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日間にわたり総勢　 名の先輩からアドバイスとエール
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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2016年卒業生による合格座談会

ガイダンスでの先輩の声をご紹介　>>>
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夏で医学部入試は決まる！
受験本番まであと残すところ 6か月となりました。7月の第 4回MTと 8月 7日の第 5回MTの結果を見
て第 3回クラス分けを行います。クラスの位置付けは、「井のなかの蛙」ではなく、外部の受験生との比
較であり、相対的に評価してどの医学部に合格するのかを示す一指標です。今年度現状では、いまだにM
０は存在していないので、さらにレベルアップが必要です。M1の生徒の中にも解答を導くプロセスが遅い、
計算が遅い人が見受けられます。医学部入試は、特に私大は、手を動かすスピードが大きく差をつけます。
トレーニングが大切なのです。時間制約をつけて、自分だったらこの問題、30 秒で解ける、この問題な
ら 15 分で解き終わる、といった自らが解くのにかかる自らの所要時間を把握できるようにしていきましょ
う。あと、「夏課題」きっちり終わらせてください。
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　去年 1年間ここで勉強してきました。僕の住んでいるところは、ドアツードアで
1時間半なんですが、電車の中では、常に勉強していました。第 1回目のクラス分
けでは 230 点しかとれず、M1は無理といわれて、M2始まりでした。英語が一番
苦手だったんですけど、結局、英語が一番難しい順天行けたんで、まあまあかな、と。
　一週間の予定を大切にしていました。自分で 0時限を作って､空きコマを数える。
そして、やりたいことを書き入れていくんです。優先順位 ABC をつけて、やって
いきます。一番もったいないのが､何をやろうかと考えるときです。全部ルーチン
でやることが大切です。
　そして、誰にも言っていなかったんですけど、目標を貼り出して、いつも声に出
す。これもいいですよ。
勉強の心構えは、復習重視でした。現役時代はあれこれ手を出して失敗したんで、
浪人時代は反復反復で、数学は夏休みでテキスト 5週しました。僕も去年の座談会
聞いて、勉強に火がつきました。今からでも間に合うんで、高いところ目指してく
ださい。後、もう一つ言いたいのは、河合の模試とか気にしなくていいですから。
11 月とか全部Ｅ判定だったんです。模試と本番は違うんで、模試は模試の時点の
指標にすぎません。テストはあくまでその時点の指標なんで、弱点がどこにあるか
などの活用につかえばよい。あくまで、本番の時点でどこまで伸ばせるかが大切だ
と思います。コツコツやるしかない。がんばって下さい．

