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現役では一次は1つも出ず、成績開示しても下
の方だった。
赤裸々に話しますと、最初別の予備校に話聞きに行っ
て、その帰りに、代官山をたまたま見つけて、じゃ
行っとこっか？みたいなノリで。面談で石井先生とお
会いした時に、合格するために必要なこととか塾側が
提示するものが分かり易くて、医学部合格の可能性と
か明確な指標があるのがいいなあと思って。勉強もそ
こに向かって打ち込めればいいんだと代官山に決めま
した。あのまま別の予備校に行ってたら受かってな
かったかもしれないですね。代官山に入ったのは2月
頃、結構早かったです。現役の時一次は一つも出ませ
んでした（笑）成績開示しても下の方。日大も全然点
とれていませんでした。で、最初のクラスはA8でし
た。

A8になって焦りました。ヤバい、やらなきゃ
って。
石井先生とそもそも2号館行ければって話だったのっっ
zに、A8じゃんって。いや、私の中ではA8？低～みた
いな。実際4月のクラス分けテストは難しくて、わけ分
んなかった。全然できなかった。A8って言われた時
に、あ、私A8なんだ～って。現状に気づいたという
か。ヤバい、やらなきゃって。既にクラス分け発表の
段階で。今思うと最初のA8のメンバーっていい人も多
くて見習える人もいたので、私的にはA8で良かったで
す。後から振り返ればそう思います。当時はめっちゃ
焦ってましたけど。取り乱したりとかはなかったです
けど。いや、クラス分けテストの数学16点じゃなかっ
たかな。夏に上がってA7だったかな？上がったけど、
7も8も変わんない（笑）。

私は石井先生とか他の先生に言われた事をとり
あえずやろうっていうスタンス。
高校の時は勉強はやってはいましたけど。部活をメイ
ンにやってました。ESS部で英語演劇の部活で、その練
習がいっぱい。塾は大手に通ってました。大手は周り
や授業のレベルが高くて自分にはついていけなかっ
た。吉祥寺と市ヶ谷に通ってました。吉祥寺は現役生
しかいないからいいかなと。でも結構仲良くなっ
ちゃって学年が上がると人数も増えて。先生達は代官
山みたいに個々には見てくれないし。授業をどんどん
流れでやっていくみたいな。テキストも国立向けです
ね。大手予備校は私立医学部受験には向かないなって
感じました。
代官山に入って、私は石井先生とか他の先生に言われ
た事をとりあえずやろうっていうスタンスだったの
で、あまりペース配分とかは考えずにとりあえず先生
が仰った事を与えられた量だけやろうっていうのを
ずっと貫いていました。だからなのか、はじめから
ペースがつかめていたというか、それしかやってな
かったです。今思い返すと、迷いがなくスムーズにい

けたって感じです。代官山では携帯をいじるなって石
井先生に言われていたので、使わない。家に帰って勉
強しなくていいってことも石井先生に言われていたの
で、家では勉強していません（笑）。朝は7時くらいを
目指して来てました。7時半くらいかな。睡眠は6時間
くらい？本当にどうしても一年で行きたい一心だった
から。そのために頑張ろうって。

代官山のテキストとセミナーだけやっていました。
この一年間、代官山のテキストだけ使ってました。そ
れとセミナーくらい。セミナーは寺澤先生が私には量
をやるよりも一問一問じっくり時間かけてやりなさ
いって言われていました。良問はやってないものもあ
ります。あとは先生達からもらったプリントですね。
本当に代官山の環境があってこその合格だったので、
本当に先生方には頭が上がらないです。

石井先生の授業はいつも緊張していました。
石井先生の授業は衝撃的というか、いつも緊張してま
した。１学期は毎回当ててもらって皆勤賞じゃない
かってくらいな（笑）。一番前の席に座るようになっ
てからは見てはくださるんですけど当てられることは
少なくなりました。１学期は３列目の通路側とかで。
だんだん前に侵略して。１学期は当てられるのでいつ
も緊張していて、授業前にお手洗いに行ってたり。い
つも当てられるので緊張してたら「じゃあ小川胡桃」
うわーきたーって（笑）。でも当てられると成績上が
ります。集中力が高まる。当てられてよく失敗してた
ので、いやでも覚えました。
復習はθの中でも好きな長文だけは入試中もずっと読
んでて、試験前にその長文読んでほっとして。１学期
とか初見で見た時は全く分からなかった長文なんです
けど、今は読めるぞって、暗唱できるぞって（笑）。
私は記憶力があまりよくないので、3回以上見ないと頭
に入ってこないんです。だから限られた長文をしっか
りやろうって思ってました。

順天は、英語で８割近く、自由英作文も15分
で終わった。
朝岡先生に直前期に英作文を見てもらって、本番でその
通りにしたら凄い早く書き終えた。
初めの方は、英語と化学が点数が高くて、数学と物理が
すごい低かったんですけど、後々逆転したり。成績の変
動がすごく大きくて。英語は夏に突然、夏過ぎたあたり
にガクンと落ちて。石井先生には英語は悪くはないけ
ど、良いイメージもないっていわれました。英語でカ
バーできるほど英語力はないって。でも入試本番では英
語は結構、点とれた気がします。自分の中では伸びた。
順天は自己採点したら8割近くまで取れてましたし。自
由英作文は抜いてですけど。長文が4つあって、まさか
の自由英作文は15分で終わったので長文3つも読めた。
自由英作をとりあえず25分で書ききれればって話だった
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んですけど、15分で終わったのでよし行ける！って。
ちゃんと書きましたよ、下の方までなみなみと（笑）。
内容は子供の勉強で一番大切なものは両親か教師か自分
か生徒自身かみたいな話でした。そのままダ―って書い
て。朝岡先生に最後ずっと直前期に英作文見てもらっ
て、朝岡先生に言われたとおりに書きました。文章の型
を教えてもらってこういう型で書けば英語っぽくなる
よって。朝岡先生には、型というか文章がいくつかあっ
て、文章というか構文なんですけど、It enables ~のよう
なのを10個くらい教えてもらって、その10個を並べて
ダーって（笑）。そうしたら凄い早く終わって。日本人
はあまり使わないらしく、外国人から見るとネイティ
ブっぽく見えるみたいで（笑）。日本人らしくない英語
になるようで。そういう書き方の方が文章が作りやすい
のでってことで。
順天は先生とも相談しながら、作戦立てて行ったんです
が、慈恵はあんまり作戦立てられなくて。もう順天が前
日にあってすごい疲れてた。それが良かったかもしれな
いです、なんか力が抜けて。今年2月4日順天で5日慈恵
でしたから。数学とかで詰まった時に、もう考えたくな
いとか、もう疲れた~みたいな（笑）。一応全部には手
付けたんですけど、完答できたのは一問だけです。

入試2日目で受かるって思い始めた。
えーと、一番最初の一次合格が岩手だったんですけど
直前まで受かる気がしなかった。というかそういうこ
と考えてなくって。でも実際に受かると思い始めたの
は、本当に入試中ですね。国際受けた時に、あ、落ち
たなって思ったんですよ。で次の日岩手受けた時に受
かったなって思って。その次に女子医受けて、あ、受
かったって思って。昭和受けてギリ行けるかもって。
でも昭和は正直自信なくて、お母さんとかには落ちる
落ちるって言ってたんですけど、お母さんは絶対に通
るって言いだして。私が7割いけたかいけないかって話
をした時に、じゃあ受かるよって感じで。4つ重なった
日は北里受けました。北里はちょっと怪しいなって
思ったんですけど、割と周りが出来てなくっていける
かなって。そのあと日医はちょっと落ちたなぁって
思って、本当に落ちました（笑）。でもマンスリー総
合は載ってました。最後32番だったかな？まさか慈恵
は出るとは思ってなかったんですけど。私慈恵の問
題って嫌いなんです（笑）。なんか難しくしてるのに
センスがないし誘導もひどいし。数学は全然いいんで
すけど。凄い良い問題です。東大っぽいなあって。

上がった時も、そのクラスの中で1位になりた
いと思い続けた。
あとずっと目標にしていたことがあって、それはクラ
スの中で1位になりたいって。上がった時もクラスの中
で1位を目指して、A2の時も1位を目指そうとするんで
すけど、周りの人は自分の苦手な教科が得意だったり
して、出来る人もいるじゃないですか。そういう人を

見習って、この人何でこんなにできるんだろうとか。
その技を盗んで。授業中とかに何でこんなに速く解け
るんだろうってのをひょって見ながら。割と観察する
タイプなんです。
計トレの時も周りの人がどれくらい速く解けるかは気
にしていました。計トレ難しかったです。でも入試で
点取れないレベルではなく、ちょっと頑張って解ける
レベルで。上のクラスに行くとそういうレベルの問題
に触れることが多くなるじゃないですか。後輩の方が
慈恵目指すなら、基礎が本当に大事なので準備が整え
ば、そういうレベルもやるのもいいかなと。

自習席のライバルに刺激をもらいました。
自習席は割といい席だったと思います。あとどっかの
タイミングで隣に富田くん（富田龍一郎：帝京大医学
部進学）がきたんですよ。めっちゃやるじゃないです
か。ものすごく刺激もらって。私よりやってるって。
私も頑張んなきゃって。隣が付箋だらけで。透けて見
えるんですよ（笑）。前の紙が見えないくらいに紙が
バーって貼ってあって。私は３０枚くらいだったんで
すけど、１００枚以上あったんじゃないですかね。そ
のあと２号館移動して、２号館もちゃんと勉強する人
ばかりだったので、そもそも２号館という環境に刺激
を受けていました。自分が一番下だと思って。２号館
にいるんだからもっと頑張らないとってずっと思って
いました。

先生に言われたことだけやろう。先生に思考力
が鍛えられました。
後輩へのアドバイスとしては、先生の言われたことを
やってくださいくらいしかないんです。特に寺澤先生
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は私のような物理オンチをよくぞここまでって思いま
す。最初、先取り課題を暗記しちゃうタイプだったん
です。最初のテストではその暗記がたまたまいい感じ
に出て平均くらいでした。でも基礎というか考え方自
体が全くなくて、全然できていなかったです。本番で
は暗記しただけじゃ全く解けませんでした。寺澤先生
には最初から考え方から全部やってもらって。１学期
はコンデンサーばかりでしたけどそのあと全範囲のプ
リント作ってもらって。それがすごいいい問題なんで
す。入試前の直前期はめっちゃそれやってました。
ノーマルモードリベンジって書いてあるんですけど、
アブノーマルな問題ばかりで、ノーマルモードの定義
自体が先生の中であやふやだったり（笑）。国立の問
題も多かったので、思考力が鍛えられました。

寺澤先生はちゃんと絵を描いてくれてそれが良
くて。本当に凄い人です(笑)。
直前期も寺澤先生にこの範囲出るって言われて。放射
能なんですけど、原子物理の。そこを重点的に見てた
らまさかの、ドンピシャ。あとその問題の内容が野村
先生の授業のテーマと一緒で。え～やった～みたいな
（笑）。運もあるっていうか、冬期はたくさん取って
たので、神様のご褒美じゃないかと（笑）。本当に先
生方が良い問題を選択されて講義されていると思う。
もう実際出ましたし。もう寺澤先生は本当に凄くて私
の中では本当に凄い人です。入った当初、物理が一番
苦手でコンデンサーとかが２つ繋がると分らなくなっ
ちゃって、直列とか並列とかもうって感じで（笑）。
でも寺澤先生はちゃんと絵を描いてくれて、プラスと
マイナスが～とか。私はそれが良くて。「ノーマル
モードリベンジ」あのプリント大好きです。回路の範
囲も徹底的にやったんです、今年結構コンデンサーも
出たし、まあ毎年出るけど。４月は全然出来なかっ
た、ホントにヤバかった。積分も出来なくて。サイン
の積分が出来なかった。

１つできると思える分野が持てたのは大きかった。
受かったのは野村先生と寺澤先生のお陰です。代官山
来て物理は寺澤先生の授業ずっと取って。
5月くらいからでしたね。ちょっと遅めで。寺澤先生は
本当に私の物理の成績を底上げしてくれました。
寺澤先生がいてこその今の私ですね。本当に申し訳な
かったです。こんなアンポンタンを（笑）。
先生とコンデンサーをずっとやってたおかげで強く
なった。慈恵でもコンデンサー来た！と思った。１つ
できると思える分野が持てたのは大きかったです。寺
澤先生は国語も何気にできるし。だからいつも講座に
凝った題名付けるんですよね「約束された勝利の～」
とか（笑）。
数学は啓寿先生を夏からマンツーマン取らせてもらい
ました。啓寿先生いいです。凄い良いです。すごい頭
いいですよね。

最後の方はMクラスの人にも名前を知られてい
ました。
最終的にはクラスはA2です。合格者の掲示見たMクラ
スの人が「小川胡桃さんって誰ですか？」って言って
たみたいなんですけど、最後の方は「あいつだぜ」知
られてました（笑）。
入試の時とか、勝負服みたいなのがあって、すごいダ
サい服なんですけど、薄紫のスキニーにボーダーのT
シャツっていう。で、紺色のダサいパーカー（笑）。
その勝負服はできるだけ着ようと思って、3日連続入試
の時は、着て洗濯して着て（笑）。昭和着て順天でも
着たんです
けど、慈恵では着れなくて。勝負服でほとんど受かり
ました。めっちゃダサいんですけど（笑）。お母さん
に毎朝笑われて（笑）。でも温度管理もしやすい服装
なんです。半袖なんで。順天とかすごい暑かったんで
す。先輩で順天受けた人からめっちゃ寒かったって聞
いて現役の時は厚着して行ったらめっちゃ暑かったと
いう（笑）。今年はそれで半袖で行きました。周りは
暑そうでしたよ。厚着してるのは菅波君（菅波賢真：
日本医科大進学）くらいで（笑）。

二次受けて落ちた大学はありません。
二次落ちは一個もしてないんです。一次来たとこは全
部二次来て。あ、岩手は昭和とかぶったので二次蹴っ
たんです。順天では、面接で点数的には受かっちゃう
んだけどねって言われてたので早く来るんだなって
思ってたら遅かった。合格証だけ記念にいただきまし
た（笑）。
ついに医学生。それも慈恵。「先生たちが言ったこと
をそのまま体現してくれたのが良かったんじゃない？
」そういう風に石井先生にも言っていただけたので嬉
しかったです。物理が苦手だったけど、穴がなくなっ
てきたっていうのが勝因かな、一番最後は苦手科目も
なくみんな一緒くらいで取れるようになりました。そ
れが私が受かった理由です。

46.6 59.1＋141点

8ヶ月後8ヶ月後

合格の軌跡

総合偏差値総合得点 

氏名：小川 胡桃

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

んですけど、15分で終わったのでよし行ける！って。
ちゃんと書きましたよ、下の方までなみなみと（笑）。
内容は子供の勉強で一番大切なものは両親か教師か自分
か生徒自身かみたいな話でした。そのままダ―って書い
て。朝岡先生に最後ずっと直前期に英作文見てもらっ
て、朝岡先生に言われたとおりに書きました。文章の型
を教えてもらってこういう型で書けば英語っぽくなる
よって。朝岡先生には、型というか文章がいくつかあっ
て、文章というか構文なんですけど、It enables ~のよう
なのを10個くらい教えてもらって、その10個を並べて
ダーって（笑）。そうしたら凄い早く終わって。日本人
はあまり使わないらしく、外国人から見るとネイティ
ブっぽく見えるみたいで（笑）。日本人らしくない英語
になるようで。そういう書き方の方が文章が作りやすい
のでってことで。
順天は先生とも相談しながら、作戦立てて行ったんです
が、慈恵はあんまり作戦立てられなくて。もう順天が前
日にあってすごい疲れてた。それが良かったかもしれな
いです、なんか力が抜けて。今年2月4日順天で5日慈恵
でしたから。数学とかで詰まった時に、もう考えたくな
いとか、もう疲れた~みたいな（笑）。一応全部には手
付けたんですけど、完答できたのは一問だけです。

入試2日目で受かるって思い始めた。
えーと、一番最初の一次合格が岩手だったんですけど
直前まで受かる気がしなかった。というかそういうこ
と考えてなくって。でも実際に受かると思い始めたの
は、本当に入試中ですね。国際受けた時に、あ、落ち
たなって思ったんですよ。で次の日岩手受けた時に受
かったなって思って。その次に女子医受けて、あ、受
かったって思って。昭和受けてギリ行けるかもって。
でも昭和は正直自信なくて、お母さんとかには落ちる
落ちるって言ってたんですけど、お母さんは絶対に通
るって言いだして。私が7割いけたかいけないかって話
をした時に、じゃあ受かるよって感じで。4つ重なった
日は北里受けました。北里はちょっと怪しいなって
思ったんですけど、割と周りが出来てなくっていける
かなって。そのあと日医はちょっと落ちたなぁって
思って、本当に落ちました（笑）。でもマンスリー総
合は載ってました。最後32番だったかな？まさか慈恵
は出るとは思ってなかったんですけど。私慈恵の問
題って嫌いなんです（笑）。なんか難しくしてるのに
センスがないし誘導もひどいし。数学は全然いいんで
すけど。凄い良い問題です。東大っぽいなあって。

上がった時も、そのクラスの中で1位になりた
いと思い続けた。
あとずっと目標にしていたことがあって、それはクラ
スの中で1位になりたいって。上がった時もクラスの中
で1位を目指して、A2の時も1位を目指そうとするんで
すけど、周りの人は自分の苦手な教科が得意だったり
して、出来る人もいるじゃないですか。そういう人を

見習って、この人何でこんなにできるんだろうとか。
その技を盗んで。授業中とかに何でこんなに速く解け
るんだろうってのをひょって見ながら。割と観察する
タイプなんです。
計トレの時も周りの人がどれくらい速く解けるかは気
にしていました。計トレ難しかったです。でも入試で
点取れないレベルではなく、ちょっと頑張って解ける
レベルで。上のクラスに行くとそういうレベルの問題
に触れることが多くなるじゃないですか。後輩の方が
慈恵目指すなら、基礎が本当に大事なので準備が整え
ば、そういうレベルもやるのもいいかなと。

自習席のライバルに刺激をもらいました。
自習席は割といい席だったと思います。あとどっかの
タイミングで隣に富田くん（富田龍一郎：帝京大医学
部進学）がきたんですよ。めっちゃやるじゃないです
か。ものすごく刺激もらって。私よりやってるって。
私も頑張んなきゃって。隣が付箋だらけで。透けて見
えるんですよ（笑）。前の紙が見えないくらいに紙が
バーって貼ってあって。私は３０枚くらいだったんで
すけど、１００枚以上あったんじゃないですかね。そ
のあと２号館移動して、２号館もちゃんと勉強する人
ばかりだったので、そもそも２号館という環境に刺激
を受けていました。自分が一番下だと思って。２号館
にいるんだからもっと頑張らないとってずっと思って
いました。

先生に言われたことだけやろう。先生に思考力
が鍛えられました。
後輩へのアドバイスとしては、先生の言われたことを
やってくださいくらいしかないんです。特に寺澤先生

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

は私のような物理オンチをよくぞここまでって思いま
す。最初、先取り課題を暗記しちゃうタイプだったん
です。最初のテストではその暗記がたまたまいい感じ
に出て平均くらいでした。でも基礎というか考え方自
体が全くなくて、全然できていなかったです。本番で
は暗記しただけじゃ全く解けませんでした。寺澤先生
には最初から考え方から全部やってもらって。１学期
はコンデンサーばかりでしたけどそのあと全範囲のプ
リント作ってもらって。それがすごいいい問題なんで
す。入試前の直前期はめっちゃそれやってました。
ノーマルモードリベンジって書いてあるんですけど、
アブノーマルな問題ばかりで、ノーマルモードの定義
自体が先生の中であやふやだったり（笑）。国立の問
題も多かったので、思考力が鍛えられました。

寺澤先生はちゃんと絵を描いてくれてそれが良
くて。本当に凄い人です(笑)。
直前期も寺澤先生にこの範囲出るって言われて。放射
能なんですけど、原子物理の。そこを重点的に見てた
らまさかの、ドンピシャ。あとその問題の内容が野村
先生の授業のテーマと一緒で。え～やった～みたいな
（笑）。運もあるっていうか、冬期はたくさん取って
たので、神様のご褒美じゃないかと（笑）。本当に先
生方が良い問題を選択されて講義されていると思う。
もう実際出ましたし。もう寺澤先生は本当に凄くて私
の中では本当に凄い人です。入った当初、物理が一番
苦手でコンデンサーとかが２つ繋がると分らなくなっ
ちゃって、直列とか並列とかもうって感じで（笑）。
でも寺澤先生はちゃんと絵を描いてくれて、プラスと
マイナスが～とか。私はそれが良くて。「ノーマル
モードリベンジ」あのプリント大好きです。回路の範
囲も徹底的にやったんです、今年結構コンデンサーも
出たし、まあ毎年出るけど。４月は全然出来なかっ
た、ホントにヤバかった。積分も出来なくて。サイン
の積分が出来なかった。

１つできると思える分野が持てたのは大きかった。
受かったのは野村先生と寺澤先生のお陰です。代官山
来て物理は寺澤先生の授業ずっと取って。
5月くらいからでしたね。ちょっと遅めで。寺澤先生は
本当に私の物理の成績を底上げしてくれました。
寺澤先生がいてこその今の私ですね。本当に申し訳な
かったです。こんなアンポンタンを（笑）。
先生とコンデンサーをずっとやってたおかげで強く
なった。慈恵でもコンデンサー来た！と思った。１つ
できると思える分野が持てたのは大きかったです。寺
澤先生は国語も何気にできるし。だからいつも講座に
凝った題名付けるんですよね「約束された勝利の～」
とか（笑）。
数学は啓寿先生を夏からマンツーマン取らせてもらい
ました。啓寿先生いいです。凄い良いです。すごい頭
いいですよね。

