代官山 MEDICAL

2 日間にわたり総勢 36 名の先輩からアドバイスとエールを頂き、
本年医学部を目指す生徒たちの刺激と励みになりました！！
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荒井陽菜穂さん
埼玉医科大
田園調布雙葉高校卒

阿部蘭さん
東京女子医科大
雙葉高校卒

伊藤嶺奈さん
愛知医科大
白百合学園高校卒

岩科夏二朗くん
埼玉医科大
弘学館高校卒

植松智子さん
東邦大医学部
大妻高校卒

内山幸洋くん
東邦大医学部
獨協高校卒

小川胡桃さん
東京慈恵会医科大
桐朋女子高校卒

金子江舞さん
日本大医学部
日本大学高校卒

岸川桃子さん
杏林大医学部
洗足学園高校卒

河野有哉くん
昭和大医学部
城北高校卒

小島さや加さん
東邦大医学部
滝高校卒

五藤未来さん
関西医科大
親和女子高校卒

佐藤貴文くん
昭和大医学部
盛岡第一高校卒

山藤綾華さん
東邦大医学部
雙葉高校卒

白須大士くん
東邦大医学部
横浜翠陵高校卒

菅波賢真くん
日本医科大
海城高校卒

鈴木理沙子さん
東京慈恵会医科大
学習院女子高校卒

関口大誠くん
東邦大医学部
淑徳高校卒

谷野菜々子さん
日本大医学部
高松高校卒

陳優樺さん
東京女子医科大
学習院女子高校卒

S.Tさん
東京女子医科大
藤島高校卒

土谷彩香さん
埼玉医科大
熊本高校卒

K.Kくん
東邦大医学部
巣鴨高校卒

富田龍一郎くん
帝京大医学部
鎌倉学園高校卒

豊福祐佳莉さん
東京女子医科大
鷗友学園女子高校卒

中山統一朗くん
帝京大医学部
新潟明訓高校卒

奈良禄太郎くん
北里大医学部
本郷高校卒

林杏奈さん
杏林大医学部
光塩女子学院高校卒

細川奈於くん
獨協医科大
私立武蔵高校卒

牧健太郎くん
順天堂大医学部
都立桜修館高校卒

R.Mさん
東邦大医学部
広尾学園高校卒

水谷航太くん
岩手医科大医学部
東京都市大付属高校卒

村山詠美さん
杏林大医学部
西武学園文理高校卒

山岡愛英さん
昭和大医学部
田園調布雙葉高校卒

吉江満里奈さん
日本大医学部
東洋英和女学院

M.Iくん
日本医科大
山手学院高校卒

座談会に来てくれた先輩方のお言葉（一部抜粋）
3 浪女子で昭和大学医学部に進学しましたが、私が最年長だと思います。
やはり多浪には厳しい現実が待っていると思うので、

山岡 愛英 さん

5 月から血眼になるぐらいに必死に勉強して欲しいと思います。

田園調布雙葉高校卒

マンスリーは今は結果が出なくても、今の時点ではやってきたことが

昭和大医学部進学

生かされるわけではないので、具体的にどの教科が悪かったのか、
全部悪かったら基礎からやるとか全部考えて、修正する力が求められていると思います。自分で考えられない
人は積極的に石井先生や山室先生や担任の先生に相談することをオススメします。私は石井先生に相談して「デ
ィスカバリーノート」を作りました。これは自分が授業を受けていて知らなかった内容をメモして 1 つのノー
トにまとめて 4 教科のフォルダに分けたもので、分からない所を常に見ることをしていました。
他の人も言ってましたが、めちゃめちゃメモしていました。本当に気持ち悪いぐらいメモしていました。石井
先生の授業は医学部に関する情報とかが得られるので、それも逐一メモして、それをモチベーションが下がっ
た時に読んでいました。また、日曜日とか何もない日に見直して「私、絶対医学部に入る」という心を高める
ようにしていました。
代官山のテキストは全部出る問題しか扱っていないので、本当に覚えたら本番で時間が余ります。聖マリアン
ナを受験した時に 50 分とかの半分ぐらい時間が余ったので、代官山のテキストは絶対にやりこんだ方が良い
と思います。そうすると心の余裕が本当に違います。昭和大の後期とかまで受験していて心不安なまま受けに
行っていた人が相当多くて、あの頃を思い出すと震えあがるぐらいで、それを絶対に今年はしないぞと思った
ら勉強できます。ぜひ代官山を信じて、先生方も親身になってくださるので、そこを信じて勉強していってく
れればいいなと思います。