牧野成真さん（東京医科大学）
〈北嶺高校〉

吉川嘉之さん（帝京大医学部）
〈淑徳高校〉

荻久保雄高さん（東海大医学部）
〈湘南学園高校〉

新藤夏帆さん（杏林大医学部）
〈都立青山高校〉

畑貴之さん（昭和大医学部）
〈都立青山高校〉

小野晴香さん（聖マリアンナ医科大学）
〈桐蔭学園高校〉

鄭裕華さん（昭和大医学部）
〈雙葉高校〉

山内優美さん（杏林大医学部）
〈秀明高校〉

長岡鈴佳さん（東京慈恵会医科大学）
〈東京女学館高校〉

長岡慈明さん（東京慈恵会医科大学）
〈獨協高校〉

寺門英里子さん（東京慈恵会医科大学）
〈吉祥女子高校〉

足立海陸さん（東海大医学部）
〈京都共栄学園高校〉

石岡直留さん（順天堂大医学部）
〈昌平高校〉

大谷真佑奈さん（順天堂大医学部）
〈東洋英和女学院〉

吉田匠さん（日本医科大学）
〈都立青山高校〉

髙安涼太さん（東邦大医学部）
〈成田高校〉

大槻幹太さん（杏林大医学部）
〈栄東高校〉

伊藤葵さん（聖マリアンナ医科大学）
〈愛知淑徳高校〉

国生華奈さん（聖マリアンナ医科大学）
〈日比谷高校〉

小林桃子さん（日本大医学部）
〈秀明高校〉

佐藤祐輝さん（東邦大医学部）
〈新潟明訓高校〉

百瀬利一さん（杏林大医学部）
〈松本深志高校〉

栗原尚哉さん（日本大医学部）
〈秀明高校〉

相葉南さん（東京女子医科大学）
〈東京女学館高校〉

田崎翔太さん（東京慈恵会医科大学）
〈渋谷教育学園幕張高校〉

高橋秀さん（東京慈恵会医科大学）
〈湘南学園高校〉

大石橋龍さん（日本医科大学）
〈広尾学園〉

齋藤玄徳さん（東京慈恵会医科大学）
〈灘高校〉

鶴町綾子さん（藤田保健衛生大医学部）
〈桐蔭学園高校〉

津田泰祐さん（杏林大医学部）
〈成蹊高校〉

持丸浩太郎さん（埼玉医科大学）
〈獨協高校〉

薗田大二郎さん（日本医科大学）
〈上田高校〉

日

小澤樹央さん（岩手医科大学）
〈桐蔭学園高校〉

日目

日目

日目

参加してくれた先輩のご紹介
代官山MEDICAL卒業生

石岡直留さん

順天堂大医学部
昌平高校



　1浪なんですけど、一年で決める覚悟が大切だと思います。結局は、東海しか来
なかったんですけど、諦めずにやってよかったと思います。僕はずっとＡ２でした。
昭和のⅡ期も一次は通ったんだけど、あとちょっと頑張ればと少し後悔しています
｡東海に行っているんですけど、頑張ったんだけど、あと少しという後悔はあります。
勉強のコツとしては､好きな先生を見つけて､褒めてもらうことがいいと思う。僕に
とっては高橋典先生がそうでした。そして、貪欲に聞くこと｡質問に先生が答える
とき､「それを聞きたいんじゃない」と心の中で思うときあると思うんですけど､そ
のときは､引き下がらずにどんどん聞くのがいいと思う。さらに、英語の石井先生
の授業でも細かいことを教えてくださるんですけど､そのときは「こんなん意味あ
るのか」と心の中で思っていたんです。いや本当（笑）｡でも、出たんです。そうい
う細かいところが｡別の例で言うと、物理でも「電流の速さ」について出たんです｡
で、マンツーの先生が「電流ってカタツムリくらいの速さなんだよね」ってぼそっ
と言っていたこと覚えてて､それが選択肢にあった。「意味ないだろ」って思っても、
本当に授業で意味ないことなんてないんで、授業をしっかり聞いてください。この
授業、意味ないと思っても､意味ないことないって思ってください。

　私は 1浪の時は別の予備校で、2浪目で代官山MEDICAL に来ました｡入塾時は
A1で、夏にM2に上がって、秋にM3に落ちて､冬にまたM2に上がって、すごい
でこぼこでした。
　1浪と 2浪との違いは、1浪はなあなあの感じで､勉強していました｡2 浪めで気
をつけたことは 2つあります。一つは、オンとオフの切り替え。やるときはやる、
やらないときはやらないと決めていました。ご飯食べるときは、勉強せずに食べて、
すぐもどって勉強。日曜日なんかは、朝早く来て夕方 6時まで勉強すると、家戻っ
て、テレビ少し見て､すぐ寝てました。集中力がもたないほうなんで、切り替えをきっ
ちりやってました。
　もう一つは､数学です｡数学は極端にできなくて、1浪目は聖マリなんか成績開示
すると、10点しかとれてなくて、薄先生なんて苦笑でした。マンツーは薄先生を取っ
て、先生を信じてやりました。1学期のテキストをすごいやりました。まず予習、
そして授業。その日のうちにもう一度､授業を再現してまた解いた。さらに次の週
にできないのを解いて。Weekly でも出るんでまた解いて｡夏休みにまた 1回、冬に
また解いて。もう 7，8周は解いてた。それでも 6月か 7月のマンスリーで 25 点し
かとれないときがあって、スランプというか、友達の前で号泣。薄先生にもすごい
怒られて。でも、こんなに頑張っているのに、なんでとれないのって。石井先生と
の面接で言われたんです．数学のマンスリーの試験中にもっと見直しをやれ、と。
基礎力があるのに、数学伸び悩んでいる人、結構いると思うんです。そういう人に
足りないのは見直しだと思うんですよ。見直しって本当に大事で、見直しするだけ
で数学、すごい点数伸びるんですよ｡数学の見直しって､二つあると思うんでですよ。
１つは全部わーって解いて、それを全部見ていくパターン、もう一つは一問解いて
は見直ししていくパターン。私は前者の方が合っていて、それで本当に伸びた。12
月のマンスリーは 6位とれました。皆さんも自分に合った見直しの仕方を見つける
と絶対､数学は伸びると思う。マンスリーテストを利用して､見直しの自分のやり方
を見つけてください。あとは、わからない問題は絶対に質問すること。テキストを
信じてやれば、数学は伸びます。

足立海陸さん

東海大医学部
京都共栄学園高校

山内優美さん

杏林大医学部
秀明高校



　一浪で合格できました。現役時代の予備校は、先生に質問するのが怖くてあまり
行けませんでした。代官山は質問しやすくて本当によかった。入塾当時はA４でした。
私は、正直 A4行けて嬉しかった。でも､医学部をなめてて、去年のこの時期の座談
会で、もっと自分に厳しくしようと決意しました。秋から、2号館に行けたんです
けど、朝は 6時半から、夜は 9時半まで勉強しました。4月 5月 6月はなかなか成
績が伸びないと思うんですけど、そのつらさに耐え切れた人が伸びると思います。
一年間、頑張りつづけると、必ず受かります。頑張ってください。

　代官山で二浪しているんですけど、浪人生は特に、理科で勝つことができます。
英語数学ももちろん大切です。でも、生物化学はやればやるほど確実に伸びるから
です。どの科目もいい先生がそろっているので。特に生物はいろんな先生を活用す
るといい。二浪始めるとき、金髪だったんですけど、マンスリー悪くて、心入れ替
えました。髪とかばっさり切って､勉強に集中するのがいいと思う。犠牲を払うん
だったらとことんやった方がいいと思いました．

