
WAY TO SUCCESS合格への軌跡

素直に勉強できました。
去年は同じ問題を繰り返しても、と思ってしまい、参
考書も中途半端なのに新しい問題に手を出してしまい
ました。けど、今年はずっとテキストの復習。テキス
トをすべて暗記するつもりで、解けるようになるまで
何回も繰り返してやりました。授業は毎回おもしろかっ
たです。英語ができなかったから、とりあえず石井先
生に写経をやれって言われてそれを最後までやったり、
自分でなにもできなかったから、先生に言われたこと
をひたすらやってました。数学は授業前に予習をして、
授業中も考えながら聞いてて、予習が間違ってるとこ
ろがあったら“間違ってるんですけど、何でですか？”
とか聞いたりしました。現役の時より、素直に吸収し
てたと思います。いろいろなことに“おお、なるほ
どっ”ってなってましたね。

Weekly Test も大事にしていました。
Weekly Test はやんなかったら復習がおろそかになる
と思います。１週間ってすぐきちゃうんで、結構大変
だったんですけど、今週中にちゃんと復習しなきゃ！
というモチベーションになりました。やっぱり（成績優
秀者の）ランキングには上の方にのりたかったので。

１年でとても成績が伸びました。
現役の時偏差値50台だったんですけど、そこから伸び
はじめたんです。春期講習の及川先生の授業で基礎が
固まって、最終的には70まで伸びて、結果20近く伸
ばせました。苦手な英語も最終的に偏差値60台までい
き20近く伸ばせました。数学は入塾時に得意とか言っ
てたんですけど、全然得意じゃなくて、終わってから
偏差値見比べたら、ひどくて。これで得意とか言って
たの、って家族で爆笑してました（笑）。
英語は、急にわかるようになりました。最初全然終わ
らないし、意味わかんないとか思ってたんですけど、
急に全国模試の問題が簡単に感じて。そこから英語は
模試では伸びました。Monthly Test はもうすこし時間
がかかりましたけど（笑）数学は６月かなんかに一位
とってから、ずっと上位に残りたいと思ってて。でも、
夏に、ちょっとそれより英語やんなきゃ、みたいになっ
て、放置しました。それで英語はぼーんって点数も順
位もあがりましたね。Monthly Test が文法問題中心で、
きちんと基礎が固まっているとできる、みたいな問題
でした。すごいうれしかったですね。そのたぶん直前に、
英語の文法をガーってやってて、それでランキングに
載ったんですけど、今度手を抜いちゃった数学が、一
気に順位を落として。立て直そうと思ったんですけど、
結構立て直せなくて。やんなかった分結構……。石井
先生もおっしゃってたんですけど、「やんないと戻すの
に時間かかる」って言われてて。ホントだって思いま
した。結局、秋直前まで戻らなくて。それがすっごい
悔しくて。やばい、みんなに抜かれていく、とか思って。
だからもう一回、一学期のテキストの復習に戻ったん
ですけど、（クラスが２学期から）ハイレベルに上がっ

たのに（一学期のテキストが）難しくて。それから一日
に必ず４教科、満遍なくっていうか、必ず触ろうって
いうように決めましたね。

１日のタイムスケジュールは大体決まってま
した。
朝７時頃に来て、予習が終わってなければ、予習先やっ
て。終わってたら、もう英語を先やっちゃって（笑）先
にやっちゃわないとダメ。絶対後回しにしてやんない
パターンになるから。私は。朝の英語は授業の復習と、
その写経と、過去問。あと、押田先生からそのやった
過去問を、もう一回音読するといいって言われてたん
で、それをやって。文法、単語、音読、写経を７時半
から。授業の空き時間には全科目均等になるぐらいに、
まぁ基本復習をやったかな。化学の理論とか特にやっ
てました。暗記があんまり好きじゃないんで、ちょっ
と無機・有機から逃げてたってのもあるんですけど。
理論で点稼ぎたいってずっと思ってて、それで理論の
テキストをずーっと復習してました。でもそのおかげ
か、受験の時は数学よりも理論化学が支えてくれた気
がする（笑）
あと図形と計算ができなかったんで、薄先生とかにプ
リントもらってやってました。医学部の問題（過去問）
ばっかりやってたら、基礎の計算とかできなくなっ
ちゃって。それでやばいと思って。朝に10分間計りな
がらやってました。
とにかく空き時間には、授業のバランスとかみて、全
教科触れるようにしてました。

今年はこれで落ちたらなんなの（笑）
って気持ちで入試に臨めた。
私は現役の時は、もうなんか成績からして、ギリギリ。
もし受かったとしても、すごい運良かったなぐらいの、
あわよくば受かりたいぐらいの気持ちだったんですけ
ど、だめでしたね（笑）
今年は、テスト慣れっていうのもあったかもしれませ
んが、あんまり緊張しなかったです。ホントそれこそ、
これで落ちたらなんなの、みたいな（笑）。（入試会場で
もいつもの感じで）やるだけ。結果は分からないけど、
出しきればどうにかなるかなって。受かったら受かっ
たでうれしいし、その、結果が出たってことだし。落
ちたら落ちたで、達してなかったんだなって。結果、日
医に入学できて、代官山MEDICAL で頑張って良かっ
たと思いました。
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あっという間の１年間でした。
この１年間はあっという間に過ぎたような気がします。
九月以降がもう、風のように。（笑）夏以降は、７時15
分から７時半、くらいには登校してきてやっていまし
た。万里子ちゃん（日本医科大学１年　寺門万里子さん）
のタイムカードを夏ごろにたまたま見て、７時とかに
きてて、ヤバイっておもって、来始めました。

苦手な数学は先生についていきました。
私は高校時代、数学がずっと苦手でした。数学は代官
山MEDICALの数学の先生方に教わったことを復習し
ていただけです。高校のときは授業もただ聞くだけで、
受け身だったけど、代官山MEDICALではまず何をし
たらいいかを教えてくれたので、勉強しやすかったで
す。なにも考えずに言われたことだけをやってて、気
付いたら、理解できていて自分でもびっくりしました。
冬にベクトルの問題をやってた時に、先生に難しいか
ら解くのに時間かかるかもよって言われた問題がすぐ
に解けた時はうれしかったですね。やるべきことをやっ
ていったら解けるようになることを実感しました。化
学はとにかくテキストを何回も解きなおしました。特
に私は夏と冬のテキスト。苦手な問題にバツ印をつけ
て、日付とかを書いていました。何回目とか、また間
違えたのか！とか何回もやっていましたね。生物は、大
森先生の記述対策プリントをやっていました。大森先
生が、受付にプリントを置いておいてくださって、そ
れを解いていました。解いて、先生のところにもって
いくと採点してくれてアドバイスしてくれるので、週
に１回このプリントは必ずやっていました。

成績もすごく伸びました。
一番伸びた科目って、やっぱり数学ですかね。もとも
との偏差値が、47とかだったんで。５月の全国模試で
もそれくらいでした。Monthly　Test も（成績優秀者）ラ
ンキングに夏くらいまで一回も載ったことなくて。で
も、急に9月の全国模試で65ぐらいになってビックリ
しました。急に、ばんと成績が上がって。すごくうれ
しかったんですけど、Monthly　Test は全然ダメでした。
11月くらいに、ようやく72点とった気がする。英語は
ずっと偏差値や点数の大きな変動はありませんでした
が、実感としては全然違っていました。現役の時は文
法がホントに曖昧だったので、バーって読めるけど、よ
くわかんないみたいな感じだったんですけど。代官山
MEDICAL ではちゃんと文法とかいろいろ授業あった
し、ちゃんと１から文法を積んだら、英語のまんま、頭
に入るようになったってのはあります。英語は Weekly 
Test 対策のために石井先生の授業の復習用ノートを
作って、やってました。二週間前のものもたまに復習
をやってました。もう一回見開きで作って、もう一回
訳して。英語はそれが良かったですね。入試本番でも
試験前とかサラって読んだり、英語に慣れるために、英
語の前の休みの時間とかに、バーって読んで、もう頭
に入っている場所なんで試験にもスムーズにはいって

いけましたね。Monthly Test はやっぱ毎回ランキング
も貼りだされるから、結果が良いと「うおー」ってなっ
てたし。生物で、遺伝の問題でなんか、答え方を間違え、
書き方を間違え、解答欄も間違え、解けない問題もあっ
て、50点ぐらいしか取れなくて、それが死ぬほど悔し
かった（笑）それからは、解き方・答え方を絶対間違え
ないように頑張りました。

今年は自信をもって入試に向かえた。
テスト慣れもあったかもしれないですが、現役の時は
自分が勉強してないのも分かっていて、「あ、来年は浪
人かな」とか思っていたし、緊張感もありませんでした。
今年は、自分が（しっかり勉強を）やっていたという自
信があったんです。これで落ちたら、もういいかなっ
ていうくらいやりました。この自信があったから、緊
張もしなかったです。

夏に試して秋には１日の流れができていまし
た。
夏はホントひたすら数学って感じで。でも、一日４教
科ってのをなるべく守ろうとしてました。数学に追わ
れてても、生物の暗記とかはやってました。でも、夏
はホント数学のイメージがある。数学は一生懸命やっ
て良かったですね。化学はホントやらないで後悔した
のと、生物は、なんだろう…あらためて暗記をしたこ
とがなかったんで。夏にちょっとずつやろうと試みた
んですけど。なんとなく、一日の流れができたのは秋
ぐらいからかもしんないです。大体やることも決まっ
てきて、朝の数学のあと予習をして、いただいたプリ
ントをやって、分からないところを質問して、それを
もう一回復習してみたいな。数学は本当に、ひたすら
それの繰り返しでした。あとほかの先生の授業のやつ
もあったし、例題とかも、最初に何をするかっていう
のをパッと思いつくようにしてました。

