
WAY TO SUCCESS合格への軌跡

代官山MEDICAL を信じることに決めました。
『そろそろ始めないといけない』と思ったのは、四月の頭。
急いで代官山MEDICAL の入塾説明会を予約しました。
面談の際に石井先生にお会いして、信じてみようと思いま
した。また、英語が苦手だったので“英語が強い代官山
MEDICAL”というのも決め手の一つでした。入塾後は真
剣に春のさきどり課題に取り組みました。その結果、第一
回目の Monthly Test（以下 MT）では一位を取ることがで
き、すごく気持ちよかったのを覚えています。

友達の勉強スタイルをライバル視
登校したらまず、1日の予定表を作っていました。内容は
前日に決めておいて、若干無茶な量を書いておきます。
休憩は5分くらいずつ。次にやることを考える時間を省く
ことができ、集中して勉強できたのでオススメです。生
活のリズムは、朝は校則通り8：30までに登校。夜は
21：30ギリギリまで残り、帰ってからも勉強して2時に
寝ていました。朝早く登校して、数学の予習を1問でも解
いておくと、その後の予習時間が少なくなりますよね。
早起きは心の余裕に繋がる。朝の時間は大切です。同じ
クラスに、朝早くきて夜遅くまで勉強している池羽君（聖
マリアンナ医科大学3年）がいて、その子の勉強スタイル
をライバル視していましたね。モチベーションが保てる
ライバルの存在は、ありがたかったです。

合格への秘訣は「いいものをたくさん」やる！こと。
勉強は量か質かと言う人がいるけど、そうではなく「い
いものをたくさん」やる！ことが大切だと思います。勉
強量を誰にも負けないくらい増やして、先生のアドバイ
スを聞きながら、自分で考えながら勉強することが大切
です。僕は、予習、復習は必ずやると決めていて、それ
が終わってから余った時間でプラスアルファ必要と思
われる勉強をしていました。特に予習は、初見で解く感
覚が試験問題に似ていて、つまずいた所を授業内しっか
り補てん、復習時間の短縮にもつながりました。代官山
MEDICAL のテキストには解答がついていないので、
解法を自分で考えることができ、入試本番でも応用でき
る解法力を身につけることができたと思います。

質問も自分流で
僕は予習をしっかりしていたので、授業中に先生の解法
が自分の解法と違う時は、その場で先生に見てもらって
いました。いつでも質問ができるのですごいです。でも、
僕はなるべく質問には行かないようにしていました。限
界まで考えて、「これ以上無理」と思ったら行く。そして、
ただ正解を聞きに行くのではなく、「ここから先に進め
ないんですが、ヒントをください」と聞くようにしてい
ました。最後まで教えてもらっちゃうとつまらないから

（笑）。まずヒントをもらって、もう一度自分で考えて、
最後まで解説してもらうことはしませんでした。

お世話になった先生方
どの先生もわかりやすく丁寧に面倒をみてくれました。課

題をたくさん出してくださり、遅くまで質問に答えてもら
いました。僕を見かけると、「丹治君、これ解いてごらん」
と言って特別プリントをくれる先生もいました。物理や数
学は、途中で不安になってしまうと計算ミスが増えてしま
うので、日々コンスタントに問題を解くことで、精神力も
強くなったと感じ、ありがたく思っています。
一度、得意だと思っていた化学の MT で点が取れなかった
ことがありました。そんな時、「丹治君は化学できるんだ
から、計算ミスをしなければ大丈夫」と言われ、自信になっ
たのを覚えています。そういえば、ハイレベルのテキスト
に載っていた問題は、日医でそのまま出ましたよ！（笑）

石井先生は僕のことをわかってくれている
一度だけ、石井先生に成績のことで相談したことがあ
ります。夏に、人より頑張った自負があったのに成績
がのびず、「成績が落ちた理由がわかりません」と相談
しました。その時、去年の卒業生（塩飽君 / 東京慈恵会
医科大学4年生）にもスランプがあったし、「逆境の時こ
そ人間の真価が問われるんじゃないか」と言われ、もう

「やるしかないんだ」と思いました。それ以降、落ち込
んでも、その言葉を思い出してひたすら勉強し続ける
ことができるようになりましたね。
石井先生に言われた言葉では、「もまれろ」という言葉
も最後まで残っていました。この言葉のおかげで、こ
の一年は恥を捨て、「頭よくなりたい！」と思い、勉強
に向かっていくことができたんです。
石井先生の英語は授業内でよく生徒を指名して答えさ
せます。僕はプライドもあったし、みんなの前で間違
えるのが恥ずかしくて、最初のうちは「わかりません」
と答えることが多かったんです。でも石井先生に「ちゃ
んと考えて答えろ」と言われ、それからしっかり考えて
答えるようにしました。石井先生は僕たちがわかるか
わからないかの、瀬戸際の問題で指名してくるから余
計緊張するんですが、でもそのおかげで苦手な問題か
ら逃げない姿勢が身につきました。先生は絶対に、答
えられない問題はあててこないんですよ。本当にわかっ
てくれてるなと思いました。

プレッシャーをかけて挑んだ Monthly Test
毎月実施される MT は、科目ごとに目標を立て、自分
にプレッシャーをかけながら取り組んでいました。物
理と化学は絶対に一位を取りたいと思っていたし、苦
手な英語も、当たり外れのある数学も、成績優秀者に
は載りたいと思っていました。そんな気合を入れてい
た、一番最後の MT で、「＋とーを間違える」という単
純ミスにより大問を落とし、物理で1位を取れなかった
という失敗がありました。悔しかったけれど、あの経
験のおかげで入試本番では最後まで気を抜かずに頑張
る事ができたと思います。
受験本番は相当緊張したけれど、現役の時は不合格だっ
た杏林の一次が受かったので、すごく嬉しかったし、
この一年のがんばりを感じることができました。

東京慈恵会医科大 2次合格

日本医科大 2次合格

日本大医学部 2次正規  合格

杏林大医学部 2次正規 合格

東京医科大 2次合格

東邦大医学部 2次合格

です。僕は、予習、復習は必ずやると決めていて、それ
が終わってから余った時間でプラスアルファ必要と思
われる勉強をしていました。特に予習は、初見で解く感
覚が試験問題に似ていて、つまずいた所を授業内しっか
り補てん、復習時間の短縮にもつながりました。
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僕は予習をしっかりしていたので、授業中に先生の解法
が自分の解法と違う時は、その場で先生に見てもらって
いました。いつでも質問ができるのですごいです。でも、
僕はなるべく質問には行かないようにしていました。限
界まで考えて、「これ以上無理」と思ったら行く。そして、
ただ正解を聞きに行くのではなく、「ここから先に進め
ないんですが、ヒントをください」と聞くようにしてい
ました。最後まで教えてもらっちゃうとつまらないから

（笑）。まずヒントをもらって、もう一度自分で考えて、

少人数制だったから、
先生にすぐに見てもらえる。
いつでも質問ができるのは  

すごいです。
（笑）。まずヒントをもらって、もう一度自分で考えて、
最後まで解説してもらうことはしませんでした。

お世話になった先生方
どの先生もわかりやすく丁寧に面倒をみてくれました。課

（笑）。まずヒントをもらって、もう一度自分で考えて、
最後まで解説してもらうことはしませんでした。東京慈恵会医科大進学　丹治 芳明君（海城高校）
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姉に勧められた代官山MEDICAL の 
親身な個別指導！
代官山MEDICAL に入塾する前は大手予備校に通って
いました。大人数なので、一人ひとりを見てくれず、手
放しの感じが嫌でした。高2の終わり頃、転塾を検討し
ていた時に、「代官山MEDICAL は、しっかり個別に
面倒を見てくれる」、と卒業生の姉（日本医科大学5年生
／金由梨さん）から聞いていたので入塾を決めました。

難しかった、最初の MonthlyTest ！
最初の MT は、同学年のライバル（順天堂大学現役合格
/ 古坂君）に負けたくないと思っていたので、すごく緊
張していました。難しかったな、という印象が残って
ますね。その時の化学が“30点”だったのですが、節田
先生に、「今できないのは当たり前。現役生は冬になっ
て飛び抜ける」と言ってもらえたので、不安なくスター
トを切ることができました。

