

＜筑波大学付属高校＞

＜雙葉高校＞

＜東洋英和女学院高校＞

＜秀明高校＞

平野遥彦くん（東邦大学医学部）

岡本峻くん（日本大学医学部）

松田理沙さん（杏林大学医学部）

池田万優子さん（東京女子医科大学） 富田茉友香さん（杏林大学医学部）

長谷川和喜くん（日本大学医学部）

野原有由さん（東京医科大学）

桑野将史くん（聖マリアンナ医科大学）

三浦瑠衣子さん（昭和大学医学部）

＜筑波大学付属高校＞
＜鈴鹿高校＞

＜桐蔭学園高校＞
＜桐蔭学園高校＞

＜筑波大学付属高校＞

石倉智枝里さん（日本大学医学部）

城井正彦くん（昭和大学医学部）

第１弾！

今日言いたいことは 3 つあって、１つ目はできるだけ早く一日の自分の
スケジュールっていうのは決めておいた方がいいな、ってことです。僕
は絶対この塾が開くときに来て、で、この塾が閉まるギリギリまで勉強
しようって決めていました。その代わり、家では全くしませんでした。
人には人のリズムがあるんで、自分に合ったリズムは絶対作った方がい
いと思います。で、それを一度決めたら絶対に守るように。今日は疲れ
たから遅く行こうとか、そういうのは絶対なしで、僕は一年やってました。
２つ目に言いたいのは、授業でやったことで分からなかったこととかは、
完璧になるまで復習することです。1 学期と夏は復習をひたすらしてま
した。長期的に、2 学期に入ったら変わる、冬期講習になったら変えるっ
て僕は考えてて。ちょっとずつ、さらに余ってる時間をより勉強に、よ
り勉強に、って増やしていって受験に近づきました。今から 2 時間睡眠
とか、そういうのは多分絶対体がもたないんで、少しづつ自分の気持ち
を上げようっていう意味で、その長期的な計画っていうのがあって。
３つ目は、たぶんいろんな先生の授業を受けてて、いろんな質問がある
と思うんですけど、それは質問が浮かんだ瞬間にすぐメモして、授業が
終わった瞬間にすぐ先生を追っかけて質問するべきだってことです。後
渡辺慎太郎くん（日本医科大学）
まわしにしちゃうと、何質問したらいいかわかんなくなっちゃうから、
＜慶應高校＞
出来るだけ急いで、早めに。
こんな質問この時期にしたら怒られるんじゃないかな、とか思う質問もどんどんしたほうがいいです。僕は
冬期講習中とかも、基本中の基本みたいな質問も結構したんで、「簡単で恥ずかしくて言えないからやっぱい
いや」とかそういうのは考えないで、わかんなかったらすぐ行く。で、納得するまで質問するっていうのは、
大事なことだったなと思います。