代官山MEDICAL での友達関係は
とってもよかったです。
現役の時はなんか、もうメンドくさくて、一緒に帰る
のも。昼も一緒に食べるの嫌で。最後行ってなかった
し（笑）なんなんだよって思って。みんなワーワーって
やって、そんなやんなくていいじゃん、みたいな感じで。
医学部を目指している子も少なかったから勉強内容も
全然違うし。でも、代官山MEDICAL はみんなが医学
部志望だったし、同じ環境で、同じ時間を共有できて、
すごく良かったです。万里子ちゃんとも仲いいけど、メ
アド交換したのは、合格祝賀会の時です。それまでほ
とんど代官山MEDICAL で一緒にいたので、必要な
かったし、適度な距離感があっていい友達関係ができ
てとってもよかったです。
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ンキングに夏くらいまで一回も載ったことなくて。で
も、急に9月の全国模試で65ぐらいになってビックリ
しました。急に、ばんと成績が上がって。すごくうれ
しかったんですけど、Monthly　Test は全然ダメでした。
11月くらいに、ようやく72点とった気がする。英語は
ずっと偏差値や点数の大きな変動はありませんでした
が、実感としては全然違っていました。現役の時は文
法がホントに曖昧だったので、バーって読めるけど、よ
くわかんないみたいな感じだったんですけど。
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高校の先生にもびっくりされました
高校の先生にもびっくりされました。僕の高校では、１
浪で医学部受かるのもめずらしいのに、それで昭和に
進学したから、“すごいね”みたいな。“なにがあった
の？”と聞かれましたね。“ただ、代官山MEDICAL で
勉強しただけです。”と答えました（笑）　ずっと自分の
レベルに合っていることだけ提示いただいていたので、
ちゃんとレベルに合ったことだけを勉強し続けていま
した。無駄がないのが、自分でも感じるくらいでした。

授業で、勉強以外も教えていただいた
石井先生の授業の場合は授業中に、勉強外にもやる気
がでることをいろいろ言ってくれるんですよ。やるべ
きことはその時やれとか。心にとめておきたいことを
いろいろ言ってくれるので、授業中ノートとかに書い
て、家に帰って付箋に書いて机の前に貼る！を繰り返
していました。石井先生の授業では、モチベーション
が上がることをいってくれるので沢山付箋に書いて
貼っておける言葉をいただいたのが嬉しかったです。も
ちろん学力的にもとてもためになりました。石井先生
の最初の方の授業でちゃんと文型からやって、難しい
構文でも SV をつけていけば全部読めるっていう授業を
してくださり、ありがたかったです。成長している実
感もありました。今までなら適当に読んでいて分から
なかった長文も、練習していれば SV がすぐ判断できて
自然と読めるようになっていました。石井先生が最初
から言われていた通り、訓練してきて身についたんだ
ろうと思ってます。

先生方にはお世話になりました。
他の先生方にも本当にお世話になりました。英語は苦
手科目だったので、先生方皆さんにお世話になりまし
た。きびしく律して下さる先生と優しくゆっくり自分
のペースで教えて下さる先生がいたから、バランスが
良かったです。どっちのタイプの先生もいたからこそ
スムーズに勉強していけたと思います。
数学の先生方はお父さんや兄貴みたいな存在でしたね。
代官山MEDICAL で泣いた事がありましたが、杏林を
受けて数学が思ったより出来なくて、すごく申し訳な
くて。代官山MEDICAL に帰ってきて、結果報告して
たら、急に泣けてきちゃって。先生も“泣くんじゃね
え”って言ってくれながらうるうるされてて。もう、勉
強以外でもすごいいいこと言ってくれるから、お父さ
んみたいな存在。試験が終わり授業がなくても、ずっ
といてくれてうれしかったです。
僕は浪人してから物理をはじめたので、はじめは分か
らないことばかりでした。でも、三宅先生の授業を受
けているうちに夏までには問題を解けなくても、感じ
られるようになってて、言いたいことは分かるし、イ
メージできるし、現象も追っかけられるようになって
いました。そこから、理論的なことをはじめました。感
じた後に理論やって、解けたみたいな。（笑）夜間、１
学期のほうは、全部頑張っていました。２学期になって、

夏終えた成果がでて、解ける問題が増えてました。な
ので、ぱっと問題をみて、解ける問題を消していって、
解けない問題だけ丸つけていって、それが問題が１０
個あるうち、だいたい５個以下くらいになっていまし
た。ゆっくり考えてといて、わかんなかったら先生に
ヒントもらっていました。答えを言われそうになると

“考えるから！”といって止めてもらい、考えて…とく
り返していました。考えたい人間なので、夜間学習は
楽しかったです。理系の人間なんで。考えないと、楽
しくないし。

モチベーションはずっと高く保てた
自分でいうのも何ですが、向上心はあったから（笑）向
上心ないとヤバいと思ってて。モチベーションはずっ
と高かったです。投げ出すこともなく。起きている間
の濃度自体は誰にも負けなんじゃないかと思ってます。
時間の長さは短いのは絶対不利だと思っていたので、ず
らしてでも絶対量をとりました。ぱっと見は、勉強し
ない人みたいだったと思うんですけど。でも、僕、あ
んまり勉強してるの見られたくなかったんですよ。勉
強してるのに、結果がでてないと、なんかヤダっての
があったので。それだったら、勉強してない雰囲気だ
して、実はちょいちょいやってたほうがいいかなって
思って、隠れてやってましたね。

勉強方法について
ただ、授業の予習復習をして、それだけでも、１日終わっ
ていました。先生に“やれっ！”て言われたことをやっ
ていたら、１日があっという間に終わってしまった感
じ。先生から指示されていたプリントは必ずきちんと
やっていました。あと、僕は生物から物理に変えたので、
物理を今年からはじめたから、三宅先生にすごい基本
的な問題集を教えてもらって、それをやったりしてま
したね。基本的にはそれ以外の問題集には手をつけな
かったし、結構厳しく宿題も出していただいていたん
で、問題集もその１冊以外はやってなかったです。あ
とは、代官山MEDICAL のテキストくらいかな。先生
に言われた事だけをやって、合格することができまし
た。本当に、１学期からの勉強をやり続けただけ！と
いう感じでした。

昭和大医学部 2次合格

北里大医学部 2次正規 合格

良かったです。どっちのタイプの先生もいたからこそ
スムーズに勉強していけたと思います。
数学の先生方はお父さんや兄貴みたいな存在でしたね。
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くて。
たら、急に泣けてきちゃって。先生も“泣くんじゃね
え”って言ってくれながらうるうるされてて。もう、勉
強以外でもすごいいいこと言ってくれるから、お父さ
んみたいな存在。試験が終わり授業がなくても、ずっ
といてくれてうれしかったです。
僕は浪人してから物理をはじめたので、はじめは分か
らないことばかりでした。でも、三宅先生の授業を受
けているうちに夏までには問題を解けなくても、感じ
られるようになってて、言いたいことは分かるし、イ
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られるようになってて、言いたいことは分かるし、イ
メージできるし、現象も追っかけられるようになって
いました。そこから、理論的なことをはじめました。感
じた後に理論やって、解けたみたいな。（笑）夜間、１
学期のほうは、全部頑張っていました。２学期になって、

られるようになってて、言いたいことは分かるし、イ
メージできるし、現象も追っかけられるようになって昭和大医学部進学　昭和大医学部進学　城井 正彦城井 正彦君（秀明高校）君（秀明高校）

ずっと自分のレベルに
合っていることだけを

勉強していました。
昭和大医学部進学　城井 正彦君（秀明高校）
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大学を辞めて医学部受験
高校時代、ずっと部活しかやってなかったからまとも
に教科書さえ見たことがなくて、評定は2.3とかでした。
大学を辞めて“医学部を目指す”って聞いた高校の先生
の中には、「加藤には（医学部は）絶対無理だ」「加藤はこ
の先どうなっちゃうんだ」って心配してくれた先生も
いらっしゃったようです。スポーツ推薦で入った大学
を途中退学。推薦してくれた顧問の先生にも迷惑かけ
たので、医学部に受かって挨拶に行きたいとずっと思っ
てました。東医から補欠の電話が3月16日に来て、大
学に合格通知をもらいに行き、代官山MEDICAL で封
を開けて石井先生にお見せして、その足で高校に挨拶
に行きました。部活の顧問や高校時代の恩師に挨拶が
できて、すごく嬉しかったです。

わからなすぎて、
わからないこともわからない状態
高校時代に勉強をしていなかった分、大学で勉強をし
たいと思っても、スポーツ推薦で入っているので勉強
はほとんどなかった。部活でも色々あり、半ば衝動的
に退学。大学に行かなくなったのが4月で、6月に代官
山MEDICAL に来たので、その間の二か月は腐ってて、
代官山MEDICAL にも親に尻を叩かれてようやく来た
感じ。でも、親に大学に行かせてもらったのに途中で
退学したので、どうにか医学部に入りたいとは思って
いました。高校時代は文系だったので、化学、生物、数
ⅢＣは初めて。最初はわからなすぎて、わからないこ
ともわからない状態でした。何を覚えればいいかもわ
からない。代官山MEDICAL のテキストはもとより、
教科書レベルの基本的な問題集すらわからないまま
やっている状態。夏からは、小林先生に教わったおか
げでようやく理論化学は少しずつ理解できたけれど、有
機と無機はわからないままで、1年目は勉強とはどうい
うものかもわからないまま入試になりました。授業も
板書するだけになってしまい、自分で理解はしてない。
２年目になるとようやく勉強がどういうものかが分
かってきて、１年目は出来なかった予習が、出来るよ
うになった。予習が出来ていると、授業でわからない
ところを聞けば「あぁ、これはこうだったんだな」とい
うのがわかって。授業はわかってくると楽しかった。余
裕もあったし。

数学が最後まで苦手だった
数学以外は暗記である程度解けても、数学だけはどう
にもならなくて。試験前でもないがしろにしてた。微
積ができると思えたのは、入試がはじまってから。そ
れまでずっと逃げてて、試験日程の早かった金沢、杏
林を受けた時も「数学でミスしてる」という印象だった。
それから逃げたまま行きたかった東邦を受け、試験当
日はすごく気負いました。理科はまぁまぁで、数学も
小問集合みたいな感じだから、過去問を解いた時はそ
んなに大きなミスもなくいけるかもと思ってた。でも
試験会場で数学の問題を見て“できない”って思っ