人格が変わるくらい勉強をした。
この一年間は、常に気を張り詰めてやっていたので人
格が変わったと思います。人格が変わるくらい勉強す
るって、大切だと思いますよ。
得意だったのは生物。実験考察問題などアプローチの
仕方が興味深くておもしろかったです。ハイレベルの
テキストは難しい問題が沢山載っていて、実際の入試
でもとてもよく似た問題が出ていました（笑）。生物の
図説に至っては、愛読書のようでしたね（笑）。覚えた
い所はコピーをして、修正液で消して覚えていました。
覚える必要があるかないか、を大森先生に聞き、覚え
る必要はないと言われたところは大きく“×”を、逆に
必要と言われたところは細かいところまで覚えました。
その効率的な勉強が、1点2点の差に繋がったと思いま
す。電車の中でも周りの人から白い目で見られながら4
つ折にして読んでましたよ（笑）。
苦手だったのは数学と化学。数学は、高橋（典）先生に泣
きべそをかいたこともあります。解答途中で挫けてしま
うことが多かったから、先生に「最後まで答えがでなく
ても、ここまで解ければ部分点をあげたのに。諦めるな」
とよく言われていました。苦手意識を持っちゃうとダメ
ですね。私の場合、数学は精神面を鍛えることが課題で
した。とにかく問題数をこなして「これだけやっておけ
ば大丈夫」と自分を安心させることが大切だったと思い
ます。スランプの時は先生に相談して、やれと言われた
ことをひたすらやり、それ以外はやらないと決めていま
した。化学は、市販の問題集には手を出しませんでした。
先生から「代官山MEDICAL のテキストをやっていれ
ば大丈夫」と言われていたので、それだけをひたすらやっ
て質問しました。ハイレベルのテキストは、難しい問題
が多く、できなさすぎて、先生から結構きつく言われた
こともありました。でも、絶対できるようになってやる！
と思ってやりました。今思うと、あのテキストをやって
いなかったら入試問題は解けなかったと思います。先生
にはとても感謝していますね。

英語は、毎回緊張して授業に臨みました。石井先生に指
名された時に、答えられないのはすごく嫌で。「絶対に
答えたい！」と思って復習もしっかりしていきました。
石井先生は、“救う”というより叱咤して、負けず嫌いな
私の闘争心に火をつけてくれました。性格や間違えたプ
ロセスをわかった上で指導して下さっていたので、一年
間スムーズに取り組むことができたと思います。

マイペースで
勉強面では、予習に力を入れていたので、どの科目も「予
習段階で解法が浮かばなかった問題」を、授業後にしっ
かり復習するようにしていました。そうやってマイペー
スに、自分に合う勉強方法を見つけることも大切。ノー
ト整理がうまくできなかったり、順天堂などの誘導式問
題は自分の解法でできないから好きじゃなかったり。問
題にも勉強方法にも、向き、不向きはあるから、「この
大学の数学はどんなにがんばっても無理だから他科目で
がんばろう」など見切りをつけて取り組んでいました。
問題集の目次ページに「いつまでにやる」という目標を、
無茶な量を立てて書き込んで、常に目標が分かりやす
いようにしていました。でもそれはあくまで目標。疲
れた時は30分で休憩を入れたり、ノっている時はその
分長くやるなど、日によって学習時間を変えてコンディ
ションを維持していましたね。

受験に向けた精神力の支え
毎月実施される MT では、いい点数を取ると貼りだされ
るので、毎回プレッシャーを感じていました。そのおか
げか、入試本番はあまり緊張しないですみましたよ（笑）。
受験本番では、最初に受験した東邦は「受験ってこんな
感じなんだ」とすごく緊張しました。けれど、石井先生
に「受験会場に入ったら他の人は全員自分よりできない
と思え」と言われていたのを思い出して、会場に入った
らすごく落ち着いて受けられました。入試なのに、会
場におしゃれをしてきている子を見ると、「この子より
はできる」と思ったりしていました。
代官山MEDICAL では、「今さら質問できない」と思う簡
単な問題も、すぐに質問できる近さに先生たちがいました。
厳しい先生ばかりではなく、自分が不調な時は「今は言わ
れたことだけやっていればいいよ」と安心させてくれる先
生もいて、先生達全員で私のことをわかってくれて、バラ
ンスを取ってくれていたのがありがたかったです。

東京慈恵会医科大 2次正規 合格

順天堂大医学部 2次合格

日本医科大 2次 合格(特待)

昭和大医学部 2次 合格(特待)

東邦大医学部 2次正規 合格

苦手だったのは数学と化学。数学は、高橋（典）先生に泣
きべそをかいたこともあります。解答途中で挫けてしま
うことが多かったから、先生に「最後まで答えがでなく
ても、ここまで解ければ部分点をあげたのに。諦めるな」
とよく言われていました。苦手意識を持っちゃうとダメ
ですね。私の場合、数学は精神面を鍛えることが課題で
した。とにかく問題数をこなして「これだけやっておけ
ば大丈夫」と自分を安心させることが大切だったと思い
ます。スランプの時は先生に相談して、やれと言われた
ことをひたすらやり、それ以外はやらないと決めていま
した。化学は、市販の問題集には手を出しませんでした。
先生から「
ば大丈夫」と言われていたので、それだけをひたすらやっ
て質問しました。ハイレベルのテキストは、難しい問題
が多く、できなさすぎて、先生から結構きつく言われた
こともありました。でも、絶対できるようになってやる！

人格が変わるくらい　 
勉強するって、

大切だと思いますよ。
東京慈恵会医科大進学　東京慈恵会医科大進学　金 世奈金 世奈さん（森村学園高校）さん（森村学園高校）
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日本医科大に入学して
僕は充実した大学生活を送っています。友達もたくさ
んできたし、部活にも精一杯汗を流しています。まだ
そこまで試験や勉強に追われてはいないので（笑）毎
日が楽しくて、受験勉強を頑張ってよかったと実感し
ています。日医生の特徴は、オンオフの切り替えのう
まい人が多いことですかね。普段遊んでいる人でも、
スイッチが入るとすごい集中力を発揮する。自立して
勉強できる生徒が多い。遊ぶときは、遊ぶ。やるとき
はやる。そんなエネルギーのある校風です。

友達は作らなかったけど、ライバルと競い合った
今は友達と、わーっと遊びますけど、受験生の時は、全
く遊びませんでした。受験生活では、他人を蹴落とし
てなんぼだと心を鬼にして過ごしましたから。自分で
も付き合い悪いなと思ったけれど、中途半端に浪人時
代に付き合って、中途半端に仲良くなるよりは、受かっ
てからがっつり友達になった方がいい、という話を丹
治君としてから、考え方が変わりました。
友達は作りませんでしたが、丹治君のように同じ志を
持つライバルの存在は大きかったですね。虎視眈眈と
勉強を続けるライバルを横目で見続けることは、モチ
ベーションの維持に大きく影響しました。彼が勉強を
していると、近づけない雰囲気があって、憧れでしたし、
負けたくないとも思いましたね。勉強面だけでなく、
人間として、尊敬できるよきライバルでした。メンタ
ル面では自分との戦いだったけれど、結果で戦うには、
やはり一歩先を行くライバルが必要。医師になるとい
う、最終目標が同じだからこそ、負けたくない気持ち
も強かった。Monthly Test の結果も、最後は 270 点を
超えよう、という約束をするなど、常に競い合ってい
ました。今まで、自分より成績のよかった、丹治君を
Monthly Test の点数で抜いた時は、逆にプレッシャー
になって、必要以上に勉強をしました。だって、成績
が落ちたら丹治君に申し訳ないですから。

成績が伸びたのは夏以降
僕は二月から代官山MEDICAL に入学して、春のさ
きどりゼミを受講していました。今振り返ると、あの
春の期間勉強したか、していなかったかはとても大き
いと思います。入塾面談後すぐに、僕の当時の学力に
合わせて授業を組んでくださった石井先生にはとても
感謝しています。でも、成績が目に見えて伸び出した
のは夏以降だったので、当時は少し焦っていました。
ぐん、と伸びたきっかけになったのは、復習の大切さ
を知ってから。Monthly Test や模試の復習をするよう
になってからですかね。日曜はとにかく復習。復習。
先輩が、帰宅後 2 時間復習をしていたと聞いて、今ま
で 30 分だった復習時間を 3 時間に増やしました。先
輩を抜けるチャンスは浪人時代しかない。もちろん辛
かったけれど、頑張った後の疲労感や達成感は心地よ
くて、次もやるようになりました。

