
 

 

卒業生による合格座談会
代官山MEDICAL出身のOB・OGによる、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。
みなさん、それに応えるように真剣な眼差し
で聞き入っておりました。

亀山まどかさん（日本医科大学）
○●今回出席いただいた代官山MEDICAL卒業生のみなさん●○

井上卓くん（日本大学医学部） 深井亮佑くん（東京医科大学）
＜恵泉女学院高校＞ ＜東邦大附属東邦高校＞ ＜獨協高校＞
秋山真哉くん（東京医科大学）
＜静岡県立静岡高校＞

岡本峻くん（日本大学医学部）
＜富山県立高岡高校＞

宮澤聡明くん（北里大学医学部）
＜いわき秀英高校＞

松田理沙さん（杏林大学医学部） 新保雅大くん（帝京大学医学部） 寺門誠雄くん（日本医科大学）
＜三重県立鈴鹿高校＞ ＜東邦大学付属東邦高校＞ ＜城北高校＞
神谷知紀くん（東京医科大学）
＜麻布高校＞

増山拓哉くん（埼玉医科大学）
＜秀明高校＞

佐々木雅也くん（聖マリアンナ医科大学）
＜宮城県立仙台第二高校＞

越後谷雅一くん（帝京大学医学部）
＜桐蔭高校＞

第２回MonthlyTest実施しました！
ゴールデンウイーク明け、第２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。一方で、気温の変化が激し
く、体調を崩しやすいうえ、気持ちの緩みも出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。

亀山まどかさん（日本医科大学）
＜恵泉女学園高校＞

第１弾！
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この 1年間は本当に時間が足りなかったという印象で、わからないこと
とか、勉強法で詰まったり、どうすればいいかわからなくなったときには、
代官山MEDICALの先生方に聞いて、どうすればいいか教えてもらったり、
プリントをいただいたり、とにかく言われたとおりにやるようにしまし
た。私の高校は医学部受験に全く対応していなかったので、代官山
MEDICALの勉強中心にやっていました。私はあと 1日 4教科必ずやるよ
うにしていて、苦手科目だけではなく、得意科目も必ず時間を作るよう
にしました。その結果、安定した成績を取れました。私は直前期と夏に
マンツーマンも受講して、過去問などの問題演習を徹底してやっていた
だきました。とにかく直前まで絶対にあきらめないでやり続けると必ず
成果は出るので、試験中でも最後まで、ダメかと思っても絶対あきらめ
ないで解き続ければ結果はついてくると思います。行き帰りの時間もノー
トの見直しをしたり、問題の解き直しをしたりして、ちょっとした時間
も大切にしていました。それから、2次試験でも鋭くつっこまれたりし
て戸惑うこともあるけど、そこもしっかり準備して冷静に対処し
てください。日医は優しい面接官と厳しい面接官の方がいるみたいで、志望動機を聞かれて、伝統のある学校っ
て答えたら、古いって何がいいのって鋭い感じで言われてびっくりしました。そういう風に志望動機とかを厳
しく突っ込まれる場合もあるので、ちゃんと答えられるようにした方がいいと思います。

 

 



寺門誠雄くん（日本医科大学）
＜城北高校＞

受験生活で大事なことは、代官山MEDICALの授業をしっかり受けること
です。睡眠時間を削って勉強するのも大切とは思うんですが、でも授業
中にしっかり頭が働かないのはもったいないなと思っていて、僕は夜は
しっかり寝て、しっかり頭の働く状態で授業を受けるというスタイルを
とっていました。家では勉強できないタイプだったのもありますが。
勉強の教材として使っていたのは、代官山MEDICALでもらったテキスト
と英語の単語帳のみ。予習と復習と授業を徹底してやっていました。受
験勉強のスケジュールとしては、得意科目は秋の終わりくらいまでしか
勉強できないと思います。そこから先は苦手科目を底上げしないと大変
なことになってしまうので。いつまでに何をすべきかというのを、しっ
かりと把握しなければならないと思います。医学部受験では、一次試験
も大事なんですが、二次試験によって順位が大きく動くということも大
いにありえます。僕もできたつもりで愛知の面接に行って、初めての面
接はぼろぼろで、愛知は受かりませんでした。予想外でした。みなさんは、
面接の対策の時の石井先生の言葉をしっかり聞いて頑張ってください。

神谷知紀くん（東京医科大学）
＜麻布高校＞

僕は再受験生として代官山MEDICALに入ってきて、最初のクラス分けテ
ストで A2に入りました。英語にはそんなに焦りはなかったんですけど、
夜間学習とか受けていて、みんなのレベルに数学と化学は完全に追いつ
いていませんでした。それが 5月くらいになってやっとわかり、すごく
焦りました。数学の勉強面では五十嵐先生に、化学は小椋先生に、生物
は緒方先生にいろいろと面倒を見てもらいました。僕が言いたいのは、
どのクラスでも合格する人は合格するのだからクラスを言い訳にせず頑
張ってほしいということと、信頼できていつでも質問に行ける先生とい
うのを、誰でもいいので 1教科に 1人作っておくべきだということです。
いろいろ相談ができて楽だし、いいことだと思います。友達は作りすぎ
も問題だとは思うんですけど、なんでも話せたり相談できる友達が少し
いたら精神的にいいのかなと、僕は思います。
それから、僕は評定が 2点台で、かつ欠席日数が毎年 20 とか 30 とかあっ
たので、面接のほぼすべての時間、それについて突っ込まれました。し
かも再受験ということで 5浪くらいの年齢だし、不利な条件が事実と