ちゃって。15問中、
自信を持って解けた
のが3問かな。そん
な状態で英語を受け
て、 頭 が 真 っ 白 に
なっちゃった。志望
校が東邦と東医だっ
たので、ようやく“逃
げ て る 場 合 じ ゃ な
い ”と な り ま し た。
薄先生のねらい撃ち
ゼミ「東邦・東医対
策」のテキストを全
部解きなおし、そこ
でようやく微積がわ
かる、と思えるようになりました。それから挑んだ北里・
東医のテストは数学も手ごたえがありました。今まで
数学は苦手だから、答えを片手に見ながら問題を解き、
出来なくても解法みて分かったつもりでした。やっぱ
りそれじゃ本番には通用しないですね。自分で手を動
かしてやると試験の時も手が動く。小林先生が「解ける
とわかるは違う」と言っていましたが、答え見てやった
気になっちゃダメ。同じ問題でも、いかに自分で手を
動かすかだと思う。自分で手を動かしたことは自信に
なった。

友達は作ろうと思っていなかった
元々人見知りだしずっと「勉強しよう」と思ってたんで、
初めは「友達を作ろう」とも思ってなかった。授業中の
理解度は高いつもりでいて、石井先生にあてられても
答えられていたのに実際ＭＴ（Monthly Test) でふたを
開けるとできないことがあって。「なんでだよ」と思っ
てました。今考えれば、結局分かってなかったんですね。
武田くん（東邦大学 医学部2年）は石井先生にあてられ
た時に答えられてないのに、ＭＴだと自分より点数が
いい時があって。「なんであいつにできて俺にできない
んだ」と思ってました。武田くんが東邦受かったときは
本気でイライラした。（笑）俺のほうが勉強してると思っ
ていたのに、ＭＴの点数が下だったのが悔しかったで
すね。

面接ではそんなに自分を飾らなかった
石井先生の面接対策でも、マニュアル通りの答えでは
なく、「自分の言葉で」とおっしゃっていたので自分も
取り繕うことなく素直に面接を受けました。東医の面
接では、「今まで感情を揺さぶられたときはいつです
か？」って聞かれて、本当は「一次合格をいただいた時」
とか言ったほうがよかったかもしれないけど、「大学に
行ってた時に、四年生が部活を引退したときに泣いて
るのをみて感動した」って話をしたら、思いだしてそ
の場で自分も泣いちゃったりしました。（笑）石井先生
には本当心配かけました。他の先生方にも本当感謝し
ています。ありがとうございました。

東京医科大 2次合格

聖マリアンナ医科大 2次合格

授業でわからないところを聞いて
「これはこうだったんだ」

とわかった。
それから逃げたまま行きたかった東邦を受け、試験当
日はすごく気負いました。理科はまぁまぁで、数学も
小問集合みたいな感じだから、過去問を解いた時はそ
んなに大きなミスもなくいけるかもと思ってた。でも
試験会場で数学の問題を見て“できない”って思っ

東京医科大進学　東京医科大進学　加藤 大明加藤 大明君（明治学院高校）君（明治学院高校）

授業でわからないところを聞いて
「これはこうだったんだ」

とわかった。
東京医科大進学　加藤 大明君（明治学院高校）
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勉強について
完全にテキスト中心です。数学もずっとハイレベルで
したが、けっこう厳しいかな？ってくらいでした。
夏の直前くらいから、物理が迷走し始めて焦りました。
物理って基礎をちまちまやっていて、急にぐわって伸
び始めるんですけど、周りが伸び始めているのに自分
が伸びないから、焦って勉強しても追い付かなくて。も
ともと現役のときから物理は付け焼き刃的な勉強が多
かったので。克服には、セミナーの基本の問題や公式
の暗記を確認するレベルの問題をちまちま解いていっ
て、それを１周しただけですね。で、基礎ができたなっ
て。入試問題や、医学部合格のためにするべき問題は
授業でしっかりやっていただいていたので、さすがに
自分でも大丈夫だろうという問題ばかりやっていまし
た。セミナーは一応答えを見れば分かったんですけど、
ほとんど公式を覚えるためのものだったと思いますね。
英語が苦手で授業聞いて、ああ、分かったって思っても、
寝たら忘れるから、反復が必要でしたね。反復はして
たんですけど、それでもなかなか身につかなくて大変
でした。英語を重点的に勉強したのですが、合間合間に、
もちろん他の科目もやらなくちゃいけなくて。だから
英語が苦手なままでした。でも、石井先生の２回目の
授業、東邦の並び替えの問題だったかな？読まなくて
も解けるよっていうのを授業で教えていただいて、と
ても驚きました。接続詞とか前置詞に着目すれば、文
の流れを大まかに把握できるというので、これはすげ
えなと思いました。長文を読む時は品詞や文法を考え
て、印をつけたりして問題を解いていました。それが
できたからこそ、合格できたんだと思います。

適度な距離感がよかった
僕は、個別ブースの自習室で勉強していました。一人
でいた方がよかったので。ちゃんと勉強する場所と、時
間を確保できたのは、よかったです。ある程度、面倒
をみてもらわないと、たぶんサボっちゃうから、ある
程度はプリントとか物を出してくれる方がいいんです
けど、スパルタのところは、自習室に管理人みたいな
人がいるところもあると聞いて。それじゃあ、勉強で
きないじゃん…って思いました。怖かったんです。な
の で、 適 度 な 距 離 感 で 面 倒 を み て く れ る代官山
MEDICAL はよかったです。日曜日は１７時半に帰っ
ていました。夕飯を家族と食べたかったんで（笑）普段
は９時過ぎに終わって、家に帰ったら10時半とかになっ
ちゃうので、一人で夕飯食べてばかりで。17：30頃に
帰るとちょうど７時くらいに家に着き、夕飯をみんな
と食べられたので。ちょっと甘いのかなと思ってまし
たけど（笑）それで翌週も頑張ろうと気合を入れ直して
いました。

夜間学習について
出されたものはしっかりやってました。でも、英語の
夜間学習の時間は基本的に分からないことが多かった
ので、先生を呼んで、ヒントを貰ってやって出すと終

わりみたいな感じでした。先生にはヒントだけ出して
もらっていました。ただ簡単な計算問題を解くより、考
えた方が面白いといえば面白いんです。考えることの
面白さに、夏休みの夜間学習から気づいて、復習中心
から予習中心に勉強をシフトしたと思いますね。

数学科の先生は皆よかったなと思っています
数学科の先生はみんなよかったなと思っています。担
当してくれていた先生方は５人いて、違った風にして
くれるのがすごくよくて、啓寿先生は予習したものを
全部すみずみまで見てくれて、どこから間違っている
のか、これは良くできたねとか、ここはちょっと抜け
てるから減点されるかも。とか細かいところまで指摘
してくれました。授業中も、こんなやり方もあるよ、と
か、別のやり方とか教えてくれてよかったです。薄先
生は、基礎が足りていないことを改めて教えてくれて

（笑）割り算、０で割ったらだめだよとか。ちゃんと場
合分けするんだよということとかも教えてくれました。
すぐ問題が解き終わった時のために、追加プリントも
用意してくれて。これも解いたから、知識が定着した
んだと思います。特に啓寿先生は、その生徒に合わせて、
レベル高いことを要求すれば、とことん高いところま
でやってくれました。クラス全体で予習をやろうとい
う感じで誰もそんなことを言わなかったんですけど、自
然とみんなで予習をきちんと考え抜いてやってきまし
た。先生も感づいて、対応してくれてたんだと思います。
授業の開始１０分くらい費やして、じっくり予習して
きたノートを見てくれていたので、これは嬉しいなと
思ってました。こっちも先生の期待に応えなきゃと思っ
て、予習をやってましたね。

Monthly Test 
マンスリーを細かく見ると、１カ月に１回マンスリー
があるたびに勉強の仕方をちょいちょい替えていまし
た。こうやったら、どうなるかな？と試していってた
んですけど、それで夏の終わりくらいに、勉強の仕方
が固まりました。あとは、自分の伸びですね。回によっ
て、難易度が変わるんで、自分がどれだけ伸びたかと
いうのはそこまではっきりとはわからないかもしれな
いんですけど、たるんでるな、とかははっきり分かる
んで。そこは修正したりしていましたね。

日本大医学部 2次正規 合格

杏林大医学部 2次合格

愛知医科大 2次合格(特待)

聖マリアンナ医科大 2次正規 合格
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MEDICAL
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は９時過ぎに終わって、家に帰ったら10時半とかになっ
ちゃうので、一人で夕飯食べてばかりで。17：30頃に
帰るとちょうど７時くらいに家に着き、夕飯をみんな
と食べられたので。ちょっと甘いのかなと思ってまし
たけど（笑）それで翌週も頑張ろうと気合を入れ直して
いました。

夜間学習について
出されたものはしっかりやってました。でも、英語の
夜間学習の時間は基本的に分からないことが多かった
ので、先生を呼んで、ヒントを貰ってやって出すと終

個別ブースの自習室で
勉強していました。

日本大医学部進学　日本大医学部進学　田崎 健太君（渋谷教育学園幕張高校）
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代官山MEDICAL の授業は
本当にわかりやすかった！
代官山MEDICAL のおすすめの先生、授業はたくさん
あります！私の学力をわかってもらえたし、授業中で
も一人ひとり見てもらえたのは、とってもよかったで
す。今、受けている大学の教養の授業は、代官山
MEDICAL とは違って一方通行な感じがあってどんど
ん進んでしまうので、大学でも「代官山MEDICAL の
先生に教えてほしい！」って思うくらい、代官山
MEDICAL の授業は本当にわかりやすかったです。