スランプもあったけど、先生への信頼から乗り切れた
成績がようやく伸び始めた、と思ってからも、またス
ランプがやってきました。けれど、スランプは、勉強
をしている人にしかやってきません。勉強はやればや
るほど、知らない問題に出会うから、不安が増していく。
でもそれは、やっている証拠なんだって、今は解ります。
現役の時は、全く不安はなかったですから。（笑）成績
が横ばいになって、やってもやっても伸びない時期が
ありました。でも、先生が横ばいの中にも成長を認め
てくれたので、信じて勉強を続けることができました。

代官山MEDICAL で出会った先生方への信頼
入学当初は、いろんな先生が勉強のやり方をたくさん
教えてくれるので、授業を受けるだけでやっている気
になってしまい、安心してしまいました。スイッチが
入ったのは、夏期講習の第2週目。復習不足を指摘され、
とても怒られました。自分の性格や特徴をよく理解し
てくれている先生で、とても信頼していたので、怒ら
れたのはショックでしたね。失望されたくないという
気持ちから、本腰を入れて復習をするようになりまし
た。先生との信頼関係は、受験生活においてとても重
要だと思います。先生方は、いつでもどこでも質問に
答えてくださりとても協力的でした。自分が勉強をす
ればするほど、先生からの期待も大きくなるので、ま
たそれに応えようと更に勉強する。一人一人にきちん
と向き合ってくれる代官山MEDICAL の先生方は、
自分の成長の幅に合わせて教えてくれる深さを調節し
てくれるので、先生とのやりとりから、自分の成長を
感じることができる。日々の些細なやり取りが、ダイ
レクトにやる気に繋がっていました。
自分は、問題をみると熱くなってしまい、思わぬ方向
へ突っ走る癖があったので、先生から口酸っぱく「や
ることをやれ」と言われていました。問題を冷静に見て、
問題に沿って解いていく。とれるところは絶対にとる。
試験会場で、何度も繰り返しました。

やりきる事
どうせ受からないだろう、という気持ちのまま、慶應大
学医学部を受験しました。しかし、実際入試会場に行っ
て問題を見たら、意外と解けたんです。はじめから無理
だと思って、中途半端な気持ちで取り組んでしまった自
分にすごく後悔しました。結果を信じて、真面目にやり
きること。それだけは絶対に、貫いてほしいですね。

日本医科大 2次合格

東京医科大 2次正規 合格

聖マリアンナ医科大 2次正規 合格

北里大医学部 2次合格

杏林大医学部 2次合格

岩手医科大 2次合格

が落ちたら丹治君に申し訳ないですから。

成績が伸びたのは夏以降
僕は二月から
きどりゼミを受講していました。今振り返ると、あの
春の期間勉強したか、していなかったかはとても大き
いと思います。入塾面談後すぐに、僕の当時の学力に
合わせて授業を組んでくださった石井先生にはとても
感謝しています。でも、成績が目に見えて伸び出した
のは夏以降だったので、当時は少し焦っていました。
ぐん、と伸びたきっかけになったのは、復習の大切さ
を知ってから。Monthly Test や模試の復習をするよう
になってからですかね。日曜はとにかく復習。復習。
先輩が、帰宅後 2 時間復習をしていたと聞いて、今ま
で 30 分だった復習時間を 3 時間に増やしました。先

先生方への信頼は、
僕の受験生活で 

とても大きな宝物です。
で 30 分だった復習時間を 3 時間に増やしました。先
輩を抜けるチャンスは浪人時代しかない。もちろん辛
かったけれど、頑張った後の疲労感や達成感は心地よ
くて、次もやるようになりました。

で 30 分だった復習時間を 3 時間に増やしました。先
輩を抜けるチャンスは浪人時代しかない。もちろん辛日本医科大進学　日本医科大進学　毛利 悠汰毛利 悠汰君（秀明高校）君（秀明高校）

先生方への信頼は、
僕の受験生活で 

とても大きな宝物です。
日本医科大進学　毛利 悠汰君（秀明高校）
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

医学部受験のレベルの高さと量の多さ
医師になろうと決めたのは中学 3 年生の時。父親が医
者なので、なんとなく小さい時から自分もその道を目
指そうと思っていましたが、高校受験を期に明確に医
師を目指そうと決意しました。元々、僕は小学校から
大学までのエスカレーター式の学校に通っていました。
ほとんどの同級生が大学までいくような学校でした。
ですが、僕は中学の時に成績が伸びたこともあり、医
師をめざすためによりよい環境に行きたいと思い、高
校受験をしました。普通に勉強していると自然と成績
が伸びて、その実力に見合う高校を受験したというこ
ともあり、高校受験の時は正直受験勉強をがんばった
という実感はありませんでした。だから、受験で勉強
を頑張ったという経験は医学部受験をするまでありま
せんでした。高校入試と比較すると、医学部受験は 5
科目から 4 科目に減ります。最初は、減る分楽になる
かなあと、楽観視していたのですが、1 つ 1 つの科目
の覚える内容のレベルと量が圧倒的に違ったので、高
校受験の時の適当さとは異なりました。なので、医学
部の受験勉強はかなり真面目に取り組みました。

代官山 MEDICAL では真剣に取り組めた
性格的に、学校のイベントには積極的には参加しない
タイプだったので（笑）、学校のイベントと塾の両立は
問題ありませんでした。かといって、学校では勉強も
あまり面白いと感じる事ができず、授業中も寝てしま
う感じでした。その分、代官山MEDICAL の授業は
真剣に取り組みましたよ！代官山MEDICAL の授業
は少人数制なので、一人ひとりを見てくれる感じがし
て、わかりやすかったです。学校の授業のように多人
数だとどうしても授業にまじめに取り組めませんでし
たが、代官山MEDICAL では、積極的に授業に取り
組めました。また、面白い先生が多いのもよかったです。
特に生物の村杉先生の例え話と化学の節田先生は面白
かったですね。特に、節田先生の授業は授業内で解説
と問題演習までするので効率的に勉強できたんだな、
と今考えると思います。授業の中で、基礎のインプッ
トから問題演習でのアウトプットまで一通りできるよ
うになっていたから、すごくよかったです！

受付前のソファーでひたすら参考書を読んだ
僕は、とにかくひたすら参考書を読んでいました。英
語 は『 標 準 問 題 精 講 』、 生 物 と 化 学 は 代 官 山
MEDICAL に来て、赤本などが置いてある本棚から自
分で参考書を見つくろって読みました。自習室はみん
なが真剣に物音ひとつ立てずに勉強しているので、ゴ
ソゴソするのも悪いかなと思い、涼しくて快適だった
受付前のソファーを勉強場所にしていました。僕、暑
がりなので（笑）。家でも同じように参考書をよく読ん
でいましたよ。もちろん代官山MEDICAL で出され
た宿題もしっかり取り組みました。宿題していないと

すぐに授業中ばれてしまうので、さぼれなかったです。

代官山MEDICAL で練習した面接対策が
そのまま聞かれた順天堂の二次面接
順天堂大学医学部の面接官の先生の数は多かったです
が、特に意地悪なことは聞かれず、いい感じで終われ
たと思います。石井先生に直接指導いただいた面接講
座で練習した質問内容が何題もそのまま聞かれたので、
きちんと答えることができてよかったと思いました。
時事ニュースもいくつか聞かれましたね。対策講座で
時事問題や医療ニュースが聞かれることもあると言わ
れていたので、対策のために、ニュースをまとめて覚
えていったところ、見事に面接で聞かれました。その
際にちゃんと答えられたので、「きちんと時事を知って
いるね」と面接官の先生に言ってもらえる回答ができ
ました。対策講座以外にも、実際に二次試験を経験して、
合格しているチューターの方がアドバイスしてくれた
ので、本番を事前にイメージしやすく、事前準備をしっ
かりできたので、それも合格に繋がったと思っていま
す。

慈恵と順天堂の 2 次がバッティングしてしま
い、どうなるかと思った。
僕の年は、慈恵と順天の 2 次試験の日程が重なり合っ
てしまって、石井先生に相談し、対応策を教えてもらっ
て、父親と決断した結果、順天堂を移動してもらいま
した。アドバイスを受けて、順天堂に受かって、ほん
とよかったと思っています。（慈恵はダメだったけど