最後の方はMクラスの人にも名前を知られてい
ました。
最終的にはクラスはA2です。合格者の掲示見たMクラ
スの人が「小川胡桃さんって誰ですか？」って言って
たみたいなんですけど、最後の方は「あいつだぜ」知
られてました（笑）。
入試の時とか、勝負服みたいなのがあって、すごいダ
サい服なんですけど、薄紫のスキニーにボーダーのT
シャツっていう。で、紺色のダサいパーカー（笑）。
その勝負服はできるだけ着ようと思って、3日連続入試
の時は、着て洗濯して着て（笑）。昭和着て順天でも
着たんです
けど、慈恵では着れなくて。勝負服でほとんど受かり
ました。めっちゃダサいんですけど（笑）。お母さん
に毎朝笑われて（笑）。でも温度管理もしやすい服装
なんです。半袖なんで。順天とかすごい暑かったんで
す。先輩で順天受けた人からめっちゃ寒かったって聞
いて現役の時は厚着して行ったらめっちゃ暑かったと
いう（笑）。今年はそれで半袖で行きました。周りは
暑そうでしたよ。厚着してるのは菅波君（菅波賢真：
日本医科大進学）くらいで（笑）。

二次受けて落ちた大学はありません。
二次落ちは一個もしてないんです。一次来たとこは全
部二次来て。あ、岩手は昭和とかぶったので二次蹴っ
たんです。順天では、面接で点数的には受かっちゃう
んだけどねって言われてたので早く来るんだなって
思ってたら遅かった。合格証だけ記念にいただきまし
た（笑）。
ついに医学生。それも慈恵。「先生たちが言ったこと
をそのまま体現してくれたのが良かったんじゃない？
」そういう風に石井先生にも言っていただけたので嬉
しかったです。物理が苦手だったけど、穴がなくなっ
てきたっていうのが勝因かな、一番最後は苦手科目も
なくみんな一緒くらいで取れるようになりました。そ
れが私が受かった理由です。

46.6 68.4＋185点

8ヶ月後8ヶ月後

合格の軌跡

総合偏差値総合得点 

氏名：小川 胡桃
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
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信州大医学部
順天堂大医学部
日本医科大
昭和大医学部
東京女子医科大
愛知医科大
岩手医科大医学部

松本から東京に出て
寮と予備校のサポートで

生活面、勉強面、不安ゼロで
第一志望に合格できた。

松本から東京に出て
寮と予備校のサポートで

生活面、勉強面、不安ゼロで
第一志望に合格できた。

信州大医学部進学　堀内 沙也花 さん(松本秀峰高校卒)

推薦合格
2次合格
2次合格

I期 2次合格
2次合格

2次正規合格
2次合格

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

入試の結果一次は12校、二次は6校来ました。
受かった大学は愛知医科、岩手医科、昭和、日本医科、順
天堂、信州、あ、女子医も受かりました。はい、国立１校、私
立６校受かりました。一次は12校きました。
愛知、愛知センター利用、岩手、女子医、昭和、杏林、東邦、
聖マ、埼玉、順天、日医、東医センター利用、あと信州。1次
が12校きて二次試験は6校受けて6校受かりました。昭和
が一番最初にきたので。二次試験も行きたかったんです
けど、昭和出てるし、国立の勉強したほうがいいかなって。
センターが上手くいったので、なんかすごいセンターが怖
かったので、すごい気持ちが楽に。理科が97点と97点でし
た。あと国語が、国語は今年簡単だったみたいですね。だ
からそんなに平均より良かったわけじゃないけど、165点
欲しいなと思ってたのが、172か3だったと思います。数学
がちょっと。やっぱり緊張して、薄先生にその前の日の夜
に、センターの前日に、単科よりは緊張しないだろうから
頑張りなって仰られたんですけど。でもまあ普通に緊張し
ました。ちょっと数列かな？それが多分、途中から間違えた
かなんかで。ⅠAの方が悪かったと思うんですけど、ⅡBは
その数列の所だけは間違えちゃって、ⅠAは多分バラバラ
ちょっとずつ最後のほうが合わないとか。英語が190くら
いで、すごい良くはないんですけど、まぁ十分で、地理が良
かった気がします。92でした。なのでそこでちょっと救われ
て、薄先生に地理のほうがいいなんて不本意だみたいな
ことを言われて、私も不本意でしたけど(笑)。まぁいっかっ
て(笑)。900点満点で全部で92％くらいだったので。で推薦
で行けるかって。でも一応本番の勉強しようって話になっ
て。でセンター失敗しても国立は受けたいと思ってたの
で、すごい良くなかったら富山とか高知とかも考えていた
んですけど、このセンターなら信州出せるなっていうのが
あって、一番ホッとしました。まずセンターダメだったら受
けられないじゃないですか。

4月当初から信州って言った。初志貫徹です！
信州今年人気でしたね、なんででしょうね。名古屋市立が
テスト形態が変わったみたいで、名市受けたかったんだ
けど信州に来たって言っている子が結構いましたね。福島
県立とかも今年は倍率高かったですね。変わるのは毎年
のことだから読めないですけど。最初から、4月当初から信
州って言ってて、初志貫徹です！

マンスリーは失敗からスタート
でもホントに最初のマンスリーは酷かったです。多分、私
立の問題を初めてやったのがマンスリーだったんですよ。
量が多すぎて時間が足りないし、記述とかゆっくり時間を
かけてやるというより、理科とかもいっぱい計算があって、
あと英語も知らない単語が多くて、単語ヤバかったです。
熟語とかも知らなくて。入ったのはMZなのにすいません
(笑)。結果良ければすべてよしだけど、途中色々悩みました
ね。大きく二回、多分。偏差値はこらえてたんですけど、多
分この時問題が易しくて、多分桃子ちゃん（若林桃子：日本
医科大進学）とかが280点、凄い良い点とって。桃子ちゃん

と菅波君（菅波賢真：日本医科大進学）かな、凄い良い点
数の時があって、241点で。マンスリー終わった後、自己採
点して帰るじゃないですか。平気かなって思ったんですけ
ど、でもこの問題じゃみんなもっと取ってるよな～って思っ
て、で開いたら凄い低かったんですよ20何番とか。それで
もうビックリしちゃって落ち込みました。落ち込んだ時は、
最初、あの時は勉強が足りないからだと思って、朝早く起
きて、食堂でご飯を食べずに、8月は2回くらい、2日くらい
はご飯なんか食べてちゃ受からない！って思って、すごい
変則的なことをしたんですよ。ちょっと早く来ようかなっ
て。でもあんまり勉強にも身が入らなくて、それで私はすご
い長く寝ないとあんまり頭が働かないので。えっと6時15
分に起きるんですよ。でもだいたい日をまたぐ前に寝てた
んで(笑)、7時間くらいは寝てたかも。よく寝てました(笑)。
お昼休みはご飯食べて10分くらい寝て。でも結局塾に朝
早く来ても、勉強に身が入らなくてよくないなと思って、で
も早く来なきゃいけないしって、そうだ！食堂が一階にあっ
て、部屋は四階だったんですけど、ご飯を食べて部屋に
戻って歯を磨いて荷物持って行ってたんですけど、それを
やめて全部荷物持ってご飯食べてそのまま直で塾に行っ
て、塾に歯ブラシ置いておいて塾で歯磨いてってやると
ちょっと早くなることが分かり、それ以後はそれをしてたの
で、20分台から7時10何分に着くようになって、7時半から
は勉強を開始できるようになってました。
私はルーティーンでやる方が合ってたので、朝は積分を
15分やるってのを決めて、5月に夜間で積分のテストが
あったんですけど、全然出来なくて、サインコサインみた
いなやつのどっちにマイナス付けるんだっけみたいな(笑)
ホントに。薄先生に、積分のプリントこれだけやればいい
からっていうのを頂いて、15回以上やったと思います。一
日何問て決めてやったりもしてたんですけど、すごい最初
時間かかっちゃたんで、15分て決めて。問題数じゃなくて
時間で切ってて、最初は3問くらいしか解けなくて、それが
だんだん回るようになってきて、センターの前日にもやり
ましたし。最終的には20問くらい。ただ今思えば簡単なや
つをくれてたので(笑)、出来なかった問題に×を付けるん
ですけど、１周目は赤で×して、２周目は青でとか。そした
ら凄い×だらけになっちゃって(笑)、だんだん×も付けら
れないからマーカーで線引いて。記念品みたいなものな
ので、まだ持ってます(笑)。大切にしてます。

周りを見て追いつかなきゃ、見習おうって思って。
ルーティンは崩さなかった。
最初のクラスはM4でした。なんか４月のマンスリーの前
日くらいに石井先生とエレベーターで一緒になって(笑)、
その時になんか一番とは言わなかったと思うんですけど
三番以内くらいには入ってねって仰って、それを聞いた時
に、じゃあそれくらいの順位を取れるのかなって思ったん
ですけど、全然で(笑)、でもテスト受けた後全然出来な
かったので、Aクラスかなって思ってて、でMのクラスは２
号館だってことを知り、M4って紙を渡されて、あ２号館だ、
良かったって思って。そこで凄い吹っ切れて。結構高校の
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入試の結果一次は12校、二次は6校来ました。
受かった大学は愛知医科、岩手医科、昭和、日本医科、順
天堂、信州、あ、女子医も受かりました。はい、国立１校、私
立６校受かりました。一次は12校きました。
愛知、愛知センター利用、岩手、女子医、昭和、杏林、東邦、
聖マ、埼玉、順天、日医、東医センター利用、あと信州。1次
が12校きて二次試験は6校受けて6校受かりました。昭和
が一番最初にきたので。二次試験も行きたかったんです
けど、昭和出てるし、国立の勉強したほうがいいかなって。
センターが上手くいったので、なんかすごいセンターが怖
かったので、すごい気持ちが楽に。理科が97点と97点でし
た。あと国語が、国語は今年簡単だったみたいですね。だ
からそんなに平均より良かったわけじゃないけど、165点
欲しいなと思ってたのが、172か3だったと思います。数学
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て(笑)。900点満点で全部で92％くらいだったので。で推薦
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て。でセンター失敗しても国立は受けたいと思ってたの
で、すごい良くなかったら富山とか高知とかも考えていた
んですけど、このセンターなら信州出せるなっていうのが
あって、一番ホッとしました。まずセンターダメだったら受
けられないじゃないですか。
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分に起きるんですよ。でもだいたい日をまたぐ前に寝てた
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つをくれてたので(笑)、出来なかった問題に×を付けるん
ですけど、１周目は赤で×して、２周目は青でとか。そした
ら凄い×だらけになっちゃって(笑)、だんだん×も付けら
れないからマーカーで線引いて。記念品みたいなものな
ので、まだ持ってます(笑)。大切にしてます。

周りを見て追いつかなきゃ、見習おうって思って。
ルーティンは崩さなかった。
最初のクラスはM4でした。なんか４月のマンスリーの前
日くらいに石井先生とエレベーターで一緒になって(笑)、
その時になんか一番とは言わなかったと思うんですけど
三番以内くらいには入ってねって仰って、それを聞いた時
に、じゃあそれくらいの順位を取れるのかなって思ったん
ですけど、全然で(笑)、でもテスト受けた後全然出来な
かったので、Aクラスかなって思ってて、でMのクラスは２
号館だってことを知り、M4って紙を渡されて、あ２号館だ、
良かったって思って。そこで凄い吹っ切れて。結構高校の
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時とかは出来る方にいたつもりだったので、冷静に考えれ
ばそんな事ないんですけど、中高一貫校だったんで、中学
生の時は結構出来てて、多分高校生の時に数Ⅲが入って
から(笑)数学が出来なくなって、挫折してたんですけど、あ
まり重く考えてなかったので、そのまま入試に突入し、浪人
が決まり、しかも予備校のテストでは失敗し、あ、ホントに
ダメなんだって。そこからは授業始まったら余計なことを
考える暇が無くなるので、授業聞いてればいいってことが
逆にメンタルケアになったと思います。
こまめにノートしっかり取ってたタイプでした。計トレも
しっかりノート取って。ちゃんと復習してました。復習は絶
対にしてました。特に数学は。国語と社会やっていたから、
時間が他の人と比べてなかったので、使い方は難しかっ
たですね。時間なかったけど、それは朝やったりとか、石井
先生に面談の時にも言われたんですけど、同じ教科を
ずーっとやってちゃダメだよって仰ったんですけど、なか
なかその癖が抜けなくって、始めたらもうちょっと考えた
いとか思っちゃって、特に数学が時間かかっちゃって、英語
もその癖があったんですけど、英語は４月の内に結構克
服できました。そんなに苦手ではなかったので、速く読ま
ないと点にならないってのがマンスリーで分かり、授業で
どう早く読むかってことを習って、選択問題も前後関係で
選べば全文読まなくてもいいってことを朝岡先生の授業
や石井先生のθの授業でも習って、やり方を覚えたらスッ
て出来たんで。数学と化学はずーっと時間がかかっちゃっ
て、化学は全然伸びてる感じがしなくて、セミナーをやるん
ですけど、セミナーをまわすのがすごい遅くて。結局１周
とちょっとでした。じっくりやっちゃうんです。ちょっと回す
のが足りなかったのはずーっとあって、でも６月まではテ
キスト。周りの子とか、知ってるのに出来なかった～とか
言ってる子もいたんですけど、私はやった事もないし、最
初は新鮮で楽しかったです。特に理科、全然知らないの
で。でも繰り返していたら、５月とかはマンスリー良かった
気がします。６月良くてやっとM1に上がって、クラスが上
がったことは嬉しかったんですけど、テキストがStandard
からHighとTopになって。M1に上がったのが私と菅波君
だったんですけど、菅波君はいかにも出来そうだし、最初
は授業もついていけなくて、みんな予習をちゃんとしてる
のに、私数学はStandardでも予習できなかったんですよ。
全然解けなくて。西村彩花ちゃん（愛知医科大進学）と河野
くん（河野有哉：昭和大医学部進学）の二人が数学出来た
んで、平野先生がその二人を当てて正解が出て、あ～解け
てるじゃん、ヤバいって。それで二人にノートの取り方を見
せてもらって、私は字が大きくて汚かったんですが、彩香
ちゃんの字はすっごい細かくて、私は分数とかグチャグ
チャに書いちゃうんですけど、一行に分数を書くことが出
来なくて、でも彩香ちゃんがそうやってたんで私もそうや
ろうって。二人から勉強になりました。だんだん難しい問題
への取り組み方とかも分ってきて、あと愛英ちゃんは書く
のがめっちゃ速くて、それで毎日反省。周りを見て追いつ
かなきゃ感。見習おうって思いながらやってました。
マンスリーの前とか緊張してたんですけど、眠れないとか
ご飯が食べられないとかはなかったです。普通にいつも

通り食べて寝て。いつもの時間に行って、マンスリー始ま
るのが9時とかですけど、ちゃんと7時05分に着いて自習し
てからテスト受けてました。ルーティーンは崩さなかった
ですね。私はそれがあってたなと思います。

１回大きく失敗すると周りの目も気にならなくなっ
た。
なんか夏くらいから凄い薄先生に質問に行くようになって
何度も助けて頂いて、確率の担当だったんですけど、他の
所の質問も受けてくださって。あとは最初に啓寿先生とか
典先生は怖いなって思ってたんですけど、質問すると凄い
レベルを下げて教えてくれて。難しい事を教えるって思っ
てたけど、自分のレベルまで下げてくれるんだって。だから
めげずにずーっと質問にいきました。化学も前期は三上
先生で、夏から節田先生に上がって、そうしたら節田先生
めちゃ当てるんですけど全然答えられなくて、でも何かし
ら答えなさいって仰って、で素っ頓狂なことを言って苦笑
いされて(笑)、そういうパターンが続きました。でも全然め
げなかったです。一回大きく失敗すると、あんまり周りの目
とかも気にならなくなったのかなとちょっとだけ思います。
だからセンターがメチャメチャ緊張した以外は、一次は全
然緊張しなかったです。
現役の時は順天と信大だけ受けたんです。だから今年絶
対に順天は受かりたくって。英作はたくさん書いたほうが
いいってことで、直前期も３本くらい書いて朝岡先生に見
てもらって、順天堂は英語が難しいんじゃなくって量が多
いから、とにかく体力で乗り切ればいけるって(笑)言われ
たので、私体力はいけるって思って。わ～って書いて(笑)。
数学は多分順天はおかげで出来たんですよ。簡単だなっ
て思えたので良かったです。理科は有効数字を間違えた
んですよ。ホントに基礎的なことなんですけど、4.0って書
かなきゃいけないのに4って。有効数字二桁で書きなさい
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で全部整数の解が続いたので、多分答えは合ってるんで
すけど、4.0とか5.0とか書かなきゃいけない所を4とか５っ
て書いてると思うんです。全部×じゃないですか。やっ
ちゃってますね(笑)。化学は。それが取れていれば正規
だったかも。何日にまわってきたんだっけな。順天は早く
て女子医と日医よりも早かったです。3月の10何日かで。
あ、生物が緒方先生が授業でやってらした遺伝の確率求
めるのとまんまだった気がして凄い！って思いました。昭和
の脊髄神経節を書けってのがあって、昭和もドンピシャ。
図示せよっていう問題で。あ、神経かな、神経終末をくの字
に書いて。昭和と順天はそのまんまだなっていう問題が出
ました、緒方先生の授業から。やっぱり入試って範囲が決
まってるから繰り返しがあるんだなぁって思いました。印
象に残ってる問題がいっぱいあった。最後のほうは基本問
題を繰り返して。難関な問題、化学とか生物も慶應とか慈
恵とかの問題とか少しやらせてもらって、難しいじゃない
ですか。だからそれを何べんもやるよりかは易しい問題を
繰り返したほうがいいかなって。最後はその難しい問題を
一回で覚えるようにしてました。その一回で覚えきれない
分は多分出ても解けないからしょうがないと。出なかった
ですね。基本問題が出たので。何なんでしょうね。凄い運も
良かったと思います。

メンタル的に強くなった
一年間我慢しましたし。まあ、辛かったので。ずっとみんな
と競い合ってなければいけなかったのがモチベーション
にはなってたんですけど、モチベーションになってて闘争
心が掻き立てられて頑張れたんですけど、ずっとそれがプ
レッシャーにはなってたので。順位とかもマンスリーのた
びに。多分月曜日にマンスリー返却になって、M1はウィー
クリーテストの後くらいに返ってきて、ウィークリーテスト
の次の授業、多分数学だったと思うんですけど、そこでみ
んな持ち寄ってざわつくんですよ。どうだったみたいな。そ
れで、あ～試されてるみたいな。みんなに試されてるって
いうか、メンタルを試されてるっていうか(笑)。ここで平常
心を保って頑張んなきゃいけないんだっていう。本当にプ
レッシャーと緊張と凄かったです。だから成長したんだと
思います。負荷がかかってたので。それがなかったら信州
大にはいなかったと思います。

寮のご飯が楽しみ。寮のおばあちゃんが、思い詰め
てるとほぐしてくれた。
自習時間とか集中してたから、一日があっという間でした。
気が付くと21時半で。私は代官山MEDICALの食事付寮に
入ってたんですけど、結構早く帰ってました。その食堂でご
飯が食べたくて。授業が終わる9時5分で帰ってました。ご
はん命だったんですよ(笑)。味蕾が潰れていくんじゃない
かと思って、毎日コンビニのごはんじゃ嫌で。美味しいご飯
が食べたくて。寮のごはんすごく美味しいんですよ。夕飯
の時にいらっしゃるおばちゃんの方がいて、私が凄い顔し
てると大丈夫？って心配してくださるんですよ。私今祖母と
一緒に実家で暮らしているんですけど、おばあちゃんを想

い出して。そのおばちゃんも孫がいるって言ってて、中学受
験するからうちの孫も頑張ってるよって言ってて。私が思
い詰めてるとほぐしてくれたので、本当にごはん付きの寮
良かったです。昭和が出た時も、なんか良いことあった？っ
て言ってくださったんですよ。顔に出てたんでしょうね
(笑)。顔に出やすいんだと思います。それでおめでとうって
言ってくださって。ありがたかったです。でも昭和出て本当
にホッとしました。昭和苦手だったんですよ。絶対に受か
らないと思ってたから。

代官山MEDICALは全員の先生が医学科にこだ
わる理由を理解してくれていて、上を目指すバック
アップをしてくれた。
英語でずっと成績維持できたのは先生方のお陰ですね。
英語はどの先生も凄くって、石井先生とか英語が一番楽し
かったと思います。朝岡先生と栗原先生が同じことを言っ
てる時に、あ～同じこと言ってるってことに気づける余裕
があったりとか、石井先生が仰ってることと朝岡先生が
仰ってることが、言い方は違うけど同じこと言ってるんだろ
うなぁって聞きながら考えられるくらいの余裕があったの
で、授業聞いてそこで考えて覚えて、で解くみたいな。英語
は自信があって、順天もガッツリ取れてるんじゃないかと
思います。順天受かってメッチャ嬉しかったです！おこがま
しいですけど、去年受けた分のリベンジが出来たのでそ
れは良かったし、地元で浪人してたら私立には絶対に受
からなかったので、私立も受かったことがあるっていう経
験自体が凄い。地元で浪人してセンター失敗してたら、他
学部は受けなかったと思うので、普通に2浪してたと思い
ます。地元の予備校だと、薬学部を勧めたりします。ここの
予備校は全員の先生が医学科にこだわる理由を理解して
くださっていたので、難しかったら歯学部も受けときな、な
んてどなたも仰らなかったので。その環境が自分を甘えさ
せないでいさせてくれて、上を目指すバックアップをしてく
ださっていたので。それがほんとうに大きかったですね。
朝岡先生は最後にマンツーでも見て頂いて、私は英単語
とか覚えられなかったので、接頭語とかで考え方を教えて
くれて、たとえばexだったら外のとか、出来るだけ覚えられ
るように色々な言い方で教えてくれて、あとは英文の読み
方とかを教えてもらって良かったです。難しめの問題もや
りました。それで安定した感じはします。
生物はマンツーを深瀧先生でとってて、考察系や記述を
見て下さったので、国立の過去問をいっぱい解いたり、医
科歯科とかのもやらせてもらったり、考え方とか言葉の定
義を大切にしたほうがいいって仰って、あと考える時間も
たくさん取って下さったので、それが凄い良かったです。