僕が代官山 MEDICAL に入学してまず最初に、これから一年間、浪人生活
をやっていく中で一緒にやっていくために、友達が多いと勉強が疎かに
なると思ったので、友達は少なく、でもお手本になるようないい友達を
探そうって思っていました。僕の場合渡辺慎太郎くんをパートナーとし
て、自分もしっかりした生活を送ろうって考えていました。例えば自分
が怠けた気持ちになった時は、今慎太郎が勉強しているから俺もやんな
きゃな、みたいな風に思えました。
それから、自分は朝が弱くて、いつも、だいたい８時ごろここに来てい
たんですけど遅い時はもう授業ぎりぎり。その生活がやっぱ駄目だなっ
て思って事務の人に相談したら、俺用の朝授業前にやるプリントをつくっ
てくれました。用意してくれてるから自分も朝来なきゃいけないって思
えて、早く起きるモチベーションになりました。生活のことなどで困っ
たときには、事務スタッフに相談するのも手だと思います。
勉強面に関しては、僕は授業と同じことを復習するってことが苦手だっ
たので、ノートにまとめるってことをしていました。その授業でやった
ことをただまとめるだけではなく、例えば資料集とか化学の新研究とか 平野遥彦くん（東邦大学医学部）
を使って、授業で習ったことが自分で後からみてもわかりやすいように
＜筑波大学付属高校＞
ノートにまとめていました。このやり方がいい、っていうのは人それぞ
れだと思うんですけど、僕は自分に合った勉強を継続してやっていて、実った結果がマンスリー、そして本
番に出ました。だから、自分なりの勉強法を探してください。
僕はもともと現役のころ物理やってて、生物に転換して、1 年目やって
たんですけど、5 月、6 月くらいまで結構ずっと遊んでて。で、6 月くら
いに一回厳しく叱られて、やんないとまずいかなって思いはじめて、朝
7 時に来て、で夜は 9 時半とかに帰って、という流れでがんばりました。
僕は家が横浜で 1 時間半くらいかかるんですけど、朝 5 時前くらいに起
きたりとかしてました。一年目、一次試験は日大と東海と埼玉は合格し
てて、でもそれが回ってこなくて。6 月くらいまでずっと遊んでたのが
原因だろうなっていうのは自分の中でありました。それで、2 年目最初
は別の予備校に行ったんですけど、うまくいかなくて。で、夏前くらい
に石井先生に「ここにまた戻っていいですか？」とお願いして、戻って
きたんです。それで改めて気づいたことは、代官山 MEDICAL の環境がす
ごく良いってことです。一人一人ロッカーや自習室が与えられてて、そ
んな環境の中で一浪目なんで遊んじゃったのかなってすごく後悔しまし
た。僕は高校時代は遊んでるばっかで、何も勉強してなかった状態で一
浪目はスタートして、ほんとにがむしゃらにただ暗記ものをずっとやっ
てました。勉強ってたぶん、みんな成績を上げたいと絶対思ってるはず
長谷川和喜くん（日本大学医学部）なんですけど、急に上がるもんじゃなくて。成果がわかる時は、絶対入
＜桐蔭学園高校＞
試の時なんですよね。マンスリーの点数とかも、僕の中では結構振れ幅
があったんで、もちろん勉強の指針として大切なんですが、マンスリーが悪くても反省はしたほうがいいけ
ど落ち込んで勉強できないとかは本末転倒ですよね。
勉強面では、生物だったら１つ１つの項目だけじゃなくて、つながりを持って考えながら覚えるみたいな作
業をすると、考察問題とかに繋がっていくんですよ。僕は数学は啓寿先生にじっくり教わっていたんですけど、
すごく自分の中であってて、考えながら数学を覚えるみたいな感じの作業をずっとやってて。それも成績の
向上に繋がったのかなって思いますね。英語は石井先生の授業ですね、ほんとに。石井先生の英語の授業を
大事にして、みんなしっかり受けてほしいと思います。
一番大事なことは、とりあえず夏までは絶対にテキストの復習は欠かさ
ずやることです。予習は、全然わかってなかったから全然できなくて。
でもその分復習はもう完璧って言えるくらい、もう４周、５周とか、そ
れくらいは絶対やるようにしてて。夏まではとりあえずテキストの復習
を一生懸命やってほしいです。
基礎はほんとに大事で、化学とか、私高３の時は模試で偏差値４０前半
とかほんとそのくらいしかなくて、理科がほんとに苦手だったんですけ
ど。ほんとに基礎からやったら、やっぱ入試の時に一番できるようになっ
たなって思ったのは化学と生物だったし。だから基礎は絶対にバカにし
ないで最後まで大切にやっていってほしいです。
数学は私は結構早めに赤本を解きはじめていました。高橋典先生にみて
いただいたんですけど、赤本解いていると結構いろんなパターンの問題
ができるから、それがだいぶ数学は力になったかなって思います。
一番最初、私は M3 だったんですけど、ほんと最初のクラスは関係なくて、
平野君とか石倉さんとか後半めっちゃ伸びてきて焦ったりもしました。
やっぱり自分の頑張りが最後は絶対に身になるんで、今どのクラスとか
関係なく、頑張ってほしいです。今はほんと大学が楽しくて、一年ほん 富田茉友香さん（杏林大学医学部）
と辛かったけど、ほんと頑張ってよかったなって思えたので、皆さんも
＜雙葉高校＞
この一年、最後だと思って頑張ってください。