代官山MEDICAL なら
テキストだってわかりやすい！
私は赤本が嫌いで、代官山MEDICAL のテキストを何
度も解きなおしました。特に化学の理論のテキストは
とてもよかったので、解きなおしていくうちに、自然
と理解できるようになっていきました。夏期講習のテ
キストの復習をしようしようと思いつつあんまり進ま
なくて、結局だらだらと終わってしまったので、やっ
ておけばよかったと今も後悔しています。
夏の終わりに1学期の理論のテキストの復習が終わった
時に自分でも“おおっ”って思うくらい化学の力が伸び
ていました。本当にすごいテキストだなって思ってた
んで。
英語は、石井先生の授業がよかったです。石井先生に
言われたことをやると、絶対身になったと思う。石井
先生の授業では、英語のことだけじゃなくて、受験に
対する心構えや日常生活のことなど様々なことを教え
ていただいて、精神的に支えられました。比較的英語
は得意科目だったけれど、得意だと思ってしまうと、自
習時間をなかなか英語に割けなくて…。だから、マン
ツーマンをとって、時間をとるようにしていました。で
きると思っていても、やってみると案外できないこと
も多かったので、穴を埋められたことはよかったと思っ
ています。

オリジナルのプリントで基礎力をつけた。
私は数学の授業がよかったです。絶対覚えなきゃ！っ
ていうプレッシャーをほどよく与えてくれて、それに
ついていけたので伸びたと思います。あと佐藤先生の
オリジナルプリント。基礎的な問題をいろんな単元か
ら持ってきてくれるので、基礎力がつきました。数学
の授業はスタンダードクラスだったのですが、それで
も少し難しく感じていたので、授業についていけたの
はあのプリントのおかげだと思います。
生物は大森先生。中身が濃かった。（笑）隅々解説をし
てくれるので、苦手な過去問にもたくさん取り組むこ
とができました。
休み時間の質問は、なかなか行きづらかったけれど、一
回聞きにいったらいっぱい教えてくれて。先生たちは、
どの科目でもどの先生でも、みんな面倒見がよくて、わ
からない所があって質問にいくと、完全に理解するま
で教えてくれたんです。それで、めっちゃいい！と思っ

て、それからたくさん行くようになりました。

センター試験を振り返って
私はセンター入試も受けたのですが、今思うと受けて
よかったです。センター試験から一般入試までは数日
間空いていたから、気持ちも取り戻せました。センター
試験を受けていれば、一般入試の練習みたいな気持ち
になれるのでいいと思います。
国立は志望していなかったので、センターは私立のセ
ンター利用入試で使いました。杏林はセンターで合格
できたので、やっぱり受けてよかったなと思いました
ね。
センター試験対策は11月くらいからはじめました。自
習で過去問を解いて、わからないところは先生に質問
しに行くという感じでやっていました。
一般入試は試験日が連続していたのがちょっとつら
かったです。だから、試験が終わると必ず代官山
MEDICAL に寄っていました。精神的に不安になった
時や試験のスケジュールが重なって疲れたとき、なぜ
か先生に会うと安心するんですよね。精神面でもかな
り支えられました。
まわりの人がみんな医学部志望で意欲的でした。なの
で、“負けたくない！”みたいな刺激がつねにありまし
た。マンスリーの貼り出しでも、やっぱり友達に負け
たら悔しくて。逆に勝ったら、嬉しかったですね。勉
強ではライバルだったけど、昼休みにはあまり勉強と
関係ない話をして気分転換出来たりと、良い関係が保
てたことで充実した浪人生活を送ることができました。

日本大医学部 2次合格

杏林大医学部 2次合格

北里大医学部  2次正規合格 (特待 )

聖マリアンナ医科大 2次正規 合格

大学でも代官山MEDICAL の
先生に教えてほしい
授業は本当にわかりやすかった
日本大医学部進学　日本大医学部進学　内ヶ崎 祥乃内ヶ崎 祥乃さん（秀明高校）さん（秀明高校）

大学でも代官山MEDICAL の
先生に教えてほしい
授業は本当にわかりやすかった
日本大医学部進学　内ヶ崎 祥乃さん（秀明高校）

394 395



WAY TO SUCCESS合格への軌跡

最初は予備校なんて
どこでもいいって思ってました。
友達が横浜にある予備校に行ったから、そこに行こうっ
て。でも、高校の担任の先生や恩師に相談したら代官
山MEDICAL を勧められたので、見学だけしてみよ
うって思って来ました。その時に石井先生のお話を伺っ
て、石井先生を信じようって、それでここに決めました。
俺、単純なんで。（笑）ちなみに、入塾当初の偏差値が
40台で、卒業間近の模試が60台だったので、20あが
りました。

先生と生徒の距離が近いところが良い
代官山MEDICAL のすごいところは、先生と生徒の距
離が近いところ。だから頑張り続けられました。先生
が全生徒の成績を把握してるって、他の予備校じゃな
いと思うんです。英語は石井先生のご指導を信じてや
るしかなかったですね。自信がなかったから、一番後
ろの席に座ってたんだけど、「できないんだから後ろに
座るな」って言われたんで、それから前に座るように
なりました。石井先生もちょっとずつ厳しくして下さっ
て、うれしかったです。快速英熟語を覚えなさいと口
を酸っぱくして言ってくださったおかげで英作文も書
けるようになりました。数学はまず、基礎を叩き込ん
で核をつくってもらって、啓寿先生に引っ張り上げて
もらったと思います。数学も得意ではなかったので、啓
寿先生に何度もヒントをいただきながらやりなおしま
した。苦労は絶対何かしら結果がでます。僕は信じる
先生が何人もいて、本当によかったです。
教材は先生方に薦めていただいたものを使っていまし
た。「これはやったんですが、次何やればいいですか？」
…って、終わるちょっと前からきいて、次これやろうっ
て決めていました。快速英熟語をやっているけれどな
かなか覚えられないからテストをしてください、とか、
そういうお願いをしたこともありました。佐藤啓寿先
生には、僕の苦手な所を集めたオリジナルプリントを
作ってもらいました。先生は、自分の学力よりほんの
少しだけ難しい問題をドンピシャで出してくださるん
です。あれだけ生徒の実力を正確に把握されているのっ
て、ヤバいなって思うくらいすごいですね。ああ、こ
こが弱いんだ…とか全部わかっちゃうんですよ。どん
な実力の生徒でも、合わせてやってくれるんです。

受験勉強は、辛いこともあったけど、
充実していて楽しかったです。
受験生って単調な生活になっちゃうと思うんですけど、
計算コンテストやってくれたりとか、先生方もメリハ
リつけて授業をして下さって、インパクトがあって楽
しかったですね。毎月の MT（Monthly Test）もライバ
ルに負けたらカッコ悪い！と思いながら、必死でした。
代官山MEDICAL のすごいところに、全員医学部志
望、っていうのもあります。自然と周りの成績から、自
分のポジションがわかる。ライバルの存在も大きかっ
たです。身近に得意科目を持ってる子がいっぱいいた

ので、勉強方法を教えてもらって、自分に合う勉強法
を探したり。伊賀くん（北里大学医学部2年生）と帰り道
が一緒で、彼は数学が得意だったからコツを教えても
らったり、解法を説明し合ったり。自然に頭を動かし
ながら時間を使えるっていいですよね。友達との会話
の中には何かしら発見があって、頭に入ってくる。実際、
試験中にも彼と話した内容を思いだして解けた問題が
ありました。これが切磋琢磨なんだ、って実感しました。

後輩たちへメッセージ
石井先生にも言われましたけど、「がむしゃらにやる」っ
てことが一番だと思います。
医学部に入るために必要な勉強量とか、やるべきことっ
て、ある程度決まっていると思うんですが、それをど
うやって、誰の下でやるかっていうのは大きな差にな
ると思いますね。
大学の友達と、どれくらい勉強をしたかっていう話に
なるんですけど、友達は化学に１日３、４時間使って
たって言ってて。でも俺は１時間もやってないわって。
やっぱりその子は３浪、４浪してる。時間が大きくなっ
ちゃってる。勉強量が多いっていうのも大事かもしれ
ませんけど、時間は限られているし、効率とか、いか
におもしろい授業を展開してくれる先生の期待に応え
るか、だと思う。
普通だけど、諦めないでほしいですね。心で負けたら
絶対無理だから。学力が低くても、どこか受かるから
大丈夫って気持ちで、頑張ってほしいです。

杏林大医学部            2次正規合格

金沢医科大 2次合格

「がむしゃらにやる」ってことが
一番だと思います。

ルに負けたらカッコ悪い！と思いながら、必死でした。
代官山MEDICAL
望、っていうのもあります。自然と周りの成績から、自
分のポジションがわかる。ライバルの存在も大きかっ
たです。身近に得意科目を持ってる子がいっぱいいた

杏林大医学部進学　君塚 拓也君（秀明高校）

「がむしゃらにやる」ってことが
一番だと思います。
杏林大医学部進学　君塚 拓也君（秀明高校）
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先輩をみて、ここで頑張ろうと決めた
ずっと東邦志望だったので、竹中さん（東邦大学医学部
3年生）が代官山MEDICAL から東邦大学医学部に行っ
たの聞いて、それで代官山MEDICAL にしました。東
邦にいっぱい受かっているのをみて、ここなら絶対自
分もそれに続けるだろうと思いました。春は誰よりも
早く始めて、そこでアドバンテージを作ろうと思って
いましたね。