医学部受験をよくご存知の先生、絶対に正しいの
で、猜疑心を持たずにやると受かります。
自分が浪人生活をするうえで、気を付けていたことは、朝
来る。私はそんなに模範囚ではなかったんですけど、愛英
ちゃん（山岡愛英：昭和大進学）とか桃子ちゃんとかすごい
早い人もいたんですけど、私は寮だしなって。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

時とかは出来る方にいたつもりだったので、冷静に考えれ
ばそんな事ないんですけど、中高一貫校だったんで、中学
生の時は結構出来てて、多分高校生の時に数Ⅲが入って
から(笑)数学が出来なくなって、挫折してたんですけど、あ
まり重く考えてなかったので、そのまま入試に突入し、浪人
が決まり、しかも予備校のテストでは失敗し、あ、ホントに
ダメなんだって。そこからは授業始まったら余計なことを
考える暇が無くなるので、授業聞いてればいいってことが
逆にメンタルケアになったと思います。
こまめにノートしっかり取ってたタイプでした。計トレも
しっかりノート取って。ちゃんと復習してました。復習は絶
対にしてました。特に数学は。国語と社会やっていたから、
時間が他の人と比べてなかったので、使い方は難しかっ
たですね。時間なかったけど、それは朝やったりとか、石井
先生に面談の時にも言われたんですけど、同じ教科を
ずーっとやってちゃダメだよって仰ったんですけど、なか
なかその癖が抜けなくって、始めたらもうちょっと考えた
いとか思っちゃって、特に数学が時間かかっちゃって、英語
もその癖があったんですけど、英語は４月の内に結構克
服できました。そんなに苦手ではなかったので、速く読ま
ないと点にならないってのがマンスリーで分かり、授業で
どう早く読むかってことを習って、選択問題も前後関係で
選べば全文読まなくてもいいってことを朝岡先生の授業
や石井先生のθの授業でも習って、やり方を覚えたらスッ
て出来たんで。数学と化学はずーっと時間がかかっちゃっ
て、化学は全然伸びてる感じがしなくて、セミナーをやるん
ですけど、セミナーをまわすのがすごい遅くて。結局１周
とちょっとでした。じっくりやっちゃうんです。ちょっと回す
のが足りなかったのはずーっとあって、でも６月まではテ
キスト。周りの子とか、知ってるのに出来なかった～とか
言ってる子もいたんですけど、私はやった事もないし、最
初は新鮮で楽しかったです。特に理科、全然知らないの
で。でも繰り返していたら、５月とかはマンスリー良かった
気がします。６月良くてやっとM1に上がって、クラスが上
がったことは嬉しかったんですけど、テキストがStandard
からHighとTopになって。M1に上がったのが私と菅波君
だったんですけど、菅波君はいかにも出来そうだし、最初
は授業もついていけなくて、みんな予習をちゃんとしてる
のに、私数学はStandardでも予習できなかったんですよ。
全然解けなくて。西村彩花ちゃん（愛知医科大進学）と河野
くん（河野有哉：昭和大医学部進学）の二人が数学出来た
んで、平野先生がその二人を当てて正解が出て、あ～解け
てるじゃん、ヤバいって。それで二人にノートの取り方を見
せてもらって、私は字が大きくて汚かったんですが、彩香
ちゃんの字はすっごい細かくて、私は分数とかグチャグ
チャに書いちゃうんですけど、一行に分数を書くことが出
来なくて、でも彩香ちゃんがそうやってたんで私もそうや
ろうって。二人から勉強になりました。だんだん難しい問題
への取り組み方とかも分ってきて、あと愛英ちゃんは書く
のがめっちゃ速くて、それで毎日反省。周りを見て追いつ
かなきゃ感。見習おうって思いながらやってました。
マンスリーの前とか緊張してたんですけど、眠れないとか
ご飯が食べられないとかはなかったです。普通にいつも

通り食べて寝て。いつもの時間に行って、マンスリー始ま
るのが9時とかですけど、ちゃんと7時05分に着いて自習し
てからテスト受けてました。ルーティーンは崩さなかった
ですね。私はそれがあってたなと思います。

１回大きく失敗すると周りの目も気にならなくなっ
た。
なんか夏くらいから凄い薄先生に質問に行くようになって
何度も助けて頂いて、確率の担当だったんですけど、他の
所の質問も受けてくださって。あとは最初に啓寿先生とか
典先生は怖いなって思ってたんですけど、質問すると凄い
レベルを下げて教えてくれて。難しい事を教えるって思っ
てたけど、自分のレベルまで下げてくれるんだって。だから
めげずにずーっと質問にいきました。化学も前期は三上
先生で、夏から節田先生に上がって、そうしたら節田先生
めちゃ当てるんですけど全然答えられなくて、でも何かし
ら答えなさいって仰って、で素っ頓狂なことを言って苦笑
いされて(笑)、そういうパターンが続きました。でも全然め
げなかったです。一回大きく失敗すると、あんまり周りの目
とかも気にならなくなったのかなとちょっとだけ思います。
だからセンターがメチャメチャ緊張した以外は、一次は全
然緊張しなかったです。
現役の時は順天と信大だけ受けたんです。だから今年絶
対に順天は受かりたくって。英作はたくさん書いたほうが
いいってことで、直前期も３本くらい書いて朝岡先生に見
てもらって、順天堂は英語が難しいんじゃなくって量が多
いから、とにかく体力で乗り切ればいけるって(笑)言われ
たので、私体力はいけるって思って。わ～って書いて(笑)。
数学は多分順天はおかげで出来たんですよ。簡単だなっ
て思えたので良かったです。理科は有効数字を間違えた
んですよ。ホントに基礎的なことなんですけど、4.0って書
かなきゃいけないのに4って。有効数字二桁で書きなさい
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で全部整数の解が続いたので、多分答えは合ってるんで
すけど、4.0とか5.0とか書かなきゃいけない所を4とか５っ
て書いてると思うんです。全部×じゃないですか。やっ
ちゃってますね(笑)。化学は。それが取れていれば正規
だったかも。何日にまわってきたんだっけな。順天は早く
て女子医と日医よりも早かったです。3月の10何日かで。
あ、生物が緒方先生が授業でやってらした遺伝の確率求
めるのとまんまだった気がして凄い！って思いました。昭和
の脊髄神経節を書けってのがあって、昭和もドンピシャ。
図示せよっていう問題で。あ、神経かな、神経終末をくの字
に書いて。昭和と順天はそのまんまだなっていう問題が出
ました、緒方先生の授業から。やっぱり入試って範囲が決
まってるから繰り返しがあるんだなぁって思いました。印
象に残ってる問題がいっぱいあった。最後のほうは基本問
題を繰り返して。難関な問題、化学とか生物も慶應とか慈
恵とかの問題とか少しやらせてもらって、難しいじゃない
ですか。だからそれを何べんもやるよりかは易しい問題を
繰り返したほうがいいかなって。最後はその難しい問題を
一回で覚えるようにしてました。その一回で覚えきれない
分は多分出ても解けないからしょうがないと。出なかった
ですね。基本問題が出たので。何なんでしょうね。凄い運も
良かったと思います。

メンタル的に強くなった
一年間我慢しましたし。まあ、辛かったので。ずっとみんな
と競い合ってなければいけなかったのがモチベーション
にはなってたんですけど、モチベーションになってて闘争
心が掻き立てられて頑張れたんですけど、ずっとそれがプ
レッシャーにはなってたので。順位とかもマンスリーのた
びに。多分月曜日にマンスリー返却になって、M1はウィー
クリーテストの後くらいに返ってきて、ウィークリーテスト
の次の授業、多分数学だったと思うんですけど、そこでみ
んな持ち寄ってざわつくんですよ。どうだったみたいな。そ
れで、あ～試されてるみたいな。みんなに試されてるって
いうか、メンタルを試されてるっていうか(笑)。ここで平常
心を保って頑張んなきゃいけないんだっていう。本当にプ
レッシャーと緊張と凄かったです。だから成長したんだと
思います。負荷がかかってたので。それがなかったら信州
大にはいなかったと思います。

寮のご飯が楽しみ。寮のおばあちゃんが、思い詰め
てるとほぐしてくれた。
自習時間とか集中してたから、一日があっという間でした。
気が付くと21時半で。私は代官山MEDICALの食事付寮に
入ってたんですけど、結構早く帰ってました。その食堂でご
飯が食べたくて。授業が終わる9時5分で帰ってました。ご
はん命だったんですよ(笑)。味蕾が潰れていくんじゃない
かと思って、毎日コンビニのごはんじゃ嫌で。美味しいご飯
が食べたくて。寮のごはんすごく美味しいんですよ。夕飯
の時にいらっしゃるおばちゃんの方がいて、私が凄い顔し
てると大丈夫？って心配してくださるんですよ。私今祖母と
一緒に実家で暮らしているんですけど、おばあちゃんを想

い出して。そのおばちゃんも孫がいるって言ってて、中学受
験するからうちの孫も頑張ってるよって言ってて。私が思
い詰めてるとほぐしてくれたので、本当にごはん付きの寮
良かったです。昭和が出た時も、なんか良いことあった？っ
て言ってくださったんですよ。顔に出てたんでしょうね
(笑)。顔に出やすいんだと思います。それでおめでとうって
言ってくださって。ありがたかったです。でも昭和出て本当
にホッとしました。昭和苦手だったんですよ。絶対に受か
らないと思ってたから。

代官山MEDICALは全員の先生が医学科にこだ
わる理由を理解してくれていて、上を目指すバック
アップをしてくれた。
英語でずっと成績維持できたのは先生方のお陰ですね。
英語はどの先生も凄くって、石井先生とか英語が一番楽し
かったと思います。朝岡先生と栗原先生が同じことを言っ
てる時に、あ～同じこと言ってるってことに気づける余裕
があったりとか、石井先生が仰ってることと朝岡先生が
仰ってることが、言い方は違うけど同じこと言ってるんだろ
うなぁって聞きながら考えられるくらいの余裕があったの
で、授業聞いてそこで考えて覚えて、で解くみたいな。英語
は自信があって、順天もガッツリ取れてるんじゃないかと
思います。順天受かってメッチャ嬉しかったです！おこがま
しいですけど、去年受けた分のリベンジが出来たのでそ
れは良かったし、地元で浪人してたら私立には絶対に受
からなかったので、私立も受かったことがあるっていう経
験自体が凄い。地元で浪人してセンター失敗してたら、他
学部は受けなかったと思うので、普通に2浪してたと思い
ます。地元の予備校だと、薬学部を勧めたりします。ここの
予備校は全員の先生が医学科にこだわる理由を理解して
くださっていたので、難しかったら歯学部も受けときな、な
んてどなたも仰らなかったので。その環境が自分を甘えさ
せないでいさせてくれて、上を目指すバックアップをしてく
ださっていたので。それがほんとうに大きかったですね。
朝岡先生は最後にマンツーでも見て頂いて、私は英単語
とか覚えられなかったので、接頭語とかで考え方を教えて
くれて、たとえばexだったら外のとか、出来るだけ覚えられ
るように色々な言い方で教えてくれて、あとは英文の読み
方とかを教えてもらって良かったです。難しめの問題もや
りました。それで安定した感じはします。
生物はマンツーを深瀧先生でとってて、考察系や記述を
見て下さったので、国立の過去問をいっぱい解いたり、医
科歯科とかのもやらせてもらったり、考え方とか言葉の定
義を大切にしたほうがいいって仰って、あと考える時間も
たくさん取って下さったので、それが凄い良かったです。

医学部受験をよくご存知の先生、絶対に正しいの
で、猜疑心を持たずにやると受かります。
自分が浪人生活をするうえで、気を付けていたことは、朝
来る。私はそんなに模範囚ではなかったんですけど、愛英
ちゃん（山岡愛英：昭和大進学）とか桃子ちゃんとかすごい
早い人もいたんですけど、私は寮だしなって。
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同じ時間に来て同じ時間に帰ると決めました。あと遊ばな
いこと。今、その分遊んじゃってるんで、ちょっと心配です。
絢飛さん（佐藤絢飛：信州大医学部進学）新歓の時にお会
いして、あ～パンフレットの人だって、感動しました(笑)。
代官山MEDICALの良いところは、授業時間が長くて、
ずーっと授業やっててくれること。あと凄い先生方が、医学
部の受験はどういうものかをすごいご存知でいたこと。あ
と問題数を多くやらせてもらえるので、次なにすればいい
んだろう不安はなく、どんどん課題を与えてくれるので、こ
れやってていいのかなみたいなことは何も悩まずにやれ
たのがいいと思います。他のテキスト使う余裕ないです。
テキストを何周もしましょう！テキストだけに集中していれ
ば良かったです。
自分のやっている事、代官山でやっていることをやれば国
立とか順天、日医にも受かるし、自分のやっていることが間
違っているんじゃないかと思うと、すごいもったいないと
思うので、先生が言っていることは絶対に正しいので、猜
疑心とか持たずに何も考えずにやると受かると思います。
冬の、最後のほうの授業でも確実に合格とは思ってなかっ
たと思う。でも先生からは愛知とか東邦とか受かるよって
仰ってくれて、順天も受かるとは思ってなかったんで受け
るつもりなかったんですけど、先生から受けなよって言わ
れて、受けていいんだって思ったんですけど。一次受けて
いるうちに受かるのかなあ、これって思って、愛知の一次
合格が来た時に初めてあれくらい取れば一次くるんだっ
て思って。生まれて初めての一次合格でした。愛知の二次
は行きました。東邦受けた後、五反田から新幹線で。代官
山生いっぱいいましたよ。みんな五反田とか新幹線口で
会うみたいな。百瀬さん（百瀬あゆこ：埼玉医科大進学）も
いたし。愛知行って、会場でも代官山生だらけで(笑)。凄い
な！って。昭和が受かってから楽になりました。二次受かっ
て良かった。ホッとしました。代官山のやり方を体現できま
した。言われた通りにやることが。言ってくださることがあ
りがたいので。普通あんまり言ってくれないですよ(笑)。あ
と代官山ってサポート力が凄い。何としてでも受からせよ
うって思ってくださっていると感じました。代官山じゃ

なかったら大変なことになっていると思いますよ、絶対に
二浪してる(笑)。私は自分で父にお願いしました。その時
は、本当にお願いしますって言って。受かった時はめっちゃ
喜んでました。ホッとしてましたし。しかも地元に戻れるの
でホントよかったです。ありがとうございました。

56.2 70.0＋134点

8ヶ月後8ヶ月後

合格の軌跡

英語偏差値総合得点 

氏名：堀内 沙也花

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

日本医科大後期
日本医科大前期
昭和大医学部
東京医科大
東邦大医学部
聖マリアンナ医科大
国際医療福祉大医学

朝から晩まで代官山、
代官山は生活そのものだから
勉強が苦にならなかった。
日本医科大進学　井上 瑞木くん(山手学院高校卒)

2次特待合格
2次合格

Ⅰ期2次合格
2次合格

２次正規合格
２次正規合格

２次合格
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同じ時間に来て同じ時間に帰ると決めました。あと遊ばな
いこと。今、その分遊んじゃってるんで、ちょっと心配です。
絢飛さん（佐藤絢飛：信州大医学部進学）新歓の時にお会
いして、あ～パンフレットの人だって、感動しました(笑)。
代官山MEDICALの良いところは、授業時間が長くて、
ずーっと授業やっててくれること。あと凄い先生方が、医学
部の受験はどういうものかをすごいご存知でいたこと。あ
と問題数を多くやらせてもらえるので、次なにすればいい
んだろう不安はなく、どんどん課題を与えてくれるので、こ
れやってていいのかなみたいなことは何も悩まずにやれ
たのがいいと思います。他のテキスト使う余裕ないです。
テキストを何周もしましょう！テキストだけに集中していれ
ば良かったです。
自分のやっている事、代官山でやっていることをやれば国
立とか順天、日医にも受かるし、自分のやっていることが間
違っているんじゃないかと思うと、すごいもったいないと
思うので、先生が言っていることは絶対に正しいので、猜
疑心とか持たずに何も考えずにやると受かると思います。
冬の、最後のほうの授業でも確実に合格とは思ってなかっ
たと思う。でも先生からは愛知とか東邦とか受かるよって
仰ってくれて、順天も受かるとは思ってなかったんで受け
るつもりなかったんですけど、先生から受けなよって言わ
れて、受けていいんだって思ったんですけど。一次受けて
いるうちに受かるのかなあ、これって思って、愛知の一次
合格が来た時に初めてあれくらい取れば一次くるんだっ
て思って。生まれて初めての一次合格でした。愛知の二次
は行きました。東邦受けた後、五反田から新幹線で。代官
山生いっぱいいましたよ。みんな五反田とか新幹線口で
会うみたいな。百瀬さん（百瀬あゆこ：埼玉医科大進学）も
いたし。愛知行って、会場でも代官山生だらけで(笑)。凄い
な！って。昭和が受かってから楽になりました。二次受かっ
て良かった。ホッとしました。代官山のやり方を体現できま
した。言われた通りにやることが。言ってくださることがあ
りがたいので。普通あんまり言ってくれないですよ(笑)。あ
と代官山ってサポート力が凄い。何としてでも受からせよ
うって思ってくださっていると感じました。代官山じゃ

なかったら大変なことになっていると思いますよ、絶対に
二浪してる(笑)。私は自分で父にお願いしました。その時
は、本当にお願いしますって言って。受かった時はめっちゃ
喜んでました。ホッとしてましたし。しかも地元に戻れるの
でホントよかったです。ありがとうございました。

56.2 70.0＋134点

8ヶ月後8ヶ月後

合格の軌跡

英語偏差値総合得点 

氏名：堀内 沙也花

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

日本医科大
日本医科大
昭和大医学部
東京医科大
東邦大医学部
聖マリアンナ医科大
国際医療福祉大医学部

朝から晩まで代官山、
代官山は生活そのものだから
勉強が苦にならなかった。
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

朝から晩まで代官山、代官山は生活そのものだ
から勉強が苦にならなかった。
４月は、A８クラスからの始まり（笑）。A８は小川さ
ん(小川胡桃：東京慈恵会医科大進学)や村山さん(村山
詠美：杏林大医学部進学)とかです。なんか頭いいクラ
スで、小川さんもなかなか（笑）。負けたって感じっ
すね。勉強してたつもりなんすけどね、さきどりとか
で。でももともと化学得意だったんですけど、マンス
リー、化学がめっちゃ難しかったじゃないですか、平
均16点とかで。一応21点だったんですけど。で全然で
取れなくて、得点源が無いみたいな（笑）。数学はも
ともと点にならないんで（笑）、英語はフツーって感
じでした（笑）。でA８になって。夏で、夏期のクラス
替えでA４まで行きました。三ツ橋先生から、出世魚っ
て言われました。調子乗ってるって（笑）。上がって
いくゲームみたいで楽しかったですけどね（笑）。少
しずつ上がれるんで。そもそも代官山いる時って生活
全部が代官山じゃないですか、小学校みたいに楽し
かった。それくらい朝から晩まで代官山でした。もう
家じゃないですか（笑）。先生達にもほぼ毎日いって
声かけてくれるし。勉強しに来るってより、自分はこ
こに居るものって感じで。石井先生がコンスタントに
やれって言う通り当然の如く代官山で勉強するって感
じ。他の予備校だと浪人って自由だからやったりやら
ないとかにダラけるんだろうけど代官山はそうじゃな
くて。だから苦じゃなかったですね。また今日も勉強
か～とはならなかったです。だから休まざるを得ない
時とか、いや～めっちゃ焦りましたよ。友達作らない
からノート見せてとも言いづらいし。１週間休んだ
時、先生にも、もう来ないかと思ったって言われまし
た、薄先生に。もう逃げ出したかと思ったって。代官
山は苦じゃなかったんですよ、家ほどはくつろいでは
ないけど。なんかもう来てやるものって。自習も自分
の席があるから苦じゃなかった。

いろいろ工夫して日々過ごす、変えていこう。
石井先生が自分なりに日々工夫っていうか、変えてい
けって言うから、消しゴム毎回テストの度に新しいも
のにしてみたりとか、なんか自分の中でもそういう風
になんか変えようと思って、少しずつ変えていいこと
悪いこと考えて変えていこうって。そん時やったの
が、理科の時自分めっちゃ眠いんですよ。ご飯食べる
から。だからあんまし食べちゃダメかなって、マンス
リーの時は昼は毎回蕎麦にしたんですよ。勝負飯はソ
バ（笑）。したら良くなって、眠くならないし。本番
も蕎麦です、マジっすよ（笑）。朝、ざるそば買って
行くんです。いつもはあそこの富士そば行ってました
けど。蕎麦食べるか、蕎麦が手に入らないときはウィ
ダーとかカロリーメイトだけとかにして。食べたら眠
くなるって。その代わり終わった後めっちゃ腹減って
ますけどね（笑）。

石井先生の授業で前座った人の合格率ヤバいで
す。
石井先生の授業は毎回話聞いて、あ～一番前で受けた
ら絶対違いますよ、最初前から４番目くらいで、あの
辺で騒いでたんですけど、一番前に来ると当てられる
回数も多いし、なんか分かんないけどめっちゃ入って
くるんすよ、めっちゃ見えるんですよ、一番前が違う
んですよ～あの緊張感。マジあの教室の前から３列目
まで絶対にいいとこ受かってますよ。ホントに、なん
でか分かんないっすけど。意識の違いなんでしょうけ
ど。本当に前座った人たちはみんないいとこ受かって
ますよ。後ろでも受かってるんですけど、前の合格率
ヤバイですね。
基本、英語全員良かったんですけど朝岡先生にはいろ
いろお世話になったし、三ッ橋先生の文法は情報量多
くて良かった、前期デカかったですね。声高いし、
めっちゃ当ててくるんですよ、あの高い声で（笑）。
情報量少なくて声低いせせらぎボイスだと眠くなる。
あと岩瀬先生も基礎の俺には最高でした（笑）。岩瀬
先生めっちゃ分かりやすいですよね。楽しいから眠く
ならない。英作文楽しかったです、ニュアンスとかも
教えてくれるしやっぱ先生は解答めっちゃうまくて、
近づきたくて俺もいつも書いて添削してもらってまし
た。