岡本峻くん（日本大学医学部）
＜高岡高校＞

そろそろゴールデンウィーク明けるんで、燃え尽き症候群って感じでモ
チベーション下がってきたりする人もいると思います。僕もそう、入学
の時にここの塾一番の優等生だったんです、入学の時に。
（笑）だけど、
どんどんぼろが出てきてしまいました。
でもその中で去年一年間徹底したことは、絶対に朝、７時前に開くのを
待ってるっていうこと。それ以外は特に考えてなかったです。だいたい
僕は６時５３分くらいにきて、６時５７分くらいに渡辺くん（渡辺慎太
郎くん 日本医科大学１年生）が来るんですけど、それでも会話もなく
自習室で勉強を始めるんです。
それから、勉強面で言えることは、僕は国立の過去問を参考書代わりに
使ってました。で、それ以外はテキストだけ。それ以外は何も参考書買っ
てないです。テキストの予習復習は当たり前で、その類題を国立の過去
問で探してやるって感じでした。「私立の問題はだいたい国立の問題に準
じて作られてる」っていうの、化学の米澤先生の受け売りなんですけど、
だからそれをずっと徹底してました。それで、日大は傾向が典型問題な
んで、それにはまって「きた！」って感じで合格できたんです。反省し
ているのは、私立型の演習がちょっと後半少なかったのかな？ってこと。
その反省点を皆さんには活かしてほしいです。

私は高校に通いながら代官山 MEDICAL に通ってきていて、両立が難しかっ
たんですけど、高校の勉強とかを優先しないで、代官山 MEDICAL の勉強
だけをいつもやっていました。
とにかく代官山 MEDICAL の先生がおっしゃったとおりのことをやって、
テキストを中心に勉強していました。他のいろんな参考書とか問題集に
はぜんぜん手を出さずに、テキストだけをやってました。
薄先生と節田先生には特にいろいろお世話になりました。
私は化学はすごく苦手だったから、授業の復習だけでなく、節田先生に
たくさんプリントを出してもらって、それを何回も何回も解いていまし
た。なんとか他の科目の足を引っ張らないようにと思って頑張っていま
した。
数学は少し得意だったので、薄先生が作ってくださったテキストを解き
まくって、数学で点数を稼げるようにしていました。この数学のテキス
トはすごく難しいテキストだったけど、授業もわかりやすく、問題もと
ても力になるものばかりでした。
どの先生の授業もとても楽しく飽きることなく、本当に本当にお世話に
なりました。ありがとうございました。
代官山 MEDICAL のテキストとかを中心に一生懸命やってれば、大丈夫だ
と思います。頑張ってください。