　中学高校と陸上やってて、勉強まったくしていませんでした。高校の授業は寝て
たし。入塾時は、数学なんて、log って何？という感じでした。A9で入って、A5
まで上がりました。平野先生には本当にいじられまくりました。それでも、先生の
いったことだけをひたすら反復していました。千葉が家なので、1時間半くらいな
んですが、WIZと快速を小声で音読していました。英語は夏から青葉先生のマンツー
で、俺のやるとおりやれば伸びると豪語する先生で､本当に伸びました。生物はや
ればやるほど､伸びたんで、楽しくて、勉強しつづけることができました。それで
化学が置き去りなっちゃって、こまりました。それで、冬にマンツーの原先生をとっ
て基礎からやってくれて、なんとかなりました。本当、お勧めです。僕も小さいノー
トに、緒方先生の講義とかのことを書いて覚えました。授業ではどの授業もいつも
一番前に座ってました。前はやっぱり緊張するんで、頭に残りやすいんで、そうし
て自分を追い込んでいました。石井先生の授業では、授業中に言ってくれる名言な
んかをメモとっていました。メモ取ることは本当にいいと思います。
　携帯もわざとガラケーに変えて、切断しました。食事の時も勉強していて友達と
は話しませんでした。

　一日 4教科必ずやることを心がけていました。予習は絶対に独力で解いていまし
た。授業で、わからないところは、質問をする。そして、復習を最重要視していま
した。代官山MEDICAL は、質問しやすい環境なんでそれがいいと思います。生物
が得意だったんですけど、生物をやりすぎないように注意していました。僕も受験
期用のまとめノートを各教科作っていました。気持ちも落ち着くし､本番でも焦ら
ないで済むと思います。マンツーは数学は吉野先生、英語は栗原先生でした。数学
は 1学期のテキストとプリントを重点的に復習していました。それで数学はなんと
か足を引っ張らない程度にはもっていけました。最後まで諦めない気持ちが一番大
切だと思います。

髙安涼太さん

東邦大医学部
成田高校

小澤樹央さん

岩手医科大学
桐蔭学園高校

小野晴香さん

聖マリアンナ医科大学
桐蔭学園高校

吉田匠さん

日本医科大学
都立青山高校



　1年目は河合で河合は自由なんで、好きな数学ばっかりやってて、英語が全
然だめでした。僕はＡ３からのスタートで、夏にＡ１行って、その後ずっとＡ
１でした。で、Ａ３のクラスでは英語がすごくできず､夏の河合模試で 51.8. を
とってしまい、悲惨でした｡最初のＡ3のクラスのみんなは英語ができて、数
学ができない人が多くて、みんな英語メッチャ簡単だよねとか言ってて､俺だ
けできねぇーみたいで、予習 2時間ぐらいかかってるけど、って。みなさんの
中にも僕みたいな人いると思うけど、最初はそうなんで、コツコツ地道にやっ
ていけば、いいんで。最初のスタートは関係ないんで。夏の模試の結果で､こ
のままじゃ落ちると思って､石井先生に相談に行って､個別に課題もらって､英
文問題精講の訳をやるようにして、それを 9月の終わりまでやると、英語読め
るようになって、英語が楽しくなって自分からどんどんやれて。前期は予習が
できなかったんだけど、復習がメインだったんだけど、課題が終わってからは
後期は予習ができるようになった。それで、10 月の模試では 63 になって､皆
と戦えるようになって、よしと。僕も授業ではこんなこと意味あるのかと思う
タイプだったんだけど、先生の言うことを素直に聞けば、伸びるんで｡先生た
ちはプロなんで。素直に聞いて頑張れば絶対受かると思う。好きな物理は､「名
門の森」を解いてました。割と物理は得意なんで､予習でも解けたんで､テキス
トの繰り返しは 2回くらいやりました｡基礎は大事だけれど､得意科目は問題集
をやるのもいいかなと。みなさんもがんばって下さい．

　一浪で A６から出発で最後的にはM3まで成り上がりました。現役の時は、女子
医推薦狙いで、高校でもたぶん大丈夫でしょう、安全でしょうという感じだったの
に落ちて、スタートが他の人よりも遅れてしまいました。代官山に入って、苦手な
数学は偏差値が５０ないくらいでしたけど、３ヶ月で６０超えました。前期のテキ
ストを何回も繰り返してやれば、そうなります。朝も早く来て、空き時間もやって、
１週間で同じ問題を 5回か 6回解いていました。Basic でも Standard でもそのテキ
ストを完全にやりこめれば、絶対できるようになります。生物の図説は、覚えよう
とせずにただ見ようとしていました。触れる時間を増やして、お昼の時間とか隙間
時間とかにも見ていました。夏か秋にはランキングに載るようになりました。化学
は池永先生をおすすめします。問題をどんと渡されて、解かされました。演習量を
増やしたことで、特別なことはやってないとは思うんですけど、先生の言うことを
素直に聞いてやれば、どこかしら受かると思います。私も現役は全落ちでしたが、
今年は一次受かったところ女子医、日大、杏林、埼玉医、帝京は全部二次合格でき
ました。一つのことをおざなりにせず、真剣にやることが大切だと思います。
　私も昨年のこの座談会に出て、ある先輩が合格する人は日曜日に予備校に来てい
るとおっしゃてたんです。それでお尻に火がついて､日曜日にも来るようにしまし
た。その代わり、家では一切勉強をしないというスタイルをとりました。その代わ
り、予備校にいるときはすべての時間を勉強に充てました。もし、このやり方があっ
ていると思われたら是非やってみてください。