試験中やった問題が出て「平パ～ンっ！」て思
い出しながら完答。
長澤先生は頭いいなって感じしますよね。なんか違う
じゃないですか、普通の数学と。新鮮な感じ。変態数
学みたいな（笑）。めっちゃ良かったです。国際医療
で使えた、東邦でも、マークのところはほぼ使えた
し、あれは良かったです。あとテキストほんと網羅さ
れてた。見たことない問題なんてなかったし、平野先
生が早めに終わったんで難しい方のもやらせてもらっ
たんですよ。答えももらって。それが日医の後期に出
たんですよ！積分のやつでそれを部分積分してっての
が大問に出て、あ～こうやってやるんすかって平パン
と一番前の席で話してたのをめっちゃ思い出して、試
験中「平パ～ンっ！」て思いながら解いて（笑）、そ
れが出たから普通に解けて４問中大問２問完答で、１
も簡単なんすよ、１は数列解くだけみたいな。しかも
穴埋め。で２終わって、３が、自分東邦受けてたんで
すけど、東邦一応正規だったんですけど、最後１０番
だけわからなかったんですよ、最初の穴埋めはわかっ
たんですけど、終わったあとに賢真（菅波賢真：日医
進学）と一緒に平パンのところに持って行って、そう
したら大阪医大と杏林でも出て。多分俺がBasicだった
時に入ってた問題で、StaかHighに入ってた問題で、
「賢真はやったけど瑞木はやってないよ」って教えて
もらったら、日医の後期に出て！結局１、２、３完答
したんで。４は確率だったんっですけど、答えにP使う
の忘れてて（笑）、４は０点（笑）。75％、均等配点
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じゃないとは思うんですけど、それで日医後期通った
んで、それくらいでいいんじゃないかなと。

本番が簡単に感じる程、誰よりもウィークリー
をちゃんとやった。
ウィークリー、多分誰よりもちゃんとやってますよ。
ランキング見てくださいよ～（笑）。めちゃめちゃ
載ってますよ。誰よりも真面目にやってましたよ。あ
のガチたるや、すごかったです。俺の中で位置的には
マンスリーの方が上ですけど、ウィークリーの方が苦
労したっていう（笑）。最初Basicだったんで、これで
１位取れなかったら頭おかしいとか思って。最初は
ウィークリーがモチベーションだったんですよ。
ウィークリー取っておけば文句ないでしょ、上がれる
でしょみたいな。でもStaに上がったら、マジ難しいん
ですよ。こんなだっけ？みたいな（笑）。やったんで
すけど、俺満点とりたい人だったんで、特に後半すげ
え難しいのが出てきて、知らねえよって。で原先生に
質問しに行ったら、これ塩基性なんだけど、普通みん
な知らないよね～って、これは仕方ないよ～って。
は？じゃあ出すなよみたいな（笑）。でも今回はこれ
も覚えておいてねって、知ってたら勝ちだからって。
あと夏に復習ウィークリーあったじゃないですか、あ
れ俺マジでやってて、俺BasicだったんですけどHighで
やろうと思って。だから全部回収して全部コピーし
て、Highの問題全部やりました。Staでさえ根をあげて
たのに、Highホント意味分からなかったすよ（笑）。
でも分からないところ全部先生たちに教えてもらっ
て。三上先生に質問に行ったらそれでもよく分からな
くて、それが復習ウィークリーに出やがって、答えは
覚えてたから書いたけど、そうしたら冬期講習でそれ
をもう１回三上先生に習って、そのあと休み時間にま

た持って行って、よくやっているねって。多分オレが
一番ウィークリーやってから解けたのは自分だけで
しょうけど（笑）。そんな感じで復習ウィークリーは
２学期とか冬期講習にも習う内容とかもちょいちょい
出てたりして、難しい問題は。本当にウィークリーの
化学は難しかったです。だから本番なんて軽いっす軽
いっす！簡単でしたよ。基本的にそんなにつまづくの
はなかったですし、もし無理な問題、時間がない問題
とかはみんな解けないんで、そんなに差はつかないか
なと。そもそものスタンスは他で取れてるんで、みん
なより知識があるからつまづくことはなかったです。
どちらかというと物理・数学の計算ミスとかで失点か
と（笑）。数学今年難しかったけど、いろんな解き方
を先生達から習えたから俺楽しかったです。東邦はみ
んな難しかったって言ってたけど、俺めちゃめちゃ出
来ました。

必死になりすぎて見えないことも、先生達は気
づいてくれるし、またそのきっかけもくれた。
マンスリーは、４月も正直自分の中では行けたかなと
思ってたんですよ。フタを開ければA８で。割とマジで
凹んだんですけど、もう開き直るしかないって。５月
で多分20番台くらいで載って、そのあと３０番台が続
いて。講師席の前を通りかかったら、平パン、三ツ橋
先生、寺澤先生、三上先生に４人に呼び止められてマ
ジ説教されて、その怒られた次の休み時間に石井先生
のところに行ったんですよ。で、あのーって、物理の
計算ミスが多くてとか、余裕がないって、化学俺出来
ちゃうんで半分くらい取っちゃって、って言ったら、
石井先生に逆にしてみたらって言われて、物理から解
いてみるようにしたら物理が10分くらい早く終わるよ
うになったんですよ、で化学がめっちゃ点取れるよう
になって、そうしたら物理の点もめっちゃ安定して、
そこからどんどん上がって18位とか、で夏から一回も
順位落とさなかったんですよ。偏差値も夏からずっと
上がってった。少しずつだけどずっと上がり続けて、
で最後に偏差値70くらい。８月９月くらいから5ヶ月く
らいずっと連続で上がったんです、全体偏差値は。順
位も全部上がってたんで。11位、8位、8位、3位みた
いな感じで。必死になりすぎて見えないことも、先生
達は気づいてくれるし、またそのきっかけもくれた。
それにマンスリーからも本番似た問題出たんすよ、波
どこだっけ、関西か昭和かでマンスリーの第３回か４
回で出たのと同じ問題が出て、結構出てるんですよ。

物理が出来ねえって人は、寺澤先生のところに
行ってこの通りにやれ！って言われた通りにや
れば自動的に伸びていく。
物理は寺澤先生と小澤先生ってちょっと解き方違うん
ですよ。考え方は同じなんですよ、なんていうんすか
ね～、一番分かりやすいのだと出だしが違うんですけ
ど、熱力学分野だったら、状態方程式とその後の変化
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た持って行って、よくやっているねって。多分オレが
一番ウィークリーやってから解けたのは自分だけで
しょうけど（笑）。そんな感じで復習ウィークリーは
２学期とか冬期講習にも習う内容とかもちょいちょい
出てたりして、難しい問題は。本当にウィークリーの
化学は難しかったです。だから本番なんて軽いっす軽
いっす！簡単でしたよ。基本的にそんなにつまづくの
はなかったですし、もし無理な問題、時間がない問題
とかはみんな解けないんで、そんなに差はつかないか
なと。そもそものスタンスは他で取れてるんで、みん
なより知識があるからつまづくことはなかったです。
どちらかというと物理・数学の計算ミスとかで失点か
と（笑）。数学今年難しかったけど、いろんな解き方
を先生達から習えたから俺楽しかったです。東邦はみ
んな難しかったって言ってたけど、俺めちゃめちゃ出
来ました。

必死になりすぎて見えないことも、先生達は気
づいてくれるし、またそのきっかけもくれた。
マンスリーは、４月も正直自分の中では行けたかなと
思ってたんですよ。フタを開ければA８で。割とマジで
凹んだんですけど、もう開き直るしかないって。５月
で多分20番台くらいで載って、そのあと３０番台が続
いて。講師席の前を通りかかったら、平パン、三ツ橋
先生、寺澤先生、三上先生に４人に呼び止められてマ
ジ説教されて、その怒られた次の休み時間に石井先生
のところに行ったんですよ。で、あのーって、物理の
計算ミスが多くてとか、余裕がないって、化学俺出来
ちゃうんで半分くらい取っちゃって、って言ったら、
石井先生に逆にしてみたらって言われて、物理から解
いてみるようにしたら物理が10分くらい早く終わるよ
うになったんですよ、で化学がめっちゃ点取れるよう
になって、そうしたら物理の点もめっちゃ安定して、
そこからどんどん上がって18位とか、で夏から一回も
順位落とさなかったんですよ。偏差値も夏からずっと
上がってった。少しずつだけどずっと上がり続けて、
で最後に偏差値70くらい。８月９月くらいから5ヶ月く
らいずっと連続で上がったんです、全体偏差値は。順
位も全部上がってたんで。11位、8位、8位、3位みた
いな感じで。必死になりすぎて見えないことも、先生
達は気づいてくれるし、またそのきっかけもくれた。
それにマンスリーからも本番似た問題出たんすよ、波
どこだっけ、関西か昭和かでマンスリーの第３回か４
回で出たのと同じ問題が出て、結構出てるんですよ。

物理が出来ねえって人は、寺澤先生のところに
行ってこの通りにやれ！って言われた通りにや
れば自動的に伸びていく。
物理は寺澤先生と小澤先生ってちょっと解き方違うん
ですよ。考え方は同じなんですよ、なんていうんすか
ね～、一番分かりやすいのだと出だしが違うんですけ
ど、熱力学分野だったら、状態方程式とその後の変化
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があってそれを読み取って文字に起こせたら勝ちなん
ですけど、例えば容器があって空気が入ってて、小澤
先生はその容器を書いて、PVNTの順で情報を書いてい
くんですよ。どうなったかで変わったものがこれです
みたいな。寺澤先生は式を書いちゃうんですよ、で矢
印書いてここと間が断熱変化とか定積変化とか書くん
ですよ、その間に熱力学第一法則の式を書いて、全部
の情報をここでまとめられるようにするんです。そう
したら、問題で聞かれてるのはここのどれかなんです
よ。それを組み合わせるだけで。それやったら絶対な
んですよ。絶対に間違い無いです！小澤先生はここで
いいでしょ、どちらかというと国立向けの頭キレてる
タイプ、いやいやいや～寺澤先生もちろんキレてます
よ（笑）。で、小澤先生は式があったら割と頭の中で
解けちゃう感じの、まぁ山室先生タイプです（笑）。
式があったら暗算でこうなってみたいな。野村先生も
そうですけど。寺澤先生は全部ちゃんと細かくやるん
ですよ。俺はどちらかというと寺澤先生派で、そうい
うところに関しては（笑）、これ書けば解くのは簡
単！みたいな。熱力学全部書きます。基本的には。書
けない問題もあるんですけど。書けないのは１、２問
だけなんで。特殊な例で。でも普通は全部書けるん
で。最初はみんな時間かかるじゃんみたいな。だから
どの先生に習うかで熱力学全然違うんですよ（笑）。
寺澤先生だったら全部書く派になるんですけど、それ
に山室先生みたいな人は反発覚えるじゃないですか。
だからあんま書かないですよね。でも俺はそれを純粋
に書いてたんで、なんか最初時間かかんじゃんこんな
みたいな、実際書かなくてもいい問題あるんですよ、
ほんとに解けるのは俺も書かないですけど、めちゃめ
ちゃ簡単な、でも入試でそんな簡単なの出ないじゃな
いですか。時間かかるとは思うんですけど、慣れたら
めちゃめちゃ速いですよ。書くことが決まってるか
ら、頭使わないんですよ。だいたい４つ５つの変化な
んで、そんなめちゃめちゃあるわけじゃない。入試の
時ってテンパるじゃないですか、そうしたら、あ～ま
た最初から読み直しみたいになるじゃないですか、で
もここ書いたら、問題読まなくてもいいんです。これ
だけ見ればいいっていう。だから頭使わずに解けて速
い！みたいな。俺はそのタイプでした。その違いが一
番顕著に現れるのが熱力学って感じで。だから寺澤先
生は全然何も出来ないって人、物理が出来ねえって人
は、寺澤先生のところに行ってこの通りにやれ！って
言われた通りにやれば自動的に伸びていくっていう。
俺的にはある程度行ったら小澤先生の解き方とかもわ
かってくるとめちゃめちゃ速くなるしいいと思いま
す。代官山は、先生達の層が厚いから、伸びていけ
る。それぞれの先生達から、吸収していけばいいと思
うんです。授業切るんじゃなくて、先生達の良いとこ
ろを吸収してくことが大事だと思います。

落ち込まないで今は全部やる事やって欲しい、
休まず出席しろって伝えたい。
自分はA８スタートだったんで、でもあれは良かった
なって思ってて、正直A８で。A８の人みんな受かって
るじゃないですか、下からスタートで、１学期の時M
クラスの奴ら、２号館の奴らうるせえなみたいに思っ
てて、上だから浮かれてんだろうなって思いながら、
クソって思って頑張れたんで。別にクラスが下だか
らって落ち込まないで今は全部やることやってほしい
し、俺的には復習が一番大事だと思ってて、その復習
もただただ復習やるんじゃなくって、理解しながらこ
の問題とこの問題が同じとか、この問題に関わってる
のがこの問題とか分かってる、理解できる、人に説明
できるような範囲を増やしていくのが多分大事だと思
う。それと後で復習しやすいようにノート作って、全
部同じ勉強時間で出来るわけないんで、せっかく問題
受けたのでそこの要点まとめて取っておくといいと思
います。あとは朝早いのも大事ですけど、夜遅く寝る
のは良くないんで、早く寝て早く起きるのが大事で
す。睡眠取らないと頭働かない。自分は割と短くても
いけるんですけど、６時間くらいで。６時間で頭がフ
ル稼働するんで。だから早めに寝て欲しいです。あ、
これだけは言いたい、授業切るな！・・・いやマジ
で！切ってる奴は落ちる！(笑)　休まず出席しろって。
朝早く起きて休まず出席してくださいってことがホン
トに大事ですね。

参考書ゼロでここに来て、代官山のテキストだ
けで日医特待受かった！
とにかく信じてやってれば受かります！テキストやっ
ていれば受かります！代官山のでやったら足りるって
俺らが証明してるんで、代官山の内容だけちゃんと

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

やってくれれば。他のことはいらないです！マジでい
らんっす！だって俺ゼロで持ってきたんで、参考書ゼ
ロでここに来て勉強して受かったんで、それより上の
人は知らないけど（笑）、日医特待より下なら全部行
けるんで、代官山のだけちゃんとやっておいて欲しい
です。ここで与えられるものを。
A8スタートだったし、受験前に「受かるだろう」はな
かったです。最初国際医療福祉大に受かった時に、国
際医療難しかったんで、で関西医科の小論文の受験の
前に発表だったんで、気になりすぎて休み時間に見た
んですよ（笑）、で国際医療福祉が一次通ったんで、
その時はいくつか受験終わってたんですけど、この感
じで一次通ってんなら他も一次受かってるでしょって
いう風に思ってたんで、最初昭和とかも受かってたん
で、結局関西医科は一次落ちたんですけど（笑）、他
は全勝ですね。で一次受かった一次大学は二次も全部
受かりました。小論文の高橋浩先生の授業が俺的には
一番画期的ですね。まず小論文の書き方すら分かって
なかったんです。１学期から書き方から指定してくれ
ますし、面接対策もうまくできて、困らなかったです
ね。だからちゃんとやるべきことをやったほうがいい
と思います！

47.1 70.3＋190点

8ヶ月後8ヶ月後

合格の軌跡

総合偏差値総合得点 

氏名：井上瑞木
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があってそれを読み取って文字に起こせたら勝ちなん
ですけど、例えば容器があって空気が入ってて、小澤
先生はその容器を書いて、PVNTの順で情報を書いてい
くんですよ。どうなったかで変わったものがこれです
みたいな。寺澤先生は式を書いちゃうんですよ、で矢
印書いてここと間が断熱変化とか定積変化とか書くん
ですよ、その間に熱力学第一法則の式を書いて、全部
の情報をここでまとめられるようにするんです。そう
したら、問題で聞かれてるのはここのどれかなんです
よ。それを組み合わせるだけで。それやったら絶対な
んですよ。絶対に間違い無いです！小澤先生はここで
いいでしょ、どちらかというと国立向けの頭キレてる
タイプ、いやいやいや～寺澤先生もちろんキレてます
よ（笑）。で、小澤先生は式があったら割と頭の中で
解けちゃう感じの、まぁ山室先生タイプです（笑）。
式があったら暗算でこうなってみたいな。野村先生も
そうですけど。寺澤先生は全部ちゃんと細かくやるん
ですよ。俺はどちらかというと寺澤先生派で、そうい
うところに関しては（笑）、これ書けば解くのは簡
単！みたいな。熱力学全部書きます。基本的には。書
けない問題もあるんですけど。書けないのは１、２問
だけなんで。特殊な例で。でも普通は全部書けるん
で。最初はみんな時間かかるじゃんみたいな。だから
どの先生に習うかで熱力学全然違うんですよ（笑）。
寺澤先生だったら全部書く派になるんですけど、それ
に山室先生みたいな人は反発覚えるじゃないですか。
だからあんま書かないですよね。でも俺はそれを純粋
に書いてたんで、なんか最初時間かかんじゃんこんな
みたいな、実際書かなくてもいい問題あるんですよ、
ほんとに解けるのは俺も書かないですけど、めちゃめ
ちゃ簡単な、でも入試でそんな簡単なの出ないじゃな
いですか。時間かかるとは思うんですけど、慣れたら
めちゃめちゃ速いですよ。書くことが決まってるか
ら、頭使わないんですよ。だいたい４つ５つの変化な
んで、そんなめちゃめちゃあるわけじゃない。入試の
時ってテンパるじゃないですか、そうしたら、あ～ま
た最初から読み直しみたいになるじゃないですか、で
もここ書いたら、問題読まなくてもいいんです。これ
だけ見ればいいっていう。だから頭使わずに解けて速
い！みたいな。俺はそのタイプでした。その違いが一
番顕著に現れるのが熱力学って感じで。だから寺澤先
生は全然何も出来ないって人、物理が出来ねえって人
は、寺澤先生のところに行ってこの通りにやれ！って
言われた通りにやれば自動的に伸びていくっていう。
俺的にはある程度行ったら小澤先生の解き方とかもわ
かってくるとめちゃめちゃ速くなるしいいと思いま
す。代官山は、先生達の層が厚いから、伸びていけ
る。それぞれの先生達から、吸収していけばいいと思
うんです。授業切るんじゃなくて、先生達の良いとこ
ろを吸収してくことが大事だと思います。

落ち込まないで今は全部やる事やって欲しい、
休まず出席しろって伝えたい。
自分はA８スタートだったんで、でもあれは良かった
なって思ってて、正直A８で。A８の人みんな受かって
るじゃないですか、下からスタートで、１学期の時M
クラスの奴ら、２号館の奴らうるせえなみたいに思っ
てて、上だから浮かれてんだろうなって思いながら、
クソって思って頑張れたんで。別にクラスが下だか
らって落ち込まないで今は全部やることやってほしい
し、俺的には復習が一番大事だと思ってて、その復習
もただただ復習やるんじゃなくって、理解しながらこ
の問題とこの問題が同じとか、この問題に関わってる
のがこの問題とか分かってる、理解できる、人に説明
できるような範囲を増やしていくのが多分大事だと思
う。それと後で復習しやすいようにノート作って、全
部同じ勉強時間で出来るわけないんで、せっかく問題
受けたのでそこの要点まとめて取っておくといいと思
います。あとは朝早いのも大事ですけど、夜遅く寝る
のは良くないんで、早く寝て早く起きるのが大事で
す。睡眠取らないと頭働かない。自分は割と短くても
いけるんですけど、６時間くらいで。６時間で頭がフ
ル稼働するんで。だから早めに寝て欲しいです。あ、
これだけは言いたい、授業切るな！・・・いやマジ
で！切ってる奴は落ちる！(笑)　休まず出席しろって。
朝早く起きて休まず出席してくださいってことがホン
トに大事ですね。

参考書ゼロでここに来て、代官山のテキストだ
けで日医特待受かった！
とにかく信じてやってれば受かります！テキストやっ
ていれば受かります！代官山のでやったら足りるって
俺らが証明してるんで、代官山の内容だけちゃんと
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やってくれれば。他のことはいらないです！マジでい
らんっす！だって俺ゼロで持ってきたんで、参考書ゼ
ロでここに来て勉強して受かったんで、それより上の
人は知らないけど（笑）、日医特待より下なら全部行
けるんで、代官山のだけちゃんとやっておいて欲しい
です。ここで与えられるものを。
A8スタートだったし、受験前に「受かるだろう」はな
かったです。最初国際医療福祉大に受かった時に、国
際医療難しかったんで、で関西医科の小論文の受験の
前に発表だったんで、気になりすぎて休み時間に見た
んですよ（笑）、で国際医療福祉が一次通ったんで、
その時はいくつか受験終わってたんですけど、この感
じで一次通ってんなら他も一次受かってるでしょって
いう風に思ってたんで、最初昭和とかも受かってたん
で、結局関西医科は一次落ちたんですけど（笑）、他
は全勝ですね。で一次受かった一次大学は二次も全部
受かりました。小論文の高橋浩先生の授業が俺的には
一番画期的ですね。まず小論文の書き方すら分かって
なかったんです。１学期から書き方から指定してくれ
ますし、面接対策もうまくできて、困らなかったです
ね。だからちゃんとやるべきことをやったほうがいい
と思います！

47.1 70.3＋190点

8ヶ月後8ヶ月後

合格の軌跡

総合偏差値総合得点 

氏名：井上瑞木
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

帝京大医学部
北里大医学部
聖マリアンナ医科大
岩手医科大医学部

代官山で初めて、
勉強してて楽しいと思えた。

帝京大医学部進学　中山 統一朗 くん(新潟明訓高校卒)