して多かったんですが、実際に合格できました。実際に数字に出る事ばかりだし、苦しかったですけど…。み
なさんも、欠席が多かったり評定が低い人は考えておいた方がいいと思いますが、とにかくしっかり勉強をし
て 1次試験に全力をつくすことです。

増山拓哉くん（埼玉医科大学）
＜秀明高校＞

僕が大切だと思っていて、皆さんに今日伝えたいことが 2点あります。
1点目は自分の時間の管理です。一回受験している人はわかると思うん
ですけど、受験直前になってくると、願書を書いたり、精神的に辛くて
勉強に手がつかない時もあったりで、思うように勉強に時間を割くこと
ができません。僕はあんまり時間の使い方がうまくなくて、ときどき自
習室で寝ちゃったりしてスタッフさんに怒られたりもしたけど、今のう
ちに出来る時にできる限りやれるかが勝負だと思います。家に帰ったら
すぐ寝てましたけど、帰り道は今日の授業を頭の中で再現して復習して
いましたね。変な話、参考書をバスや電車で開くのがちょっと恥ずかし
くて、という動機で始めたんですが、いい復習になりました。
2点目は面接についての話です。石井先生の授業は、英語の力がとても
つくのはもちろん、面接に役立つ情報などもたくさんあって、自分なり
に深くまで考えさせてくれる授業になっていて、面接にすごく役立ちま
す。直前の面接対策だけじゃなくて、石井先生の授業は毎回ただ受ける
だけじゃなくて、日ごろからしっかり考えながら聞いたほうが絶対にい
いと思います。2次試験では、僕の今までの経験から、イギリスと日本の違いとか、茶道と柔道の違いとか、
何かの違いを自分なりに考察しなさいというようなことをよく聞かれました。そういうことをただ流すんじゃ
なくて、いろいろ考えながら生活するのが大切かなと思いました。



越後谷雅一くん（帝京大学医学部）
＜桐蔭高校＞

自分は一年間 A3のクラスでやってきて、どのクラスでも受かる人は受
かるんだという気持ちで勉強していました。ただ、クラス上がんなくて
も余裕だよとか思ってやっているとダメですね。多分僕くらいのクラス
の人たちは、平均的にできるんじゃなくて、多分何かが欠けてる人が多
いと思うんですよ。苦手科目は自分だけじゃなかなかやれないけど、何
かしら一科目凄いへこんでいるのをならさないと受からない。自分は英
語が最後まで全然伸びなくて、英語を使わなくても受験できる帝京に入
れたけど、それ以外は全部落ちました。英語をもっとやらなかったのは
本当に後悔しているので、これだけは言っておきたいです。自分に合う
信頼できる先生を見つけて、その先生に課題を出してもらってクリアし
てって、ちゃんと弱点を消して下さい。僕は代官山MEDICALに来て、やっ
と１年で受かったけど、でも３浪目だったんで、浪人慣れしちゃってる
のがすごくまずかったですね。今まで遊び通していたし、はじめてガッ
ツリ勉強してパンパンになっちゃって、遊んでしまっては石井先生や親
に叱られて…の繰り返しでした。とにかく精神面を鍛えて、慢心するこ

秋山真哉くん（東京医科大学）
＜静岡県立静岡高校＞

僕が言いたいのは基礎を大事にしてほしいということです。浪人するか
らには上の学校に行きたいという気持ちを持たなきゃいけないと思うし
それはすごく大事なんですけど、上に行きたいと思いすぎて基礎が抜け
てしまうのが一番怖いので、基礎に重点をおいてやっていました。医学
部の試験は、難しい問題もあるのですが、基礎が確実にできていれば、
難しい問題は落としてしまっても挽回できるから、確実に必要なところ
を優先していました。
受験はライバルとの戦争だから、きついこと言うけど、同じクラスの中
でも受かる人もいればもちろん落ちる人もいるわけだし、受験生全体で
言えば落ちる人の方が圧倒的に多いわけだから、自分がこのクラスの中
で、代官山MEDICALの中で１位取って飛びぬけてやろうと思わないと。
這い上がりを意識して、背筋を正して、強い意志を常に持ち続けてほし
いと思います。いろいろ焦ることもあると思うんですけど、一年間普通
に当たり前にやるべきことをやれば、ちゃんと成果はついてくるし、やっ
た成果が自分自身の自信にもつながるので、頑張ってほしいと思います。