僕は数学は得意だったので最初に数学の話をします。

水谷 航太 くん

数学は 1～6 集をすべて毎回予習をして、予習って

東京都市大学付属高校卒

わからないところが出てくると思うのでハンドブック

岩手医科大医学部進学

とか教科書を見て自分で答えを作れるようにして、
自分で答えを導き出してから授業でこう解いたと言えるように
していたので、数学に限らず予習はできる限りした方がいいと思います。化学は三上先生が授業前にテストを
してくれるのでそれで満点をとれるまで覚えてました。物理はもともと苦手でテキストをやっていたが、夏に
野村先生のマンツーでプリントを 60 枚ぐらいいただき、そのプリントが基礎から上級まであったので、それ
を完璧にするぐらいまでやりました。英語の最後の偏差値が 33 でしたが、そこからどうやって入試で 3～4 割
取れるようにしたらよいかなと考えたところ、一番最初に頭に浮かんできたのが石井先生の授業のテキストで
した。石井先生の授業はどんな授業よりも基礎を言ってくれていると思うので、その一文一文を読んで頭の中
で和訳してできなかったらすぐに聞きに行くようにしました。でも、実は周りはすでにそうしたことをしてい
て、それに自分が気づいたのが 2 月の手前で、今からは石井先生の授業をしっかり聞いて予習復習をしっかり
としてテキストを覚える気持ちで頑張ってください。

私は代官山 MEDICAL で一年間浪人して慈恵医科大に合格して
慈恵医大に通うことになりました。
私が受験の中で大事だと思うことが 3 つあって、
1 つ目は「先生の言うことをきくこと」

小川 胡桃 さん
桐朋女子高校卒
東京慈恵会医科大進学

2 つ目が「基礎力をしっかりとつけること」、
3 つ目が「メンタル」だと思います。
本当に先生の仰ったとおりに勉強を進めれば絶対に失敗することはないので、自己流ですごく伸び
る人もいるとは思いますが、先生の仰ったとおりにやるのが一番すぐに始められるし、一番やりやす
いかなと思います。特に英語だと石井先生はテキストを読み込めという風におっしゃっていて、それ
が私の中では一番効いて、入試の日の朝に、石井先生のテキストを読むというのを毎回やっていて、
そのお陰で英語で良い点が取れました。先生に言われたとおりにやって、どんどん活用していって欲
しいです。
２番目の基礎力は、入試で目の前に問題が出てきて、見たことはあるけど頭が真っ白で何にもわか
らないと、本当に落ちるけど、ちゃんと基礎力がしっかりしていれば、そういう時でも落ち着いて思
い出せるし、慈恵もそうですが上位大学だと応用問題にどれだけ接したかではなく、基礎的な知識を
どれぐらい応用できるかというところが問われるので、基礎力に関してはしっかり意識して勉強して
もらいたいです。
量と質に関してはいろいろと意見があると思うのですが、私はどちらかというと物理の寺澤先生に
質を重視しろと物理に関しては言われたので、公式を使う時になんでこの状況ではこの公式を使うの
だろうかということを考えて、セミナーの解答の横になんでこの公式を使うのかと説明できるぐらい
にきちんと理由付けをもって公式を選べるようにしました。
最後のメンタルに関してはすごく重要だと思っていて、メンタルが弱くなってしまったら全部ダメ
になっちゃうし、本当に 1 年間あるので、1 年間かけてメンタルだけは鍛えて欲しいです。私がやっ
てたのは手帳って 1 週間、1 日、1 時間毎に線が書いてあると思うが、私は A8 スタートで最後 A2 で、
A2 の時は 2 号館に行けたが、2 学期の時は A4 で本館で、12 月までずっと本館にいて、本館は朝 7
時からだったので、毎日夜 9 時から 9 時半ぐらいに手帳を書く時間と言うのを作っていたのですが、
そこで「朝 7 時に来た」と書いて自分が頑張ったねと振り返り、また朝からどんな授業をやっていた
のか、どういうことを学んだのかを書いて、1 日こういうことをやったなというのをその日のうちに確
認して次の日を迎えるようしました。そうした時間がどんどん積み重なっていくと、自分がやったこ
とが書いてあるので、それが凄い自信になって「私、朝 7 時から 9 時半までここ 1 週間頑張っていた
な」と思って、次の週に行くと、また頑張っていて、また次の週行くと頑張っていて…そういうのを
見返すと入試前の心が弱くなった時にも自信がつくので、メンタル弱いなと思う人は、夜の時間疲れ
ているし面倒くさいかと思いますが、そういう自分の成果を客観視する時間を持つこともいいかもし
れません。
とにかく、先生の言うことを聞いて一生懸命やっていれば絶対に受かるので、この 1 年間頑張ってく
ださい。