相葉南さん

東京女子医科大学
東京女学館高校

荻久保雄高さん

東海大医学部
湘南学園高校



　慈恵の２年の長岡です。私は1浪目から2浪めになったとき、本当に悔しかった。そ
の悔しさをバネに2浪目でなんとか慈恵に受かりました。2浪で実践していたことを話
しますね。まず、お昼の時間を短縮して、でぎるだけ一人で空き時間に、ぱっと食べて
いました。そして、すぐ勉強。無駄時間をなくしていました。夜間学習の前とか、皆で
コンビニ行ったりしてるかと思うんですけど、それをやめました。
　二浪になったときは、本当、勉強する意味もわからなくなって病んだ時期があったん
ですけど、石井先生に相談に行くと、「より高い大学に行くという縁が生まれたんだよ」っ
て言われて、ああそうかとすっきりしました。それからは泥臭く勉強しました。一日四
科目を絶対やると決めて取り組みました。
マンスリーは間違い直しを徹底しました｡数学が苦手で、化学は得意でしたけど、Ａ４の
ノートの左に間違った問題を張って、右に解法を書いて､ストックしました。何度も読み
直して、ああこの問題あれとおんなじとか､模試とか入試でよくありました。受験本番で
見直すものって､いろいろ迷うと思うんですけど、もう今の時期からまとめノートを作って
ました。小さなルーズリーフを作って、生物とか図説に書き込む人多いでしょうけど､私
は作ってました。目の構造はどうたらこうたらとか…。直前期になればなるほど細かい
ことを教わるのでそれも書き込んでました。
英語は石井先生のテキストと、単語ぐらいしかやってなくて。代官山の方針に従えば､伸
びます｡後は気持ちの問題ですよね。
　Ｍ１だったんですけど、周りで杏林に落ちたの私だけで､相当ショックで、ああ三浪す
るかもと思ったんですけど、何とか気持ちを維持できました。慈恵まで気持ちが持てた
のは、やってきたという自信があったからだと思うんです｡気持ちと体力が最後は大切で
す。皆さんも頑張ってください。

　去年、代官山から慈恵は８人合格して８人ともて慈恵に行ったんですけど、僕の彼女も同じ
イニシャルで、大学の出席番号が、彼女、姉、僕の順番で実験とか一緒にやって､辛いです（笑）。
　クラスによっていろんな意識、持っていると思うんですけど、あの人には勝てないとか
､このクラスだと上位大学は無理だとか。でも、そんな考えを捨ててほしいです｡今、で
きなくとても代官山で頑張ればできるようになります。
　僕は化学で慈恵受かったと思っているんですけど、化学は最終的に偏差値 80はいっ
たんですが、最初のマンスリーの点、何点だったと思います？（会場から声）。そう、ぴっ
たし。9点だった。最初は誰もがそうなんです。だから、ああ、僕は私は慈恵、順天、
日医だめだとか、思わないでほしい。1年間代官山でやればできるようになります。僕
でも私でも狙えると考えてほしい。
　もう一つは休憩の取り方。僕は3時間やって、30 分休憩してました。ここでは、休
憩していると叱られると思いますが､自分のペースをしっかりと作り、メリハリをつけるこ
とが大切だと思います。自分に厳しく､自分にあった勉強のペースを作ってください。
チューターとして週に1回はいるんで、質問があれば来てくださいね。

長岡鈴佳さん

東京慈恵会医科大学
東京女学館高校

長岡慈明さん

東京慈恵会医科大学
獨協高校



　私は二浪で杏林に行きました。2年間代官山MEDICAL でお世話になりました。今
日は二浪目の話をしたいと思います。最初は A3の 1号館からスタートでやっちゃ
たなという感じでした。でも、まだ今からだと十分間にあうんで､皆さんも頑張って
ください｡大切なのは目標を立てること｡最終目標はもちろん行きたい大学に合格す
ることですけど､さしあたり夏までには 2号館に行くことを目標にしました。で、夏
にM3に上がれて、上には上がいるので、M3になっても、その人たちをまた目標に
して、勉強時間を増やして頑張りました。
　何事にも基本が一番大切です。スタンダード出発だったんですけど、英語は好き
だったので、石井先生の授業のテキストの音読と予習をしっかりやり、復習をルー
チンでやりました。長文は好きだったんですけど､文法が苦手だったので､マンツー
で朝岡先生のをとって、文法を夏までに固めてもらって､夏からは過去問を解き始め
ました。
　数学はすごいできなくて、1年間、薄先生のお世話になって、夏までにⅠAⅡBを
固めて、確率、ベクトル､数列、逃げる人多いと思うんですけど、出るんで､逃げず
にやってほしい。夏までの意識で頑張ってほしい。
　化学は本当にひどくて、偏差値 40 なくて、1浪目は化学ばっかりやって、2浪目
でできるようになって､授業を復習して三上先生に本当に質問に行って、できるよう
になりました。一番と言えるくらい質問しに行きました。質問すると次に広がるの
で､理科系は気になるとどんどん質問しに行くといいと思う。生物は予習して授業、
復習の反復でした。同じ問題出るんですよ。直前期の昭和の単科とってたんですけど、
日本大学の数学にそのまま数値変えただけで出て、薄先生のマンツーのプリントも
何回もやって、平野先生のテキストも何回もやってて、日大は最後だったんですけど、
ああ来たとおもって、最後の最後にああ数学できるようになったなって。復習する
と結果はついてくるんで。先生の言うとおり、やれば合格はついてくる。受験する
ときに、ここまでやって落ちたらしょうがないぐらいやろうと決めました。朝は 8
時に来て、積分 30 分解いて､石井先生の英語を音読したり、長文一題読むことをルー
チンとして課して､それが自信になった。毎日これだけやってるんだから、大丈夫だ
と。自分が毎日コンスタントにやることは自信につながるので、もしやってなかっ
たら、是非取り入れてください｡杏林大学、楽しいんで､是非来てください。