2次正規合格
2次合格
２次合格
正規合格

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

日本医科大
昭和大医学部
防衛医科大学校
東邦大医学部
近畿大医学部
大阪医科大
関西医科大

競争相手もできて、
コンスタントにランキング上位に
いることを目標にしていた。

競争相手もできて、
コンスタントにランキング上位に
いることを目標にしていた。
日本医科大進学　菅波 賢真 くん(海城高校卒)

前期2次合格
I期2次合格
2次正規合格
2次正規合格
推薦合格

２次特待合格
2次正規合格

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

帝京大医学部
北里大医学部
聖マリアンナ医科大
岩手医科大医学部

代官山で初めて、
勉強してて楽しいと思えた。

帝京大医学部進学　中山 統一朗 くん(新潟明訓高校卒)

2次正規合格
2次合格
２次合格
正規合格

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

日本医科大
昭和大医学部
防衛医科大学校
東邦大医学部
近畿大医学部
大阪医科大
関西医科大

競争相手もできて、
コンスタントにランキング上位に
いることを目標にしていた。

競争相手もできて、
コンスタントにランキング上位に
いることを目標にしていた。
日本医科大進学　菅波 賢真 くん(海城高校卒)

前期2次合格
I期2次合格
2次正規合格
2次正規合格
推薦合格

２次特待合格
2次正規合格
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代官山に来てから改心してやっと結果が出せまし
た。
統　僕は佐藤遼（杏林大医学部進学）の弟と同級生なん
ですけど、あれと一緒に代官山で浪人しようぜっていうこ
とになっていて、いざ来てみたら弟は現役で杏林に受かっ
て、俺だけ浪人。まぁ一人でも頑張るからいいやって感じ
で、佐藤祐輝（東邦大医学部進学）もここ来て受かったの
は知っていたので、代官山にいれば勉強できるようになる
だろう、と。最初すごく出来なくて、正直薄先生に『マジ
で？』みたいな反応されたことも。
菅　まぁ伸びが大事だよ。
統　ほんと死んでましたね。全部死んでましたね。1浪のと
きは駿台で酷かったですね。授業切ってみんなとしゃべっ
てて。夜寮に帰ってからは裏口を使って抜け出してバスケ
しに行ってみたり。浪人生とは思えない生活をしてました
ね。
菅　俺は大阪医大の後期受けてる最中に、母が代官山に
行ってくるって、予備校探すの、みたいな感じで。で、授業
がずっとあるっていうのもいいなと思って。ほかは5時くら
いに終わっちゃう感じでそれだと勉強しないから。だから
最初からそういうところに行くつもりはなかったです。もう
医専しかないって、ある程度強制的にやるところって思っ
てました。
統　代官山来てから改心して、やっと結果が出せました。

４月のクラス分けテストでマズイと思いました。
統　俺、数学が初めホントにヤバかったんですよ。理科と
英語に救われたって感じですね。それがなかったら本館ス
タートだったかも。
菅　俺も。最初はM2ですごく悔しかったんですよ。だって
MZで国立志望なのにクラス発表で、あれ？って。でも試験
受けている時ちょっとヤバいとは思っていたんですよ。こ
れ、本館もあるぞって。
統　みんなヤバいって思ってたって。４月のクラス編成テ
スト終わった瞬間に、ヤバイな～A10かもって話をしてて。
2号館に行きたいと思っていたので。寮は2号館と目と鼻
の先で下手したら雨に濡れないで帰れるし。なんなら傘
なんて持っていきませんでしたから。朝9時から夜9時まで
やってました。

自分に合う先生を見つけられた
統　マンツーは、三ツ橋先生をとらしていただいて、知識
の詰め込みが好きなタイプだったんで、三ツ橋先生は長
文の中で知らない単語全部教えていってくれて、全部ルー
ズリーフにまとめていって、片っ端から覚えていくスタイ
ル。やっぱり受験は知識に勝るものはないですね。
菅　俺は栗原先生かな。栗原先生も結構知識は詰め込む
し、長文の読み方も教えてくれました。
統　数学は、高橋典先生も印象強かったですかね。ずっと
マンツー見てもらってたし、典さんはゆったりマイペース
で自分もマイペースだったので、すごい波長が合う感じは
しました。向こうがどう思っているかは分からないですけ

ど。こいつ出来ねーなと思われていたかもしれません、典
さんは頭の中にコンピュータが入っているので。典さんは
パッと図形描いてみたときに2秒くらいで、あ！これこうじゃ
ん、とか。
菅　なんでそんな頭の働き方するんだとか思ったよね。
統　解法が4つか5つくらいすぐに出てくるんで、パターン
を自分の中に刷り込ませて入試の過去問解いている時も
別のアプローチを考えやすくなりました。すごい役に立ち
ました。聖マのときが一番役に立った。だから聖マの数学
が自分の中で一番できたかなって。あれ？これ別の方法で
も解けるじゃんってやってったら意外と解けてみんなが全
然分かんなかったって言ってた問題も内心出来た！って思
いながら数学で唯一優越感に浸りました。
菅　俺は薄先生。確率が苦手でホントに出来なかったん
ですが、薄先生は誰にでも分かる、ホントに苦手な人でも
出来ちゃうみたいに教えてくれる。地道にって感じですけ
ど。そういうのが自分には良かったなって思います、文系と
して。テクニカルではなくて、なんていうの、バカでも出来
るみたいな。確率に関してはそうでしたね。時間はかかっ
ても最終的には解ける。確率は苦手だったので正直そう
いうのが欲しかった。確率結構出たし、今年。
統　数学今年難しかったよね。
菅　結局、1次は来たけど2次は来なかったっていうのは
数学ですからね。計算ミスしない、ホントにそれは大事だ
なって思いました。計算ミスしちゃうと上位争いになってく
ると受からない。化学は年季がモノをいう。化学は今年簡
単だったから化学で苦戦はしなかった。化学で取って他は
ある程度でも受かるから。あと三上先生も好きだったな。

野村先生は微積を使っても分かりやすく教えてく
れた。
統　物理は全員にお世話になりました。田山先生も教えて
いる時にここで大事なのはここ、ドドン、みたいな。田山
チョイスみたいな。
菅　選べないなぁ、全員良かったからなぁ。選べない。
統　野村先生もすごい好きです。
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菅　面白いっす。なんかすごい真面目な顔してて。一発あ
るよね。
統　話してみるとメチャメチャ面白いんですよ。野村先生
は原理の根本から全部教えてくれる。野村先生はより根底
から教えてくれる感じがあります。公式を導くまでの過程
を全部説明してくれるんで。図も描いてちゃんと説明してく
れるから入試のときにこう、パッと抜き出しても、こう、自分
でちょっと動かしたとしてもこんな感じだったっけな。そう
いえばこんな式だった、見たことあるわ、みたいな。駿台
だったときは訳わからなくて。微分やられたときは、え？物
理って微分でるんだってそっからでしたよ。そっから停止
状態でだんだん授業にでなくなった。代官山に入って野
村先生は微積を使ってもわかりやすく教えてくれた。
菅　時間が経つと基本的なことも曖昧になってくるじゃな
いですか。だからそういうのを詰めるって大事だよね。

上の大学を目指すなら2学期のテキストが大事
菅　あとは化学はテキストの復習で十分かなって思いま
すね。
統　分かる。それはある。2学期むずいけど上目指そうと
思ったら、2学期大事。
菅　2学期は予習だけやってましたね。予習やって授業受
けて復習は前期のをやる、みたいな。でも慈恵とか受かり
たいなら後期のもやった方がいい。関西医大はすっごい
簡単だったんですよ。防衛医大は難しかった。量が多くて
終わらなかった、受かったけど。防衛医の英語はでも割と
出来た感がある。だから６割はあると思う。数学も割と出
来たんですよ。ワンチャン7割くらい行ってるかも。物理が4
割くらい。化学に時間取りすぎて物理に回らなくて。化学も
7割くらい行ったと思います。ならして6割くらいだと思い
ます。正規だけどお金は払わなくていいからよかった。日
医の繰上げ発表が来てから、辞退してしまいましたが。

勉強してて楽しいと思ったのは代官山が初めて。
統　代官山は先生たちがずっと見ててくれるから、質問す
ぐに出来ますし。あと距離感が近い！女の子って先生にた
め口使っている子って多いじゃないですか。ああいうのっ
て駿台だとなかなかないんで。ああいう空間が生まれる
のって多分代官山なのではないかな、と。
菅　そうだね。精神的には楽だった。
統　うん、勉強してて楽しいなって思ったのは代官山が初
めて。
菅　自習室も良かったし。

石井先生の授業でメンタリティが強くなった
菅　浪人して面接には強くなったかな。授業出てたのもあ
るけど。元々人前で話すの苦手だったんですよ。だから今
こうして話せるように、大丈夫になった。
統　俺も面接凄い強くなった。昔英検の2次試験ですごく
テンパって話せなくなったりとかあったんですけど。代官
山で初めて面接対策して。そしたら、あ、こんなもんかっ

て。軽く受けられたんで。やっぱり石井先生の授業でメン
タリティが強くなったかなって思います。緊張感が他の先
生と違う。俺2回連続マンスリーで全然点が取れなくて、石
井先生の所に言って『すみません、こんな成績M2じゃない
んでクラス下げてください』って言いに行ったとき膝震え
てましたもん。初めて石井先生のところに一人で行くとい
うので緊張すごかったです。入試より緊張しました。
菅　小論の高橋浩先生の授業も凄いよかったと思う。今
年に入るまで小論文の書き方とか全然分かんなくて、で、
最初から教えてもらえた。毎週練習するんで自然と上手く
なりましたね。毎週やってよかったです。
統　小論は大事だと思います。面接も馬鹿に出来ないし。
話し過ぎないっていうのも。面接ペアで受けたとき、隣の
人がめちゃめちゃ話していて、こっちはひとことで終わった
んですね。大丈夫かなって不安になりましたけど結果相手
が落ちてこっちが受かった。

マンスリーはコンスタントに上位にいることが大
事。
菅　俺は特定ではないけど誰にも負けたくないっていう
のがありました。途中から河野くん（河野有哉：昭和大医学
部進学）が最後は勝つからとか言ってきて。マンスリー絶
対勝つからとか言ってきたんですよ。結局俺の全勝でした
けど。
統　うぜーマジうぜー(笑)。
菅　返り討ちにしましたね。若林さん（若林桃子：日本医科
大学進学）とかも口にはしないけど。まぁ何回か負けたけ
ど、若林さんが1位とったあとは絶対俺が1位取るって思っ
てました。あとトップとったことあるの原木でしょうかね。3
人でローテーションですかね。
統　原木(原木健伍：日本医科大学進学)はトップとったと
思ったら次欄外みたいな。俺は誰に負けて悔しいというの
はないんですけど、Mなのに下の方にいるっていうのは
ちょっと。なんか恥ずかしい思いはしたくなかったんで。そ
ういうプレッシャーの方が誰かに負けるとかいうのよりあ
りましたね。結構必死でした。
菅　マンスリーでずっと上位を取ってるのが大事かなって
思いました。コンスタントに。
統　それに、この教科ですごい人は誰？とかあるので、そ
ういう人に自分がなったりできるとうれしいよね。

毎日授業を休まない。授業に出るだけでも得られる
ものはたくさんある。
菅　俺は毎日とりあえず代官山に毎朝来るのは大事だ
なって思う。やっぱサボり始めると止まらないから。代官山
に来ない日はなかった。とりあえずいつもいました、それ
は結構大事だなって。未来ちゃん（五藤未来：関西医科大
進学）も毎日来てたんで結局受かったし、土谷さん（土谷
彩香：埼玉医科大進学）とかも。
統　土谷さんもね。ホントによかった。辻本さん（辻本星花
愛：東京女子医科大進学）もすごかったし。
菅　辻本さん成長してた。最後にやっぱ伸びましたね。
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対勝つからとか言ってきたんですよ。結局俺の全勝でした
けど。
統　うぜーマジうぜー(笑)。
菅　返り討ちにしましたね。若林さん（若林桃子：日本医科
大学進学）とかも口にはしないけど。まぁ何回か負けたけ
ど、若林さんが1位とったあとは絶対俺が1位取るって思っ
てました。あとトップとったことあるの原木でしょうかね。3
人でローテーションですかね。
統　原木(原木健伍：日本医科大学進学)はトップとったと
思ったら次欄外みたいな。俺は誰に負けて悔しいというの
はないんですけど、Mなのに下の方にいるっていうのは
ちょっと。なんか恥ずかしい思いはしたくなかったんで。そ
ういうプレッシャーの方が誰かに負けるとかいうのよりあ
りましたね。結構必死でした。
菅　マンスリーでずっと上位を取ってるのが大事かなって
思いました。コンスタントに。
統　それに、この教科ですごい人は誰？とかあるので、そ
ういう人に自分がなったりできるとうれしいよね。

毎日授業を休まない。授業に出るだけでも得られる
ものはたくさんある。
菅　俺は毎日とりあえず代官山に毎朝来るのは大事だ
なって思う。やっぱサボり始めると止まらないから。代官山
に来ない日はなかった。とりあえずいつもいました、それ
は結構大事だなって。未来ちゃん（五藤未来：関西医科大
進学）も毎日来てたんで結局受かったし、土谷さん（土谷
彩香：埼玉医科大進学）とかも。
統　土谷さんもね。ホントによかった。辻本さん（辻本星花
愛：東京女子医科大進学）もすごかったし。
菅　辻本さん成長してた。最後にやっぱ伸びましたね。
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マンスリーとかも載るようになったもんね。毎日授業を休
まない。授業出るだけでも得られるものはたくさんあるの
で。復習できなかったとしても授業でているだけで、あ、な
んかこんなのあったなとか印象に残ったことが結構あっ
たので、ホントに授業大切。授業も復習になるので。
統　疲れていると何も手につかなくなることもあるので寝
る事は大事です。でも昼夜逆転は止めてください。これは
やっちゃいけないことです。
菅　息抜きも大事かな。ずっと勉強っていうのも効率が悪
かったりするんで。
統　やっぱ家離れて、ほぼ毎日代官山に来ていたので、な
んだろ、家じゃないけど、家みたいに居心地がよかった。こ
こで過ごしている時間が一番長かったので。だからいつで
も遊びにきたいです。
菅　そうだね、苦しく感じなかった。勉強してないわけじゃ
ないんですよ。ただなんだろ。競争相手もいたし。とりあえ
ずマンスリーでずっと上位にいるという目標あったし。
統　気の合う人多かったよね。勉強できる関係、高め合え
る間柄ってカンジ。今年も代官山からたくさん受かってま
すよね。代官山の先輩とかと話してても今年代官山優秀
じゃんって言われました。
菅　代官山、日医でも有名ですよ。周りにどこ出身って聞
かれて代官山って言ったら、知ってるし。上に11人もいる
し。誰に言っても伝わるから。凄いなぁって思いました。

64.6 75.6＋99点

5ヶ月後5ヶ月後

合格の軌跡

総合偏差値総合得点 

氏名：菅波 賢真

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

昭和大医学部
東邦大医学部
北里大医学部
東京女子医科大
聖マリアンナ医科大

『3浪女子』そのワードをバネに
1，2浪に負けない，

その一心で１年間やり通した。

『3浪女子』そのワードをバネに
1、2浪に負けない，

その一心で１年間やり通した。
昭和大医学部進学　山岡 愛英 さん(田園調布雙葉高校卒)

I期2次合格
2次合格
2次合格

2次正規合格
２次特待合格
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毎日授業を休まない。授業に出るだけでも得られる
ものはたくさんある。
菅　俺は毎日とりあえず代官山に毎朝来るのは大事だ
なって思う。やっぱサボり始めると止まらないから。代官山
に来ない日はなかった。とりあえずいつもいました、それ
は結構大事だなって。未来ちゃん（五藤未来：関西医科大
進学）も毎日来てたんで結局受かったし、土谷さん（土谷
彩香：埼玉医科大進学）とかも。
統　土谷さんもね。ホントによかった。辻本さん（辻本星花
愛：東京女子医科大進学）もすごかったし。
菅　辻本さん成長してた。最後にやっぱ伸びましたね。マ
ンスリーとかも載るようになったもんね。毎日授業を休ま
ない。授業出るだけでも得られるものはたくさんあるの
で。復習できなかったとしても授業でているだけで、あ、な
んかこんなのあったなとか印象に残ったことが結構あっ
たので、ホントに授業大切。授業も復習になるので。
統　疲れていると何も手につかなくなることもあるので寝
る事は大事です。でも昼夜逆転は止めてください。これは
やっちゃいけないことです。
菅　息抜きも大事かな。ずっと勉強っていうのも効率が悪
かったりするんで。
統　やっぱ家離れて、ほぼ毎日代官山に来ていたので、な
んだろ、家じゃないけど、家みたいに居心地がよかった。こ
こで過ごしている時間が一番長かったので。だからいつで
も遊びにきたいです。
菅　そうだね、苦しく感じなかった。勉強してないわけじゃ
ないんですよ。ただなんだろ。競争相手もいたし。とりあえ
ずマンスリーでずっと上位にいるという目標あったし。
統　気の合う人多かったよね。勉強できる関係、高め合え
る間柄ってカンジ。今年も代官山からたくさん受かってま
すよね。代官山の先輩とかと話してても今年代官山優秀
じゃんって言われました。
菅　代官山、日医でも有名ですよ。周りにどこ出身って聞
かれて代官山って言ったら、知ってるし。上に11人もいる
し。誰に言っても伝わるから。凄いなぁって思いました。

64.6 75.6＋99点

5ヶ月後5ヶ月後

合格の軌跡

総合偏差値総合得点 

氏名：菅波 賢真

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

昭和大医学部
東邦大医学部
北里大医学部
東京女子医科大
聖マリアンナ医科大

『3浪女子』そのワードをバネに
1，2浪に負けない，

その一心で１年間やり通した。

『3浪女子』そのワードをバネに
1、2浪に負けない，

その一心で１年間やり通した。
昭和大医学部進学　山岡 愛英 さん(田園調布雙葉高校卒)

I期2次合格
2次合格
2次合格

2次正規合格
２次特待合格
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代官山を紹介してくれた友達は今では一生の親
友。感謝しかないです。
もともと代官山を知ってて、行きたい興味はあったん
ですけど、あまり理解してもらえなくて。親は大手予
備校とかで自分で勉強するからつながるみたいな。逆
にこういう医系の予備校とかを、大人たちが手取り足
取りやんないと、という変なバイアスかけてみてたと
思います。だけど全然そんなことない。
もともと肥田（肥田美由紀：東京女子医大進学）の紹
介だったんです。とにかく彼女がめちゃめちゃ代官山
を推してたので。凄い勧めてくれました。肥田とは学
校の時は、遊びに行ったりはしないけど話すような仲
でした。今では彼女は親友です。本当に一生の友達で
す。感謝してます。感謝しかないです。と本当に肥田
にはありがたいです。もっと早く来ればよかったです
よね（笑）。ホントに思います。絶対早めに終わった
と思います。

M1スタートできつかったけど頑張れた。
最初からクラスはM1スタート。本当に感謝しかないで
す。春の山室先生との面談で本当に喝入れて頂いたお
かげで。この年齢でもう多浪になっちゃうし、絶対に
素点で勝負できるようにしないと多浪は入れてもらえ
ない、それも女子だから絶対ぶっちぎんないとやばい
と思って、春からしっかりやってました。やっといて
よかったと思います。ちょっとおっちょこちょいなん
です（笑）。そこを直すのに凄い時間かかって。
でもM1スタートになっちゃって、もうきつかったで
す。M1の人たちがほとんど一浪。で私三浪だったか
ら、そもそも若いんですよ。この人たちに負けないく
らいやらないと、とりあえず時間でも体力でもやらな
いと絶対に勝てないと思ったから、同世代に人より
も、M1の若林（若林桃子：日本医科大進学）をライバ
ルじゃないけどいい仲間として見て、真似て、勉強し
て、ってのをずっとやってました。若林は本当に凄い
です。朝6時半とかに行くと若林と西村さん（西村彩
花：愛知医科大進学）がいて、同時かちょっと遅れて
私が入るみたいな感じでした。

化学のセミナーとお付き合いしていました。
化学と物理があまりよくなくて、でも全体的にみて
も、とびぬけていいものが特になかったので、とりあ
えずちょっとやばい理科から、もうセミナーがんがん
やって基礎から、セミナーも最高の問題では6，7，8周
はしました。たぶん一浪の子よりやってます。恥ずか
しいくらい。もうトイレにも持って行っていました。
一心同体って感じです。セミナーとお付き合いしてい
るみたい。夏までずっとセミナーとお付き合いしてま
した（笑）。ホントそれくらい。不安で、絶対に負け
たくないから。ただでさえ年で負けているのに、若い
子に負けるわけにはいかないんですよ。セミナー厨し
てました。