ここの塾の先生は本当にいい先生ばかりで、
私は先生に言われたことだけやっていました。

鈴木 理咲子 さん

化学とかもセミナーとテキストだけやっていれば

学習院女子高校卒

いいからと言われて、それ以外はやらなかったし、

東京慈恵会医科大進学

数学もテキストだけをやればいいからと言われたので
テキストだけをやっていました。特に、薄先生を尊敬していて薄先生に認められたいという一心で 1 年
間やっていたのですが、化学も数学もですが、予習はもちろん、先生が自分と違う解き方をしていた先
生の真似をして全部先生になる、真似をすることを意識していました。自分の自己流で問題を解いてい
ると、実際に同じような方向からの問題が出た時に解けないので、先生のやり方をとにかく真似るとい
うのは大事にした方がいいと思います。
予習は大事ですが、時間を長くかけすぎても、わからないのに考えていてもわからないままなので、
予習に時間をかけずに復習を何度も何度もやるようにしました。
とにかく先生の言うことを信じてやれば受かると思います。1 年間頑張ってください。

僕は現役で、高 3 の春から代官山 MEDICAL にお世話になりました。
高 3 の始めは物理と英語がすごく苦手で、物理はほぼセミナーしか
やっていません。年明けてから良問をやったぐらいで、2 週間に
1 単元やるみたいなことを高 3 の始めからやっていて、例えば

奈良 禄太郎 くん
本郷高校卒
北里大医学部進学

この 2 週間は力学をやると決めたら、力学のセミナーの範囲の
全部の問題を 1 週間回して、次の 2 週間は熱力をやるということをやって、
夏明けから逆に物理が得意になりました。英語が苦手という人がいたら、とりあえず単語帳を一冊完璧
にする、簡単なものでいいから完璧にするというのをやってみるといいと思います。数学と化学はでき
ると勝手に自分で思い込んでいたら、夏明けに薄先生の小テストで 0 点 3 連チャン取ってしまい、化
学もテストゼミが始まり日大のテストが 16 点とか…「これはやばい」
「先生に捨てられる」と思って、
化学に関しては前期にやった三上先生の理論の冊子を何周もして、無機は夏の三上先生の冊子を熟読し
て完璧にしました。数学は、僕は平野先生の授業がタイプで、平野先生の授業は問題が与えられた時に
必ずポイントが隠してあって…ただただ問題を復習して問題を解いていればいいのではなく、復習する
時に問題を見て何がポイントなのかをわかるようにするという練習をするといいと思います。
現役のクラスだと、鈴木さん（慈恵科大学進学）と岸川さん（杏林大学医学部進学）が独走していて、
あとの人たちは「自分たちは受からない」というノリで、今の時期とかだとふざけて低い点数を言い合
ったりマンスリー100 点行ったとか小論合わせて 100 点だとか友達同士で話していたのですが、夏ぐ
らいになると鈴木さんや岸川さんとかは 200 点行っているのを聞いて、僕はその時 120 点ぐらいでや
ばいなと思って…鈴木さんと岸川さんは別格だからみたいな感じで周りの人は真に受けていなかった
けど、僕は内心「同い年だから自分をやればできる」と思って、自分も同じ台に立ちたいと思いながら
頑張って勉強しました。自分のレベルはこの辺だからと決めつけて勉強するのではなくて、より高いレ
ベルを目指して勉強することによって合格に近づくと思うので、1 年間頑張ってください。