　勉強の方法は皆さんがおっしゃったので、私はモチベーションについて話します
ね｡まだ１年あると思っている人もいると思うんですけど、あっという間なんで…
勉強が嫌になるときもあると思うんですけど、勉強から離れないことが大切と思い
ます。一つだけ､誰よりも負けないというのを作るのがいいと思います。私の場合は、
勉強の時間だけは誰よりも負けないと決めてました｡移動時間も全部勉強していま
した。勉強しない時間は作らないと１年間勉強しつづけました。本当にあっという
間なんで、頑張ってください

新藤夏帆さん

杏林大医学部
都立青山高校

寺門英里子さん

東京慈恵会医科大学
吉祥女子高校



　入学時の A4から A1に上がりました。まず、2号館に行くと言うことを目標に頑
張りました。メンタル面のことを話したいと思います。受験の時は､全然緊張しま
せんでした。それは、これ以上は努力できないまで勉強していたからだと思います。
受からなかったらどうしようということは考えなかった。1日も休まずに勉強して
いたし、やるだけのことをやったという意識がありました。勉強をやれるだけやっ
たということが自信につながると思います。不安にもならないし､結果もついてく
る。誘惑に屈しなかったということは、すごい自信になります。ちょっと恥ずかし
いんですが、疲れたときには、前期では、家族のため、友達のために頑張ろうと思
うようにしました。直前期は、医師になったときの患者さんのために頑張るんだと
思って､モチベーションを維持しました。
　英語は感覚で解いていたので、構造とかもとるようにして、石井先生のθのテキ
ストの写経をやっていました。すると英語を英語として理解できるようになりまし
た。数学は平野先生にいつも怒られていましたが､テキストを繰り返しをやりまし
た。ミスはどんなところでミスをするのかをチェックして､自分の癖を自覚すると
ミスが減るようになりました。生物は図説に何でも書き込んでいつも見ていました。
付箋はって、一問一答のようにしました。歯を磨くときも図説を見ていました。化
学は理論は人並みだったんですけど､知識が得意じゃなかったので、細かい知識を
毎日見れるように工夫しました。
　私は人と話すのが好きだったのですが、この 1年は SNS なんかも断ち切って頑
張りました。

　2浪なんですけど、1年目は駿台だったんですけど。やはり、2年目で伸びた。
代官山MEDICAL で大切に したのは、テキストです｡特に、１学期のテキストは２，
３周しました。参考書はあまり手を出さない方がいいと思います。毎日、そして受
験の当日もやりました。単語も毎日コツコツやったほうがいい。僕は昭和Ⅱ期で受
かったんだけど、みんな日大医学部終わったら、受験終わっている感じで､心折れ
そうになりましたけど、絶対諦めないと思って頑張りました。皆さんも絶対に諦め
ずやっていけば、いい大学にいけるんで頑張ってください。

　3浪なんです。成績では 2浪で受かるはずだったんですけど、メンタルでやられ
て 3年かかってしまいました。とにかく、志望校を下げないことが大切と思います。
成績では僕の服装、見たらわかるでしょうけど､夏なんですよね。夏過ぎると時間
ないんで､夏までが勝負だと思います｡本当に本腰入れて勉強したほうがいい。代官
山MEDICAL の環境は本当にいいんで、それを生かすも殺すも自分次第なんで、自
分に厳しく､本気でやれば､結果は出ると思います｡頑張ってください。