（笑））。本当にありがとうございました。代官山MEDICALの授業は
わかりやすく、面白かった！

がりなので（笑）。家でも同じように参考書をよく読ん
でいましたよ。もちろん
た宿題もしっかり取り組みました。宿題していないと

すぐに授業中ばれてしまうので、さぼれなかったです。

順天堂大医学部進学　古坂 隆幸君（都立西高校）

代官山MEDICALの授業は
わかりやすく、面白かった！

順天堂大医学部進学　古坂 隆幸君（都立西高校）

順天堂大医学部 2次合格

日本医科大 ２次正規合格

昭和大医学部 2次合格
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

自分なりの勉強法。
自分流の勉強法はいくつかありますが、僕は特に復習
に力を入れていましたね。
すぐにやるだけじゃなくて、月初に習った問題を、月末
に復習して力試しに使ったりしていました。時間が経っ
ているから、雰囲気は覚えていても全然解けなかったり
して。苦手な所が浮き彫りになるからオススメです。

また、勉強法とは少し違うかもしれませんが、使い終
わったノートを空き箱に溜めていました。
その箱を早くいっぱいにしたくて頑張れるんです。（笑）
ノートの残りが少ない科目は、もう少しやったらこの
ノートが完成する！と思うとやりきれる。

そんな風に目に見える目標を作って、とにかく問題を
たくさん解きました。そのうちにだんだん問題に見慣
れてきて、初見の問題を見ても、こういう類題あったな、
と思ったりして。それができるようになるとずいぶん
知識や解法の幅も広がっていきましたね。

先生を信じて、やり続けました。
勉強はすればするほど、“こんなにやったんだから大丈
夫！“と自信がついてきて、苦手科目だけではなくて他
の科目もやろうという余裕ができました。けれど、成績
はすぐに伸びたわけではなかったので、悩んだ時期もあ
りました。やってもやっても伸びなかったので、最後ま
でこのまま伸びないんじゃないか、と弱気になったり。

そんな時は、とにかく代官山MEDICAL の先生を信
じて言われたことをやり続けよう、と思いました。先
生は、僕以上に僕のことをわかってくれていたので。

（笑）

代官山MEDICAL には
色々なタイプの先生方がいました。
石井先生の英語特訓は、少人数で和気あいあいとして
楽しかったし、物理の先生方は、とてもたくさんの宿
題プリントを出してくれました。代官山MEDICAL
の先生方はみんな“今、何をすべきか”を常に提示し
てくれていたので、本当に信じてひたすらやりました
ね。また、講師室にはいつもすべての教科の先生が必
ずいたので、すぐに質問に行ける環境も勉強のモチベー
ションを高めてくれました。

成績があがると、モチベーションが全然違いますね。
Monthly Test の結果があがっていく様がすごく楽しく
て、勉強以外のことをしようと思わなくなりました。
朝早く起きるのも辛くないし、夜も早く帰りたいとも
思わなくなる。そこまで諦めずに続けること。自分を
持っていくことが、大切ですね。

受験本番は、思ったより緊張しませんでした。二次面
接も、何度も石井先生に対策をしていただいたので、
ばっちりでした。合格した東邦では、準備していたフ
レーズをしっかり言うことができましたよ！
ただ、北里では「あなたの理想とする医師像は？」と
聞かれ、「患者のことを第一に考えられる医師になりた
い」と言ったら、「医龍みたいな感じ？」と言われたの
で「Dr. コトーみたいな医師に」と言うと、「離島に行
きたいの？」と言われて困りましたけど（笑）

これからの後輩に言ってあげたい一言。
このまま勉強し続ければ、どこか受かる。あとは想定
以上の大学にいけるかどうか。安心してやれ、と言い
たいです。自分が考えていることよりも、先生が言っ
たことは絶対間違いない！だから先生を信じて、がん
ばっていいです！！

東邦大医学部 2次合格

北里大医学部 2次合格

患者のことを 
第一に考えられる 
医師になりたい。

東邦大医学部進学　東邦大医学部進学　神山 和久神山 和久君（立教池袋高校）君（立教池袋高校）

患者のことを 
第一に考えられる 
医師になりたい。

東邦大医学部進学　神山 和久君（立教池袋高校）
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

自分との戦い
私は誰かと競い合うタイプではないので、受験生活は
自分との戦いの日々でした。いい点を取った時も、実
力からの結果、という自信を持てなくて、次は落ちる
かもしれないという危機感を常に持っていました。い
い点を取った後は、その点に追いつけるように前より
もっと勉強しました。生物の Monthly Test は、ずっと
成績優秀者に載っていたのに、最後だけ載らなくて悔
しい思いをしました。こだわりは大切。誰かに勝ちた
いという思いは薄かったですが、最低何点以上取る、
という自分との戦いは常に意識していました。

先生の期待にこたえたい
先生には、よく厳しいことを言われました。しかし、
自分の復習不足が原因だったので、先生に対してとい
うよりは、やらなかった自分にいら立っていました。
悔しいと思えたんです。悔しいと思う、ということは、
自分で勉強をしているということ。“やらされている”
だけでは、伸びないと思います。代官山MEDICAL
の先生は、教えよう、としてくれるから、それをちゃ
んと受け止めたいと思う。授業も聞いてて楽しいから、
無駄にしたくないと思う。自分が本気になってから、
先生の自分に対する見方が変わって、接し方も変わっ
たのが、嬉しかったですね。

スランプ
英語がいつまでも安定しなかったのは辛かったですね。
クラスが上がった直後の Monthly Test で平均点まで沈
んで、よかったのはまぐれだったのかなと落ち込みま
した。その次の Monthly Test も平均くらい。やってい
るつもりなのに結果がでなくて、焦りだけが募ってい
く。でも先生に、やり続けるしかないと言われました。
自分の性格的にも、悩むよりまずやろう、と思うタイ
プだったので、気持ちは切り替えられました。スラン
プがきても、継続し続けるしかないと思います。やり
続ければ、自然と身についていく。文法の演習問題ば
かりをやっていたら、ある日突然なぜかできるように
なっていて、自分でも驚きました。

友人関係
友達とのおしゃべりは、いい息抜きになっていました。
競い合う仲間、というよりは、励まし合う友達。友達
ができたことで、無駄な時間が増えたなとは思ったけ
れど、成績が下がることはなかったので、ほどよく付
き合えていたのだと思います。ただ、遊んだ分は、必
ずその日のうちに取り戻していました。負けず嫌いな
ので。友達は作っても作らなくてもいいと思いますが、
節度は持った方がいいです。休み時間を勉強したか、
おしゃべりに費やしてしまったかは、結果に影響する
と思います。

今思う事
受験生は、絶対生活のリズムは正すべき。私は朝が弱
くて起きられませんでした。朝の遅れを取り戻そうと
思って、夜遅くまで焦ってやって、また起きられない
という悪循環。12 月の生活リズムが特によくなかった
ので、もっときちんと取り組んでいれば結果が変わっ
たかもしれないと思います。受験会場に行って問題を
見たら、記念受験と思っていた難易度の高い大学の問
題も歯が立たないことはありませんでした。自分で思っ
ているより、ワンランク上の大学を目指してもよかっ
たんだと実感しました。

東邦大医学部 2次合格

プがきても、継続し続けるしかないと思います。やり
続ければ、自然と身についていく。文法の演習問題ば
かりをやっていたら、ある日突然なぜかできるように
なっていて、自分でも驚きました。やり続ければ  

自然と勉強が  
身についてくる。

東邦大医学部進学　東邦大医学部進学　山本 咲山本 咲さん（青山学院高校）さん（青山学院高校）

やり続ければ  
自然と勉強が  

身についてくる。
東邦大医学部進学　山本 咲さん（青山学院高校）
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

目標の期間迄に終わらなくても、
やり遂げることが大切。
今年は 2 浪目だったのですが、取り組み方が去年とは
明らかに違いましたね。去年は、「ここまでできたから、
大体いいかな」というところでやめてしまっていたけ
ど、今年は簡単なところも全部完璧にやりました。自
分でも驚くくらい、脇目もふらずに勉強、勉強。同じ
クラスの人とも、勉強の話以外はしなかったので、名
前も知らない人がいたくらいです。

勉強のリズムを掴むことができたのは、やろうと決め
たことをぶれずにやっていたので、迷う隙間がなかっ
たからだと思います。自分の時間割の空き時間に、何
をやるか書き込み、終わったものはどんどん消してい
く！！という方法で、迷わないようにしていました。
僕は、夏期講習期間中に、代官山MEDICAL のテキ
ストを 2 周しようと思っていたのだけれど、結局終え
られませんでした。でも二学期も引き続き取り組み、
入試までにもう一周やりました。