マンスリーテストが一番大事だと思って
取り組みました
やはりＭＴ（Monthly Test）が、一番大事だと思ってい
ました。ＭＴでコンスタントにいい点をとってる人が
合格するんだという感覚があって。ＭＴはすごくいい
指標になっていたから、ＭＴで絶対いい点が取りたい
と思って、毎回気合入れてやっていました。特に、春・
夏は本当にＭＴに命掛けるくらいの気合で、絶対いい
点とるつもりで、実際にも結構いい点とっていました。
それが自信になり先生もこのままいけばいける！と
言ってくださり、モチベーションになりました。終わっ
た後も○つけをして、自信がなかった問題や解けなかっ
た問題、もう少しのところで分からなかった問題を見
直したり先生に聞いたりして、すぐに解決していまし
た。でも、秋口からスランプに陥ってしまい、また来
年も浪人決定だ…と思って、勝手に勉強を投げ出して
しまいました。授業を抜け出してふらふらと散歩をし
たり、朝来ているのに厳しい先生の授業だと逃げ帰っ
てしまったり。その時期は、ＭＴを含めて勉強全体へ
のモチベーションが下がって、そのままその弱さがＭ
Ｔの点数に表れていました。生活が乱れるとＭＴもダ
メで、ＭＴに食らいつく気持ちも持てなくて、復習も
ほとんどやらず…全然だめでしたね。少し実家に戻っ
てからは立ち直ったと思います。両親の顔をみて、ま
た浪人するわけにはいかないなと思いました。それか
ら自分の気持ちを立て直し、また頑張ることができま
した。これ以上浪人したら申し訳ないと思うと同時に、
来年も浪人してここに来るのは嫌だと強く思ったんで
す。この秋のスランプは今でも後悔しています。これ
さえなければ、もっと余裕を持てたと思うんです。Ｍ
Ｔは先生方がとても細かく見て採点してくれていて、記
述とかで合っているんじゃないかな？という、自信を
持って答えられた問題でも、大切な絶対に書かなけれ
ばいけないところが抜けていたりすると、容赦なく減
点したり×にしたりされました。採点はそんな感じで
厳しかったけど、でも理不尽な感じではなくて、ああ、
そうなんだ！と目から鱗が落ちるような感じでした。そ
の答案がダメな理由もきちんと教えてくれるので、再
確認できてよかったです。全国模試よりもなによりも、
全てにおいてＭＴが自分の中では大事だと思っていま
した。ＭＴがそこそこできた時は、「いける！」という
気持ちになったし、ＭＴの復習で知ることも多かった
のでＭＴは大きい存在でした。ランキングや偏差値が
出て、他の人と比べることもできるから、自分が今ど

の辺にいるのかな？とかも気にしていました。

夜間学習で、自分で考える力がつきました
自分は１浪目に夜間学習がない予備校に行っていて、5
時くらいに全部終わって、帰っちゃう…みたいな感じ
だったんです。代官山MEDICAL だと、夜間学習もあ
るし、途中で帰らせてもらえないじゃないですか。夜
間学習配られたら、それをやればいいっていうか…自
分が今やるべきことを提示してもらっていたから、筋
道になってありがたかったです。それがあったからこ
そ、途中で帰ったりせずにしっかりやれました。夜間
をやっているときは、これをやればいいんだ、これを
やれば近づくんだって実感できました。だから、夜間
学習ってとても良かったと思います。秋口のスランプ
の時期は夜間も全然取り組めなくて。夏まではきちん
とやっていて、結構難しい問題をだしてもらって…計
算問題であっても、考えないと解けない問題とか、特
に上のクラスは出してもらっていて。それを加藤くん

（加藤大明くん：東京医科大学2年生）とか宮澤くん（宮
澤聡明くん：北里大学医学部2年生）と一緒に、こうじゃ
ないかな？って言いながら解いたことで、かなりキャ
パが広がったと思います。化学や生物は基礎的な事項
からまとめてくれていて、確認にとてもよかったです。

友達と先生に支えられていました
僕の支えは、まず加藤くんでした。加藤くんは中学か
ら高校までずっとスポーツをしていて、部活動の推薦
で大学に行って、でもそれから医の道を志して、それ
から初めて勉強をして。勉強していてもすごくストイッ
クで、そういう姿をみていると、自分もやんなきゃい
けないなって思って。加藤くんを鑑にしていました。よ
く話したりとか、そういう仲ではなかったけど、自分
の中で大きい存在でした。ときどき、喝を入れてもらっ
たりもしてました。
それから、石井先生。『石井先生の期待に応えなきゃ！』っ
ていうのは常にありました。石井先生の授業は特にちゃ
んと聞いて、質問されたらうまく返せるように勉強しな
きゃって思っていました。二次面接の対策は、石井先生
がいろいろ質問してくださって、本番もその通りの質問
をされました。そのおかげで、すごく緊張していても、
きちんと返答できまし
た。石井先生ほど僕たち
のこと何でもお見通しな
先生なんて、他にいませ
んから。石井先生に鍛え
ていただいたので、本番
での緊張もかなり軽く
なったんじゃないかなと
思います。

東邦大医学部 2次合格

夜間学習って
とても良かったと思います。
東邦大医学部進学　武田 尚明君（須坂高校）

夜間学習って
とても良かったと思います。
東邦大医学部進学　武田 尚明君（須坂高校）
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東京に来て、代官山MEDICAL で
がんばろうと決めた。
まず現役終わった時点で、とにかく医学専門のところ
に行きたいと思って。代官山MEDICAL の卒業生で日
大の医学部に行ってる生田さん（日本大学医学部４年
生）の弟と友達だったので、東京の予備校を見に来た時
に、東京ならここって決めてましたね。やっぱ東京っ
て実家から遠いんで。親は反対してて。その時、地震
の影響もあったんで、だいぶ反対されて。なんか、関
西にも予備校いくつかあるんで、それも行ってみたり、
とりあえず資料取り寄せてみたりしたんですけど、な
んかやっぱり、代官山MEDICAL が一番って自分で
思って、親にここに来たいって言って、ここにしました。
震災の影響の節電で電気が止まってしまったりとか、
ニュースでコンビニに何もないとか、水も手に入らな
いとか聞いていたので。でも、ありがたいことにいい
環境で、そういう影響もほとんど受けずにすみました
し、親も普通に、途中からここにきてよかったね、こ
こにしてよかった、って、受かった後一番言ってまし
たね。東京、渋谷にも医学部専門の予備校たくさんあ
るじゃないですか。でも僕は、東京に来るなら、ここっ
て決めてましたね。そこは全然迷わなかったです。

Monthly Test は身近な目標でした。
Monthly Test は毎月くるんで、まずは身近な目標が
Monthly Test と い う か。 入 学 し て1回 目 の Monthly 
Test が順位がよくて、その後、２回目３回目に１回が
くんっておちたから、その時の Monthly Test が一番印
象に残っていて。その時はまだ勉強し始めて２カ月だっ
たんで、苦手な分野ってのがはっきりしていました。物
理が苦手だったんですけど。でも、一番最後の Monthly 
Test で、物理７２点とりました。

一年間勉強しかしなかった年は
初めてだった。
スランプもなく、受験まではスムーズに行けた感じで
す。入試まではすんなりいきましたね。一年間通して、
あまりペースは変えませんでした。下手にペース変え
ると逆に、やりにくくなるかなと思い、決められたこ
とを淡々とやってただけです。集団授業は予習復習で、
先生によっては、追加のプリントもらったり、授業で
やったことの関連したプリントももらってました。慣
れた問題は、すぐに解けましたが、難しい問題は、手
こずりました。浪人した1年間は、高校の定期試験みた
いなかんじで徹夜してだーっとものすごい量を１日で
やるんじゃなくて、１年間コンスタントにやっていて、
１日だけ見ると、多分、浪人生にしては普通の量だっ
たと思います。１年間にすると比べ物にならないくら
い勉強やってんじゃないかな？と思いました。休み時
間もラウンジで、数学の問題を解きあったりしてまし
た。

楽しい授業がたくさんあった。
まず化学は、節田先生の化学なんですけど、僕、化学
が 現 役 の 時 本 当 に で き な か っ た ん で、代官山
MEDICAL に入学してから今年１年理論全部節田先生
だったんですけど、１時間１時間化学は伸びている気
がしていたので、特に楽しかったです。たまに、蟻酸
の話で、蟻食べたことある？とか、よくわからない質
問もあったりして（笑）化学は最初本当に苦手で、まず、
現役の時はやり方も、知識もほとんどなくて、化学Ⅰ
しかほとんど勉強しなかったんで、化学が一番苦手で
した。こっちきて化学Ⅱもやって、夏くらいにⅡまで
終わるカリキュラムだったんで、化学が一番変わった
んじゃないかって思います。
数学は、まず、テキストの問題が難しかったんで、予
習を第一にして、数学に関しては薄先生に頼って、薄
先生が出してくれた問題とかを淡々と解いていく感じ
でしたね。

石井先生の授業は、受験のことも教えていた
だいて、モチベーションになった。
一番やる気になったのは、石井先生の授業です。授業
の始めとか、去年いた代官山MEDICAL の先輩のなお
話とか、入試のお話とか、何点で１次受かったとか、何
点で繰り上げきたとか、そういうお話が結構あったん
ですけど、そういうの聞いてるとやっぱ、勉強しない
となって一番思いましたね。案外これなら受かるんじゃ
ないかという話もあったり、もっと頑張らないと受か
らないなってこともあったり、どちらにしても勉強頑
張らなくてはなってなったんで。入試情報が近くにあ
るとぜんっぜん違います。やっぱ、私立の医学部のこ
と全然知らなかったんで、こっちきて変わって、すご
くやりやすかったです。

代官山MEDICAL のテキストを何周もして、
力が伸びた。
自分なりの勉強というか、自分にあった問題集とかテキ
ストがあれば、それを何周もすることですね。これは、
どの先生も同じ事を言っていました。例えば化学だった
ら、代官山MEDICAL のテキストを何十周もやった事
で、だんだん解けるようになったので。１回やったら終
わりじゃなくて、もう、何周も何周もやったんで。毎日
４教科ずつやって、同じ問題集を何周もすることですね。
それしかやってなかったです。特に化学の理論は、節田
先生が作ったやつだけですね。後は、夜間プリントとか。
問題を解く感じは、全部代官山MEDICAL のテキスト
でした。化学は全然、勉強が足りなかったんで、いやもう、
化学が１番伸びたのは間違いないんですけど。化学は
やっぱり代官山MEDICAL のテキストが大きかったで
すね。化学Ⅱにはいってきたくらいのところで、ちょっ
とずつ、手こずる授業が増えていったんですけど、それ
でも、何回も何周もやって、分からないところがあった
ら、質問しにいったりしてたので、なんとか、ギリギリ
ついてったみたいなかんじですね。