寺澤先生作成のプリント：「愛英専用物理スペ
シャル」(笑)
物理は9月から本腰入れたので、気づくの遅くて。前期
までの復習は結構できてたし、ちょっと呑気だったの
かも。9月から寺澤先生の物理のマンツー入れて、凄い
しごいてもらいました。寺澤先生、プリントに変な題
名つけてました。「愛英専用物理なんとかスペシャル
」とか（笑）。それが励みになって。受験勉強中は凄
いつまんないんですよ。勉強しかしてないから。勉強
と友達とのおしゃべりだから。立ち話とかはしてない
ですけど。問題解けた？予習できた？くらいで。それ
が幸せみたいな。だから逆にあーいうスパイスみたい
なぶちかましたタイトル付けてくれるのが本当にあり
がたかった。私は本当に量はやったと思います。
1000問くらい？1000問はいってなかったかも。9月の
あの時期から初めて、余裕で300はやっていると思う。
1000はいってないですね、じゃあ普通かも。でも9月
からだからかなり多いと思います。でも気合で乗り切
るしかないと。そのせいか、本番でも昭和とか難し
いって言われてたんですけど。聖マはプリントとかか
らバンバン出たんで。本当に感謝です。本当にそのま
んま出て。でも相当、死にそうになりながらやってま
した。マンツーのプリントめっちゃボーンって与えら
れて、それができたら言えみたいな。とりあえず全部
やったろうと思って。それを消化したら次を用意して
おくよって。11月の最後の方はオールコンプリートし
ようって全分野総ざらいを。それでも余ったから、最
後は不安な分野は？２つあげろって。余ったっていう
言い方は良くないですね。冊子をあげるには微妙な時
期で、そうしたら不安な分野を徹底解説したほうが良
いって言われて。最初肥田にも絶対に寺澤先生合う
よって言われて。最初の頃から寺澤先生は、お前慈恵
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いきたいの？って言ってくれてたんで、もうこの人に
ついて行こう！って。前期の時とかも分からない問題
持っていったりとかしてたんで。何にも授業受けてな
いけど波長が絶対合うと思って。本当に声でかいし、
激面白いから本当に良いよって。最初は本当にやばい
人だって思いました。異次元の人ですよね（笑）。で
も根が本当に熱い人。最高でした。でもマンツーの時
は結構静かですよ。私の時は省エネでした。マンツー
の時は優しいんですよ。ギャップ萌えです（笑）。

英語の授業で当てられると、しっかり答えな
きゃと奮起できた。
英語も9月から英作文とか記述に対応できるように三ツ
橋先生の授業取ってて、その時もあまり英作文書けな
かったので、英作文のプリント出してお願いって先生
に縋り付いて、その場で書いて添削して、先生も見本
で書いてここがポイントってこういうとこ使えるよっ
てやってもらったり、カスタマイズしてやってもらっ
てました。
私がひたすら考え過ぎちゃうのと、自分が持っている
フレーズがあるのにアウトプットできていない所が
あったのでそこを。言うのは簡単なんですけど、実際
に書いてみるともっと使えるのにってのがポロポロ出
てくるので。英語は総合力なので。あとはやっぱりθ
でバンバン当ててもらっていたので。ほぼ毎回。当
たってないのは2，3回くらい。「じゃあ山岡愛英」み
たいな。前に出て答案書かされたりとか。楽しかった
です。変なこと書けないから、しっかり書いてやろう
みたいな。
普段緊張はしないけど、当ててもらった時は緊張しま
したよ、そりゃ。でも楽しかったんで、前に座ってま
した。一番前。最初は前から3列目の中央らへんで。で
も今までいた人とかが固めていたんで、前は。絶対に
いけないなと思ってたんで、そこからいろんな人に話
しかけて、仲良くなって隣になるみたいな（笑）。夏
には2列目行って最後は1列目に行くっていう（笑）。
θの授業は結構並ぶんで、授業の前に。でも固定にな
る前に行っとこうって。クラス替えの時を狙っていき
ました。

一番上のクラスでも分からないところは授業中
でも質問できた。
M1の授業本当に楽しかったです。一番上のクラスって
背負ってプライド高めで何にも質問しないとかってい
う感じなのかなって思ってたら、全然そんなことなく
て、みんな分からなかったら、分かんない！分かんな
い！みたいに言える空気があって、本当にM1で良かっ
たなって思います。典さんとか啓寿先生とかすぐ止め
てもう1回！とか。原木（原木健伍：日本医科大進学）
とか若林と私でずっと止めまくって。岸川（岸川竜
也：東邦大医学部進学）は寡黙なんですけど、やる気
めちゃくちゃあるからペンがめちゃめちゃ走るんです

よ。みんな見えないみたいな（笑）。
昭和に面接受けた時、私絶対に昭和が合うと思った。
そりゃ日医に行きたかったけど、昭和とは切っても切
れない縁を感じたので。河野（河野有哉）も昭和で
す。

数学のおかげで聖マ特待
数学は典さん。あと山室先生。あとは通常授業でまか
なってました。前期を覚えるくらいやって、結構それ
でヒーヒーだったんで。Topのテキストは後半絶対に
予習するようにしてました。解けるときは解けるし、
解けない時は解けないけど、5集6集は難しかったか
な。数Ⅲですね。数Ⅲは難しいのになると不等式がん
がん使うんで、そうすると使えない人多いから。でも
典さんいて本当に助かりました。典さん適当に見える
けど、意外とマジで行くと本当にマジで返してくれ
て。ベーシックのテキストを１か月で回してってやっ
てましたよ。典さんが持っていたやつと持ってないや
つもそうですけど１から６集まで全部まわしてやって
ました。
あとは最後は山室先生の授業とか取ってました。それ
は最後に初歩から詰めるのは作戦的に良くないと思っ
て、そうしたらああいうテクニックでも使って。もし
最後の最後で道が切り開けるとなったらコツとかそう
いう方だと思ったから。で、出ましたよ。山室先生の
最後の楕円のやつ、あれを使うのが出て、山室先生、
出たよ慈恵でって。聖マも出たと思います。ただ聖マ
は代官山のテキストをやっていたら受かります、あ
れ。私、答えから問題導きましたもん。それくらい余
裕で。70分ですけど40分くらい余って、すごい暇じゃ
んって思って、これは合わせに行くぞって思って、
どっちから行っても合ってるから、これはいけるとか
思って。聖マ特待でした。5人です。3浪女子で特待っ
て。ホント、生きててよかったって（笑）。ちょっと
進学先揺らぎましたけど。でも昭和安いんで。聖マは
先生たちの勧めで追加で出願しました。だから最初は
受ける気なくて、どうせ受かんないみたいな。年齢的
に入れないでしょって思ってました。それどころか特
待で来てくださいっていうのを蹴っちゃって。気持ち
いいです。一年間勉強してよかったです。

ここに来て、いろんな人から情報を得た。医学
部お互い高め合う感じがあった。
気をつけていたことは、勉強法。マンネリ化しないよ
うに気をつけていました。復習がうまくいかなかった
ら山室先生に相談したり。石井先生の所に行って。石
井先生の所には行き過ぎて、あなたはぶれるところが
あるから、それが良くないと。相談しに行くとかじゃ
なくて、一回決めたら「これ」って通しなさいと。結
局最後、9月に最後に相談しに行って、数学の単科を取
るかだったんですが、はい決めたんだから取らな
い！って言われて。うまくいかなかったら、マンス
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代官山を紹介してくれた友達は今では一生の親
友。感謝しかないです。
もともと代官山を知ってて、行きたい興味はあったん
ですけど、あまり理解してもらえなくて。親は大手予
備校とかで自分で勉強するからつながるみたいな。逆
にこういう医系の予備校とかを、大人たちが手取り足
取りやんないと、という変なバイアスかけてみてたと
思います。だけど全然そんなことない。
もともと肥田（肥田美由紀：東京女子医大進学）の紹
介だったんです。とにかく彼女がめちゃめちゃ代官山
を推してたので。凄い勧めてくれました。肥田とは学
校の時は、遊びに行ったりはしないけど話すような仲
でした。今では彼女は親友です。本当に一生の友達で
す。感謝してます。感謝しかないです。と本当に肥田
にはありがたいです。もっと早く来ればよかったです
よね（笑）。ホントに思います。絶対早めに終わった
と思います。

M1スタートできつかったけど頑張れた。
最初からクラスはM1スタート。本当に感謝しかないで
す。春の山室先生との面談で本当に喝入れて頂いたお
かげで。この年齢でもう多浪になっちゃうし、絶対に
素点で勝負できるようにしないと多浪は入れてもらえ
ない、それも女子だから絶対ぶっちぎんないとやばい
と思って、春からしっかりやってました。やっといて
よかったと思います。ちょっとおっちょこちょいなん
です（笑）。そこを直すのに凄い時間かかって。
でもM1スタートになっちゃって、もうきつかったで
す。M1の人たちがほとんど一浪。で私三浪だったか
ら、そもそも若いんですよ。この人たちに負けないく
らいやらないと、とりあえず時間でも体力でもやらな
いと絶対に勝てないと思ったから、同世代に人より
も、M1の若林（若林桃子：日本医科大進学）をライバ
ルじゃないけどいい仲間として見て、真似て、勉強し
て、ってのをずっとやってました。若林は本当に凄い
です。朝6時半とかに行くと若林と西村さん（西村彩
花：愛知医科大進学）がいて、同時かちょっと遅れて
私が入るみたいな感じでした。

化学のセミナーとお付き合いしていました。
化学と物理があまりよくなくて、でも全体的にみて
も、とびぬけていいものが特になかったので、とりあ
えずちょっとやばい理科から、もうセミナーがんがん
やって基礎から、セミナーも最高の問題では6，7，8周
はしました。たぶん一浪の子よりやってます。恥ずか
しいくらい。もうトイレにも持って行っていました。
一心同体って感じです。セミナーとお付き合いしてい
るみたい。夏までずっとセミナーとお付き合いしてま
した（笑）。ホントそれくらい。不安で、絶対に負け
たくないから。ただでさえ年で負けているのに、若い
子に負けるわけにはいかないんですよ。セミナー厨し
てました。

寺澤先生作成のプリント：「愛英専用物理スペ
シャル」(笑)
物理は9月から本腰入れたので、気づくの遅くて。前期
までの復習は結構できてたし、ちょっと呑気だったの
かも。9月から寺澤先生の物理のマンツー入れて、凄い
しごいてもらいました。寺澤先生、プリントに変な題
名つけてました。「愛英専用物理なんとかスペシャル
」とか（笑）。それが励みになって。受験勉強中は凄
いつまんないんですよ。勉強しかしてないから。勉強
と友達とのおしゃべりだから。立ち話とかはしてない
ですけど。問題解けた？予習できた？くらいで。それ
が幸せみたいな。だから逆にあーいうスパイスみたい
なぶちかましたタイトル付けてくれるのが本当にあり
がたかった。私は本当に量はやったと思います。
1000問くらい？1000問はいってなかったかも。9月の
あの時期から初めて、余裕で300はやっていると思う。
1000はいってないですね、じゃあ普通かも。でも9月
からだからかなり多いと思います。でも気合で乗り切
るしかないと。そのせいか、本番でも昭和とか難し
いって言われてたんですけど。聖マはプリントとかか
らバンバン出たんで。本当に感謝です。本当にそのま
んま出て。でも相当、死にそうになりながらやってま
した。マンツーのプリントめっちゃボーンって与えら
れて、それができたら言えみたいな。とりあえず全部
やったろうと思って。それを消化したら次を用意して
おくよって。11月の最後の方はオールコンプリートし
ようって全分野総ざらいを。それでも余ったから、最
後は不安な分野は？２つあげろって。余ったっていう
言い方は良くないですね。冊子をあげるには微妙な時
期で、そうしたら不安な分野を徹底解説したほうが良
いって言われて。最初肥田にも絶対に寺澤先生合う
よって言われて。最初の頃から寺澤先生は、お前慈恵
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いきたいの？って言ってくれてたんで、もうこの人に
ついて行こう！って。前期の時とかも分からない問題
持っていったりとかしてたんで。何にも授業受けてな
いけど波長が絶対合うと思って。本当に声でかいし、
激面白いから本当に良いよって。最初は本当にやばい
人だって思いました。異次元の人ですよね（笑）。で
も根が本当に熱い人。最高でした。でもマンツーの時
は結構静かですよ。私の時は省エネでした。マンツー
の時は優しいんですよ。ギャップ萌えです（笑）。

英語の授業で当てられると、しっかり答えな
きゃと奮起できた。
英語も9月から英作文とか記述に対応できるように三ツ
橋先生の授業取ってて、その時もあまり英作文書けな
かったので、英作文のプリント出してお願いって先生
に縋り付いて、その場で書いて添削して、先生も見本
で書いてここがポイントってこういうとこ使えるよっ
てやってもらったり、カスタマイズしてやってもらっ
てました。
私がひたすら考え過ぎちゃうのと、自分が持っている
フレーズがあるのにアウトプットできていない所が
あったのでそこを。言うのは簡単なんですけど、実際
に書いてみるともっと使えるのにってのがポロポロ出
てくるので。英語は総合力なので。あとはやっぱりθ
でバンバン当ててもらっていたので。ほぼ毎回。当
たってないのは2，3回くらい。「じゃあ山岡愛英」み
たいな。前に出て答案書かされたりとか。楽しかった
です。変なこと書けないから、しっかり書いてやろう
みたいな。
普段緊張はしないけど、当ててもらった時は緊張しま
したよ、そりゃ。でも楽しかったんで、前に座ってま
した。一番前。最初は前から3列目の中央らへんで。で
も今までいた人とかが固めていたんで、前は。絶対に
いけないなと思ってたんで、そこからいろんな人に話
しかけて、仲良くなって隣になるみたいな（笑）。夏
には2列目行って最後は1列目に行くっていう（笑）。
θの授業は結構並ぶんで、授業の前に。でも固定にな
る前に行っとこうって。クラス替えの時を狙っていき
ました。

一番上のクラスでも分からないところは授業中
でも質問できた。
M1の授業本当に楽しかったです。一番上のクラスって
背負ってプライド高めで何にも質問しないとかってい
う感じなのかなって思ってたら、全然そんなことなく
て、みんな分からなかったら、分かんない！分かんな
い！みたいに言える空気があって、本当にM1で良かっ
たなって思います。典さんとか啓寿先生とかすぐ止め
てもう1回！とか。原木（原木健伍：日本医科大進学）
とか若林と私でずっと止めまくって。岸川（岸川竜
也：東邦大医学部進学）は寡黙なんですけど、やる気
めちゃくちゃあるからペンがめちゃめちゃ走るんです

よ。みんな見えないみたいな（笑）。
昭和に面接受けた時、私絶対に昭和が合うと思った。
そりゃ日医に行きたかったけど、昭和とは切っても切
れない縁を感じたので。河野（河野有哉）も昭和で
す。

数学のおかげで聖マ特待
数学は典さん。あと山室先生。あとは通常授業でまか
なってました。前期を覚えるくらいやって、結構それ
でヒーヒーだったんで。Topのテキストは後半絶対に
予習するようにしてました。解けるときは解けるし、
解けない時は解けないけど、5集6集は難しかったか
な。数Ⅲですね。数Ⅲは難しいのになると不等式がん
がん使うんで、そうすると使えない人多いから。でも
典さんいて本当に助かりました。典さん適当に見える
けど、意外とマジで行くと本当にマジで返してくれ
て。ベーシックのテキストを１か月で回してってやっ
てましたよ。典さんが持っていたやつと持ってないや
つもそうですけど１から６集まで全部まわしてやって
ました。
あとは最後は山室先生の授業とか取ってました。それ
は最後に初歩から詰めるのは作戦的に良くないと思っ
て、そうしたらああいうテクニックでも使って。もし
最後の最後で道が切り開けるとなったらコツとかそう
いう方だと思ったから。で、出ましたよ。山室先生の
最後の楕円のやつ、あれを使うのが出て、山室先生、
出たよ慈恵でって。聖マも出たと思います。ただ聖マ
は代官山のテキストをやっていたら受かります、あ
れ。私、答えから問題導きましたもん。それくらい余
裕で。70分ですけど40分くらい余って、すごい暇じゃ
んって思って、これは合わせに行くぞって思って、
どっちから行っても合ってるから、これはいけるとか
思って。聖マ特待でした。5人です。3浪女子で特待っ
て。ホント、生きててよかったって（笑）。ちょっと
進学先揺らぎましたけど。でも昭和安いんで。聖マは
先生たちの勧めで追加で出願しました。だから最初は
受ける気なくて、どうせ受かんないみたいな。年齢的
に入れないでしょって思ってました。それどころか特
待で来てくださいっていうのを蹴っちゃって。気持ち
いいです。一年間勉強してよかったです。

ここに来て、いろんな人から情報を得た。医学
部お互い高め合う感じがあった。
気をつけていたことは、勉強法。マンネリ化しないよ
うに気をつけていました。復習がうまくいかなかった
ら山室先生に相談したり。石井先生の所に行って。石
井先生の所には行き過ぎて、あなたはぶれるところが
あるから、それが良くないと。相談しに行くとかじゃ
なくて、一回決めたら「これ」って通しなさいと。結
局最後、9月に最後に相談しに行って、数学の単科を取
るかだったんですが、はい決めたんだから取らな
い！って言われて。うまくいかなかったら、マンス
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リーでも落ちたら、最初は化学だったから三上先生と
か節ちゃんとかにプリントくださいーって、全然暗記
やばいっす、なんで暗記できないんだよーとか言われ
ながら、もうセミナー片手にごめんなさ～いとか言っ
て（笑）。
夏に磨いてたんで、第二回の河合で結果出て。もう普
段やってるのが、ほとんどそのまま出るんですよ。構
造決定とかパターンとか。余裕で90点とか超えるよう
になって、これはちょっと成長したか！って。三上先
生にいけたーとか言って。コミュニケーション取るこ
と、独りよがりにはならないことに気をつけてまし
た。
その前の年まではそういう実感は全然なかったです
ね。誰とも喋ってなかったし、友達を作ることが害だ
と。だれてしゃべって終わると思ってた。ここと違っ
た雰囲気だった。だから一人でやってました。逆に周
りの世界が見え無さ過ぎて独りよがりになり過ぎてい
たのかもしれません。ここ来てみんなが、一生懸命に
勉強してるし、お互い高め合う感じがあって。だから
いろんな人から情報を得た。吸い取りました、骨の髄
まで（笑）。

先生がタイムカードをチエックしてくれてい
た。
「模範囚だね。いつも朝早くから来て。」そういろん
な先生に言われてました。高橋浩先生かな。チェック
してくれてるみたいです、タイムカードを。そうした
ら私と西村さんと若林さんと土谷さん（土谷彩香：埼
玉医科大進学）と辻本さん（辻本星花愛：東京女子医
科大進学）が来てるって言われて。次が原木かな？髙
野君（髙野恭輔：埼玉医科大進学）は日による。私隣

だったんですけど、半々でしたね。早い日は早い、私
より早かった。６時とか極端でしたね。でも早く来て
いる日の方が多かったかな。

マンスリーは毎回本番だと思って受けて、自分
が直前にチェックするテキストだけ持っていき
ました。
あとマンスリーは緊張しましたね、１回１回。毎回本
番だと思って受けてました。だからすごい極度の緊張
しても本番になった時に受けられるように１時間前か
ら教室にいるとか。それは本番でもそうだから。本番
は自習室ないし。自習室で勉強する方がいいのは分
かってるんですけど、本番はないぞと思って。自分が
直前にチェックするテキストだけ持って１時間前から
いるようにしていました。マジで本番と同じ感じにし
ていました。それが功を奏して、本番では全然緊張し
ないで済みました。あとは荷物の持ってき具合とか分
かるんで、でも不安症になるとものすごい増えて、一
人引っ越しみたいになりかけるんですけど（笑）、テ
キストのこれとか決めてましたね。数学の前期のテキ
ストと化学の単科、PH計算のと、物理はマンツーのプ
リント。英語はθの長文とか過去問とかを持って行っ
てました。物理は寺澤プリントです。それもめっちゃ
膨大にあったんで。

とにかく多い演習量と、先生に従っていれば大
丈夫と言う安心感。
代官山MEDICALは演習量とサポートがほかと全然違
う。演習量はとにかく多くて。大手だと普通に講義し
てそれを理解して解き直すくらいでそれで満足しちゃ
うんですよね。そうじゃなくて、私大医学部を受験す
るんだったらもっと問題解かなくちゃいけないし、そ
れももっと速く解かなくちゃいけない。それをずっと
分からずに行ってたので。暗記だからとか簡単でしょ
という次元ではなくて、それを瞬殺して残りの問題を
いかに解くかが勝負なのに、それがわかってなかっ
た。私大医学部を全部わかっている人たちが教えてい
るので、それに従って行けば絶対に大丈夫っていう安
心感もあるし、サポートも強かったって思います。
意識的にも大手にいた時と変わりましたね。ランキン
グ貼られるじゃないですか。あれが強いですよね。私
知り合いが多いんで、チューターにもいるし、下手し
たら後輩も後から入ってきて、下手な点数見せられな
いって。絶対に上の方にいなきゃって、恥ずかしいか
ら。で勉強しますよね、で、あの人はこんなに点数取
れてるって思ったり。周りを意識できる環境があるの
でほんとよかった。大手はそういうのないし、模試の
数字だけ、日本で何番とか。そういう感じじゃないで
すか。今年は身近なところでこれだけの順位とかこれ
くらい点数取れたんだなあとか実感できてそういう指
標がそれも毎月あるから、そういう意味では意識を高
く持てました。
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受かった時、みんなが自分のことのように喜ん
でくれた。
代官山にいるときは、最後のマンスリーがめちゃめ
ちゃ悪かったんで、いや最後まで落ちると思ってて、
これでまた多浪を繰り返すって思ってた。あーもうっ
て。20位より上にはずっといたけど、本当は10番代に
いたいって思って勉強してて、20位もショックだった
のに69位とか破滅的な、は～あ？みたいな？（笑）。
その時は胃がシャーシャーしてましたよ。こんな直
前、でこんなにやってもこれなんだって。私慢心だっ
たって。紅白とか見てる暇ないって。煽ってくれるっ
て意味で最高のクリスマスプレゼントとか言いなが
ら。こりゃ気抜けないわって。それで最後に詰めたん
で、早めに決まったってのはあるかもしれませんね。
最後までこんだけやんないといけないんだってやって
ました。一回くらい悪いのはあるけど、あの時期はや
ばいです。みんなが簡単だからいけるよーって言って
たんで。そこで課題も見えたし、そこで間違えた問題
も本番で出たらあそこで間違えておいてよかったって
思うし。あそこで知れて良かったなって思います。紆
余曲折ありましたよ。
それで受かったって言いに来た時、みんな必死でやっ
ているのに自分だけ受かったっていうのは申し訳ない
なってためらったんですけど、物凄いみんなが喜んで
くれたんですよ（笑）。自分のことのようにおめでと
うって言ってくれたから、すごい嬉しくって。そこか
らみんな、あ、本当に受かるんだってみんなに兆しが
出てきたんで（笑）。みんなが支えてくれたってのは
ありますね。本当にいい仲間で良かったです。