代官山MEDICALの先生方は、
とても魅力的でした。
テキストはとにかく完璧に。最後まで答えを出してか
ら次に進んでいました。いろいろな参考書に手を出す
より、代官山MEDICAL のテキストを何度も復習す
る方がいいと思います。そんな頑固な自習を続けられ
たのは、解けない問題をすぐに先生に聞きにいく事が
できたから、ですけど。（笑）質問したい時に出来る環
境は僕にはとても良かったです。

僕は英語が苦手だったのですが、石井先生の特訓英語
は先生も優しく、とても楽しかったです。ただ、予習
のプレッシャーはものすごかったけど（笑）。
英語といえば、戸川先生にはとてもめんどうを見て頂
いていました。僕の英語攻略法は、とにかく文法で点
数を取る！長文問題も、文法だけで取れる問題は落と
さないように訓練しました。

やることをやった、という感じでした。
英語が苦手な分、生物、化学は偏差値 70 を切らない
ように頑張りました。
生物は得意だったので、授業以外では 1 日 1 時間やる
かやらないか。大森先生の生物の授業は楽しかったで
す。先生は知識が本当に豊富で、聞いたことはその場
ですぐに答えてくれるのでありがたかったです。化学
は小林先生に暗算で解けるような解法を教わって、見
ただけで解けるレベルまでもっていきました。数学は、
テキストの問題と似た問題をチャートから抜き取って
書き込み、何度も何度も解く。

その成果か、成績は一度も下がったことがなく、安定
して少しずつですが上がっていきました。あまりにも
順調だから、自分の成績を信じられなかったくらい（笑）
最後の Monthly Test ではいままでで一番良い点を取れ
たので、受験期でも成績の上下はほとんど気にならな
かったですね。

受験勉強中の自分に言ってあげたい一言
4 月から入試が始まるまで脇目もふらずに勉強してい
ました。そんな自分を褒めてあげたい。そして、1 校
落ちただけで、もうダメだと諦めてしまってはもった
いないと言いたいです！

聖マリアンナ医科大 2次合格

埼玉医科大 後期2次正規 合格

もうダメだと
諦めてしまっては
もったいない。

もうダメだと
諦めてしまっては
もったいない。
聖マリアンナ医科大進学　聖マリアンナ医科大進学　柴田 宗一郎柴田 宗一郎君（京華高校）君（京華高校）聖マリアンナ医科大進学　柴田 宗一郎君（京華高校）
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

これ以上浪人はできないと思い、
4月から意識を高くもって臨んだ
昨年、愛知医科の補欠を待っていた時は全然勉強をし
ていなかったので、最初の Monthly Test はひどい結果
でした。これ以上浪人はできないと思っていたので、
スタートが肝心と思い、それ以降は意識を高く持って
いましたね。一年を通してコンスタントに勉強できて
いたと思います。勉強のリズムが狂わなかったのは代
官山MEDICAL のおかげですね。家にいるより学校
で勉強している方が楽しかったので、自然と学校へ足
が向きました。

僕は数学が一番苦手だったけれど、成績があがったのは
代官山MEDICAL の先生方のおかげです。全員好きで
したね（笑）。色々な先生に聞くことで、一つのルートじゃ
なくて、多角的に問題と向き合えるので、ただ答えを“覚
えるだけ”というクセをなくすことができました。数学
の授業は全員をあててくれるので、都度“考える”こと
ができましたし、数学の佐藤啓寿先生からは課題をたく
さんもらいました。時には、自分のレベル以上のものを
与えられていた気がしていたけど、これを解けたら先生
が喜ぶだろうと思って頑張ったりしました。実際、解い
てみたら授業でならった方法で解けたりして、先生は
やっぱり僕を僕以上にわかってくれているんだなと思い
ましたね。
自分でも苦手意識を克服しようと思っていたので、授業
でやった問題をその週の日曜日にもう一度取り組んでい
ました。復習をすれば、ミスをそのままにしていた個所
も浮き彫りになるし、逆にしっかり授業で理解している
と、復習で完璧に解けるので嬉しかったですね。

比較的自信のあった科目は化学です。高校時代から好き
で、割と出来る方だという自覚がありました。けれど、
Monthly Test ではランキング圏外のこともあって、悔
しかったですね。見直してみると計算ミスや、抜けてい
た知識が多いことがわかったので、そこを埋めなければ
いけないと気付けました。周りのレベルも高かったと思
います。友達に聞かれても答えられないことがしばしば
ありました。けれど、そういうときは、調べて答えよう
とするので、自分の勉強にもなってよかったです。

英語は石井先生という存在自体が大きな力になってい
たと思います。特訓英語は気の知れた仲間と一緒だっ
たので、間違えても怖くなかったから、本気でぶつかっ
て成績アップに繋げていくことができたと思います。
石井先生に勧められて、英語の長文はどんなに忙しく
ても必ず一題は毎日読むようにしていました。
基礎文法や並び替えもとても分かりやすかったです。ほ
んの些細なことも気軽に質問できました。代官山
MEDICAL の先生達全員の支えがあったからこそ合格
できたんだと思います。

試験会場でも堂々と座って受けることができた
母親は優しいので、何浪してもいいからと言ってくれ
ていて、その気持ちに甘えてしまっていました。けれど、
杏林を受ける 1 ヶ月前に ｢さすがに今年は大丈夫！｣
と話しました。プレッシャーは勿論あったけど、実際
に杏林の一次に合格して、今年一年やってきた実感が
湧いたので、受験期はいいモチベーションのまま乗り
切ることができました。試験会場でも堂々と座って受
けることができました！金沢医科に合格することがで
きて、親には感謝の気持ちでいっぱいです。

医学部に入りたいという気持ちを
持ち続けてよかった
医学部は、早めに入って色んな勉強をした方がいいと
思います。浪人した時に、合格できるのかどうしよう
もなく不安になった時もあったけど、合格して医学部
に入って、教授の講義を受けて、医学部に入りたいと
いう気持ちを持ち続けて頑張ってきて本当によかった
と思いました。自分で立てた目標を早め早めに達成し
ていくことで、今年の医学部合格達成につながります！
周りのメンバーにも恵まれていたと思うけど、やるか
やらないかは自分の気持ち次第。医学部合格した今、
大学生活はやっぱり楽しいです !

金沢医科大学 2次正規 合格

やるかやらないかは 
自分の気持ち次第。
金沢医科大進学　金子 寿夫君（秀明高校）

やるかやらないかは 
自分の気持ち次第。
金沢医科大進学　金子 寿夫君（秀明高校）
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『さきどりゼミ』期間の重要性
入塾したての頃は、11 時頃登校して、お昼を食べて、
おやつの時間が過ぎると集中力が途切れてしまう、と
いう感じ。勉強は 6 時間が精一杯でした。でも、さき
どりゼミが始まると、やらなきゃいけないことがたく
さんあって、追われているうちに自然と生活リズムが
できました。さきどりゼミのおかげで、12 時間学習に
早くから慣れることができたと思います。

自習はホワイトボードを使って授業を再現！
僕は自習時間、ホワイトボードに書いて勉強していま
した。変わっていると思われるかもしれませんが、そ
れじゃなきゃダメだったんです（笑）。赤、青、緑、色
んな色のペンを使いながら先生気取りでホワイトボー
ドにまとめていき、今度はそれをノートに写す。わか
らないことがあれば、ホワイトボードに戻ってその部
分を自分で解説してみる。一人二役やっていた感じで
す（笑）。今思うと、再現できるくらい集中して授業を
受けていたってことですね。

こだわりを持って取り組んだ自習勉強
自習スタイルにもこだわりがあったけど、解き方にもこ
だわりがありました。絶対に自力で解く。答えを見ると
負けた気がして、解法を忘れてしまった問題などは、1
題に 2 時間くらいかけて解き直したこともあります。ヒ
ントとなるのは、授業中のノートと記憶のみ。どうして
もわからない時は質問に行っていましたが、それもあく
まで解法を教えてもらうだけで、答えは教えてもらわな
い。先生にも粘り強く思考を鍛えていただけたので、納
得してとことん勉強をすることができました。