えっと、私はちょうど今の皆さんと同じでこの時期 A3 スタートで、
最初から 2 号館だったんですけど、2 号館では下の方だったので、
もう…あの…ラウンジとか行くと M の人とかがニコニコして笑ってるし…
「私、A3 だし…」って感じで、すっごい恥ずかしくて、でもホント M のやつ
ぶっ殺すみたいなレベルで悔しくて、でもそのお陰で夏前はヤル気があって、
私、数学と化学苦手で、お恥ずかしながら最初のクラス分けテストで数学

豊福 祐佳莉 さん

偏差値 41 の 18 点で衝撃だったんですけど、その分日曜日とか数学に…

鷗友学園女子高校卒

でもまあこれ良くないと思うんですけど、日曜日とか数学に

東京女子医科大進学

全部費やしたりしてました。なんかマンスリーの数学は時間がないんで焦っちゃうと思うんですけど、
数学に関しては、私の場合はその…すぐ解いて、解き直しして、すぐ答えを見るのではなくて、わかん
なくても、わかんなくてもじっくり考えることが前半は大切だと思います。ちょっとずつ上がっていっ
て、夏に A1 に上がって、そのあと 2 学期から M3 に上がったんですけど、まあ M3 に上がるとみんな
出来るし、すごい刺激受けて、でも M3 に上がってしまったことに満足してしまって、ちょっとだらけ
てしまった時期があったんで、それはちょっと後悔してるんです。まあみんな今クラス上がるように頑
張ってると思うんですけど、まあ上がっても油断しすぎることなく頑張ってもらえればいいと思います。
あと日曜日なんですけど、私はずっと日曜日来てました。夏以降からちょっと来ない人とか出てきて…
別に来なくてもできる成績のいい人はいいんですけど、あの…日曜日来ないと、ちょっと月曜日朝、来
るのがしんどくなるんじゃないかと思うので、まあ日曜日は来ることをおススメします。
あと、友達とかあんまり作りすぎない方がいいと思いますけど、後半とかやっぱりメンタル的に死ん
でしまうことがあると思うので、友達…なんかマンスリーとかも、その競える友達というか…私はマン
スリーの結果が出るたびに友達と「負けた」
「勝った」ってやってたんで、まあ一つの指標にはすぎませ
んが、参考にして、マンスリーで友達に勝つことを目標に頑張るのもいいんじゃないかと思います。

私は山藤さん（東邦大学医学部進学）と同じで
1 浪で最初は A9 からスタートで、A9→A7→A5 で最後は
A2 まで上がることができました。
最初はまんべんなく全教科できなくて、最初のクラス分け
テストの合計がこの間見返してみたら 90 点でした。最初 A9
だったので、全部の教科のテキストが Basic で、特に数学の
テキストは 1 年間ずっと使い続けていて、少なくて 8~9 周やって、
多くて 12 周やっていました。繰り返すことが重要だと思います。
私は、化学は浅尾先生、英語は高橋（阿）先生にお世話になって、
朝は 1 限前に毎日先生のもとに通っていました。

金子 江舞 さん
日本大学高校卒
日本大医学部進学

特に女子に言いたいのですが、私は本当に見た目に気を遣わなすぎるタイプでパジャマ代わりにジャージ
を着て、家から着替えずにジャージのまま家を出て、塾でもジャージ姿で過ごしていました。親に怒られて
しまう人は別ですが、見た目とかお化粧とか洋服を選んだりとかの時間があったら寝るか勉強をした方が良
いと思います。時間の使い方は気を付けた方が良いと思います。

私は 2 年間代官山でお世話になりました。1 年目は A3 スタートでした。
2 年目は M3 スタートでした。1 年目と 2 年目で変えたことや続けてきたこと
をお話できたらと思います。1 年目と 2 年目で続けてきたことは、先生の話を