ここにいること自体が悔しかった
本当に良かったです。父親が一番ホッとしてます。み
んな全会一致で良かったねって言ってくれてます。私
も代官山に入らせてくれって必死で頭下げたんで。代
官山じゃなかったら絶対に受かってない。絶対に。確
信できます。悪い話すると、高校の時の友達が今、私
しか医学部受かってないんです。医学部受験生３人
残ってて、私以外歯学部か他学部に。で医学部は補欠
１校待っている状態で。私だけ先生に報告したら５校
も受かってすごいね～って感じ。絶対代官山じゃな
きゃダメだったじゃんって。辛いこともあったと思う
けど、乗り越えちゃえば全部いい思い出ですね。
はじめ、ここにいること自体が悔しかったんです。今
ここにいる多浪の人もそうだと思うんですけど、今自
体が恥の人がすごいいると思うんですよ。今ここに
残っている事、まだ医学部に行くための勉強をしてい
ることが恥ずかしくて、気分がのらないみたいな。私
も昔そうだったんで。だけど1年で終わらせる、絶対に
終わらせるって1年間恥ずかしいくらい、がむしゃらに
やれば絶対にどっか受かるんで。それはやって欲しい
と思うんです。本気で自分が思わないと絶対にできな
いんで。言うだけ言いたいんですけど。

代官山のテキストは、暗記したそのまんまで
る、絶対やったほうがいい。
みなさん、とにかく代官山を利用してください。先生
たちにプリント頼んだりとか問題とか頼んでもすぐに
出してくれる先生が多いし、教え方もプロで全然分か
んない人に教えるのも上手で、本当に分りやすい先生
ばかりなので絶対に頼ったほうがいいし、一人で抱え
込むよりは。あとは問題を覚えちゃうまでやって欲し
い。1回解けたからいいやとか復習しなくてもってより
は絶対に復習したほうがいいし、分っている問題でも
覚えるまでやった方がいいし、私は覚えるまでやって
ました。このページにこれがあったとか、それくらい
やってました。2学期になってこれ前期の類題ですよっ
て言われた時、これのこれだよねって若林とテキスト
持ち合ってこれだよねってやるくらい頭の中に入れこ
んでやってました。なので暗記したホントにそのまん
ま出るので絶対にやったほうがいいです。馬鹿みたい
にやったほうがいいです。

6時半から21時まで勉強できる環境なんて、今
しかない！
あと私が気を付けていたことは絶対にあきらめない
事。朝早く来ること。朝早く来続けて出し抜いてやる
とか今年で絶対に終わらせてやるとか思えば死んでも
勉強するんで。あと、ここくらいしか勉強できるとこ
ろがないんで、一生懸命に。本当にありがたい環境な
んで。大学入ってもそりゃ学校で勉強するけど、6時半
から21時までアホみたいに勉強する時ないから、今し
かないと思って楽しんでやって欲しいです。
あと多浪生今がチャンスっていうか今年1回しかもうな
いから、馬鹿みたいに騙されたと思って勉強して欲し
い。ホントに最後だから、いつまでもそれ続けなが
らって思いながらやってると萎えちゃうから。逆に
やってしまった後だと、ここまで勉強してこれならも
ういいやってしっかり諦められるじゃないけど、結果
もついてくると思うし、その結果にもスッて受け入れ
られると思うんで。とにかくもう代官山入るんだった
らこの1年を有効利用して楽しんでほしい。
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勉強してるし、お互い高め合う感じがあって。だから
いろんな人から情報を得た。吸い取りました、骨の髄
まで（笑）。

先生がタイムカードをチエックしてくれてい
た。
「模範囚だね。いつも朝早くから来て。」そういろん
な先生に言われてました。高橋浩先生かな。チェック
してくれてるみたいです、タイムカードを。そうした
ら私と西村さんと若林さんと土谷さん（土谷彩香：埼
玉医科大進学）と辻本さん（辻本星花愛：東京女子医
科大進学）が来てるって言われて。次が原木かな？髙
野君（髙野恭輔：埼玉医科大進学）は日による。私隣

だったんですけど、半々でしたね。早い日は早い、私
より早かった。６時とか極端でしたね。でも早く来て
いる日の方が多かったかな。

マンスリーは毎回本番だと思って受けて、自分
が直前にチェックするテキストだけ持っていき
ました。
あとマンスリーは緊張しましたね、１回１回。毎回本
番だと思って受けてました。だからすごい極度の緊張
しても本番になった時に受けられるように１時間前か
ら教室にいるとか。それは本番でもそうだから。本番
は自習室ないし。自習室で勉強する方がいいのは分
かってるんですけど、本番はないぞと思って。自分が
直前にチェックするテキストだけ持って１時間前から
いるようにしていました。マジで本番と同じ感じにし
ていました。それが功を奏して、本番では全然緊張し
ないで済みました。あとは荷物の持ってき具合とか分
かるんで、でも不安症になるとものすごい増えて、一
人引っ越しみたいになりかけるんですけど（笑）、テ
キストのこれとか決めてましたね。数学の前期のテキ
ストと化学の単科、PH計算のと、物理はマンツーのプ
リント。英語はθの長文とか過去問とかを持って行っ
てました。物理は寺澤プリントです。それもめっちゃ
膨大にあったんで。

とにかく多い演習量と、先生に従っていれば大
丈夫と言う安心感。
代官山MEDICALは演習量とサポートがほかと全然違
う。演習量はとにかく多くて。大手だと普通に講義し
てそれを理解して解き直すくらいでそれで満足しちゃ
うんですよね。そうじゃなくて、私大医学部を受験す
るんだったらもっと問題解かなくちゃいけないし、そ
れももっと速く解かなくちゃいけない。それをずっと
分からずに行ってたので。暗記だからとか簡単でしょ
という次元ではなくて、それを瞬殺して残りの問題を
いかに解くかが勝負なのに、それがわかってなかっ
た。私大医学部を全部わかっている人たちが教えてい
るので、それに従って行けば絶対に大丈夫っていう安
心感もあるし、サポートも強かったって思います。
意識的にも大手にいた時と変わりましたね。ランキン
グ貼られるじゃないですか。あれが強いですよね。私
知り合いが多いんで、チューターにもいるし、下手し
たら後輩も後から入ってきて、下手な点数見せられな
いって。絶対に上の方にいなきゃって、恥ずかしいか
ら。で勉強しますよね、で、あの人はこんなに点数取
れてるって思ったり。周りを意識できる環境があるの
でほんとよかった。大手はそういうのないし、模試の
数字だけ、日本で何番とか。そういう感じじゃないで
すか。今年は身近なところでこれだけの順位とかこれ
くらい点数取れたんだなあとか実感できてそういう指
標がそれも毎月あるから、そういう意味では意識を高
く持てました。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

受かった時、みんなが自分のことのように喜ん
でくれた。
代官山にいるときは、最後のマンスリーがめちゃめ
ちゃ悪かったんで、いや最後まで落ちると思ってて、
これでまた多浪を繰り返すって思ってた。あーもうっ
て。20位より上にはずっといたけど、本当は10番代に
いたいって思って勉強してて、20位もショックだった
のに69位とか破滅的な、は～あ？みたいな？（笑）。
その時は胃がシャーシャーしてましたよ。こんな直
前、でこんなにやってもこれなんだって。私慢心だっ
たって。紅白とか見てる暇ないって。煽ってくれるっ
て意味で最高のクリスマスプレゼントとか言いなが
ら。こりゃ気抜けないわって。それで最後に詰めたん
で、早めに決まったってのはあるかもしれませんね。
最後までこんだけやんないといけないんだってやって
ました。一回くらい悪いのはあるけど、あの時期はや
ばいです。みんなが簡単だからいけるよーって言って
たんで。そこで課題も見えたし、そこで間違えた問題
も本番で出たらあそこで間違えておいてよかったって
思うし。あそこで知れて良かったなって思います。紆
余曲折ありましたよ。
それで受かったって言いに来た時、みんな必死でやっ
ているのに自分だけ受かったっていうのは申し訳ない
なってためらったんですけど、物凄いみんなが喜んで
くれたんですよ（笑）。自分のことのようにおめでと
うって言ってくれたから、すごい嬉しくって。そこか
らみんな、あ、本当に受かるんだってみんなに兆しが
出てきたんで（笑）。みんなが支えてくれたってのは
ありますね。本当にいい仲間で良かったです。

ここにいること自体が悔しかった
本当に良かったです。父親が一番ホッとしてます。み
んな全会一致で良かったねって言ってくれてます。私
も代官山に入らせてくれって必死で頭下げたんで。代
官山じゃなかったら絶対に受かってない。絶対に。確
信できます。悪い話すると、高校の時の友達が今、私
しか医学部受かってないんです。医学部受験生３人
残ってて、私以外歯学部か他学部に。で医学部は補欠
１校待っている状態で。私だけ先生に報告したら５校
も受かってすごいね～って感じ。絶対代官山じゃな
きゃダメだったじゃんって。辛いこともあったと思う
けど、乗り越えちゃえば全部いい思い出ですね。
はじめ、ここにいること自体が悔しかったんです。今
ここにいる多浪の人もそうだと思うんですけど、今自
体が恥の人がすごいいると思うんですよ。今ここに
残っている事、まだ医学部に行くための勉強をしてい
ることが恥ずかしくて、気分がのらないみたいな。私
も昔そうだったんで。だけど1年で終わらせる、絶対に
終わらせるって1年間恥ずかしいくらい、がむしゃらに
やれば絶対にどっか受かるんで。それはやって欲しい
と思うんです。本気で自分が思わないと絶対にできな
いんで。言うだけ言いたいんですけど。

代官山のテキストは、暗記したそのまんまで
る、絶対やったほうがいい。
みなさん、とにかく代官山を利用してください。先生
たちにプリント頼んだりとか問題とか頼んでもすぐに
出してくれる先生が多いし、教え方もプロで全然分か
んない人に教えるのも上手で、本当に分りやすい先生
ばかりなので絶対に頼ったほうがいいし、一人で抱え
込むよりは。あとは問題を覚えちゃうまでやって欲し
い。1回解けたからいいやとか復習しなくてもってより
は絶対に復習したほうがいいし、分っている問題でも
覚えるまでやった方がいいし、私は覚えるまでやって
ました。このページにこれがあったとか、それくらい
やってました。2学期になってこれ前期の類題ですよっ
て言われた時、これのこれだよねって若林とテキスト
持ち合ってこれだよねってやるくらい頭の中に入れこ
んでやってました。なので暗記したホントにそのまん
ま出るので絶対にやったほうがいいです。馬鹿みたい
にやったほうがいいです。

6時半から21時まで勉強できる環境なんて、今
しかない！
あと私が気を付けていたことは絶対にあきらめない
事。朝早く来ること。朝早く来続けて出し抜いてやる
とか今年で絶対に終わらせてやるとか思えば死んでも
勉強するんで。あと、ここくらいしか勉強できるとこ
ろがないんで、一生懸命に。本当にありがたい環境な
んで。大学入ってもそりゃ学校で勉強するけど、6時半
から21時までアホみたいに勉強する時ないから、今し
かないと思って楽しんでやって欲しいです。
あと多浪生今がチャンスっていうか今年1回しかもうな
いから、馬鹿みたいに騙されたと思って勉強して欲し
い。ホントに最後だから、いつまでもそれ続けなが
らって思いながらやってると萎えちゃうから。逆に
やってしまった後だと、ここまで勉強してこれならも
ういいやってしっかり諦められるじゃないけど、結果
もついてくると思うし、その結果にもスッて受け入れ
られると思うんで。とにかくもう代官山入るんだった
らこの1年を有効利用して楽しんでほしい。
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

日本医科大
東邦大医学部
東京女子医科大
杏林大医学部
獨協医科大医学部
埼玉医科大

マンスリーテストで下の順位になって、
恥ずかしかったことをバネに

頑張ることができた。

マンスリーテストで下の順位になって、
恥ずかしかったことをバネに

頑張ることができた。
日本医科大進学　若林 桃子 さん(清泉女学院高校卒)

前期2次合格
2次合格

2次正規合格
前期2次正規合格

2次正規合格
前期2次合格

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

東京女子医科大
聖マリアンナ医科大
獨協医科大医学部
埼玉医科大

Mクラスの奴、調子乗ってて
クソうぜぇ～と思って（笑）。

マジ絶対に抜かすと思って頑張った。
東京女子医科大進学　豊福 祐佳莉 さん(鷗友学園女子高校卒)

2次合格
2次合格

2次正規合格
前期2次合格

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

日本医科大
東邦大医学部
東京女子医科大
杏林大医学部
獨協医科大医学部
埼玉医科大

マンスリーテストで下の順位になって、
恥ずかしかったことをバネに

頑張ることができた。

マンスリーテストで下の順位になって、
恥ずかしかったことをバネに

頑張ることができた。
日本医科大進学　若林 桃子 さん(清泉女学院高校卒)

前期2次合格
2次合格

2次正規合格
前期2次正規合格

2次正規合格
前期2次合格

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

東京女子医科大
聖マリアンナ医科大
獨協医科大医学部
埼玉医科大前期

Mクラスの奴、調子乗ってて
クソうぜぇ～と思って（笑）。

マジ絶対に抜かすと思って頑張った。
東京女子医科大進学　豊福 祐佳莉 さん(鷗友学園女子高校卒)

2次合格
2次合格

2次正規合格
前期2次合格
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親が先に先生と面談してて、浪人決まった時、
親から「あなた代官山だから。」って(笑)
若林　私、現役の時は医専のチェーン店に行ってたん
ですよ。お金だけ巻き上げてどうしてくれるんだって
（笑）。全然違いますよ、代官山と。だってこっちは
カリキュラムとかしっかりしてるじゃないですか。だ
から言われた事をちゃんとやればいい。自分で悩まな
くていい。分からなかったら先生に聞けばいいし。代
官山には解決方法がちゃんとある。
豊福　私は現役時代SEGに行ってました。でもあそこ
は東大向けです。数学が凄い良いって聞いてて、出来
なかったから行ってたんですけど、ヤバいんです難し
すぎて私には。普通の予備校なんで、大手と同じで、
拘束とかされないし、授業受けたら帰るみたいになっ
ちゃって、代官山みたいに自習室もないし、あること
はあったんですけど指定席じゃないし、やる奴はやれ
ば？みたいなんで、自分にはゆるくて、後悔してま
す。
若林　で、3月3日に昭和が終わって、そのあと浪人決
まってて、家族でご飯食べに行った時、あなた代官山
だからって（笑）。親が先に先生と面談してて、それ
で代官山でいいでしょみたいな。姉と一緒に引っ越し
て、すでにもう準備万端だった（笑）。
豊福　うちは埼玉後期が終わった2月12日に、もうダメ
だったんで、父が「こんなに落ちるとはほんとに思わ
なかった」って（笑）。10校落ちるとは思わなかっ
たって（笑）。でも2月12日、埼玉後期が終わった日に
車で家まで迎えに来て部屋全部片づけて2月14日に、
「代官山行くから」みたいな（笑）。それで連れてこ
られて石井先生と面談して、じゃここでって。一応、
河合とかも見に行ったんですけど。でも父の知り合い
の北原さんて人の娘さん（北原礼子：帝京大医学部進
学）がここに通ってて凄い良かったって聞いたから、
「お前は一人じゃできないからここに入れる」って
なって。もうお父さん主導です。もちろん、逆らって
ないです（笑）。河合とか行ってたら本当にやらな
かっただろうなって思います。佐伯(佐伯理花子：杏林
大医学部)がここに通ってて、私同級生なんで、代官山
MEDICALの存在は普通に知ってました。佐伯は現役合
格で、すごいすよね、杏林はその年7人しか現役合格い
ないってのに、そのうち2人が代官山って…。

クラスの下剋上で、お互いを意識、切磋琢磨で
きた。
豊福　私最初A1、あっ、間違えたA3でした（笑）。総
合点はA1とかA2の人より良かったりしたんすけど、バ
ランスが悪すぎて。英語と数学の偏差値の差が30くら
いあったんで。英語偏差値72、数学41でした（笑）。
夏以降にちょっと上がりました。総合56くらいには上
がりました（笑）。
若林　第１回目のマンスリーで、数学が私、山岡さん
(山岡愛英：昭和大医学部進学)と同点で1番上、最高点

だったんですよ。なにを間違えたか（笑）。それで
TOPとか入っちゃって、みんなに出来ないって言われ
た。菅波(菅波賢真：日本医科大進学)がむかつくこと
言ってきて（笑）。「俺M1だと思ってたらM2だっ
たって（笑）M2でM1をひっくり返す」とか言ってま
したね。クラスは下剋上。お互い意識してたから、切
磋琢磨できた。夏もM1キープ。
豊福　私は夏でA1に上がりました。嬉しかったです
（笑）。A3の時は、A3て聞いて本館じゃんって、め
ちゃくちゃ焦ったんすよ。2号館の前を通るのも恥ずか
しくって（笑）。Mの人たちと、今ではこんなに笑っ
てるけど、やつらMだし、本当に恥ずかしくってヤバ
いって思って（笑）。Mの奴、ほんとクソうぜぇ～と
思って（笑）。マジで絶対に抜かすとか思ってたんす
よ。M1とかはあれですけど、絶対調子に乗ってるだ
ろって思って（笑）。絶対に抜かすと思ってたんで、
夏前は頑張ってました。上がったときは超絶嬉しかっ
たです。

代官山の環境は、成績を上げるために、ほんと
一筋。
若林　代官山は環境がほんと良かった。他の塾じゃあ
んな監視してくんない。先生達もすごく声かけてくれ
るし。
豊福　自習室の環境も良かったですね。重い教科書持
ち歩くのってストレスだし、あと夏前とか寝ちゃう時
があったんですけど、自習室、職員の見回りで起こさ
れるんですよ（笑）。あとマンスリーの結果が早く出
るのも良かったですね。成績上げるためにほんと一
筋って感じ。
若林　そうそう。それにマンスリーがあったから、入
試までっていうと目標が遠いんですけど、ここであい
つには負けないみたいな（笑）。点数晒されるから
（笑）。私1回50位くらい取ったことがあって、マジで
恥ずかしすぎてもう泣きそうになったし（笑）。

心の中で、Mの人には負けたくないみたいな。
ライバルだらけ。
豊福　最初Mの人に負けたくないって感じでした、大
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体の人に負けたくなかった。菅波君とかには負けても
しょうがないなって（笑）。
若林　一番負けてむかつく人が伊藤さん(愛知医科大進
学：伊藤嶺奈)。伊藤さんと最初仲良くて、1回ウィー
クリーの生物で負けて、そんでヤバって思って、しか
も石井先生がめっちゃ言うんですよ、授業で。実は伊
藤さんは数学が良くできるみたいな。すごい褒めるか
ら、なんかそん時すごい褒めるんで、なにコイツ！っ
て思って。ほんとに。ホント悔しかった。
豊福　私は佐藤貴文(昭和大医学部進学)。話し始めたの
は10月なんですけど、1回生物が黄川田さんが1位で、
そん時結構できたんで絶対1位だと思ったんですよ。黄
川田さん(黄川田祥子：帝京大医学部進学)が1位で負け
たとか思って、石井先生がθの授業の時に、1位黄川田
祥子、って、あ負けたと思って全然その後話聞いてな
くって、その次に佐藤貴文って呼ばれたんですよ。
あ、2位にも入ってないって。でその次に豊福って呼ば
れて3位だと思ったんですよ。本当はそこ同率で。2位
佐藤貴文で、私話したことなかったんですけど、絶対
あいつ2浪だからとか思って、絶対、こいつ調子に乗ん
なよとか思ってて、結局、私がそのあと1点上がったん
で単独2位になったんですけど。まあ、佐藤、絶対2浪
だから思ってて、はい、真実は、1浪だったんですけど
（笑）。夏期も生物の授業でめっちゃ答えてるから、
やばいコイツって。生物めっちゃ出来ましたよ。
若林　焦るよね、授業中、人が答えてると。
豊福　そうそう、こいつすげぇって。で、佐藤君昭和
行きましたからね、凄いですね。

帰ったら代官山からの成績表が家の壁に。お父
さんの字で、化学19点と添え書きまで。
豊福　最終的にM3まで上がれました。こういうと超性
格悪く聞こえるけど、A1からM3に上がったんで、超気
持ちよかったです。
若林　M1は、そうそう、ある程度安定してて。でも私
下がった時あったから不安で不安でしょうがなかっ
た。
豊福　M1鎖国みたいになってたよね。
若林　いやいや、私明らかにM1じゃないだろって思っ
てて。でもなんとかM1（笑）。
豊福　でもちゃんと日医に受かって。すごいじゃん。
若林　すごくない、ギリギリだから（笑）。数学とか
めっちゃ出来てなかったし。
豊福　M2が意外とめっちゃ出来ない？砂山さん(砂山
あやの：東京医科大進学)とか河野君（河野有哉：昭和
大医学部進学）とか。
若林　夏に砂山さんに、同級生の人でこんなに出来る
人がいるとやる気が出る～って言われて、怖いと思っ
て（笑）、それがすごい怖かった。いやいやそっちの
方ができるじゃんって。
豊福　たしかに出来たよね。
若林　すっごい、あの人出来てた。

若林　数学とか典さんの授業とかでテストゼミ、解か
せるじゃないですか、みんな。となり山岡さんだった
んだけど、めっちゃ出来て、私手動かなくって、あれ
ほんとにみじめだよ、恥ずかしかった。
豊福　恥ずかしいんですけど、マンスリーの化学で1
回、19点取って、生物で時間取られすぎちゃって。偏
差値39。それはショックで。家帰ったら成績送られる
じゃないですか、壁に貼ってあって、生物はめちゃめ
ちゃ良かったんですよ。でも化学の19点が赤で囲って
あって、化学19点て書いてありました、お父さんの字
で（笑）。でも生物はよくやったって書いてあったん
ですけど。もう！（笑）。