僕の性格にあわせた指導
小林先生の化学はさきどりゼミの頃から印象に残ってい
ます。僕は 6 月頃から赤本をやり始めました。タイムを
小林先生に伝えると「お前に足りないのはスピードだ。」
と言われたので、80 分で解くものを 60 分で解いたり
していました。授業の中で解き方を見てもらっていたの
で、どんどん自分がのびていることを実感できて嬉し
かったです。数学は、微分積分が全く出来なくて、先生
に「ほんとにお前はできないな」と言われるのが悔しく
て（笑）。あのくらい派手に言われると、逆に「なにくそ！」
と思って頑張れる。英語の押田先生にはすごく迷惑をか
けたと思っています。全然わからなくて、最終的に先生
から「ニュアンスで覚えなさい」と言われたのですが、
それもわからなくて「ニュアンスって何ですか？」とつっ
こんで聞きまくりました。でも、おかげで英語に対する
考え方が一年前とは全然違うものになりましたよ。

そしてなんといっても、石井先生の特訓英語！本当に
よかったです！毎回行われる快速の暗記テストは、プ
レッシャーでした。間違えると全て 20 回ずつ書かな
いといけなかったから、本気でやりました。特訓メン
バーみんなで一丸となって頑張っていたから、どんど

ん力がついてきて、出版社も見抜けなかった教材のミ
スを僕たちで 3、4 個見つけられた時は嬉しかったで
すね。授業中に先生と生徒との間に会話があって、一
人ひとりを見てくれていると実感しました。

友達はライバル
切り替えはとても大切。集中が切れた時は、少し他の人
と話したりもしましたが、自分のペースで、一人で休憩
した方が、自分のためにも他の人のためにもよかったと
思いますね。友達と一緒に勉強することで、自分の勉強
法をさらしていいのかと思ったくらいです。友達という
よりはライバルでした。新しい知識を身につけると「他
の子より差をつけた！」と思いました。マイペースが一
番です。オープンキャンパスに行ってみるといいと思い
ます。実際の校舎や生徒を目の当たりにすることで、一
気に実感が湧いて意識が変わると思いますよ！

成績は、ずっと順調だったわけではありません
一度だけ、「この人には抜かされたくない」と思ってい
た人に Monthly Test で抜かされたことがあります。
ちょうどその頃、勉強のリズムを変えて深夜 2 時頃ま
で勉強していたんです。成績が下がったのをみて、勉
強時間は元に戻しました。やはり、起きている時に集
中してやる方が僕には合っていたみたい。先生と相談
しながらいつも通りやればいいんだという考えに行き
着きました。ただ、「寝る前は暗記のゴールデンタイム」
と言われていたので、暗記はやっていましたよ。集中
していると時間が経つのはすごく早い。素直にやるの
が一番！代官山MEDICAL の授業は、授業が嫌にな
らない所がすごいです。毎日通いました。

絶好調な時に受験期に入った
受験は、受験と意識して受けないで、Monthly Test の
連続という意識で受けました。最初の 4 連続試験で一
次試験合格が出て、それが弾みになり、試験も Monthly 
Test を受ける感覚で適度な緊張感で受けることができ
ました。本番で Monthly Test と同じ感覚を味わえた時
は、合格が出ました。埼玉医科と聖マリアンナは完全
に Monthly Test 感覚で受けることができました！

日本大医学部 2次正規 合格

岩手医科大 2次 合格

聖マリアンナ医科大 2次正規 合格

杏林大医学部 2次合格

埼玉医科大 前期2次合格

自分に合う勉強法を
見つけることが出来ました。
マイペースが一番です。

自分に合う勉強法を
見つけることが出来ました。
マイペースが一番です。
日本大医学部進学　日本大医学部進学　外田 真暉外田 真暉君（山形長井高校）君（山形長井高校）日本大医学部進学　外田 真暉君（山形長井高校）
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入塾の決め手は石井先生の体験授業
私が代官山MEDICAL で一年間がんばろうと決めた
のは、石井先生の体験授業を受講したときでした。そ
の授業の中で過去問を扱っていただいたのですが、自
分で解いた時よりも数倍早く解くことができたんです。
今まで自分がしてきた勉強法とまったく違ったので、

「石井先生についていこう！」と思い、入塾を決めまし
た。

いつでも質問できる環境が先生方との距離を
いい意味で縮めてくれた
私はどちらかというと人見知りな性格なのですが、代
官山MEDICAL の先生方とは自然と話をすることが
できました。授業が終わった後は、必ず一つ質問を作っ
て聞きにいくようにしていました。そう思って授業を
受けていると授業中も集中して聞けるし、とてもよい
サイクルでしたね。先生方は話しかけやすい雰囲気も
あったし、いつでも質問できる環境が距離を縮めてく
れたのだと思います。数学の啓寿先生にはお世話にな
りました。もともと数学は苦手意識があったので、私
のペースに合わせて同じ歩幅で進めてくれたので安心
して勉強することができました。自分で解いた問題を
先生に見せるとその解き方を使って最後まで答えを出
してくれるので、しっかりと理解をすることができま
した。私はテストの点数が悪いとすぐに落ち込んだり
してしまい、そういう時は石井先生や授業を担当いた
だいている先生に話を聞いてもらいました。MT ラン
キングで比較的得意な英語が載らなくて落ち込んでい
た時、数学の啓寿先生が、自分も突然数学ができなく
なった時があると言って励ましてくれました。

生物と英語は負けたくなかった
去年一年は、勉強に集中していました。復習ばっかり
やっていましたね。数学と化学が苦手で、予習に手を
つけることすらできませんでした。二学期は、一学期
のテキストの復習をずっとやっていました。MT では
生物と英語は負けたくないと強く思って勉強していま
したね。試験の日は教室の緊張感がすごくて、ために
なりました。最初の頃は正直適当にやっていたけど、
最後はランキングに絶対載ると決めてがんばっていま
した。実際の入試よりも緊張していたと思いますよ（笑）
だから、ランキングに載って、順位があがったときは
すごく嬉しかったです。

3/31 に東医の補欠合格の連絡
もともと北里の正規合格が出ていて東医は補欠待ち
だったのですが、3/31 まで連絡もなかったので北里に
行く準備もしていました。でも、3/31 の夜 20 時過ぎ
に繰上合格の連絡が来たんです！すごく嬉しかったけ
ど、 自 分 一 人 で は 切 り 替 え が で き ず、代官山
MEDICAL に電話をしました。もう 21 時近かったと
思いますが、石井先生はすぐに出てくれて、本当に心
強かったです。石井先生に自分の気持ちを聞いてもら

い、東医への入学を決めました。今思うと、聞いてもらっ
たというより、石井先生はずっと私のことを見てくれ
ていたから、私の思いをわかっていて後押しをしてく
れたんだなと思います。一人じゃ、決心する勇気はな
かったかもしれません。

大学生活について
東医生はすごく仲がいいのですが、今年は特ににぎや
かな年だそうで（笑）。でも、テスト前はしっかり切り
替えてみんな勉強に集中しています。みんな頭がいい
ので、友だち同士でも学ぶことがとても多いです。医
学英語の授業では、石井先生の英語の授業がリンクし
ていて、今だに先生の授業が役に立っています！

代官山MEDICAL 生に一言！
受験会場では、他の人を気にせず、思いつめないように。
辛いと思ったり落ちたらどうしようと考えずに、目の
前にある勉強に集中することが大切です！

授業が終わると、
必ず１つ質問を作って

聞きにいくようにしていました。
に繰上合格の連絡が来たんです！すごく嬉しかったけ
ど、 自 分 一 人 で は 切 り 替 え が で き ず、
MEDICAL に電話をしました。もう 21 時近かったと
思いますが、石井先生はすぐに出てくれて、本当に心
強かったです。石井先生に自分の気持ちを聞いてもら