阿部 蘭 さん

めちゃめちゃメモしていました。次話す山岡さん（昭和大学医学部進学）も

雙葉高校卒

めちゃめちゃメモを取っていたのですが、私も負けないと思ってめっちゃメモを

東京女子医科大進学

取っていました。理由としては、代官山の先生、特に石井先生の英語の授業は
めちゃめちゃいろんなことを聞くと思うが、毎日たくさんの授業があって
聞いているばかりじゃ頭に入ってはくるが全部吸収したいなと私は思ったので全部メモするようにしていました。授業
で聞いた知識は本当にどこのテストで出てくるかわからないし、私は 4 月の物理のセミナーの 1 回目の授業の内容が埼
玉医科大の後期の問題に出てきたので、本当にいつ学んだものがどんな所で出てくるかわからないので、本当に全部覚
えるつもりでやった方が良いと思います。
私は高校生までは覚えることが苦手だったのですが、その克服方法として「思い出し方を一緒に覚える」というやり
方をしました。それは数学の解法だったり長期記憶だったりに繋げることができたので、すごくオススメしたいなと思
います。
A3 スタートで夏に 1 回 A4 に落ちて、また A3 に戻れたのですが、結局 1 年目は岩手大の 1 次にしか通ることがで
きず、その反省を踏まえて 2 年目から始めたことは「あとでやろうと思うことは絶対にやめる」ということです。授業
で言われたことは絶対に授業時間にやりきる。言われたことをメモしておけば、いつかは覚えるだろうという気持ちだ
ったのを「今、絶対に覚えよう」という気持ちでメモを取る…ようなことです。そのために授業はめちゃめちゃ集中し
て、その場で問題を化学とか解ききったとか…後期の授業とかはテスト演習が増えていますが、その時間内で絶対に解
ききろうとか、その時間内に絶対に理解しようとか…小論文とかもその時間内に絶対に書き終えようとか…そういう風
にして、試験は時間が決まっているものなので、絶対に後に延ばさないで「今やろう」ということを心掛けていました。
細川君（獨協医科大学進学）も話していましたが、授業に集中していたこともあり、休み時間やお昼休みも詰め詰め
にやっていて、私は浪人してから 8 ㎏も体重が減るくらい詰め込んで勉強をしていました。
また、試験の時は「負けない」という気持ちを強く持とうと 2 年目からは変わりました。
「負けない」というのは、今
向き合っている問題に勝ってやろうとか、マンスリーだったら先月○位とかだった自分に勝ってやろうという気持ち
が、脳内でめちゃめちゃ呟いていて…大学の試験中は気を張りすぎていてトイレで 3 回意識を失いました。そのぐらい
しんどかったです。筆記をどんなに頑張っても 2 次でメンタルが弱くて言葉に詰まってしまったり、聖マリの 2 次試験
では泣いてしまったり…そうすると全部チャラになってしまうので、そのぐらい頑張ってもダメになってしまうことは
あるので、1 次はどれだけ受かってもいいので、1 次から「負けないぞ」という気持ちで頑張ってほしいと思います。
今日の話を聞いて、また合格体験記を読んでみて、1 つでもイイな、やってみたいなと思うことが、みなさんにあれ
ばいいなと思います。「自分はどうせ継続できないから」とか「授業がたくさんあるから、時間がないから」とか思っ
て、
「だって…」
「でも…」と言って自分を守って実行に移せない人ってたくさんいると思うのですが、石井先生の授業
とか今日の話を聞いて、イイなと思ったことをもしやってくれる人がいたとしても、自習室とかで「あの子やっている、
真面目ちゃんだね」と言われたりして気にしてしまう人もいるかもしれませんが、「実際に行動に移した人が絶対に何
倍も偉い」と思います。だから、自分は継続できない人間だとか思わないで、数秒前までは継続できなかった人間であ
って、これからできるようになればいいということだけです。陰でこそこそ言っている人たちに勝ってやるという気持
ちでやってみてください。
どの勉強方法を選ぶか、どの大学に行くかは自分のためであり自分が決めることなので、私に煽られたと思って、
「私
に勝ってやる」とか「私よりいい大学に行ってやる」と思ってやってみてくれたら嬉しいです。4 月からの皆さんの輝
かしい大学生活をお祈りしています。