佐々木雅也くん
＜宮城県立仙台第 2高校＞

僕は再受験生で、学士編入と一般の両方の対策をやっていました。最初
は編入一本で、一般メインに切り替えました。編入って、採点基準もよ
くわからないし、ちょっと不透明だから、がんばった成果がわかりやす
い一般がいいなと思ったんです。去年は僕は A3クラスでした。
3点言いたいことがあって、1点目は後回しにしないことです。やるこ
とがいっぱいあるので、優先順位付けてやってほしいと思います。ちゃ
んと何が必要なのかということをしっかり考えて、毎日朝何やろうかと
いうことを考えてやってほしいと思います。2つ目は、2次試験のため
にも日ごろからニュースとか新聞を見ておくことは重要です。ちょっと
だけでいいので意識してみてください。あとはなぜ医師になりたいのか
というのを常に考えながら生活していれば、冬にあせることはないと思
います。3つ目は、わからないことはすぐに先生に聞いて解決するとい
うことです。夏まではすごくあっという間で、後回しにしている暇はな
いから、わからないことはすぐ解決して次に進んで、周りはあまり気に
せず、自分のペースで自分に必要なことをしっかり頑張って欲しいと思
います。2次試験は大雪の日で、２回あるはずの面接が 1回だけになっちゃって、２回あるつもりで１回目全
力を出し切らなかったので後悔しました。受かったのでよかったですが…。みなさんもいつもこれが最後と思っ
て頑張ってもらいたいですね。

となく、勉強を怠ることなく、一喜一憂せず自分を制御して頑張ってください。緊張はすると思いますけど、
緊張してやばいやばいって思うと余計緊張しちゃうから、緊張してることはもう受け入れて、いい恰好しよう
としないで等身大で頑張れるように、日ごろからがんばっとくべきだなと思いました。

（聖マリアンナ医科大学）
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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。自分の弱点を再確認し、夏期の限られた時間を大切に、
弱点を克服し、得意なところを伸ばそうとエンジンをかけ直した様子が伺えます。夏をどう過ごすことが医学部合
格につながるのか、日々考えられているでしょうか？決意が決意のまま終わらないよう、必ず「有言実行」してい
きましょう。
また梅雨にも入り、じめじめとした気候に「梅雨バテ」しやすくなっています。生活リズムを整え、体調を万全に
して授業に取り組めるよう十分気を配りましょう。

2014 年 6 月 20 日発行
教務課　恩田優子

井上卓くん（日本大学医学部）
＜東邦大附属東邦高校＞

第 2弾！

2014 年度医学部合格者座談会

僕は 1年間代官山MEDICALで勉強して日本大学医学部に入ることができ
ました。前期のうちは代官山MEDICALの復習だけを、テキストと夜間学
習のプリントを使ってやっていました。夏までは自分のペースを確立す
ることが大事だと思います。勉強だけではなく体調面にも気を付けて、
とにかく休まないことが大事です。年間スケジュール表にやることを書
き込んでおけば、やるべきことややったことが視覚化されてわかりやす
く、自分に「これやったぞ」と自信もついて凄く良かったです。後期は
予習に重点をおいて、直前期は仲の良い友達と過去問を解いて意識を高
めあって競争などをしていました。代官山MEDICALの仲間たちとは、競
争心をもって競え合えたのでよかったです。
受験期は、ちょっとした体調の浮き沈みで結果が左右されることもあり
ました。自信のあった医学部に受からなかったり、逆に「えーっ！？こ
んな上位校に！？」ってところに受かったり…。一喜一憂するのが当た
り前なんですけど、Monthly Testで時間配分もそうだし、精神面なども凄
く鍛えられました。Monthly Testを通して、受験に向けそうした精神面も

鍛えていければより良いと思います。勉強ってできるようになれば好きになっていくし、好きになればできる
ようになっていきます。そんな好循環を作れるように、頑張ってください。

 

 



深井亮佑くん（東京医科大学）
＜獨協高校＞

僕が代官山MEDICALに入ったのは本当に出遅れてしまって、他の受験生
に比べて大幅に実力がついていませんでした。夏前の模試も特に理科が
ひどい成績で、入塾した当初のMonthly Testの化学は 6点で…石井先生
に作ってもらった学習計画で合格に向け学習をスタートしましたが、な
かなか安定した点数がとれず、最後まで不安でした。でも、どんなに光
が見えず不安でも、代官山MEDICALの先生方に言われた、基礎を大切に
するということ、先生方に言われたことを信じて努力するということが
本当に大切だと思います。例えば先生が「ここもう一度やっておきなよ」
といったところを流してやらないでおくと、いざやろうと思ったときに
はできなくなっています。先生の言ったことは繰り返してほしいです。
また受験で大切なのは、素直な心と、諦めないことです。素直な心とい
うのは「僕はできない」というのを認めてから始めないといくらたって
も自分でやらないので、謙虚さが必要ということです。そして 3月 31
日まで諦めないということです。実際、僕に東京医科大学の補欠がまわっ
てきたのが 3月 31 日でした。最後まで諦めずに代官山MEDICALの先