東海大医学部 2次合格

杏林大医学部 2次合格

金沢医科大 2次合格

予備校を見に来た時に、
東京ならここって決めてました。
予備校を見に来た時に、
東京ならここって決めてました。
東海大医学部進学　宮川 滝彦君（敦賀気比高校）東海大医学部進学　宮川 滝彦君（敦賀気比高校）
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生物の偏差値が３０～４０レベルから７０へ
受験生になって、生物は本当にゼロからでした。代官
山の授業だけを受けて、1年で偏差値30 ～ 40のレベル
から、70まで伸びました。最後に受けた記述模試は、
全部偏差値60以上。「苦手教科がない！」という嬉しい
驚きを味わい、感動しました。

先生に言われたことだけを、忠実にこなした
先生に言われたことだけをやっていたので、勉強量は
最小限ですんだと思います。何があっても先生の言う
こと聞く！言われたことは絶対守ると決めていました。
勉強していて「これやってみたいな」と思った時も、必
ず相談に行きました。素直に先生の言うこと聞いて勉
強すれば、考えなくても悩まなくてもいいんですよ。あ
れもこれもやりたいと目移りしちゃいそうな時でも、浮
気しないでやってました。私はよく質問にいくから、先
生も見張ってくれました。「終わったの？」と声をかけ
ていただき「８割まで終わりましたよ」と言うと、「あと
の２割いつやるの？」と、最後までやりきれるように促
してくれました。

とにかく復習が大切です
１２月の最後の MT（Monthly Test）で英語のランキン
グにのらなくて。泣きながら、石井先生に「もう直前な
のに…どうしたらそういうことなくなりますか？」っ
て相談にしたんです。そうしたら、「赤本解いてるでしょ
う、赤本解いてても力にならないんだから、テキスト
の復習をちゃんとやらないと。『私立医学部長文読解θ』
の復習をしなさい」とアドバイスいただきました。それ
からは長文を写経したり、和訳をもう一回したりして、
とにかく復習しました。入試では単語帳にのっている
ものより、石井先生の授業で出てきた単語のほうをよ
く見かけて、「復習してよかった！」って思いました。
大切なのはとにかく復習です。私は冬も赤本解かない
で過ごしました。

先生方とランキングをみて、
今後の方針も相談できました
MT で自分より上のランキングの人はなぜそうなのか、
自分は次にどうすべきか、常にみんなの動き見て考え
ていました。ライバルは全員です。そのたびに変わり
ますから。たとえば、宮川くん（東海大学医学部１年生）
が秋からすごく伸びはじめたり、寺門さん（日本医科大
学１年生）や三浦さん（昭和大学医学部１年生）にも、最
初の方は勝ってたのに、だんだん抜かれ始めて、なん
でこんなに伸びるんだろう？と思いながらランキング
を見ていました。先生方もよくランキングを見てくれ
ていて私たちの実力や、解ける・解けないのクセをよ
くわかってくださっていました。

先生方がやる気を引き出してくださいました
モチベーションが低下したときは、先生にひきだして
もらいました。「やる気が出ないんですけど…」とか、そ

んなどうしようもない相談でも、「やれ！」ってちゃん
と言ってくれて。私は生物の村杉先生にプリントを作っ
てもらっていて、やる気が低下した時はそれをやる！っ
て決めていたんですが、ちょっとやる気が出なかった
時期にもらったプリントを数えたら、２００枚こえて
いました。私は生物が大好きだったから、やる気ない
なっていうときもできたので、好きな教科が一つあっ
てよかったです。田崎くん（日本大学医学部2年生）も、

「やる気がなくなったら数学の予習をしてモチベーショ
ン上げる」って言っていました。やる気がでない時も
勉強から逃げることはできないから、得意教科をやる
のがいいですよ。得意教科が１つあれば、怖いものは
ない気がします。

得意教科の生物は、落とせないと思っていま
した。ランキングをみて、今後の方針も相談
できました
私は生物が得意教科だったので、どこの大学でも、ど
んな形式でも、生物だけは落としちゃだめだ！と思っ
ていました。大森先生に記述が苦手だって相談したら、

「千葉大学の長い論述に取り組んで、辛い思いをして力
をつけなさい」って言われました。書いて持って行っ
たら、大森先生が休み時間に○つけして解説までして
くれて。そのおかげで昭和の問題にも強くなりました
ね。聖マリアンナや昭和の過去問をやってみたら、見
違えるくらいできるようになっていました。

受験のプロの先生方に頼ることが
合格の秘訣でした
私は最初全然勉強できなかったので分かるんですが、わ
かんないことがわかんないとか、こんなレベルで質問
なんか行かない方がいいとかってはじめの頃は思って
しまいますよね。でも、代官山MEDICAL の先生は、
わからないこともわからせてくれる先生ばかりなので、
何がわからないのかがわからなくても、段階踏んで質
問を投げかけてくれて、どこでつまづいたのかを一緒
に考えてくれて、その上でわかってないことを解説し
てくれます。だから絶対に質問に行ったほうがいいで
す。そして、ちゃんとペン動かして書いて、自力で答
えまで行きつけるようにしないといけません。その途
中でつまづくことがあれば、先生に頼れば間違いない
です。受験は初めてとか２回目とかなんだし、受験で
どうすればいいのかなんてわかってないんだから、プ
ロの先生に頼った方がいいと思いますね。
代官山MEDICAL のテキストは、載っている問題をマ
スターすれば、どんな問題もその応用、ってくらいカ
バーされていますから、それを毎日毎日ちゃんと理解
してちゃんと復習して積み重ねてください。MT では、
解けない問題にこだわるんじゃなくて、解ける問題を
確実に解いてください。それを続けていけば、解ける
問題が増えていきます。そうやって、先生とテキスト
をただ信じてやるべきだと思います。

東邦大医学部 2次合格

聖マリアンナ医科大　 2次正規合格

代官山MEDICAL だったからこそ、
合格できました。
代官山MEDICAL だったからこそ、
合格できました。
東邦大医学部進学　秋山 実季さん（晃華学園高校）東邦大医学部進学　秋山 実季さん（晃華学園高校）
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代官山MEDICAL で生活して、すごく変わ
れました。
１，２浪目が実家から近い映像授業の予備校に行ってい
て。映像授業なんで、朝、何時にきてもいいし、普通
に自分が取った講座を全部見れば、帰ってよかったの
で、自習の時間も友達としゃべったり、ご飯を外にで
て普通にゆっくり食べたりしていて、自分の勉強スタ
イルみたいのがなくて。ここにきて、勉強スタイルも
身についたし、生活も自分でするようになりました。
外食ばっかでしたけど。それで、朝も強くなって、普
通に登校できました。めっちゃ変われましたよ。単純
に東京が怖くて（笑）ちゃんとしなくちゃいけない！っ
ておもって、ちゃんとしてきて、東京ヤバいなって勝
手に思っていました。慣れてからは、それはそれで大
変でしたけどね。洗濯もちゃんと自分で２００円入れ
て寮のコインランドリースペースでやっていました。
懐かしいですね。

節田先生の授業は、記憶に残る授業でした。
化学だと年間通して、節田先生の授業が印象的でした。
授業中に豆知識的なことをいろいろ生徒に聞いてくる
んですけど、はじめは特に分からないことばっかりだっ
たんですけど。特に無機ですね。そこで、分からない
から、聞くじゃないですか。それが印象にのこってるし、
ノートに書き留めたりして、復習の時にまた見て、記
憶に残って、すごく助かりました。理論の授業で、そ
の単元じゃないことも聞いてくるんです。ランダムに
聞いてくる時があったんで、そういうことがイベント
のようで印象に残るし、ノートで他のところを復習す
るときも書き留めてあることが目に入るので、何回も
見ることができたので、何度も自然と復習できてよかっ
たです。入試の時もその豆知識的に話してくれたこと
も役に立ちました。節田先生は、最初はまんべんなく
容赦なくみんなにあてて、最終的に得意なやつを当て
てくれる感じだったので、当たらない時でも考える時
間ができてよかったです。

数学に対する姿勢や生活態度も
直していただいた。
数学の先生方には、ずっと授業があって、ずっとお世
話になっていたんですけど、数学に対する姿勢から直
されましたし、あとは生活態度についても先生のおか
げで良くなりました。おかげで、予習の段階でしっか
りといて、普通に授業が復習みたいな感じで前期はで
きました。課題をやりたくて。課題を渡されないと、
得意科目という油断から数学やらなくなるので、もら
いに行っていました。

化学プリントは、革命でした。
化学の先生方は本当に質問に行きやすかったです。代
官山MEDICAL に入学するまで、俺は化学はゼロか
らだったんで、化学のプリントは俺のなかで革命で、
それを眺めているだけで楽しくなっちゃいましたね。

本当に、すごい、めっちゃいいプリントで暇があれば
そのプリントを眺めて、勉強に疲れた時も眺めて…と
かやってました。

Monthly Test をペースメーカーに
していました。
僕は、Monthly Test は月１回あるので、それに向けて
…、近い目標として、まあそこに向けての勉強はしな
いんですが、意識的には近い目標としていい点とろう
としていました。テストやって、できなかったところは、
それはそれでよしとして復習したり、自分は抜けてる
なと思ったら、フォローをするように活用していまし
た。できるところは、自信をもつ確認にしていました。

間ができてよかったです。

数学に対する姿勢や生活態度も
直していただいた。
数学の先生方には、ずっと授業があって、ずっとお世
話になっていたんですけど、数学に対する姿勢から直
されましたし、あとは生活態度についても先生のおか
げで良くなりました。おかげで、予習の段階でしっか
りといて、普通に授業が復習みたいな感じで前期はで
きました。課題をやりたくて。課題を渡されないと、
得意科目という油断から数学やらなくなるので、もら
いに行っていました。