私は 2 年間お世話になって 2 浪で杏林に合格しました。
杏林は差別ないと言われていて、今年は現役が 20 名ぐらいいて、
再受験も 5 名ほどいて、またお子さんがいるお母さんも
合格しているので本当にフラットな大学なので、
誰が受けても差別みたいなものはないです。
私も英語が苦手でアドバイスできることはないのですが、
理科ができていて、化学に関してはマンスリーのランキングに

村山 詠美 さん

全部載りました。化学は有機とか覚えられない人とかいると思う

西武学園文理高校卒

のですが、ハンドブックに載っている有機化合物を全部書き出して

杏林大医学部進学

表にして覚えました。名前が受験の時に瞬間的に出てこないという
ことがないぐらいまで名前の物質の名前から覚えました。化学式から
という人もいますが、そのものがわからないと化学式もないので、名前と構造から瞬間的にわからな
いと化学式は覚えられないと思うので、名前から覚えました。また、無機も覚えること多いと思うが、
色や匂いとか特色があるものが試験で出るので、特徴的なものから覚えていき例外的なものから覚え
ていくことが大事だと思います。理論はとにかく問題を解きまくることが大事だと思います。
生物はまとめノートを作ることが大事かと思いますが、私はまとめノートを作るのが苦手で、生物
の資料集に緒方先生が言ったことを全部書き込んでいました。余白がないというぐらい書き込み、こ
れ一冊で授業が思い出せるぐらい情報量を書きこんでいました。
生物が苦手という人が多いと思いますが、生物はストーリーがある科目なので、あるページを自分で
覚えて先生に説明して、それでもわからないようならもう一度先生に説明をしてもらい、持ち帰り自
分でそのページを自分の言葉で説明できるぐらいまで勉強しました。
私も 1 浪目に川崎医大の補欠が来たが結局回ってこなくて、3 月全く勉強しなかったので A8 から
のスタートだったのですが、去年一次受かったのは自信になりました。そしてそれはまぐれとかでは
なく自分の力だと思うようにして、自分は二次受からなかったではなく、去年一次受かったから、そ
こから二次まで伸ばせると前向きに考えて、一次受かったことに“過信”ではなく“自信”を持ってや
ってほしいと思います。
私は後期で受かっていて、後期は 140 倍とか言われてましたが、後期はその前の時期に 1 月で正
規受かった人はほとんど来なくて、自分も 7 割なくて杏林合格しています。受験期になって浮足立
って勉強しないのではなく、そこで勉強したら回ってくるとか 1 校後期で受かるということもある
ので、『合格』という文字が出るまで諦めずに勉強してほしいと思います。

私は M4 でスタートしました。去年は朝早くくることを
意識していました。4 月は上京したばかりで緊張して朝 6 時
とかに来れていたが、6 月ぐらいなったら、だらけるつもりは
なくても急に朝起きることができなくなる時がくる。
ただ、朝 8 時に起きてしまった日が 3 日続いても「自分は
8 時でいいや、8 時でも勉強集中できる」ということは
思わないでほしい。今日 8 時に起きて来てしまっても
絶対明日は 6 時に起きてくると肝に命じて何があっても
6 時に来ると思ってください。その気持ちって朝来るだけでなく、

五藤 未来 さん
親和女子高校卒
関西医科大進学

受験当日でも諦めない心、数学得意な子なのに数学できなくて
「終わった」と思わずにこの 1 教科できなかったから残りの 3 教科で合格最低点は絶対取ってや
ろうという気持ちに繋がるので、8 時起きることが続いてしまったとしても次の日は 6 時に起き
ようと思うようにしてください。
まとめノートについて、自分しか見ないものだから恥ずかしがらずに喋り言葉でもいいから書
くといいと思います。例えば、見落としそうな公式には「見落とさない!!」というようなコメン
トをつけたり、英単語は石井先生の授業で出てきた分かる単語ではなく、頭に出てこなかった単
語を書くといいと思う。10 秒考えて出てこなかった単語は今後も出てこないことが多いので書く
ようにするとか。石井先生以外の先生の授業でも英語長文とかでも英単語だけでなく熟語とか自
分の苦手なものが出てくると思うので、それは絶対に書いて…1 ページに小さい文字で多くの情
報を書いたり、これは個人差なので個人の見やすい方でやってくれたらいいと思います。化学に
関しては前半に理論系の忘れやすいことを、ノート後半では有機の構造式を書いておくとよいと
思います。
自分は潔癖でノートに追加で情報を書くのが嫌だったんですけど、今年 1 年で…と思えばたく
さんの情報量をノートいっぱいに書いた方がいいと思うのでたくさんのことをノートに書きこむ
方がよいと思います。
偉そうに言いましたが、3 月 25 日に補欠を取りました。努力し最後まで諦めずにやればどこか
拾ってくれるところがあるので頑張ってください。