松田理沙さん（杏林大学医学部）
＜三重県立鈴鹿高校＞

私は再受験で、数学が壊滅的にできない状態で代官山MEDICALに入って
きました。何をどうしていいか分からなかったから、とにかく代官山
MEDICALの先生方を信じてお任せしていました。得意な科目から苦手な
科目まで、代官山MEDICALにはたくさんの先生方がいらっしゃるので、
それぞれ自分に合った先生を見つけて自分に合った勉強法を細かく立て
ていただいて、与えられてやるだけっていう感じでした。初め、私は真
ん中くらいのクラスにいたので、多分ここからいかようにも伸びるし、
さぼればいかようにも落ちていくなと思いました。受験まで時間は限ら
れているので、自分の苦手なところをどうしたら最短距離で得意に持っ
ていけるか、得意にならなくても足を引っ張らない程度に持っていける
かっていうのを医学部入試のプロの先生に相談しながら良い方法を見つ
けるのが合格への最短距離だと思います。いい先生が多いので、先生を
信じてやっていければ合格は見えてくると思います。
私は家が少し遠くて、登下校にも片道 1時間半かかっていました。その
時間がもったいないので、暗記物や、今日やらなきゃいけないことを、

その日のうちにやるための時間にあてていました。電車はグリーン車も使って、電車の中では勉強する、家に
帰ったらオンオフをきっちりして一切触らないって感じでした。私は体が強い方じゃなかったので、休んでし
まう日もあり、ちょっともったいなかったです。体調の管理だけ気を付けてやっていければうまくいくと思い
ます。基本はしっかり自分を律して、時々息抜きする時間を設けてバランスをとりつつ頑張ってほしいです。

岡本峻くん（日本大学医学部）
＜富山県立高岡高校＞

医学部生をとりあえず一年やってみて、受験勉強とは比にならないほど
勉強しています。大学にもよるとは思いますが、日本大学医学部の一年
次は最初の山場でした。一年生の一月の後期試験もかなりつらかったで
す。受験勉強はそれを思えば今思うと楽だったなって思うくらいに…
（笑）。でも医師になるという目標に向けてやっているので、本当にやり
がいがあります。
僕がここで言える一つのことは、物理、数学、生物だけにかたよらず、
英語と化学はとにかく本気でやってください。その中でも、今日は特に
英語の読解について話したいと思います。自動翻訳みたいな直訳ばかり
の英訳をしていても絶対に力はつかないと思うので、文章のテーマや流
れを意識して読んでいってほしいです。経済、生物、技術とかいろいろ
なテーマで書かれた文章を読んでいくと思うのですが、そのテーマの文
章を何回も読んでいれば、知らない単語が出てきたとしてもそのテーマ
によってある程度パターンが決まっているのでおのずと大まかな意味が
分かってきます。まずは辞書を引かないでじっくり考えてみて、類似の
単語はないかなど考えれば必ず英語は伸びます。英語を英語と思わず現代国語だと考えていくと良いと思いま
す。英単語と文法は忍耐力の問われる暗記勝負なので、そこは気合を見せてください。英語は石井先生の授業
をもらさず聞き、WIZ と快速英熟語を極めるのが合格への王道です。また、化学は節田先生の参考書を一冊極
めることと、代官山MEDICALの授業で万全です。頑張ってください。

生方のことを信じて頑張っていけば、結果はついてくると思います。早めから苦手なところをなくして、ちゃ
んと代官山MEDICALのプロの先生方について、本当に一生懸命努力すれば医学部受かります。頑張ってくだ
さい。



医療ニュース皮膚や心臓に含まれる細胞を、ｉＰＳ細胞（人工多能性幹細胞）を経ずに効率良く心筋細胞に変
化させることに成功したと、慶応大の家田真樹特任講師（循環器内科）らの研究チームが発表し
た。欧州科学誌「ＥＭＢＯジャーナル」電子版に６月１１日に掲載された。心筋梗塞で傷ついた
心臓を再生させる医療の実現に一歩近づく成果だ。

ｉＰＳ経ず心筋細胞変化の効率が８倍に…慶応大研究チーム

宮澤聡明くん（北里大学医学部）
＜いわき秀英高校＞

僕は朝が苦手で、最初は授業までに登校するような感じでした。でも一
回寝れなくて早く来てみたら、たくさん勉強している人がいて、「あ、こ
れじゃ駄目だな」って思って朝は７時過ぎには来るようにしました。決
して慢心しないで、朝早く来るというのが大切だと思います。朝早くか
ら勉強できるというのはとても大切なことです。僕の周りの人たちを見
ても、成績のいい人が一律受かるということではなく、きちんと朝早く
きて周りを気にしながら勉強している人のほうが結局最後には良い成績
を残していたと思います。
僕は 1浪目は別のところで勉強していて、2浪目になって代官山
MEDICALに来ました。1浪目と 2浪目では、環境も僕自身の過ごし方も
全く違いました。1浪目、僕は友達を 1人も作らずずっと勉強して、パ
ンクしてしまっての繰り返しで、12 月とか直前のときに本当に不安に駆
られて何もできなくなっちゃって、センターも失敗して、引きこもって、
みたいな感じだったんです。その時とは気持ちの持ちようが全然違いま
した。代官山MEDICALで心機一転やっていくにあたって、英単語と