畑貴之さん

昭和大医学部
都立青山高校

今井ゆうかさん

杏林大学医学部
茨城高校

栗原尚哉さん

日本大医学部
秀明高校



　自分は最初は高校時代、野球をずっとやってて、勉強せず、河合の模試は 50 届
かなくて、もちろん E判定で本当やばいぞと、で、もちろん現役時は全落ちで、そ
れで代官山に来ました。スタートはＡ１でM行きたかったなあという感じで。得
意科目はなくて、数学が苦手で他教科もできず、それで前期頑張ったのは、テキス
トです。化学なんて、テキストを問題覚えるくらい解き直して、5，6回は解いた。
同じ問題解いて意味あるのかと思う人いると思うんだけど、テストでは本当同じよ
うなのが出るんです。それで解き方とかわかっているからすごく有利だってという
のを実感しました。自分の中ではこれがよかったかな、と。問題集とかはあまり手
を広げないように。代官山の渡されたテキストをとにかく繰り返す。そうするとボ
ロボロになるんですよね。それで自分でもああやってるなという達成感も味わえる。
　予定の立て方は、絶対達成できる予定をつくったほうがいい。空きコマは何をや
るかを決めているのがいい。
家からは 40 分くらいかかるんですけど、通学時は単語帳やってました。これも 1
冊の単語帳を繰り返すのがいい。最後は、自分専用の単語帳を作って、長文読んで
わかんないのを書いていってそれが増えるたびに、ああ勉強してんなと言う感じで、
その単語帳から次ぎ読むとき、出てきたりして、自信もつくんでこれはお勧めです。
　夏に 1回クラス落ちて、第三回のマンスリーも 200 点いかなくてランキングに名
前載らず、4回目にようやくランキングのって、6回目ぐらいからは 230 点ぐらい
で安定したかな。マンスリーの解き直しは全部はやってなくて、時間がなくて、解
けなかった問題とか、印象に残っている問題とか、知識系は完全に復習してました。
Weekly もそうしてました。後期は、前期は知識重視だけど、後期は演習中心で、
分厚いテキスト使うんですけど、後期は復習がなかなかできなかったんですけど、
それでも前期のテキストをやり直してた。それがよかった。本当、前期のテキスト
や夏のテキストが大切。赤本とか、あまり重視しない方がいいと思う。解いて自己
満足で終わるから。生物は知識を重視して、いろんなこと暗記しようとしすぎた。
でも、樹木とかものすこぐ完璧に覚えて 17 種類とか全部言えて、植物だけは自信
になったし、それは本番ではよかった。知識があると本番で落ち着く。知識問題で
なんだっけとか、時間をかけたくない。合格者はさっさと答えていく。その代わり、
考察問題はしっかり考える。小さな暗記ノートに書いて、それを毎日見てた。入試
直前も落ち着く。直前とか本当に大切で、現役の時は、「入試直前に心落ち着ける曲」
とか聞いてて ( 笑 )、こんなのホント意味ないから。それより暗記ノート、これは
お勧め。
　自分は数学ができずに苦手でした。今年の合格者の中で一番できなかったんじゃ
ないかな。平野先生からも怒られて、もういくらやっても成績が上がらなくて、そ
の代わり、理科を本当死ぬ気でやった。まあ、不得意科目があってもこうやって通
るんで。
　ライバルも大切です。自分はまわりにM1やM2のやつらが多くて、刺激受けて
ました。そして、過去問解くときも競争して､いい関係を保てました。

大槻幹太さん

杏林大医学部
栄東高校



　一浪目の失敗の話をします。A3から A１だったんですけど、空き時間とかお買
い物とか行ってて、結構自由にやってて、真剣さがたりませんでした。合格した人
たちと実力ではそんなに変わらなかったけど、結局、空き時間に知識を詰め込むの
が足りなかったかと反省しました。石井先生にも 2回ぐらい、説教部屋で怒られて、
本当、先生は全部知ってて、遊ばない方がいいと思う ( 笑 )。
　2浪目は遊ばなかった。得意科目はなくて、でも、苦手科目は作らないようにした。
1浪目は英語で落ちたなという感じだったので、二浪目に丸山先生のマンツーをやっ
て、勉強の仕方とか教えてくれて、1浪目は英語 50 台だったけど、2浪目は 70 く
らいになりました。本当朝から夜まで、ずっと英語やってました。今、才能がない
とか苦手だとか思っている人がいると思うんですけど、あきらめずに毎日やれば、
絶対できるようになるんで、コツコツやるのがいいと思います。
科目のバランスも大切と思います。各科目偏差値 65 ぐらいを目指すと、総合偏差
値で 70 行くんで､そちらを目指した方がいいと思います。
受験期での注意は、杏林で合格が出て、それから日大までの間、勉強しなかったん
ですよ。日大に受かったからよかったけど、本当当時後悔しました。現役いれたら、
3年間勉強し続けたんだけど、この 2週間なんで勉強しなかったんだろうとものす
ごく落ち込んだ。で、それを教訓として途中で気を緩めず勉強し続けて、と言いた
いです。

　代官山MEDICAL には、二年お世話になりました。１浪目は、無限に時間がある
とおもってて、毎日授業を受けていれば、自然に受かるでしょうと思ってました。
そんな受け身の形で、失敗しました。それで２年目はもっと積極的にマンツーをとっ
て、数学は平野先生、英語は高橋阿利先生、化学は三上先生、生物は緒方先生をと
りました。この予備校の利点である先生との距離の近さを利用して､全部指示して
もらいました。生物はできたんですけど、他の科目ができなくて、特に数学が話に
ならないレベルで、どうしたらいいかわかんない状態でした。テキストをとにかく
やり直して、なんとかなりました。テキストばらして、単元ごとに何回も何回もやっ
た。私の場合は生物が一本の柱になったんだけど、やっぱりそれは危険。生物でこ
けるとマンスリーなんか悲惨な点になって。やはり全教科バランスよくとれるよう
になるのが一番いいと思う。今の時期、不得意な科目を何とかするのがいいと思う。
受験期の会場にもっていくノートは薄いやつを各科目、夏頃から意識して作るとい
い。本当重い参考書もっていくのまったく意味ない。
　まわりには優秀な人がいると思うけど、本当、自分は凡人だなと悩んだときもあっ
たけど、目標の大学に合格にすればいいんだと切り替えた。そして、自分のポテン
シャルを低くおもわないようにしました。私は聖マリが第一志望だったんで、とに
かく過去問とかものすごく解いて、覚えるくらいやりました。本当、執念で受かっ
たと思ってます。受かりたいという気持ちがあれば、合格できると思います。あと
は、私、自習するときとか、ものすごくねむくなるんです。これは、家帰って、携
帯とかテレビとかで睡眠時間取られたからなんです。これは本当やめた方がいい。
もう修行だと思って、外界と遮断するのがいい。マンスリーが悪くてもメンタルの
修行だと思えばいい。