テストは点数が良い人は頭が良い人と思われるが、
正直テストはメンタルが関わってきて、メンタルが半分ぐらい
占めると思う。テストの最中に駄目だと思ったら自分は手を止めて
1 分ぐらい上を見上げてボーっとします。それは人それぞれやり方

があると思うので、テストで駄目だった時の対処法を探した方が
良いと思います。
昭和は寮生活がすごく嫌だったが、実際行ってみると学部合同で
とても楽しい寮生活なのでぜひ来てください。

河野 有哉 さん
城北高校卒
昭和大医学部進学

私は 2 浪なんですが、2 浪目の最後の 1 年だけを代官山 MEDICAL で
過ごしました。代官山 MEDICAL で頑張っていたら必ず 1 年で合格
できるというのが断言できるので、この 1 年で決めるということを
心に持ったまま 1 年過ごしてほしいなと思います。
私は最初のクラス分けは A2 で、次のクラス分けで M4 に
なって、その次に M3 になって最後は M3 で受験に臨みました。
私は数学が苦手で英語が割と好きだったので、数学ができないと
医学部絶対受からないんじゃないかとずっと思っていて、この夏までは
他の生物とかもやっていましたが、数学に命をかけて、出来ることは

谷野 菜々子 さん
高松高校卒
日本大医学部進学

全部やろうという気持ちで数学をすごくやっていました。代官山の
テキストをやっていれば、とりあえず本当に受験に出るものしか載っていないので、代官山のテキストに載
っていないものは本番も白紙で何も解かず出しても正規合格が来たりとかしたので、代官山のテキストを繰
り返せば基本的にはどの教科もいけると思います。
私は本当は日本医科大学に行きたくて勉強していたのですが日本医科大学を目指して勉強していたら日大
医学部に合格したので、日本医科大学に行きたいのなら慈恵医大を目指したりしないとダメなんじゃないか
なと、今合格して思います。今年は女子の差別がなくなったのか、今までは女子は 30 名ぐらいしか合格し
ていませんでしたが、今年は 53 名になりました。多浪生も女子は最高 4 浪の子がいて、男子も 8 浪とかの
子も受かっているのですが、それも来年には多分無くなると思うので、受験の時には「この 1 年で受かる」
と思ってやっていないと来年にはまた別の問題が起きるかもしれないし、石井先生もずっとおっしゃってい
たのですが、「今年で受かる」と思ってやらないと次はないと思ってやっていった方が良いと思います。
得意な科目がある人は勉強したらすぐに成績が伸びてきて楽しいのですが、
「これは私出来るから命かけて本
番ここで稼げばいいや」となっていると、本番は結局総合点で合格が決まるので、得意な科目が失敗するか
もしれないし、何が起きるかわからないので、夏までは苦手科目をなくすようにやった方が良いと思います。
直前期でも私は化学がものすごく直前で伸びたので、化学や生物や物理を直前期にやって、夏までは数学や
英語をしっかり頑張る方が合格に近づくのではないかと思うので、良かったらやってみてください。
あと、先生に言われたことは素直にやることが大事で、
「これやれ」と言われたらやってみて時間が足りない
かもしれないけど、時間は作れる!!ので、足りない部分を補えるように自分で細かい時間を見つけてやって
いったらいいと思います。
先生の言うことをたくさん聞いて、ここで真面目にやっていればマジで 1 年で受かります。先生達も「あ
っ、こいつ言うこと聞かないな」となったら、先生は大人なので顔には出さないけど、多分心の中ではみん
なの順位があると思うんですよ。私は長澤先生が数学のマンツーで先生の中では一番になりたい…と思って、
数学をめちゃくちゃやって、数学が苦手だったのですが、一次もいっぱい通って、それに二次もついてきた
ので、自分のために…というか、先生のためにとか、あと合格したら何をしたいかとか…女の子は服買いた
いし髪染めたいしメイクもしたいし…ていうのが私もあって…でも合格するまでは絶対染髪しない、茶髪に
しないとか決めていたし、それが本番の時に緊張に繋がると思っていたので、
「あ、遊んじゃった」とか「あ、
これやったらもしかしたらやっていない子が受かっちゃうかも…」という感じので、やりたいことは書き出
して、それで受かったらその順にどんどんやっていくという風にしていたら、大学は日大も染髪ダメ、ピア
スダメで…でもやっちゃいました。
入試が終わったら自由だし、学校も楽しいし、自分の好きなこともできるので、友達と遊んだり見た目に
気を遣いたいこともあるかもしれませんが、この 1 年だけだと思って頑張ってみてください。