新保雅大くん（帝京大学医学部）
＜東邦大学付属東邦高校＞

僕の高校の授業は医学部受験に対応しきれなかったので、とにかく少し
でも時間があれば代官山MEDICALの勉強に力を入れていました。学校の
授業中でも少しでも時間があれば、代官山MEDICALでもらったプリント
をやるくらいでした。通学時間が長かったので、移動中は暗記物の勉強
をしていました。数学を武器にしたくて、集団授業に加えて僕は平野先
生と薄先生のマンツーマンを取っていました。そして両方の先生から「応
用問題をやるより、基礎を固めてコツコツ点を取っていったほうが確実
に受かるから、基礎を極めろ」と言われました。実際平野先生からアド
バイスいただいた通りにベーシックのテキストをすべてやったら、ある
大学の数学で大問１の小問のところが安定して解けるようになって、安
定した点数が取れるようになりました。応用問題ももちろんあったので
すが、「応用は焦ってやらなくていい」と言われて。基礎ができていれば
応用はついてくるものだからということです。不安なになると、どうし
ても自信をつけたくて応用をやっちゃうと思うんですけど、基礎をちゃ
んと固めてから、応用はちょっとずつ手を付けていくという方が結果的

英熟語の暗記を、少しであっても 1年間絶対に休まないでやろう、と決めました。また、苦手だった数学を及
川先生と薄先生の講座のテキストだけは完璧にしようと思ってやりました。受験前に願書を書くときに、最後
に完璧にしたテキストの見直しをして、去年と絶対に違うんだ、今年は絶対に受かる、というお守りにしまし
た。“学力” と “継続する力” を身につけていけば合格できます。継続する力が身についたときに学力が身につ
くので、まずはできなくても継続する、ということが大切です。

に力が伸びると思います。絶対に基礎を怠らないようにしてほしいです。
化学と物理に関しては、先生方に相談して、苦手なところの対策プリントをたくさんいただきました。授業外
でもそのプリントにどんどん取り組み、それでわからなかったら聞く、ということの繰り返しで僕は合格でき
ました。あとMonthly Testはなかなか思うような点数が取れなくて、ランキングにもなかなか載りませんでした。
でもそんな僕もちゃんと医学部に合格しているから、引きずらず切り替えて頑張ってほしいです。

家田特任講師らは２０１０年、マウスの心臓に含まれる「線維芽細胞」に３種類の遺伝子を導入し、直接、心筋細胞に変
化させることに成功した。今回、この３遺伝子に特殊なＲＮＡ（リボ核酸）を加えると、心筋細胞に変化する効率が従来
の１・２％から９・５％と約８倍になった。人間の細胞では、５種類の遺伝子で線維芽細胞が心筋細胞に変化することが
知られている。この５種類に同じＲＮＡを加えると、効率が約１２倍に高まったという。
ｉＰＳ細胞からも心筋細胞はできるが、再生医療に用いるには、作った心筋細胞を移植する必要がある。
  iPS 細胞とは 人間の皮膚などの体細胞に極少数の因子を導入し培養することによって、様々な組織や臓器の細胞に分化
する能力と、ほぼ無限に増殖する能力をもつ多能性幹細胞に変化します。この細胞を人工多能性幹細胞 (induced 
pluripotent stem cell：iPS 細胞）と呼びます。名付け親は、世界で初めて iPS 細胞の作製に成功した京都大学の山中伸弥
教授です。



代官山MEDICALの先生は一人ひとり気にかけてくれる
前は、大手予備校に一応１年間くらいいってたんですけど、医学部のコースも家から遠かったし、特化しているのかわか
らなかったし。「じゃあ、だったら医学部専門塾に行こう」と思って。まあ、家からわりと近くて、調べたら代官山
MEDICALかなと思って。
他の予備校もまわって、代官山MEDICALが近いからと最初は決めたのですが、今の私だったら全然違います。まず先
生が、部屋とかじゃなくて、開けているところにいること。私、部屋とか入るの苦手だったんで、すぐ話かけられるし。
あと代官山MEDICALの先生は一人ひとり気にかけてくれるので、最終的にはこっちに１本にしようと思って決めました。

高校では、私の学年だと医学部合格は私だけだったみたいで、学校の先生などにもびっくりされました。後で知ったん
ですが、校長先生が、今年の春の入学式で私の話をしたそうです。ちょっと恥ずかしいですね。
実は、ずっと「女子医（東京女子医科大学）に行きたい」と言っていたのを石井先生もご存じだったので、推薦をやめ
るまでがとっても長かった気がしていて。中学入って推薦があると知った時から、推薦で行った方が楽だからチャンス増
えるから、とずっと推薦と思っていたんですけど。石井先生が「今なら変えられるよ」と初めに言って下さって。
Monthly Testもそこまで悪くなかったみたいで、「それなら受験してもいいかも」と言って下さったので、それでびっくり
して。そんなわけないと思ったんですね。だから、推薦で行こうと思ったんですね。結局夏になってから、本気で悩み
だして。日医（日本医科大学）に行きたくなってきたっていうのもあって。私は割とこだわりは結構つよいほうでした(笑)。
ここは、寮だからヤだなとか (笑 )。そういうところは抜かしたのと、なるべく家から通えるところで、オープンキャンパ
スに行きました。そのオープンキャンパスで日医はとても気に入ったんです。実際入学してみて、自分に合ってると思い
ます。代官山MEDICALで習っている先生に一般入試に間に合うか相談したんですね。そうしたら、全員から「絶対間
に合わせる！」と言ってもらって。しかも推薦で受けて絶対に受かるとは限らないから、ダメだったときにそこから一般
入試に切り替えると現役で行くのは結構つらいかも。みたいな。あと推薦の勉強ばっかりしちゃうと、一般の勉強しな
いな、と。それなら無理だと思って、早くから頑張って勉強した方が確実かなと思って決めました。