（日本医科大学）

＜光塩女子学院高校＞

高３の最後の模試で、英語と物理が 30 台で、化学 40 前半で、数学も
50 ないくらいの偏差値でした。そんな状態で代官山 MEDICAL に来て、
そもそも受かるのかな、って思ってました。あんまり勉強したことなくて、
受験の時も 1 日だいたい 3 時間もしなかったんです。だから１日 12 時
間勉強しても多分それじゃ俺には足りないだろうと思って、帰ってから
も 2，3 時間はやってました。勉強の絶対量を夏までに絶対確保しない
といけないと思ったから。例えば 14 時間自分がやって、で周りに 10 時
間しかやってない人がいたら、1 日 4 時間多くできてるわけで、それ受
験までに換算すると 1000 時間以上多くできることになるから。効率と
かの問題以前に、俺には勉強量が足りてなかったから、なんか一個一個
勉強量とか中身とかで勝ってかないと、長いスパンで見ても結局勝てな
いから、って思っていました。最初には全然勝てる気がしなかった人と
同じ大学入れてるし、正解だったと思います。だから、まずは夏までに
自分の勉強時間を 14 時間、15 時間確保して。で、そういう風にやって
ると自然と自分に合う効率が見つかるから大丈夫です。楽して見つけよ
う、って思ってる人は結局見つからないし、見つかったとしても受験に
城井正彦くん（昭和大学医学部） 間に合わないと思うんで。受験の日は決まっているから、その日にベス
トコンディションに整えていかないといけないから。受験１か月前に
＜秀明高校＞
完成してもダメだし、受験 1 か月後に完成してもダメだし。その時のタイミングでしっかりと自分をコント
ロールしながらそこにベストな状態を持っていくっていうのが、多分受験だとすごい大切になってくると思
います。だからこそ、とりあえず夏までにたくさん勉強してほしいです。
それから、モチベーションが続かないってことが出てくると思うんですけど、モチベーション下がった時も、
石井先生の授業とかで、モチベーション高める方法とか、ちょっと自分の心に来るような言葉を言ってくれ
たりしますよね。そういう時にしっかりと自分のノートにメモっといて、家帰った時に思い返してみると、
それでモチベーション上がって、その日はもっとたくさん勉強しようとか思えました。
そういうのが 1 日 1 日積み重なって受験当日迎えるから、一日一日をほんとに大切にしてほしいと思います。

いよいよ夏期講習開講です！

７月７日で１学期が終講し、プレ学習期間を経て、ついに夏期講習が開講しました！
夏期講習は、現役生、本科生問わずとても大切な時期です。また、苦手科目を克服するラストチャンスでもありま
す。面談でアドバイスをいただき、自分の弱点やこれから合格へ向けてのビジョンを明確にしたという人も多いと
思います。夏もペースを崩さず弱点克服に立ち向かえるよう、コンディションを整えて頑張りましょう！

卒業生による合格座談会

今年見事医学部合格を決めた卒業生から、
勉強方法やモチベーションの保ち方など、
合格までの軌跡を伺いました。
本科生もそれに応えるようにみな真剣な眼
差しで聞き入っておりました。