東京医科大進学　内田 みちるさん（前橋女子高校）

授業が終わると、
必ず１つ質問を作って

聞きにいくようにしていました。
東京医科大進学　内田 みちるさん（前橋女子高校）

東京医科大 2次合格

北里大医学部 2次 正規合格
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危機感を感じた 4、5 月を乗り越えて 12 時間
学習を毎日積み重ねた
僕は国立志望だったこともあり、M クラスだったので
すが、その中でも一番下の成績でした。同じクラスの
丹治君（東京慈恵会医科大学 / 現在 3 年生）は 295 点
とか取っていたこともあり、かなり危機感をいだきま
した。5 月の MT ではランキングからおちて、石井先
生からこのままでは国立どころか医学部も難しいから
しっかり気を引き締めるよう叱咤激励され、改めてが
んばろうと強く思いました。早い時期にそのように言っ
ていただいたのがよかったですね。
今思うと、現役の時は全然勉強する姿勢ができていま
せんでしたね。授業受けてそのまんまみたいな。当時
通っていた塾は、終わったらすぐに帰っていたので、
家だと結局勉強できず、遊んでしまってましたね。代
官山MEDICAL の 12 時間学習のおかげで、塾で勉強
する姿勢が備わったことが今年合格した大きな勝因だ
と思います。
朝から夜までの 12 時間学習は、そんなにきつくなかっ
たですね。僕は他のみんなと比べても、朝早くから夜
遅くまでみっちり勉強していた方だと思いますが、普
通に楽しく過ごせました。1 週間って、あっという間
じゃないですか。MT が終わるとホッとする間もなく 1
週間がたってしまい、気がつくとすぐ2、3週間後になっ
てしまい、次の MT の準備をしなくちゃと思いました。
中だるみとかも正直なかったですね。目標意識が高かっ
たからか、折れなかったです。タイムカードを朝来て
ピッてやって、帰る前にまたピッてやって・・・タイ
ムカードが空白なくぎっしり埋まるのが嬉しかったな。
僕がちゃんと毎日 12 時間学習をやってこれたのは、
タイムカードのおかげもありますね！

石井先生の英語の授業は一番前で受けた
代官山MEDICAL の授業は全部本当に楽しくて、ど
の先生もみんな好きでしたね。数学は啓寿先生の授業
がおもしろかったしわかりやすかったです。1 学期の
数学は特に難しく感じましたね。英語はやっぱり石井
先生の授業が一番楽しかったです！一番前に座って受
けていたこともあり、よく目が合って、よく指されま
した（笑）緊張はしたけど、得るものは本当に大きかっ
たですね。英語は知らないことが多かったので、長文
の読み方など、すごく勉強になりました。

代官山MEDICAL ではピシッとしたかった
友達としゃべったりする時間もありましたが、すぐに
勉強に戻ることが自然とできました。けじめはきちん
とつけていましたね。だから、しゃべりすぎてしまう
ということはなかったです。僕は、だらだらしちゃい
けないって気をつけていました。家ではどうしてもだ
ら だ ら し ち ゃ う こ と も あ っ た ん で す が、代官山
MEDICAL ではピシッとしたかったんで！

落ち込んだ時はあまり考えすぎず、切り替え
て勉強し続けた
落ち込んでしまった時はもちろんあるけど、そういう
時はあまり考えずにやろうと思って勉強し続けました。
例えば、できないなと思った問題があった時は、簡単
な問題を解いて、「できたー！」という思いをたくさん
感じるようにしていました。あとは、テキストに出来
なかった問題には×をつけておいて、次にやった時に
できたらその×をどんどん消すということもやってい
ましたね。MT も同じようにして×がなくなるように
何度も復習しました。一度目はできなくても、ちゃん
と解けて×が消えれば、できたから大丈夫！と気持ち
を切り替えていました。MT は目標大学ごとの合格ラ
インが出ていたので、それを基準にしてがんばりまし
た。今回の点数じゃまだ聖マは受からないとか、国立
狙うんなら 300 点以上は取らなきゃとか。目標がしっ
かり定まっていたからがんばれたと思います。
夜間もプリントがたくさんあって大変だったけど、解
いているうちにいつのまにか終わって、気がついたら
楽しいまま終わった気がします。

面接では必要以上に大きく見せようとせず素
直に答えた
僕はあまり面接では緊張しない方なんです。必要以上
に自分を大きく見せようとせず、素直に答えたら大丈
夫でした。石井先生の面接対策で教えて頂いた、医師
志望動機と大学の志望動機をちゃんと準備していって
臨みました。聖マの面接は厳しいと聞いていましたが、
素直に答えていたからか、あまりつっこまれることな
く終わりました。

医者になることも、代官山MEDICAL に通
うことも、自分で決めたからモチベーション
はずっと高かった
高校 2 年生の時に、将来何になりたいか考えた時、医
者になりたいって思ったんです。それで親に話したら、
いいんじゃないかと言ってもらえたので目指しました。
うちは好きなことをやるって方針なので、応援しても
らえて嬉しかったです。さらに、浪人が決まって予備
校を決めるときにも自分で石井先生の話を聞いて、こ
こなら合格できそうだと思って入学を決めました。石
井先生に会って、頼れる先生がいてくれると思えたこ
とが入学の決め手です。みっちりと夜までやってくれ
ると思ったことも大きかったですね。現役の時は家で
ダラダラしてしまっていたので、一人じゃできないっ
て 知 っ て い た の で。 医 者 に な る こ と も代官山
MEDICAL に通うことも全部自分で決めたこと。だか
ら、モチベーションはずっと高かったです。石井先生
は 実 際 に す ご く 頼 も し か っ た し、 僕 は代官山
MEDICAL が本当に好きで、勉強がとても楽しく、朝
から夜までがんばることができました！

危機感から毎日積み重ねた
12時間学習はきつくなかった。

けないって気をつけていました。家ではどうしてもだ
ら だ ら し ち ゃ う こ と も あ っ た ん で す が、
MEDICAL

聖マリアンナ医科大進学　池羽 宇宙さん（本郷高校）
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受かる夏と落ちた夏は違う
夏はだらけると思っていたので、だらけないように気
をつけていました。一浪の時はだらけてしまったし、
何を勉強していいかもわからず、出されたものをやる
だけでした。でも、二浪目の昨年は出されたものをや
りつつ、自分でやるべきものを決めることができまし
た。受かる夏と落ちた夏は違いましたね。
僕、こう見えてコツコツやるタイプなんです。寝る前
に15分問題を見たり、たんたんと毎日やっていました。
一日まるまる勉強しなかった日はなかったです。だか
ら、勉強のスイッチは特になかったと思います。

化学は MT 最下位から 5 位にまであがった
石井先生の特訓英語はすごく楽しかったです。石井先
生も優しかったです！数学は、最初勝手にできると思っ
ていたのですが、できる分野とできない分野があるこ
とがわかりました。嫌いな分野は勉強しない傾向にあっ
た の で、 波 が あ っ た ん で す ね。 数 学 は代官山
MEDICAL の集団授業のおかげでとてものびたと思い
ます。過去問は一人で解けると思っていたけど、案外
解けなかったので、佐藤先生のマンツーで過去問対策
をしてもらいました。化学は一番伸びた科目。最初の
MT では最下位だったのが、最後は 5 位になりました
から！先生方に言われたことを徹底的にやりました。

「このプリントやっておいてね。やらなくてもいいか
ら。」と言われるとやってしまう（笑）「やってきたね！」
と言われたくて、気づいたら何十枚もやっていて、そ
うしたらいつの間にか伸びていました。化学ができる
子が周りに多かったので、わからないものはよく友達
に聞いていました。秋間先生の物理は理論的に説明し
てくれるので、色んな問題を解ける基礎力がついたと
思います。僕は今まで「怒られてのびる」と言われて
きたのに、代官山MEDICAL では一回も怒られなかっ
たのに成長できました。僕は日本語がへたくそで、1
浪目に行っていた予備校で質問しにいくと「何言って
るの？」と言われてしまうことが多かったのですが、
代官山MEDICAL の先生はそんな自分の言葉をくん
でくれたので、たくさん質問もできました。

思い続けているとそれがメンタルを強くする
僕は絶対に受かると公言していました。いつも、根拠
がない自信があるんです（笑）やればできる子だと思っ
ていたし、自分は受かると思っていました。同じこと
を思い続けていると、それがメンタルを強くします。
今年絶対受かる！と思い続けてください。MT も、中
途半端に 10 位台をごろごろしているのではなく、勉
強して堂々と上に上がらないと！
受験の後は代官山MEDICAL に帰って来て先生に報
告して、わからなかった問題を先生に聞いたりみんな
で話したりしていました。普通の受験生は試験が終わっ
たら家に帰ると思うけど、僕たちは代官山MEDICAL
に帰ってきていました。帰ってくるのは面倒なのに、
帰ってきちゃうんですよね。そうやって学校でリフレッ
シュして、また次の試験につなげることができました。