高２は危機感が足りないんで、なかなか勉強に身が入りにくかったで
すね。でも代官山MEDICALの高２の授業は少人数だったので、いろ
いろ対応してもらいました。数学の高橋典先生の授業でテスト前には
学校の進度に合わせてテスト対策してもらっていました。
２学期から英語はハイレベルのクラスになりました。英語は文法か
らかなりしっかりやりました。あまり学校ではやってくれないような前
置詞とかまで、しっかりやってもらえました。
生物は高２でやっておいて１番良かったと思っています。知識の定着
が高２でやっておいたところは全然違いました。系統・分類などの高
３で初めてやったところは、覚えるのが結構大変だった。やってあっ
た前の部分は改めて深いところをやっても意外とスムーズに覚えられ
たりしたので、高２で生物やっておくのはよかったと思います。

亀山まどかさん（日本医科大学）
＜恵泉女学院高校＞

生物は高２でやっておいて１番良かったと思っています

オープンキャンパスで気に入った日医は、自分に合っていると思う

授業はとにかく全部好きでした
授業は全部好きでした。代官山MEDICALに来るのは、私は好きでした。授業で１番とかは…、とにかく全部好きでした。
石井先生の授業は、ずっと緊張していました。その方がちゃんと聞こうと思えてよかったです。授業中は「あ、そうなんだ」
と参考になることを沢山言っていただけるので、参考にしていました。英語も、復習をどうすればいいか分からなかっ
たんですね。でも石井先生から「文章はいっぱい読んだ方がいい」と言っていただいて。私は英語はあんまりやってい
なかったので、後になってから長文は見直した方がいいなと思って。もともと私は長文の方が得意だったんですけど、
入試問題を実際解いてみて、長い間長文をやってないと読めなくなるのを実感したので、同じものでも読んだ方がいい
んだなって実感しました。もうちょっと前から読むだけでもやってやっておけばよかったなと思っています。
化学は節田先生。節田先生は、楽しくて、具体例とかも分かりやすくて、たまに描く絵が分かりやすくてちょっとグロい
(笑 )。結構深いところまで、テストでは直接触れない原理とかまでやってくれたので、実は今、大学の授業で役立って
います。
数学は高橋典先生と薄先生。高橋典先生は難しい問題中心でした。それをしっかり解説してもらって、覚えてというか
んじでした。薄先生は逆に基本から積み上げていく感じ。２人とも全然違う感じですが、とてもよかったです。

第一弾合格の軌跡



生物の緒方先生は、すごく少人数でやっていたので、１番アットホームでしたね。すごく分かりやすかったです。２学期
に考察問題を大目にやってくれて、私考察問題が得意だったんですけど、それでますます力が付いたと思います。日医
の生物は全部考察問題だったんですけど、私生物で合格したと思います。他はすごく悲惨だったかは分からないんです
けど、ダメだなと思ってたんですね。でも、生物だけは９割くらいとれたなと思っていたので。全部考察問題だから。
だから生物のお陰だと思います。

私は家で勉強するのが好きだったんですね。でも家だとたまに疲れて寝ちゃって、寝過ぎちゃったりしたんですね。で
も代官山MEDICALに来ればそんなことはなかったんで。
あと、夏に計画を立てずにやったんですね。そうしたら、授業もたくさんあるのに「あれ、この復習やってない」みた
いなことになって。消化できないことも結構あったんで。冬は代官山MEDICALでもらった時間割を拡大コピーしてそこ
に全部やることを書き込んでいました。それできっちり計画を立てた方がいいなと思いました。計画は是非立てたほう
がいいです。私はきっちり立てる方が好きで、「次これやるんだ！」ってあったほうがよかったです。
１回復習して、これはいけると思っていてもMonthly Testで出題されたときに「あれ！？」って思うことがあって、それ
を何度かやったらすごく悔しくて。それ以降分かったと思っても、もう一回やっとくかという感じで、何回もやりました。
一番できなかった問題は数学で、１０回くらいやりました。数学はよくできた問題でも５回はやりました。生物は覚えて
きちゃうので、考察とかは、３・４回。あとは、授業があったその日のうちに家に帰ってから、きっちり全部解き直し
とかでなくていいんですけど、１回は復習をやった方がいいと思います。次の日とか１週間後とか絶対忘れちゃうんで。
その日の内にやると、意外とするっと覚えられました。
予習と復習は、復習を中心にしていました。特に１学期は予習ができなかったりしていましたし。ただ、後半になって、
良く分かるようになったり、演習の授業だったりした時は予習を結構やっていました。予習でできたらあまり復習せず、
１回は見てできているか確認していました。それで大丈夫という感じにしてました。