○●今回出席いただいた卒業生のみなさん●○
渡辺慎太郎くん（日本医科大学）
渡部りさ子さん（日本医科大学）
＜慶應高校＞

鄭知華さん（日本医科大学）

＜雙葉高校＞

＜光塩女子学院高校＞

＜富山県立高岡高校＞

＜秀明高校＞

＜筑波大学付属高校＞

＜雙葉高校＞

＜東洋英和女学院高校＞

＜秀明高校＞

平野遥彦くん（東邦大学医学部）

岡本峻くん（日本大学医学部）

松田理沙さん（杏林大学医学部）

池田万優子さん（東京女子医科大学） 富田茉友香さん（杏林大学医学部）

長谷川和喜くん（日本大学医学部）

野原有由さん（東京医科大学）

＜筑波大学付属高校＞
＜鈴鹿高校＞

＜桐蔭学園高校＞

桑野将史くん（聖マリアンナ医科大学）
＜桐蔭学園高校＞

三浦瑠衣子さん（昭和大学医学部）

＜筑波大学付属高校＞

石倉智枝里さん（日本大学医学部）

城井正彦くん（昭和大学医学部）

第２弾！

私は代官山 MEDICAL に 3 月に入学した時に、みんな同級生が合格し
ていくのが、なによりすごい悔しくて。そのモチベーションは 5 月くら
いまで続いたんですけど、途中でその悔しさっていうモチベーションは
弱まってしまいました。みなさんも今、たとえば同級生とか受かっていっ
て、悔しいなって思いはそれぞれあると思うんですけど、やっぱりだん
だんそれは弱くなってきてしまって、モチベーションを保ち続けること
は大変だと思うんです。私がそうだったんですけど。
私が一浪している間の一年間、ずっとモチベーションにしてたことは
マンスリーの結果でした。マンスリーテストは実際に私立医学部を中心
に、一部国立の問題が出るんですけど、ほんとに実際の演習問題として、
もちろん毎月のテストではあるんですけど、ほんとの入試本番みたいに
思って解いてました。やっぱり自分が順位がいいとすごいモチベーショ
ンも上がるし、順位が悪かったらすごい落ち込みました。そこで落ち込
んだ分、次頑張ろうと思って、自分のモチベーションを保ち続けたこと
はすごい良かったと思います。
勉強法的なアドバイスでは、石井先生がよくおっしゃっていた「1 日
渡部りさ子さん（日本医科大学） のうちに 4 教科必ずやる」というのは絶対にして欲しいなと思います。
＜雙葉高校＞
どうしても意識してないと好きな科目に流れてしまうんですよね。私は
現役の時は英語が得意だったんで、ほんとに英語ばっかりやってたんです。嫌いな科目やるのって、すごく
ストレスがたまると思うんですけど、嫌いな科目を人よりもちょっとでもできるようにならないと、合格に
繋がらないと思うんですよ。やらないと、苦手なままじゃないですか。この一年間は嫌いだった科目を人並
みにとか、人よりできるように心がけて頑張ってきました。やっぱりもともと嫌いだった科目だから、そう
簡単に好き、まではいかないんですけど、やらなければ合格できないんだと思うと頑張れました。