化学プリントは、革命でした。

近い目標として
Monthly Testが

ペースメーカーでした。
化学プリントは、革命でした。
化学の先生方は本当に質問に行きやすかったです。
官山MEDICAL に入学するまで、俺は化学はゼロか
らだったんで、化学のプリントは俺のなかで革命で、
それを眺めているだけで楽しくなっちゃいましたね。

化学プリントは、革命でした。
化学の先生方は本当に質問に行きやすかったです。
官山MEDICAL
らだったんで、化学のプリントは俺のなかで革命で、
それを眺めているだけで楽しくなっちゃいましたね。

北里大医学部進学　伊賀 元朗君（新発田高校）

近い目標として
Monthly Testが

ペースメーカーでした。
北里大医学部進学　伊賀 元朗君（新発田高校）
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化学はゼロからのスタートでした。
私は文系の大学を卒業してきたので、英語や生物より
も、やはり数学とか化学とかの授業が自分の中ではウェ
イトが大きかったです。化学に関しては、やっぱり一
番お世話になったのは小林先生かな、っていうのはす
ごくあります。化学を初めて教えていただいたのも小
林先生でした。小林先生の授業はホワイトボードもす
ごくたくさん書くじゃないですか。ノート取ってて腱
鞘炎になるんじゃないかってくらい（笑）だから本当に、
ホワイトボードの内容を写すことでいっぱいいっぱい
の時もあったんですけど、とりあえずそのノートを授
業の間にすべて理解するということはできなくても、
あとから見返すと、ああ、そういうことを言っていた
んだな、って分かるようなノートを作ってくれる授業
になってました。ものすごく初心者のことも考えてく
れた丁寧な授業で、私はとても助かりました。多分、
化学が出来る人から見れば、そんなこともう一度書く
必要ないかも、ってところまで、書いてくださってる
んですよ。だから、私のような初心者とか、そうでな
くても化学の苦手な人には、ほんとうに丁寧な授業で
助かったなと思っています。受験が始まってからも、
常に気にして下さって、精神的にも支えられました。
　全体的に先生に質問にはとても行きやすかったので、
助かりました。私の化学のアホな質問にも丁寧にこた
えて下さって。“それができなかったらヤバい！”とか
言われながらも、そう言ってくれることで“これでき
ないとヤバいんだ…”とか実感しました。数学は、薄
先生とか。面白いし、基本を大事にされる方なので、
数学の基礎ができてない私でもとても分かりやすかっ
たです。ただ正直、文系出身ですし、特に数学はキツかっ
たです。些細なことに喜びを見つけなければいけなかっ
たぐらいです。例えば“あ、シグマの記号がキレイに
書けるようになった！”とか。そのくらいのことにも
喜ぶくらいじゃないと、続けられなかったですね。

どんなに気分がのらなくても、絶対に登校す
ると決めていました。
他の受験生が出来なくて、私が出来ていたことって、
そんなに多くはないと私は思うんですよ。でも、あえ
て言うなら、勉強する気が全く起きなくっても、どん
なに何もしたくない日でも、絶対に代官山MEDICAL
に来ていたっていうことですかね。ほんとに、自習室
にいて、何にもしないかもしれないくらいの状態でも、
とりあえず行かなきゃ始まらないからって思って。そ
れだけは大事にしていました。
私は不安とか悩みは抱え込まずに、すぐに先生に話し
ちゃっていました。これができない、とか、やばいって。
それもあって、ここにはかならず登校してました。

先生がとことん付き合ってくれるのは大き
かった。
私は、化学や数学をはじめとした日々の勉強でいっぱ
いいっぱいでした。１学期はクラスが A ３クラスから

のスタートでした。とにかく手を広げず、決まった時
間の中で決められたことをやるのがいっぱいいっぱい
な感じでした。参考書も買ったりしたりせず、テキス
トで基本的なところを中心にしていました。
数学とか化学はベースがなくて、先が見えないから、
果てしなく難しい事を考えて、こんな基本的なことばっ
かりでいいのかな？とか、こんなんじゃだめなんじゃ
ないかな？と思って、パニックになったこともありま
した。でも、結局は基本が一番大事って分かりました。
先生を信じてそういう気持ちでやれたので、先生方に
は感謝してもしきれません。先生たちも私のことを本
当に考えてくれているのが日々の授業や関わりに中で
伝わってきていたので、先生を信じて頑張ることがで
きました。質問していてわかんないときとか、悔しく
てよく泣きそうになったりしてましたけど、そういう
ときも対応してもらえたので…自分が弱くなっちゃっ
たときに精神的に守ってもらえて、とてもありがたかっ
たです。
数学の高橋典先生の授業は＋αのことをいっぱい教え
てもらえるので、難しい部分もありました。だけど、入っ
たばっかりの時に、典先生と佐藤先生に数学をみても
らっていて、特に典先生には、暇さえあれば数学の分
からないとこの質問とか、長時間でも根気よく付き合っ
て下さって。机と机を突き合わせて、空いた時間があ
ればいっぱいいっぱいまでみてくれて。お父さんみた
いな存在ですね。五反田の TOC の受験会場にも典先生
が来て下さったんです。エレベーターの下まできてく
れて、受験前に握手してくれて。もううれしくて半泣
きでした。こうやって、先生がとことんつきあってく
れるっていうのは大きかったですね。

尊敬できる友人といい関係でいられました。
こんなに勉強で時間的に拘束されるのは初めてでした。
ここまで一生懸命時間をかけて勉強をやったのは初め
てかもしれません。私は家に帰るとあんまり勉強がで
きない性格なので、こうやって長い間予備校にいられ
るのはありがたかったですね。
自習は、自習室のはしっこでずーっとやっていました。
一人で集中してやるのが、好きだったのもあって。授
業の教室もちょうどいい広さでした。授業中、薄先生
とか高橋典先生とか、ノートをのぞきこみながら教え
てくれました。それで当ててくれたりとかしてました。
自分よりずっと年下のクラスメイトやライバルたちか
ら学ぶことはいっぱいありました。すごいな、って思
うことも多かったですし。勉強の結果だけじゃなくて、
勉強に対する姿勢とか…。年齢は私よりずっと下だけ
ど、彼女には及ばない、とか、彼の方がすごい、って
思える人がたくさんいて、ずっと年下であっても、そ
ういう秀でた部分を尊敬できるような、そんないい関
係で過ごせました。

どんなに気分がのらなくても、絶対に登校す
ると決めていました。
他の受験生が出来なくて、私が出来ていたことって、
そんなに多くはないと私は思うんですよ。でも、あえ
て言うなら、勉強する気が全く起きなくっても、どん
なに何もしたくない日でも、絶対に
に来ていたっていうことですかね。ほんとに、自習室
にいて、何にもしないかもしれないくらいの状態でも、
とりあえず行かなきゃ始まらないからって思って。そ
れだけは大事にしていました。
私は不安とか悩みは抱え込まずに、すぐに先生に話し
ちゃっていました。これができない、とか、やばいって。
それもあって、ここにはかならず登校してました。

先生がとことん付き合ってくれるのは大き
かった。
私は、化学や数学をはじめとした日々の勉強でいっぱ
いいっぱいでした。１学期はクラスが A ３クラスから

文系出身。数学と化学は、
とにかく基本中の

基本からのスタート。
東邦大医学部進学　東邦大医学部進学　谷口 ゆき乃さん（日本女子大学付属高校）

文系出身。数学と化学は、
とにかく基本中の

基本からのスタート。
東邦大医学部進学　谷口 ゆき乃さん（日本女子大学付属高校）
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いい友達と一緒に勉強できる環境で
よかった。
１年目は他の予備校に行っていました。自由な時間は
代官山MEDICAL より多かったです。めっちゃ遊ん
だわけじゃないんですけど、僕はその１年目の１年間
はとにかく全然友達がいなくて。昼も一緒に食べる人
もいないし。で、すごく辛かったんですけど、ここだ
と桑野（聖マリアンナ医科大学 2 年）とかといたんで
すけど。１日中一緒にいて飽きないし。桑野もやる時
はやるんで。で、勉強に切り替えようみたいな話も、
みんなのいない時にはしてたんですよ！（笑）ずっと
ふざけてるみたいに思われてたかもしれないんですけ
ど意外と桑野くんはちゃんとしてるんですよ。俺のほ
うがしっかりしてなくて、あいつにペースメイクやっ
てもらったところもあります。あいつが朝早くきてた
んで、それに合わせて朝早く来たりして。そういう、ずっ
とここにいるのはつらいですけど、いい友達と巡り合
えたと思ってます。そのおかげで、受験勉強の苦痛が
少し軽減されたと思っています。

栗原先生のおかげで英語はのびました。
僕は、個人的には英語科の栗原先生がすごい好きでし
た。途中から栗原先生のマンツーマンも取ったんです
けど、栗原先生の理論的な英語の読み方みたいのは、
石井先生にすごく似ていました。石井先生の集団授業
は、集団授業なので、僕専用にってわけにはいかない
ので、僕の分からないところとかをあまり深く掘り下
げられない部分も、みんなに合せているから、あった
と思うんですけど、栗原先生はマンツーマンだったの
で、すごいディープにやってくれました。集団授業の
石井先生の授業で、“あ、これ栗原先生とやった”とか
重なる部分も多くて、英語の授業が分かってきたなっ
て実感が持てたなと思いました。なので、僕は、栗原
先生押しですので。先生はすごく優しいけど、次の授
業とかですごくナチュラルに復習の質問みたいな感じ
で、大事なところをもう一回やってくれました。僕も、
英語はそんなに得意じゃなかったんで、時間はとって
たつもりなんですけど。だから、その質問に答えられ
ると、嬉しかったし、読めるようになっている実感が
かなり積み重なっていったんで、すごいよかったです。
だから、厳しくなくても甘えずについていけたんだと
思います。