友達がいたっていうのは結構大きかったです。最初は個別ブースの自習室ではなく、現役生の自習教室で勉強してたん
ですね。なんか、学校帰りで疲れていくと、個人ブースの自習席に籠ってると寝ちゃって勉強できないと思ったんで。少
し眠くても、「１０分したら起こして」とかいって、声掛けし合ってました。あと、お菓子をあげたりもらったり、教えて
もらったりあげたりしていました。それがよかったですね。だんだんとみんなの成績があがっていって、「宿題できた！」
とか言っているのを聞くとひそかに「えっ、ヤバい」ってなってました。なんか、意外とやんないとヤバいとおもって、
やるようになったり。季節講習の時はずっと来ていたんで、一緒にお弁当を食べたり。同じ目標の友達が高校にはいな
かったので、いてくれてよかったです。

高校の勉強はしっかりしました。高３の１学期までの成績が参考にされるので、結構学校の勉強もしていたんです。でも、
２学期は代官山MEDICALの勉強で完成していたので、試験勉強をしなくても、受験科目は大丈夫でしたね。ほとんど
全部、化学とかは授業を聞かなくても大丈夫でした (笑 )。むしろだんだんと、学校の先生の解説だめだ、とか思い始
めて(笑 )。いい先生だったんですけど、教え方はちょっとないなと思って、節田先生のノートとか見て、「ここか」とか
やってました (笑 )。
生物でいうと、緒方先生が夏に１人ひとりの計画表を立ててくれて、過去問と参考書とやっていたんですね。夏はそれで
１巡したんですね。それで夏が終わった後、２学期になった後、普通に授業が始まって、テキスト以外に化学の重要問
題集、生物は標準問題演習をそのまま続けようと思ったんですけど、復習で手一杯になってしまって。だんだん。どっ
ちとも中途半端になってしまって。
９月１０月が一番焦りはじめたんですね。こっちもまだ覚えてないけど、こっちもやならきゃいけないってなってました。
石井先生に相談したら、「もう市販の参考書はやらなくていいから！」って言われました。最初からやらなければよかっ
たなって。夏とか時間のある時は、確認のためにいいと思うんですけど、多分通常授業の時は高校もあるし、私は高校
で内職しても終わらなくて(笑)。だから多分、やらないならやらないと決めて、きっちり塾の復習をやったほうがいいです。
その後、復習がたまって、たまって大変だったんで。市販の参考書はやれたらやればいいと思うんですけど、夏とかは。
間に合わないとおもったら、代官山MEDICALの復習の方が重要だと思いました。結局市販の参考書はほとんどやって
ないです。重要問題集もレベルＡを１周したくらいになっちゃったし、全部１周して極めたのはないですね。その代り、
代官山MEDICALのテキストは極めました。石井先生のおっしゃっている「同じものでいいから何度も」というのを、

高校は順位が出ない学校だったので、自分が何番か全然わからなかったんです。でも、Monthly Testは唯一順位がでる
ので、結構気にしていました。最初は落ちないようにしていて。途中から高３のみんなが上がってきちゃって、すごいヤ
バい！と思って。自分は下がらないけど、上がらないみたいなかんじでずっときていて。１１月のMonthly Testでそろそろ
上がらないとこのままずるずるいっちゃうと思って、前日に２日間くらい学校を休んで。日曜日がMonthly Testだったん
で土曜日も入れて３日間みっちり勉強を、今までの復習みたいな感じでやったんですね。ひそかに１０番以内に入りたい
と思っていたんですが結果１０番以内に入っていて、それから結構そのまま調子よくいけました。だからMonthly Testはしっ
かりやろうと大事にしていました。

Monthly Testは唯一順位が出るので、しっかりやろうと大事にしてました

計画はきっちり立てて。復習はその日のうちにやると、するっと覚えられました

代官山MEDICALには同じ目標の友達がいてくれてよかった

間に合わないと思ったら、代官山MEDICALの復習の方が重要だと思いました。代官山MEDICALのテキストは



冬休みになってから急いでやって(笑 )。１学期のテキストも２学期のテキストも、そればっかり何回も何回もやっていま
した。数学はさらに薄先生から追加の課題もでていて。１週間にこれをやっておけ、というのが結構多くて。たまりか
けながら、一応終わったというかんじ。その復習もしたかったし、一応していたんですけど、冬休みに入った時に、ま
たいろいろ復習がたまって追加課題の復習は冬休みはあきらめました。それまでは、２回か３回づつやりましたね。出
来なかった問題に×とかつけていたんですけど、最後まで×がなくならなかったのもありました。一応見てはいたんで
すけど、きっちり解き直しはちょっとできなかったです。すっごい時間なかったですね。
でも、石井先生に「１日４科目必ずやりなさい」と言っていただいてから、それを守っていたので、成績が急下降したり
することはありませんでした。それはよかったなと思ってます。私はあまり得意不得意っていうのがなくて。日医は生物
で受かったなと思いましたけど、生物があんまりだったところも。女子医は数学だったし。１科目だめでも、次がよけれ
ばそんなに悪くないと思いました。４科目丁寧にやるのが、本当に大事だと思います。