私は２年なのですが、昭和の一年目は富士吉田の寮にいて来れなかっ
たので、今日急遽来ることになりました。せっかくなので、大学のこと
も含めて話そうと思います。
私が昭和に行きたいって思いはじめたのは、たまたま見たテレビのアカ
ペラの番組に昭和大学の学生の人が出てて、昭和入ったら絶対アカペラ
やりたいって思っていました。
一期の昭和の試験が終わった後に、私はもう数学で通分もミスって、
ベクトルも間違えて。生物で脊髄とか骨髄とかの「髄」の字をど忘れして、
4 か所くらい書く場所があったのに全部間違えて。そんな中で英語も全
然集中できなかったし、もうこれはだめだと思って悔しくて、一期が終
わった時にはもう二期まで受けようって決めていました。いざ一期の結
果が出たら私は 2 次補欠で、すごく悔しくて。他の大学も受かってたん
ですけど、こうなったら二期まで受けようってことで 3 月まで受けて、
結局二期も補欠で、3 月 30 日に一期の補欠が回ってきました。
私は数学がほんとに苦手で、5 月の全国模試で数学は偏差値が 36 とか
そのくらいで、ほんとに何にも分からない状態で、一学期はなんとなく
集団授業受けて終わっちゃったんです。それで、なんとなくになっちゃ 三浦瑠衣子さん（昭和大学医学部）
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わないようにって夏から及川先生と薄先生のマンツーマン授業を始めま
した。及川先生って本当に復習を徹底しろってことに厳しいと聞いていたので、復習用の定石帳みたいなの
作ってたんですよ。「こういうときどうする」みたいなのあるじゃないですか、及川先生が教えて下さる定石。
例題とどういう風なアプローチをするのか書いて、全部覚えて、パッと見たとき一目で解けるようにしてい
ました。数学はそれで、及川先生の授業を徹底的に復習して復習して、全部答えられるように死ぬ気でやり
ました。それで、８月９月くらいにマンスリーに載るようになったし、偏差値も２０くらいしっかり伸びた
んです。もし、及川先生の授業取ってる人がいたら、書いたことを１つ１つ無駄にしないで、本当に頭に叩
き込んでほしいなと思います。
それから、一日一日を大切に、こだわりをもってやってほしいんです。どこでも医学部いければいいやと思っ
てやってる人結構いると思うんですけど、とにかく大学入ってから頑張るかどうかが大事です。私も受験で、
３月３０日に回ってきたわけだからほとんどビリで入って、自分よりも頭いい人ばっかりだったけど、頑張
ればついていけないとかいうことは決してないし、入った後というよりも入る前のこだわりを大事にしてほ
しいんです。絶対どこに行って何やりたいとか、具体的な目標決めてやっていくといいと思います。
あとは、大学入って英語の授業あったんですけど、大学の英語の授業にはちょっとがっかりしてしまいま
した。代官山 MEDICAL でやった、石井先生をはじめとする授業の良さに、大学入ってからなおさら身に染
みました。だから、今の授業を大切にしてほしいなと思います。あと生物選択の人は特に、大学でも生物や
るんですけど、受験でやっているような筋収縮とか神経の伝達の話とか大学でもっと詳しくやります。受験
でやったことが役に立つと思って、頑張ってください。
まず、私は代官山 MEDICAL に入塾して、自分が現役生の時に思って
た以上に、私は勉強できなかったんだ…っていうことにやっと気がつき
ました。
正直現役の時、英語だけは、ある程度はできるんじゃないかっていう
気持ちがあったんですけど、２〜３月の「春のさきどりゼミ」に出て、
文法が何にもわかんないことに気づいたんです。高校のときは SVOC と
か取ったこともなかったし、ほとんど、文法の基礎的なものも知らなかっ
たんです。だから、そういう「全然できない自分」をまず受け入れる、っ
ていうところから始まりました。で、
自分ができないって気づいたときに、
先生から教わったことをちゃんと自分の中にどんどん入れてかなきゃい
けないなって思ったんです。私は予習とかはしなかった、というか予習
をちゃんとできるほどに知識も何もなくてわからなかったから、とにか
く復習を徹底的にしました。
12 月とか、ほんとに受験の直前までそうだったんですけど、難しい問
題は私はできなくて、ずっと選抜クラスにも入れなかったし、だからほ
んとに基本的な問題だけをずっと復習してるって感じでした。多分、入
試でみんなができないようなところで点数稼いでいく人もいるんだろう
石倉智枝里さん（日本大学医学部） なと思うけど、私にはそれはできないから、みんなができる基本的なと
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ころを絶対に落とさないって気持ちでやってました。難しいところは
みんなできないから、あまり差になんないからいいや、と割り切っていました。だからほんとに基本問題だ
けを何回も何回もやっていました。
私はほんとに自分ができないってわかっていたしその気持ちがとにかく強かったから、帰ってからもずっ
と勉強しました。一人で家でしていてどうしても集中できないって時は、環境変えてやってみたりとかして
ました。私はみんなに教えてあげられるような特別なことはなにもしてなくて、ほんとに、ほんとに基本が
大事だと思います。
実際、マンスリーとかの点数で言ったら私は 4 月の時は 160 点で、5 月から 12 月までずっと 200 か 190
かくらいでした。一番良かった 12 月でも 215 点だったんですよ。でも、絶対に努力したってことだけは私
は自信を持ってたから、日大が一番最後の試験だったんですけど、そこまで１つも受かってなくても、絶対
気力を持って、絶対受かるって気持ちで、とにかく諦めないでやってました。何度も言いますが、とにかく
復習、とにかく基本です。それが一番大事だと思います。