思い続けていると、
それがメンタルを強くします。

埼玉医科大進学　桑澤 徹君（那須高原海城高校）
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先生方は本当に質の高い授業を
してくださいました。
代官山MEDICAL の授業はみんなおもしろかったけれ
ど、特に石井先生の英語と佐藤啓寿先生の数学は学問
的におもしろかった！先生は、一人ひとりに質問して
くれて、答えられない、苦手だと気付いてくれると、
後で「こういう時はこうやった方がいいよ」と話しか
けてアドバイスをしてくれたりしました。質問の投げ
かけにすぐに答えが出てこないと、入試でも時間がか
かってしまうと思ったので、先生の言う事を素直に聞
いて努力しました。わかっているからもう大丈夫、と
思っていたこともあったけど、それがよくなかったと
気付きました。
自習ではなるべく、数多くの問題に手をつけて、自分
なりにできるところまで解いてから先生の解説を聞く
ようにしていました。そうすると、自分では気付けな
かったけど「ここはこうしたらよかったんだ」という
発見があって楽しかったです。先生と生徒の距離が近
かったので、質問もしに行きやすかったですね。先生
たちのバックアップがあったから、成績向上につながっ
たと思います。

石井先生の二次面接対策講座は、
本当に助けられました。
受験本番は、一つ一つ全力を出し切るつもりで、淡々
とこなしていこうと思っていました。失敗すると帰り
の電車で落ち込んだりするけど、気持ちを切り替えて
頑張りました。
一番思い出に残っているのは、愛知医科の二次面接。
杏林はすごく穏やかで答えやすい質問ばかりだったの
に、愛知医科は答えにくい質問がたくさんありました。

「自分の性格を四季に例えて話せ」、よくわからない写
真を見せられて「この写真を見て何を思うか」とか（笑）。
けれど、石井先生の二次面接対策で、質問に質問で返
してはいけないと教わっていたので、意図のわからな
い質問が多かったけど、「それはどういう意味ですか？」
とは聞き返さないように気をつけました。

授業は本番さながらで模範回答をただ言うのではなく、
回答するまでの考え方を教えていただいたので、いろ
いろな質問にも対応できました。「落盤事故ではどのよ
うな役割を担いますか？」という質問では、「リーダー
シップを取るタイプではないので、みんなを和ませる
役割を果たしたい。みんなが二分割してしまいそうに
なったら、その橋渡しをしたい」と答えました。「あな
たが研究者だったら何を研究したいですか？」という
質問には、とっさに「宇宙」と答えてしまったのですが、
そこから「宇宙で何を研究したいのか」と拾われ、「宇
宙ステーションの開発に携わりたい」と答えると、「宇
宙ステーションを作って何をしたいのか」・・・など、
どんどん掘り下げられてしまいました。それでも、二
次対策講座のおかげで、「最近 NASA でヒ素が発見され
たというニュースを見て興味を持った」という話に繋
げることができ、ほっとしました。座右の銘を聞かれ
た時は代官山MEDICAL に貼ってあった「明日やろう
明日やろうと云う者に明日はなし」を答えました！

後輩に向けて一言
受験勉強においては、いくら努力しても、どうしても
悔いは残ると思います。だから、自分を極限まで追い
込んで頑張れと言いたいです。継続して勉強すること
が大切。最後まで諦めずに頑張れ！と。入試が近くな
ると精神的に不安定になって、また受からないんじゃ
ないか、とネガティブになりやすいけど、自分を信じ
て諦めないでと言いたい。努力をすれば受かります！

杏林大医学部 2次合格

愛知医科大 2次 正規 合格
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代官山MEDICALに登校したら
自然とスイッチが入る
勉強のスイッチを入れるという意識より、代官山
MEDICAL で与えられた課題をこなすことで自然とス
イッチが入っていました。むしろ、日々スイッチを入れ
ておかないと課題をこなしきれませんでした。ゴールデ
ンウィーク明けに一回休んでしまい、その時にしっかり
怒ってもらったことで、やばいと思い、毎月どこかしら
でケジメのスイッチは入れるようにしていました。
石井先生の授業がある日は、熱があっても行こうと根
性出してやっていました。夏以降に新しいクラスになっ
て仲良くなった友達もいたけど、仲良くなったことに
後悔はないですね。だめな時にお互い「やろうや！」
と言いあえたし、モチベーションが同じでしたからね。
日曜日は若干息抜きもしましたが、代官山MEDICAL
には必ず登校しました。登校すると勉強しなくちゃと
いう空気があったので、少し話しをしてもみんな何を
言うわけでもなくすぐ勉強に戻っていきました。終礼
のチャイムが鳴っても、今日はちょっと喋っちゃった
という日は、みんなの中でもその分を取り返すまで勉
強しようという空気が秋頃にはついていました。
同じメンツでも、意識が違うだけで付き合い方が全然違
う。勉強が切っても切り離せない時期だったから、気づ
いたらご飯を食べながら入試の話をしたりしていました。

いいところも悪いところもわかっている、
先生を信じてやれば大丈夫
石井先生の特訓英語は楽しかったですね。授業はもち
ろん、遠慮なく質問しあえる空気がよかったです。
数学は好きだし得意だし、負けたくないというプライ
ドがありました。なので、数学の授業では受け身では
なく、「こうやって解いてみたんですけどどうですか？」
という感じで先生にぶつけていました。そうすること
でずいぶん道が広がったと思いますよ。
数学の先生方は押し付けず、僕のやり方を尊重してくれ
たので、すごく楽しかったです。僕は押し付けられて伸
びるタイプじゃないので、僕の性格を把握してくれて、
いいところも悪いところもわかって授業してくれたか
ら、先生を信じてやれば大丈夫だと思いましたし、僕自
身の自信にもなりました。実際の試験でも、先生と会話
する感じで問題を解くことができたので本当によかった
です。宿題もポンと出されて、「好きなだけやってきて」
と言われたので、好きだから全部やってました。
化学は、小林先生に日々叱咤激励されていました。先
生も僕の性格をわかった上で叱咤激励してくれていた
ので、褒めてくれるのも怒ってくれるのもよかったで
す。模試結果も毎回見せていたので、自分に足りない
所を的確にアドバイスしてもらっていました。
節田先生には無機化学を見てもらっていました。暗記
系の無機は節田先生のテンションとスピード感がほし
くて、莫大な量の課題を出してもらっていました。先
生も僕が丸暗記嫌いなのを知っていたので、それを踏
まえた課題を出してくれましたね。先生方はみなさん

ベテランの先生なので、人によってそれぞれベストな
距離感を取ってくれていました。だから、どの教科も
無理なく、楽しんで勉強できたと思います。

一点二点にものすごくこだわった Monthly Test
Monthly Test は、ランキングに載って満足していては
ダメ。250 点欲しいとか、しっかり目標を持つことが
大切。僕は、点数がよくても、問題が簡単なんじゃな
いかとか、平均点が高いんじゃないかと思ったりして、
決して自分の点数におごりませんでした。追いこまれ
たいというのもあったし、受かりたい気持ちが強かっ
たんです。一度、数学の Monthly Test でランキングに
載らなかったことがあって、怒られました。「毎回載っ
てほしい」と言ってもらったので、「3 ヶ月以内に 1 位
を取ります！」と宣言しました。自分でも大きく出た
なと思いましたよ（笑）。大口叩いて自分にプレッシャー
を与えていました。最初は恐怖感もあったから、周り
と比較しちゃいけない、油断しちゃいけないと自分に
言い聞かせていました。とにかく、一点、二点にこだ
わることは大切。一点、二点で代官山MEDICAL 内
で順位が変わるのだから、入試規模だったら相当合否
に影響するだろうと思った。受かることや点数を取る
ことへの執着心を強く持っていました。

順番が遅いだけでどこか受かるだろうと
思っていた
受験本番では、なかなか結果が出せませんでした。でも、
落ちたら出来が悪かったんだ、と素直に受け入れてい
ましたね。頑張った、という自信があったから、順番
が遅いだけでどこか受かるだろうと思っていたので、
友達の合格も喜ぶことができました。結果が出せなく
て落ち込む子もいるけど、過去には戻れないし、悔や
んでも仕方ない。考える暇もなく受験をしました。落
ち込んでいる場合じゃなかったです。試験が終わった
ら代官山MEDICAL に戻ってきました。帰れる場所
があったのはよかったです。入試傾向って、その年ご
とに似るから、わからないことは先生に質問してその
日に解決して、それが次の試験に活きたこともありま
した。代官山MEDICAL の存在は大きかったです。
石井先生が絶対に学校にいることがわかっていたから、
安心して試験に臨むことができました！

帝京大医学部 正規合格
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