計画をたてて４教科まんべんなく。試験中は死ぬ気で。なめてるつもりはなかったんですけど、「杏林いけるかな？」っ
て思ったら「あれっ！？落ちた！？」ってなったんで。それくらいの気持ちじゃだめ。帰ったら頭痛すぎて倒れるくらいじゃ
ないと、意外とだめなので、死ぬ気で。試験中にやれることはやったと思えるように。特に直前期は「これやろうかな？」
と思っても「試験中にこれで迷ったらやだ」と思って取り組んでました。試験中は「やる事やったから、これでダメなら
しょうがない」と思えるかんじで、全力で最後まであきらめないと、意外とひらめいたりすると思います。

化学と数学と英語のマンツーマンを直前期にとってました。
英語は朝岡先生でした。高２でずっと習っていて、たまに高３になってからも話しかけてもらっていたので、お願いしま
した。授業外でも課題プリントなどを持っていったら採点してくれて。
化学は１２月で範囲が終わったので、苦手でよくでる平衡の演習を節田先生のオリジナルプリントをすごい束でいただい
て全部やって。少し時間があまったので高分子をやって…とどんどん演習を自分が解いてきて、合ってなかったら解説み
たいなのをつづけました。「このプリントは鄭さん（日本医科大学２年鄭知華さん）もやったから」と言われて「あ、じゃ
あやります！」とかやってました。あとは、過去問。日医に行きたいなら１個上のランクを解いておいた方がいいと言わ
れて、慈恵（東京慈恵会医科大学）の過去問とか。解説が必要なのは慈恵くらいだからと言われて。難しい問題には
冬で慣れたという感じですね。
数学は数Ⅲが多分弱かったので、基礎を埋めてもらってました。２週間前に薄先生から数Ⅲの基本がなってないと言わ
れて。「もう終わった…」と思ったんですね。でも、「数Ⅲならまだ間に合う！」と薄先生が何度も言ってくれて。なんで、
ひたすら何をやればいいか聞いて薄先生のオリジナルプリントを何回も同じのをやって。間に合ってよかったです。家帰っ
てから「終わんない！」ってなってましたけどね (笑 )。
受験の時１番最初の岩手（岩手医科大学）はまあ、大丈夫かなという印象だったけど、杏林（杏林大学医学部）が不
合格で。日医目指しているのに杏林受からないとかヤバいと思って、そこでなんか、死ぬ気になろうと思って。杏林の
結果が分かった後初めてが女子医だったので、心構えが全然違って受けれたと思いました。結果女子医は特待をいただ
くことができて、びっくりしました。英語は悲惨で、半分くらいしかできませんでした。でも、数学は全部できたつもり
…か９割はできたと思います。生物・化学も８割くらいだと手ごたえ的には思ってました。
試験始まってからも代官山MEDICALに帰ってきて、ほっとしていました。日本医科のときは泣いてました。節田先生に
話しながら。樹莉亜ちゃん（日本大学医学部１年（現役合格）中野樹莉亜さん）と一緒に。
面接もいろいろあったけど、なんとか乗り切ったかんじでした。例えば、休みをつっこまれたこともありました。推薦狙っ
てたからずっと休み０だったのに、高校３年生の２学期だけ８日休んでいたので。そんなに深くはつっこまれませんでし
たけれど、「どうしたの？」って聞かれました。なので、代官山MEDICALの面接対策の時に話を聞いていた通り普通に
「医学部入試に学校が全く対応していないので、自分で勉強していました」と答えました。そうしたら「なるほど～」と
言われてＯＫでした。

入試が始まってからも代官山MEDICALに帰ってきて、ほっとしていた

帰ったら頭痛すぎて倒れるくらいの、死ぬ気で。試験中にやれることはやったと思えるように

次号も「合格への軌跡」を特集します！

日医は今年からカリキュラムが変わって、休みが減って授業が詰まった感じです。昨年まで２年で始まっていた解剖を１
年ではいるみたいです。その代りベッドサイド・ラーニングみたいなのが、２０週くらい増えて。全部前に詰まりましたね。
コマの時間は短くなったんですけど、コマ数が増えて、それでたぶん厳しくなったみたいです。今は、授業は聞いてな
いとヤバいです。寝ちゃうと「なにやってんの！？」みたいになりますね。
私は卓球部に入ったんです。４年生で日医は成績優秀者に表彰があるんですけど、今年は２人いて、２人とも卓球部だっ
たんで。今仲良くなっているんで、勉強とか教えてもらえるかなと期待しています。トロフィーとかもらって、カッコいい！
と思ったんで、がんばりたいと思います。また同じ大学に代官山MEDICALの卒業生が他にいるのは、心強いです。同
じく代官山MEDICAL出身の寺門くん（日本医科大学１年寺門誠雄くん）はとってもできるんで、たまに教えてもらって
います。

日医で成績優秀者に選ばれるよう頑張っています！