まずやって欲しいのは、「なんで去年の自分がダメだったか」「今のダ
メなところ」を把握して、弱点と強みを知ることです。石井先生の授業
の時にそういうの書く課題を出していただけると思うんですけど、私は
春休みの間に、そういうのを自分で向き合ってたので、すぐすらすら書
けました。
自分に合う勉強法を一学期のうちにちゃんと身に着けておこうと思っ
て。で、その間に自分に合う先生も見つけてしまおうと思っていました。
それから、ゴールが一年後だっていう風には思わないでください。マン
スリーみたいう細かい区切りのタイミングを作ってくれてるんだから、
ちゃんと活用してほしいなって思います。
私は夏が始まる前に一回区切りをつけて、夏が始まる前に何をしてな
きゃいけなくて、どういう自分になっていたいかっていうのを考えてま
した。化学はほんとに全然ダメなくらい苦手だったので、まず化学Ⅰだ
けは完璧にしようと思って、重要問題集の化学Ⅰをひたすら完璧にして。
で、夏に化学Ⅱを完璧にしようっていう風に、これは例なんですけど、
ひとりひとりあったプランを考えていってほしいですね。私は最初 M3
クラスからスタートしましたが、頑張って夏には M2 にあがって、で 9
（東京女子医科大学）
池田万優子さん
月から M1 に上がりました。だからそういう風に細かい計画を立てて頑
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張ってほしいと思います。
私は一度大学に行っていて、そこでは看護を勉強していました。でも、
途中でもう一度医者を目指そうと思いなおして、代官山 MEDICAL に入
塾しました。そういう経緯があるので、ちょっとみなさんとは経歴が違
うかもしれません。
この中にも再受験の方はいらっしゃると思うんですけど、私はそうい
う経歴もあって、得意科目と苦手科目の差が激しかったんですけど、わ
からないことはどんなことでも先生にすぐ聞きに行くのが一番近道か
なって私は思います。それぞれ、一人ひとりにあった勉強法とか生活ス
タイルとかが、この時期になるとだんだん確立されてきていると思うの
で、各教科先生方と相談しながら１年間がんばっていってもらえればな
と思います。

松田理沙さん（杏林大学医学部） ＜鈴鹿高校＞

私は学校の授業よりも代官山 MEDICAL の授業や、代官山 MEDICAL の
先生にやるべきといわれたことを優先して生活していました。
学校では代官山 MEDICAL の授業の予習や、代官山 MEDICAL の先生に
いただいた課題をしていました。それ以外は、寝てしまうくらいでした
（笑）
現役生の皆さんは「後半伸びるから大丈夫」って言われてほんとに焦っ
たり、不安定になったりすることもあると思うんです。実際私も全然で
きてないときにそういわれて、安心するより、「でも今できないじゃ
ん！」っていらいらしてしまったりしたんです。でもほんとに言われた
通りで東医に入れたから、自分の力を信じて最後まで頑張ってほしいで
す。

野原有由さん（東京医科大学）＜東洋英和女学院高校＞

とくに選抜クラスの人は、授業の予習復習だけじゃなく、自分で＋α
の勉強を進めていこうという人も多いと思います。それに関してなんで
すが、先生方にあれをやりなさい、これをやりなさいって指示をいただ
いた時に、自分で取捨選択をしようとしちゃう人もでてくると思うんで
す。これはやらなくていいだろうな、
とか、これはやってる暇ないな、とか。
でも、先生方は医学部受験のプロなわけで、その先生方の指示を聞かな
いで自分で判断してやっちゃう人は、今まで見てきて、望んでいるよう
な結果を出せていない人が多いなと思うんです。先生たちの言うことを
信じてしっかりやれば、ちゃんと医学部に合格できると思います。だから、
手が回らないならそのことを相談するべきだと思うんですよね。
あんまりそういうタイプに見えないって言われる僕でも、受験をやっ
ていてつらい時期もあったんですけど、悩んだり考えたりするひまがあ
れば勉強をしたほうがいいので、どうしようどうしようって悩んで勉強
が手につかないっていうのは避けて、徹底的に勉強して下さい。医学部
受験は思った通りの結果がでるとも限らない厳しい世界なので、まずは
言われたことを守ってやって下さい。ちゃんとやれば医学部に受からせ
桑野将史くん（聖マリアンナ医科大学） てくれるいい予備校なので、代官山 MEDICAL を信じて頑張ってください。
＜桐蔭高校＞