松田先生の作ってくれるノートで復習
しました。
化学では、松田先生が好きでした。松田先生が作って
くれる、オリジナルのノート式のプリントで復習して
いましたね。僕は、自分の時で書いたものの方が覚え
られたので。で、自分で復習する時にその単元をやっ
た授業を思い出しながら、復習してました。ただ、ど
の先生も板書がきれいで見やすかったので、板書を写
したノートはすごい見やすかったので、ノートと照ら
し合わせながら問題集をやったり、覚えたりしていま

した。あまり、気分が乗らない時に見ることにしてい
たプリントとかは、僕はなくて、そういう時は、僕の
場合は英単語とかをやってました。

マンスリーは強い敵でもありました。
Monthly Test は貼り出されるのが、嫌な面もありまし
たが、先生に結果で恩返しできる面もあったので、頑
張りました。数学は、どの先生方にもかなりお世話に
なったので、はやく点数をのばして、上の方に載りた
いと思っていました。頭良くなりたい！という気持ち
もモチベーションにもなっていたのですが、Monthly
　Test がある内にランキングの上のほうに載る事に
よって、恩返ししたいという気持ちもあったんです。
でも、結局載らなくて。かなりもっと頑張らなくちゃっ
てなりましたね。強い敵でもありました。でも、毎月
終わった後って、やっぱり憂鬱な気分になるんですけ
ど、こういう気持ちを毎月経験しておくのが、最後の
最後では大切なのかなって思います。本番の試験で結
果が悪く出てしまうよりは、毎月毎月の Monthly Test
で悪い結果だしちゃった方が、もっとやろうってなれ
るから、よかったんじゃないかと。
Monthly Test の後は、普通に復習しても、朝からテス
トをやって疲れて、帰りたくなる気持ちも分かります。
なので、友達同士で“あそこどうだった？”とか“答
えなに？”って聞いて、“あー！！”とかやっていまし
た。その方が、頭に入りました。それを、後になって
思い出すこともありました。テストが 15 時くらいに
終わって、18 時頃になってくると、さすがにみんなそ
ういう答え合わせも落ち着くので、個人個人の勉強に
もどりましたね。夏以降の時期って疲れる時期がずっ
と続くと思うんで、うまく切り替えて勉強したらいい
と思います。

先生とのマンツーマン。
マンスリーテストは強い敵でした。

られたので。で、自分で復習する時にその単元をやっ
た授業を思い出しながら、復習してました。ただ、ど
の先生も板書がきれいで見やすかったので、板書を写
したノートはすごい見やすかったので、ノートと照ら
し合わせながら問題集をやったり、覚えたりしていま

北里大医学部進学　宮澤 聡明君（いわき秀英高校）

先生とのマンツーマン。
マンスリーテストは強い敵でした。

北里大医学部進学　宮澤 聡明君（いわき秀英高校）
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

金谷先生には生物をゼロから教えて
いただきました。
石井先生をはじめとして、代官山MEDICAL では素
晴らしい先生に、いろいろ教えていただきました。特
に自分は高校の時に物理をやっていて、浪人になって
から生物を始めたので、ゼロから教えていただいた金
谷先生の存在は大きいですね。金谷先生には、自作の
プリントなどを使って一から教えていただきました。
生物はテキストでも入試問題を使って作られていたの
で、はじめは、本当に、わけのわからないものばっか
りでした。特に始めたばかりのときはそうだったんで
すけど。でも、だんだんと、着実にできるようになり
ました。金谷先生のおかげですね。金谷先生って、す
ごくカリキュラムを大切にされてて、隙がないように
やっていただきました。

薄先生の数学はみんな好きでした。
予習の段階で自分でやっていた数学の問題が、薄先生
の授業で解説していただいた解法と違うと、自分の解
法だとどうなのか確認したり、単純に分からないこと
があるとよく薄先生に質問しに行ったりしていました
ね。薄先生の授業は、結構みんな好きでしたね。

石井先生に教えていただいたことが
生かされました。
石井先生は派生語とか、整理された教え方をしてくだ
さって、入試でとても役に立ちました。また、石井先
生英語の授業のおかげで長文のテーマとか、非常に役
に立つ知識などの背景知識を教えて頂くことによって、
長文をスムーズに読み進めることが出来たと思います。

マンスリーの結果はポジティブに考えるよう
にしていました。
Monthly Test は、月に１回あって、すごく気を引き締
めるのに有効でした。ずっと点数がよかったわけでは
ないので、あまり偉そうなことは言えないんですけど。
望んだ点数じゃない場合でも、ポジティブに考えない
といけないので、“解けない問題と巡り合えた”と自分
に言い聞かせて、しっかり復習をしていました。
やはりそこで、次同じような問題がでたら解けるよう
にと、ポジティブに考えてました。やはり Monthly 
test はいろいろなところから出題されて、範囲が広い
ので、得意なところが出れば点数がよくなりこともあ
るし、その逆もあると思ったので、科目にもよります
けど、点数は気にしないようにしていました。ランキ
ングのはたしかに上位の人とか気になって、すごいな
と思っていましたが、自分とは比較しないようにして
いました。でも実際は、そういうのを刺激にしていた
ところもありますけど。入試にも、Monthly Test に似
た問題は、出たと思います。

代官山MEDICAL に１日いられるのが
よかった。
1 限から授業を入れていただいていますし、最後には
夜間プリントとかやって終わって、途中で空きのコマ
とか出てくるんですけど、ふつうに予習復習をやって
勉強していれば、１日は過ぎていってしまうので、大
切にできて良かったです。
やっぱり、１人でいると、受験生活って、落ち込んで
しまったり、心配とか不安が大きくなってしまうと思
うんですけど、予備校にきて、みんなが一生懸命やっ
ている姿を見ると、本当に自然と自分も頑張らなくて
はいけないと思えたんで、そういう面でやっぱり予備
校にいたいって気持ちはありました。そういうメンタ
リティというか、気合いをもって受けられるので。な
ので、１２時間学習でしたけど、予備校の縛りってい
うのは、あまり意識しませんでした。なので、自分の
中では、締め付けみたいなものは無いように感じてい
ました。

ないので、あまり偉そうなことは言えないんですけど。
望んだ点数じゃない場合でも、ポジティブに考えない
といけないので、“解けない問題と巡り合えた”と自分
に言い聞かせて、しっかり復習をしていました。
やはりそこで、次同じような問題がでたら解けるよう
にと、ポジティブに考えてました。やはり Monthly 
test はいろいろなところから出題されて、範囲が広い
ので、得意なところが出れば点数がよくなりこともあ
るし、その逆もあると思ったので、科目にもよります
けど、点数は気にしないようにしていました。ランキ
ングのはたしかに上位の人とか気になって、すごいな
と思っていましたが、自分とは比較しないようにして
いました。でも実際は、そういうのを刺激にしていた
ところもありますけど。入試にも、Monthly Test に似
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物理は基礎から叩き込んでくれた先生方に感
謝しています。
自分は、物理の先生方に特にお世話になりました。高
３まで生物をやっていたので。浪人してから物理をは
じめたんですけど、１年目は全然できなくて。そうで
すね。何も分からないで１年終わっちゃった感じがあっ
たんですけど、２月３月中に物理の基礎とかちゃんと
やってもらって、それで、最初のマンスリーで１位を
とれたし。それが自信になったし。先生もよろこんで
くれて、それで、やればできるって思いました。それで、
やる気がでました。簡単な問題とかで基礎をぎっしり
やっていってもらいました。そっから応用に軽くもっ
ていく感じでした。
物理科の先生方の中で三宅先生は、本質っていうかす
ごい深くまでやってくれます。三宅先生はよく、“感じ
るっしょ”とか“感じろ”とかいうんですけど、それ
を全部詳しく、深くまでやってくれます。その延長線
上で、僕の場合、大学でやるようなところまでやって
くれて、自分はそれがすごく面白くて。夏休みで初め
て三宅先生の授業を受けたんですけど、そこから物理
が好きになりました。大学でやるようなところまで教
えてもらったことで、例えば平常の授業に出た時に分
かりやすくなってたというのはありました。あと、と
りあえず楽しかったです。それが一番でした。きつかっ
たですけど、先生方が楽しくしてくれたので。

先生にすべてお任せしていた。
自分は、どちらかというと質問には行かないタイプで
したね。何をやっていいか自分で判断するのが苦手だっ
たので、冬を中心にマンツーマンを大目に取って、先
生任せで、一通り全部やってくださいみたいな感じで
した。一通りやった後は、とりあえず苦手なところ、
数学なら二次関数の分野がわからないんでやってくだ
さい、みたいにやっていました。最後は１つの授業で
１つの苦手分野のようにやってました。

息抜きの時間は昼休み
昼休みは息抜きでしたね。みんなで食べると気分転換
になりました。大学の話とかも、たまにすることがあ
りましたね。“あの大学は数学が難し過ぎる”とか。あ
とは、予習で授業前に確認したいこととかの話も良く
しましたね。受験とかけ離れていることはそういえば
あまり話さなかったですね。

Monthly Test は、負けたくないライバルが
いました。
Monthly Testで点数を取るのは…難しかったというか、
範囲が広いから対策とかできないので、難しかったで
す！全然載らなかったときもあったし、でも１度載っ
たものは、ランキングからあまり落ちなくなりました。
Monthly Test は自分は点数よりも順位を気にしていま
した。その中で負けたくない人が小長井（北里大学医
学部２年小長井涼太君）と太郎（獨協医科大学２年竹
山太郎君）には負けたくないとおもってました。なので、
頑張れましたね。化学が負けることが多かったんです
けど、自分の中で悔しいって気持ちがあったので、勉
強かなりしましたね。そういうので、モチベーション
を上げていったってのはあります。最後の方の１１月
とか１２月の Monthly はここは絶対落とさない！とか
いう練習も意識してやりました。でも、それまでは、
ただただ負けたくないのという気持ちでやっていまし
た。

負けたくないライバルが
いたから頑張れましたね。

北里大医学部進学　浅香 昌市君（秀明高校）

負けたくないライバルが
いたから頑張れましたね。
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