小林桃子さん

日本大医学部
秀明高校

伊藤葵さん

聖マリアンナ医科大学
愛知淑徳高校



　僕の勉強法を紹介します。一人一人、時間割配られるじゃないですか。その空コ
マに前日の復習と次の日の予習を全部やる。もうそれしかやらないときめて、１年
間やってきました。そして、この人は負けないという人を作るのがいいと思います
｡僕の場合、吉川君がそうだったんですけど、皆さんも作ってください。代官山の
テキストを信じてやれば､受かります。

　現役で合格することができました。心がけていたのは、質問すること。ストイッ
クさが大切と思います。ストイックさは誰にも負けないと頑張りました。朝 6時半
から 9時半。朝は英語長文を声を出して読んで、毎日繰り返しました。石井先生の
テキストを暗記するまで読んでました。朝は人があまりいないから。四科目偏りが
ないように勉強しました。英語が一番得意だったんですけど、とにかく単語帳を端
から端まで暗記しました。石井先生の言葉を一言一句逃さないようにしてました。
代官山のいいところは､合格者が多いところなので､私は月に一回合格体験記を読み
直していました｡そして、今の私に足りないのは何かとか考えて、ああ、この人に
まだ負けているとか､自分を励ましていました。寺門さん（東京慈恵会医科大）は
セミナー 8回やっているとか、石井先生の紹介する合格者とかと戦ってました。石
井先生に、日医に行っている姉に負けてない､大丈夫とか言われて、負けず嫌いな
んで､頑張りました。これだけやったという自信はありました。結局､私は昭和Ⅱ期
しか受からなかったんですけど、自分はこれだけやっているという自信があったん
で､モチベーションが維持できました。そして、石井先生をはじめとして、先生方
が励ましてくれて支えられました。自分を追い込んだことがよかったと思います。。

　現役の時からお世話になったんですけど、現役時は､岩手と東京医科の一次に通っ
たんで、浪人のときは昭和、慈恵、順天を目標にしました。目標を高く持つことは
大切だと思います。最初はM3で、英語は得意だったんだけど、数学はスタンダー
ドのテキストをやりつづけて何回もやりました。それで、ちゃんとマンスリーに載
るようになりました。英語は単語をやりました。「医学部受験の英単語」をやりまし
た。英語はとにかく音読をやってました。受験会場でも音読やってました。化学は
A3から始まって、セミナーは夏までに２周して、top のテキストも短期間で１周し
てました。物理は苦手だったけど、寺澤先生の授業がおもしろくて何とか勉強をつ
づけられました。「名問の森」をやってて、セクションごとに横にやっていきました。
　まとめノートは私は作らないタイプでした。そのかわり、テキストを縮小コピー
して緑で隠して、覚えるようにしました。
　受験時は、杏林を受かって、精神的には落ち着いて、できました。
化学は池永先生がお勧めで、できる人は数学は佐藤啓寿先生と高橋典先生、できな
い人は平野先生、薄先生。長期コツコツ型か、短期集中型かを自分で自覚するのが
大切だと思う。それで、自分の勉強法を見つけていけばいい。私の場合は、どこの
試験でも英語は確実に８割以上とれたから、それで落ち着くことができだ。皆さん
もどんな科目でもいいから、一つ絶対的な自信がもてる教科を作るのがいいと思う。
順天は意外と２浪、３浪の人もいるんで、諦めずにがんばれば大丈夫です。頑張っ
てください。

大谷真佑奈さん

順天堂大医学部
東洋英和女学院

鄭裕華さん

昭和大医学部
雙葉高校

大石橋龍さん

日本医科大学
広尾学園



　新潟だったので、皆さんのように毎日授業を受けられるわけではありませんでし
た。長期休暇とかのときに土日を使ってマンツーをとりにきていました。それで、
逆に、他の人に負けまいと一生懸命、頑張りました。一番大切にしたのは計画です。
5分単位で予定表をたててました。食事は何時何分、予習は何時何分と。長期的な
予定はたてず、一日の予定だけをしっかり立てていました。英語は音読ばっかりやっ
てました。スピードも音読でついたと思います。試験でも困らなかったんで､音読
が一番いいと思います。数学はできると思ってたんですけど、ケアレスミスが最後
まで響きました。今からケアレスミス対策を意識してやった方がいいと思います。
先生にぜひ相談してケアレスミス対策を考えた方がいいと思います。
　「エッセンス→良問→問」の鉄板の流れがあると思うんですけど、自分は良問を
終わらせたのが中途半端な時機だったんで､名問やるかどうか迷ったんですけど､迷
うよりは､やるべき問いを解けばいいと思います。
東邦は多浪厳しいとかどっかで聞いたんですけど、そんなことないです。4浪はざ
らだし、7浪、再受験生もいます。是非、東邦にも来てください。