最初 A4 で 2 号館だったが、夏の前に成績が悪く本館に移動しました。
テストが悪くて 2 号館から本館に落ちることがあったとしても悔しい
と思うが重い段ボールを運ぶことが恥ずかしく、荷物も雑に置いて
いたことでよく雪崩が起きていて、周りからも変な奴と思われていたが、
気にせず??気にした方がいいのか??周りの迷惑にならない程度に自分なり
の勉強スペースを作って自分が集中できる姿勢をつけて頑張ればいいと
思います。
本館でも最後まで合格できると思って勉強し続ければ合格できる
ものなので、クラスが下がっても頑張ってほしい。

富田 龍一郎 さん
鎌倉学園高校卒
帝京大医学部進学

勉強方法については、私は覚えたり理解したりするのは早い方
だったのだが全部すぐ忘れるので、例えば数学だったら休み時間に
実際に解くのではなく、ノートを眺めるのを繰り返して思い出す回数
を増やすことを意識していた。全然違う人もいると思うので先生に相談
して自分に合った方法を早めにみつけて実践することが大事だと思う。
私は受験前とか冬期に入って、受験日程を面談で出してもらってから
自習室に貼っていて、それを眺めて 1 コマ過ごす時があったので、

陳 優樺 さん

そういう心配がある人は前期や夏期から一所懸命やる必要があると思う。

学習院女子高校卒

朝来ていなくて焦ったので、勉強量が全然足りないので、

東京女子医科大進学

質を高めても量がないとだめなので、本当に朝来た方がいいと思う。

今年の埼玉医科大学は、例年は男子が多いが今年は学年 130 名いるが
女子が多くて男子 59 名で女子が 71 名で今年は差別撤廃したのかなと
いう感じがします。来年どれぐらいかわからないが今年で大きく変化が
あったので視野に入れてください。

岩科 夏二朗 くん
弘学館高校卒
埼玉医科大進学

勉強法に関しては、自分は自習室に 1 人で籠って勉強することができず、自習室からよく出てしまって友達
と喋っていたので、試験が段々近づいてくるとこのままではやばいと思って時間割表を見てマンツーブースに
籠って自分でホワイトボードを使いながら一科目 3～4 時間勉強していました。勉強法があまり参考にはなら
ないが、マンツーブースを使うと気分転換や集中できるので使ってみてください。
僕は、年齢的には…浪人は 1 年だったが、再受験で年齢的には 6 浪だったので、先輩に話をしたら去年まで
は埼玉は 4 浪以上は取らないと有名だったが今年は 6 浪でも取るようになったので多浪の人でも埼玉医科を考
えてもいいかもしれません。
クラスは A9 で、クラスの移動は 3 回ぐらいあって A9→A8→A6 でした。一番最初のクラスは生徒数 9 人
で最終的に 6 人が医学部に進学していて…僕が言いたいのは上のクラスにいるからって絶対に安心じゃない
し、下のクラスだからって受からないわけではなく、気持ちはみんな受かりたいという気持ちで勉強している
わけなので、自分を見下したりせずみんな一生懸命勉強しているんだということを常に念頭に入れて勉強する
と気合が入ると思います。