佐藤祐輝さん

東邦大医学部
新潟明訓高校

　一浪目は河合塾でした。二浪目で代官山MEDICAL に来ました。１浪目のときは
授業だけで、家帰ったら、遊んでました。授業の定着ができてないのが反省点でし
た。二浪目は、定着に重きを置きました。数学が一番できなくて、生物と英語はで
きてて、化学はできたりできなかったりでした。数学　　　は 1学期のテキストを
夏までに５回やりました。テキストの上に５つ四角のマークがあると思うんですけ
ど、そこにやった日の日付を書いていました。その日にもう一回やって、できたら
○つけました。そして、１週間後にまたやって○をつけて、できたら２週間後にま
たやって、できないものは○をつけずに、１週間でやって、その繰り返しで、長期
記憶をつけるというふうにしてました。
　二学期になると伸びて、A⒋スタートで、まわりは１浪で、頑張ろうと思って努
力しました、それで、夏ぐらいからマンスリーに載るようになりました。で、２号
館に行けて、周りはみんなできる人ばかりで、それでどうしたかというと、できる
人の長所をまねしようとしてました。いいところを盗むというか。すると、皆、空
き時間に知識を入れているんですね。図説とか。生物の図説なんか、はじめはなん
でこんな細かいところまで覚えるんだろうと思ってたんですけど、医学部は細かい
ところを出すんですよね。マンスリーでも普通に出るし、それで貪欲に知識を詰め
たことは役に立ったなぁと。数学は小問をとれるようになることが大切だと思いま
す。小問は均等に配置されて、基礎ができないととれないし。１学期のテキストを
何周もやったことで、できるようになったと思います。英語はロッキー岩瀬先生の
文法のまとめのプリントを常に携帯して､覚えました。長文は復習時の音読が大切
だと思います。化学は有機は絶対に落とさないという感じでやってました。大問２、
３個取ると心がけていました。解く用のノート、暗記用のノートに分けて、あとは
ワークブックをひたすら。
受験用に持って行くのは今から作った方がいいと思います。受験期は実力以上の実
力はでなくて、実力以下の実力しかでないんで、自信を裏付けるのをもっていった
ほうがいい。数学のテキストボロボロになっているのをもっていって、やり慣れて
いるんで安心できました。マンスリーでは、勝手にライバルを想定して､あの人に
負けたとか､勝ったとかやって、モチベーションを高めていました。
あとは、オンとオフを大切にしました。帰りの時間は音楽を聴いていました。帰り
の時間では、大学でやりたいことなんかを妄想して、モチベーション上げていまし
た。

国生華奈さん

聖マリアンナ医科大学
日比谷高校



　高校のときも結構勉強していたんですけど、全然伸びなくて、高校の先生からも
1浪では無理と言われていました｡で、代官山に来て、１浪で受かって本当によかっ
たと思います｡最初のマンスリーもそんなによくなくて、結構勉強していたのに、
そのあともランキングにずっと載らなかったです。それで焦ってたんですけど､石
井先生と相談すると、「吉川君は 8月ぐらいに伸びるよ」と言われて、それを信じ
てくさらずに勉強していると､本当に 8月ぐらいに伸びて、びっくりしました。そ
れで石井先生の言うことを信じて、勉強し続けました｡成績はあんまり安定しませ
んでしたが､それでも無事合格できました｡本当に代官山に感謝しています。皆さん
も今の時期、点は取れないのは当たり前なんで、諦めないで頑張ってください。

 　僕は二浪で入ったんですけど、１浪目は北海道で､２浪目で代官山に来ました。
地方から来ている人も多いと思いますけど、そろそろ慣れる頃と思います。化学が
本当に苦手で、最初のマンスリーなんか 30 点で、やべえなと。1学期はもう化学
中心で、テキストをやりこみました。本番では、化学が得意になって合格した感じ
があります。マンスリーテストは僕はあまり気にしませんでした｡ランキングには
載っていたんですけど、上下もあってあまり気にせず､復習を心がけました｡代官山
は授業が多くて大変ですけど、最初はペースがつかめないでしょうけど､夏頃には
慣れると思います｡数学については､山室先生や､薄先生、高橋先生にお世話になり
ました｡テキストはしっかり復習しましたし、質問もしっかりしました。難しい問
題は割り切って捨てて､できる問題を絶対にできるようにしました。化学は入塾当
初一番苦手でしたが､節田先生や三上先生に質問して克服しました｡英語も苦手なの
に､英語に割く時間が足りずに、受験の時は後悔しました｡英語は受験の本番で武器
になるんで、英語が得意な人がやっぱり合格しやすいですね。英語は石井先生を始
め､授業を大切にするのがいいと思います。

牧野成真さん

東京医科大学

吉川嘉之さん

帝京大医学部
淑徳高校

北嶺高校

　また 1年、これから 1年､いろいろな人がいると思います。でも、皆に言いたい
のは､考えてくださいということです。考えるには時間が必要です。この時間こそ
考える時が与えられたと思うんです。将来、医師になるというときに、考える力が
ないと医者の使命が全うできない。
　考える科目は数学と英語だと思うんです。受験数学と受験英語は似ている｡数学
は出題者が何のために作っているのかを考えなければならない。問題は何のために
作られたのか、問１、問２がわからない。でも、問３がまとめとしてあるとわかれ
ば、ああって、わかるときがある。出題の意図を考えることが大切だと思います｡
勉強法は全部どこかでつながっているんですよ｡暗記も大切だけど､暗記は夏までに
完成させて、その先に進んでほしい。
しっかりがんばって一年で達成して下さい。

薗田大二郎さん

日本医科大学
上田高校