各科目、ほんとにいろんな先生にお世話になり
ました。
若林　英語は、ずっと三ツ橋先生。夏からマンツーつ
けて。宮本優子さん(日本医科大の１年上の先輩)が三ツ
橋先生のマンツーつけてたから、つけようと思って。
夏からは三ツ橋先生やって、それで嫌でも長文読む機
会が増えて、英作も見てもらって。覚えることを明確
にしてくれて、それがすごい覚えやすかった。あと英
作。めっちゃ見てくれるのが良かったかな。
豊福　英語は一番偏差値が高かったんで、マンツーは
とってなくて。でも三ツ橋先生には、過去問解くたび
に、10月くらいから、原（原拓也：日大医学部進学）
と朝一緒に過去問解いてたんで見てもらって。栗原先
生も英作の授業で結構好きだったんで、先生に結構見
ていただきました。その2人には、たくさんお世話にな
りました。
若林　数学はずっと平パン。もうずっと平パン。どう
にかしてくれるのは平パンしかいないと思って、そん
でプリントとかめっちゃ貰いに行って、夏からマン
ツーつけてもらって。土曜日とか日曜日にめっちゃ質
問してた。日曜にマンツーだったから。ゼロから基礎
のレベルまで引き上げてもらった(笑)。本当に出来な
かったんですよ。今もできないけど。薄先生にもちょ
いちょいプリント貰ってたけど。やっぱ平パン。それ
と典さんの数学。典さんの数学はメンタルを削られた
(笑)。
豊福　私数学いっぱいいるんですよ。私ももちろん平
パン。初めて会ったのが夏で、夏からだったんですけ
ど、夏以降の授業も、毎週日曜にある平パンの授業受
けてて、私に夏に会ったばかりなのにめっちゃはい豊
福さ～んみたいな(笑)、いつも当てられてほぼ私が、右
に現役生とかいたんで、変な答えしたらめっちゃ引か
れるみたいな。あと質問とか、過去問解いた時も見せ
に行ってました。あと典さんとか好きでしたね。たま
に言ってることが難しすぎて分からないんですけど、
分からないんで質問に行くじゃないですか、私こう解
いたんですけどっていうとめっちゃほめてくれて。あ
と長澤先生も好きでした。長澤先生はすごいなって思
いました。解き方が華麗だなって。きれいに解くんで
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親が先に先生と面談してて、浪人決まった時、
親から「あなた代官山だから。」って(笑)
若林　私、現役の時は医専のチェーン店に行ってたん
ですよ。お金だけ巻き上げてどうしてくれるんだって
（笑）。全然違いますよ、代官山と。だってこっちは
カリキュラムとかしっかりしてるじゃないですか。だ
から言われた事をちゃんとやればいい。自分で悩まな
くていい。分からなかったら先生に聞けばいいし。代
官山には解決方法がちゃんとある。
豊福　私は現役時代SEGに行ってました。でもあそこ
は東大向けです。数学が凄い良いって聞いてて、出来
なかったから行ってたんですけど、ヤバいんです難し
すぎて私には。普通の予備校なんで、大手と同じで、
拘束とかされないし、授業受けたら帰るみたいになっ
ちゃって、代官山みたいに自習室もないし、あること
はあったんですけど指定席じゃないし、やる奴はやれ
ば？みたいなんで、自分にはゆるくて、後悔してま
す。
若林　で、3月3日に昭和が終わって、そのあと浪人決
まってて、家族でご飯食べに行った時、あなた代官山
だからって（笑）。親が先に先生と面談してて、それ
で代官山でいいでしょみたいな。姉と一緒に引っ越し
て、すでにもう準備万端だった（笑）。
豊福　うちは埼玉後期が終わった2月12日に、もうダメ
だったんで、父が「こんなに落ちるとはほんとに思わ
なかった」って（笑）。10校落ちるとは思わなかっ
たって（笑）。でも2月12日、埼玉後期が終わった日に
車で家まで迎えに来て部屋全部片づけて2月14日に、
「代官山行くから」みたいな（笑）。それで連れてこ
られて石井先生と面談して、じゃここでって。一応、
河合とかも見に行ったんですけど。でも父の知り合い
の北原さんて人の娘さん（北原礼子：帝京大医学部進
学）がここに通ってて凄い良かったって聞いたから、
「お前は一人じゃできないからここに入れる」って
なって。もうお父さん主導です。もちろん、逆らって
ないです（笑）。河合とか行ってたら本当にやらな
かっただろうなって思います。佐伯(佐伯理花子：杏林
大医学部)がここに通ってて、私同級生なんで、代官山
MEDICALの存在は普通に知ってました。佐伯は現役合
格で、すごいすよね、杏林はその年7人しか現役合格い
ないってのに、そのうち2人が代官山って…。

クラスの下剋上で、お互いを意識、切磋琢磨で
きた。
豊福　私最初A1、あっ、間違えたA3でした（笑）。総
合点はA1とかA2の人より良かったりしたんすけど、バ
ランスが悪すぎて。英語と数学の偏差値の差が30くら
いあったんで。英語偏差値72、数学41でした（笑）。
夏以降にちょっと上がりました。総合56くらいには上
がりました（笑）。
若林　第１回目のマンスリーで、数学が私、山岡さん
(山岡愛英：昭和大医学部進学)と同点で1番上、最高点

だったんですよ。なにを間違えたか（笑）。それで
TOPとか入っちゃって、みんなに出来ないって言われ
た。菅波(菅波賢真：日本医科大進学)がむかつくこと
言ってきて（笑）。「俺M1だと思ってたらM2だっ
たって（笑）M2でM1をひっくり返す」とか言ってま
したね。クラスは下剋上。お互い意識してたから、切
磋琢磨できた。夏もM1キープ。
豊福　私は夏でA1に上がりました。嬉しかったです
（笑）。A3の時は、A3て聞いて本館じゃんって、め
ちゃくちゃ焦ったんすよ。2号館の前を通るのも恥ずか
しくって（笑）。Mの人たちと、今ではこんなに笑っ
てるけど、やつらMだし、本当に恥ずかしくってヤバ
いって思って（笑）。Mの奴、ほんとクソうぜぇ～と
思って（笑）。マジで絶対に抜かすとか思ってたんす
よ。M1とかはあれですけど、絶対調子に乗ってるだ
ろって思って（笑）。絶対に抜かすと思ってたんで、
夏前は頑張ってました。上がったときは超絶嬉しかっ
たです。

代官山の環境は、成績を上げるために、ほんと
一筋。
若林　代官山は環境がほんと良かった。他の塾じゃあ
んな監視してくんない。先生達もすごく声かけてくれ
るし。
豊福　自習室の環境も良かったですね。重い教科書持
ち歩くのってストレスだし、あと夏前とか寝ちゃう時
があったんですけど、自習室、職員の見回りで起こさ
れるんですよ（笑）。あとマンスリーの結果が早く出
るのも良かったですね。成績上げるためにほんと一
筋って感じ。
若林　そうそう。それにマンスリーがあったから、入
試までっていうと目標が遠いんですけど、ここであい
つには負けないみたいな（笑）。点数晒されるから
（笑）。私1回50位くらい取ったことがあって、マジで
恥ずかしすぎてもう泣きそうになったし（笑）。

心の中で、Mの人には負けたくないみたいな。
ライバルだらけ。
豊福　最初Mの人に負けたくないって感じでした、大
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体の人に負けたくなかった。菅波君とかには負けても
しょうがないなって（笑）。
若林　一番負けてむかつく人が伊藤さん(愛知医科大進
学：伊藤嶺奈)。伊藤さんと最初仲良くて、1回ウィー
クリーの生物で負けて、そんでヤバって思って、しか
も石井先生がめっちゃ言うんですよ、授業で。実は伊
藤さんは数学が良くできるみたいな。すごい褒めるか
ら、なんかそん時すごい褒めるんで、なにコイツ！っ
て思って。ほんとに。ホント悔しかった。
豊福　私は佐藤貴文(昭和大医学部進学)。話し始めたの
は10月なんですけど、1回生物が黄川田さんが1位で、
そん時結構できたんで絶対1位だと思ったんですよ。黄
川田さん(黄川田祥子：帝京大医学部進学)が1位で負け
たとか思って、石井先生がθの授業の時に、1位黄川田
祥子、って、あ負けたと思って全然その後話聞いてな
くって、その次に佐藤貴文って呼ばれたんですよ。
あ、2位にも入ってないって。でその次に豊福って呼ば
れて3位だと思ったんですよ。本当はそこ同率で。2位
佐藤貴文で、私話したことなかったんですけど、絶対
あいつ2浪だからとか思って、絶対、こいつ調子に乗ん
なよとか思ってて、結局、私がそのあと1点上がったん
で単独2位になったんですけど。まあ、佐藤、絶対2浪
だから思ってて、はい、真実は、1浪だったんですけど
（笑）。夏期も生物の授業でめっちゃ答えてるから、
やばいコイツって。生物めっちゃ出来ましたよ。
若林　焦るよね、授業中、人が答えてると。
豊福　そうそう、こいつすげぇって。で、佐藤君昭和
行きましたからね、凄いですね。

帰ったら代官山からの成績表が家の壁に。お父
さんの字で、化学19点と添え書きまで。
豊福　最終的にM3まで上がれました。こういうと超性
格悪く聞こえるけど、A1からM3に上がったんで、超気
持ちよかったです。
若林　M1は、そうそう、ある程度安定してて。でも私
下がった時あったから不安で不安でしょうがなかっ
た。
豊福　M1鎖国みたいになってたよね。
若林　いやいや、私明らかにM1じゃないだろって思っ
てて。でもなんとかM1（笑）。
豊福　でもちゃんと日医に受かって。すごいじゃん。
若林　すごくない、ギリギリだから（笑）。数学とか
めっちゃ出来てなかったし。
豊福　M2が意外とめっちゃ出来ない？砂山さん(砂山
あやの：東京医科大進学)とか河野君（河野有哉：昭和
大医学部進学）とか。
若林　夏に砂山さんに、同級生の人でこんなに出来る
人がいるとやる気が出る～って言われて、怖いと思っ
て（笑）、それがすごい怖かった。いやいやそっちの
方ができるじゃんって。
豊福　たしかに出来たよね。
若林　すっごい、あの人出来てた。

若林　数学とか典さんの授業とかでテストゼミ、解か
せるじゃないですか、みんな。となり山岡さんだった
んだけど、めっちゃ出来て、私手動かなくって、あれ
ほんとにみじめだよ、恥ずかしかった。
豊福　恥ずかしいんですけど、マンスリーの化学で1
回、19点取って、生物で時間取られすぎちゃって。偏
差値39。それはショックで。家帰ったら成績送られる
じゃないですか、壁に貼ってあって、生物はめちゃめ
ちゃ良かったんですよ。でも化学の19点が赤で囲って
あって、化学19点て書いてありました、お父さんの字
で（笑）。でも生物はよくやったって書いてあったん
ですけど。もう！（笑）。

各科目、ほんとにいろんな先生にお世話になり
ました。
若林　英語は、ずっと三ツ橋先生。夏からマンツーつ
けて。宮本優子さん(日本医科大の１年上の先輩)が三ツ
橋先生のマンツーつけてたから、つけようと思って。
夏からは三ツ橋先生やって、それで嫌でも長文読む機
会が増えて、英作も見てもらって。覚えることを明確
にしてくれて、それがすごい覚えやすかった。あと英
作。めっちゃ見てくれるのが良かったかな。
豊福　英語は一番偏差値が高かったんで、マンツーは
とってなくて。でも三ツ橋先生には、過去問解くたび
に、10月くらいから、原（原拓也：日大医学部進学）
と朝一緒に過去問解いてたんで見てもらって。栗原先
生も英作の授業で結構好きだったんで、先生に結構見
ていただきました。その2人には、たくさんお世話にな
りました。
若林　数学はずっと平パン。もうずっと平パン。どう
にかしてくれるのは平パンしかいないと思って、そん
でプリントとかめっちゃ貰いに行って、夏からマン
ツーつけてもらって。土曜日とか日曜日にめっちゃ質
問してた。日曜にマンツーだったから。ゼロから基礎
のレベルまで引き上げてもらった(笑)。本当に出来な
かったんですよ。今もできないけど。薄先生にもちょ
いちょいプリント貰ってたけど。やっぱ平パン。それ
と典さんの数学。典さんの数学はメンタルを削られた
(笑)。
豊福　私数学いっぱいいるんですよ。私ももちろん平
パン。初めて会ったのが夏で、夏からだったんですけ
ど、夏以降の授業も、毎週日曜にある平パンの授業受
けてて、私に夏に会ったばかりなのにめっちゃはい豊
福さ～んみたいな(笑)、いつも当てられてほぼ私が、右
に現役生とかいたんで、変な答えしたらめっちゃ引か
れるみたいな。あと質問とか、過去問解いた時も見せ
に行ってました。あと典さんとか好きでしたね。たま
に言ってることが難しすぎて分からないんですけど、
分からないんで質問に行くじゃないですか、私こう解
いたんですけどっていうとめっちゃほめてくれて。あ
と長澤先生も好きでした。長澤先生はすごいなって思
いました。解き方が華麗だなって。きれいに解くんで
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す。こうすればこう解けるんだよって、なんでそれを
思いつくのか、今でも謎なんですけど(笑)。結構質問と
かいっぱいしちゃいました。

先生達にいっぱい悪いところを指摘してもらっ
て。
若林　化学は理論がずっと節ちゃんだから、直接怒ら
れはしないけど、君たち本当にダメですねって(笑)。す
ごい言われて、私本当に最初他の人よりできなかった
から、だから必死にセミナーとかやって、化学はテキ
ストをめっちゃ復習して、で夏以降から三上先生をマ
ンツーつけてもらって、そしたら思考力が足りないっ
て。テキスト何回もやっちゃってたからかえって思考
力がゼロで。テキストやってその復習ばっかりしてい
るから、覚えっちゃって考えないで解くようになっ
ちゃってたから、思考力が皆無だったらしく、三上先
生にお前もっと考えろって言われて、なんかひたすら
考えさせられた、ほんと考えさせられた(笑)。でもすご
い波があった。めっちゃ出来ないと思ってて、節ちゃ
んの授業で当てられるんですよ、質問ありますかっ
て。私毎回質問すら思いつかなくて(笑)。
豊福　佐伯がマンツー取ってなかったらしくって、
私、最初なにも取ってなかったんですよ。変に意識し
ちゃって。で夏と2学期これはヤバいとか思って化学で
池永先生のマンツー取って、三上先生も取りたかった
んだけど、耐えられるかメンタル自信なくて(笑)。今思
えば取っといたらよかったと思います。三上先生良
かったです。
若林　良かったよね。でも質問に行くと内容によって
はめっちゃ機嫌悪っ。特に朝の三上先生は(笑)。でも
めっちゃ分かりやすいし、かみ砕いてくれるから行っ
ちゃう。で、しすぎると、なんで分かんねーのみたい
な（笑）。
豊福　有機はずっと池永先生で、後期は無機でしたけど、

なんかすっごく詳しくて、出んのかよってレベルのこ
とが実際出たりしてヤバい凄いと思って。マンツーで
は相当ヒドイこと言われましたけど、受験やめたら～
みたいな。冗談だったかもしれないけど、結構ガチで
言われました。結構本気で沈んだこともあったかも。
プリントが多くて、これをこなさないといけないっ
て。後半は小椋先生にもお世話になって。それまで問
題解くのが遅くて、時間を指定されるのが苦手で、小
椋先生は目の前で解かされるんです、時間を測るっ
て。すごく良かったですよ。
生物は深瀧先生好きでした。最初の授業から凄い当て
ていくんですよ、左からバーッと。答えられないと、
はあ？うそでしょ？って次に飛ばさる。でそん時私答
えられなくて、超基本の問題だったから、ヤバイって
思って。最初トラウマになるくらい嫌だったんです、
怖すぎて。お母さんにもなんかヤバい人いたよって
(笑)。もうムリって。でも字もきれいだし質問行っても
めちゃめちゃ丁寧だし授業も面白いしすごい好きに。
厳しいけどズバズバ言ってくれて。でもみんなで絵を
かいて解くってやつ、あれで覚えられました。むっ
ちゃ盛り上がりましたよ。本当に役に立ちました。昭
和とかでも副甲状腺の問題とか出されたし、パッと出
てくるようになって、あれ本当に役に立ちました。
若林　私は、緒方先生に夏からずっと習ってました。
直前期に過去問のシートもらって見てもらってて、一
時期私が冬期講習入ったころ無断で休んでて、そうし
たら緒方先生に呼び出されて。このままだと2浪だ
よ、って。そこでヤバいとか思ってまた頑張ってって
感じでした。
豊福　緒方先生は、うちのクラスが復習テスト全然で
きてなくて、どっかの分野過去問10年分解いてきてっ
て、マジで結構重い課題課されて、しかもマンスリー
を4月のものから12月のやつまで全部解きなおしてき
てって言われて、最初生物だけやってるわけじゃない
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し、無理とか思ってたんですけど、言われてよかっ
た。
自分からじゃ絶対やらないから、そん時はきつかった
けど、解きなおして提出してって、あれは良かったで
す。相当問題数あるんですけど、全部です。間違って
たところだけでなく、全部。毎回もやるんですけど、
最後にまた全部(笑)。しかもテストするんだよね(笑)。
解けなくてもペナルティはないけど、白い目で見られ
るから(笑)。クラス編成を残しておいて、最後に4月の
クラス編成テストを解いて、4月からの成長を感じて
ねって。

石井先生の授業はピリッとしてて。
豊福　私、最初A3で、でも全体の生徒のこと見ている
じゃないですか、雲の上の人っぽくて、最初の授業で
…今でも覚えているけど、名前も覚えられずに影の人
で終わるんだろうなって思ってたんですけど、いきな
り最初の授業から、ハイ豊福さんって言われて、当て
られて答えたんですよ。でいいですねってなって、次
の授業からは名簿も見ずに豊福さんって言われて
オーッ覚えらえたって(笑)。みんなの名前も覚えてた
し。一回英作褒められたことがあって、作品ですねっ
て。むちゃくちゃ嬉しかった。他の先生達とは違っ
て、石井先生の授業はピリッとしてて。席は前から2列
目の通路から2個目です、窓側の。
若林　本当に石井先生の授業はみんな緊張してた。い
ろんな情報もくるので凄い授業だった。英語の授業も
凄かったけど、英語じゃない所でも凄かった（笑）。
過去の生徒の話とかめちゃめちゃ面白かったし、為に
なった。だから石井先生の授業って、みんな、前の時
間から席取りするんで、前の席を取るためには休み時
間を犠牲にしなきゃいけないんですよ。勉強してた方
がいいじゃんて(笑)。だから仕方なく一番後ろ(笑)。一
番後ろに私、伊藤さん、菅波(笑)。
豊福　佐伯から、前に座ったほうがいいって言われて
て、だから1年間ずっと前から2列目。固定されると誰
も座らないんで、固定されるまでが勝負(笑)。クラス変
わるたびに(笑)。私最初A3だったんで現役生いなかっ
たんですけど、A1に上がって現役生がちょっと混じっ
て。一番最後Mのクラスで現役生結構いて、現役生も
ガンガン前取ってくるから、すごいよね。
そういうジンクスじゃないですけど、前に座るってそ
んな感じがあった。

代官山での時間は濃密だった。住んでるみたい。
若林　朝5時55分とかに来てる人がいて、9月くらいか
ら6時半くらいに来るようにして、帰り9時とかだった
けど、だから1日の大半をここで過ごすじゃん。
豊福　濃密だったね。
若林　住んでるみたいだった(笑)。私、何が悲しくて根
津から朝５時に起きて出かけて寝るの11時なんだろ
うって(笑)。

豊福　私はバスの始発が遅かったから、6時半に起きて
6時45分に家出てました。家では着替えて弁当持つだけ
で（笑）。朝ご飯は朝に過去問やった後に食べてた。
若林　私も過去問やった。梅ちゃん（梅原菜摘：東京
医科大進学）と土谷さん（土谷彩香：埼玉医科進学）
と。平パンがマンツー持ってる組で。
豊福　私は何となくクラスが一緒だった組で。最後、
友達と過去問解いてバチバチやるの楽しかった。友達
できすぎるのも良くないけど、喋る人が過ぎちゃった
のかなとは思いますけど、死んでる時、あと一番大き
かったのは、受験終わった日にここ来るじゃないです
か、あれ良くて、家で一人で沈むのが嫌で、あそこ出
来なかった～とかあそこ出来てれば受かったかも～と
か、分らなかった所を友達に教えてもらったりとか
で、メンタル保てました。受験中こそ一人だと良くな
い！
若林　日曜も来てたし、家にいてもやらないしね。
豊福　私、休まずに代官山に来ました！地方とかの受
験で来れなかった日はあるけど、受験で質を上げる
のって大変だと思うんですよ。量より質とかいうけ
ど。質を上げるのは大変だから、とにかく量をこなそ
うって。そこまで出来たとは言えないけど。日曜日に
も自習室が空いていたのは嬉しかったですね。家にい
てもやらないし、日曜休んでふっと気が抜けちゃう
と、月曜に来るのが本当にしんどくなるんですよね。
また朝から9時までって言われて（笑）。私朝弱かった
んで、あとバスの始発でき来ても7時過ぎだったんで、
でもこんな朝弱い自分が朝来てるのすげえな～って
（笑）。今も自分で起きてます。日曜日に来ることを
お勧めします、みなさん！（笑）。

監獄のような生活を送るんだと思ってて、でも
そこまで辛くなかった。
若林　第一志望は受けたほうがいいと思う（笑）。今
は日医行けて全然嬉しいけど、３月のいっぱいくらい
は受けときゃ良かったかな～って思ってた。あと、朝
は早く来ること。私は６時２９分とかに来てた。山岡
さんとどっちが早いかで競ってた。寮の人は５時５５
分とかに来てて、特に辻本さん土谷さんラインはその
時間に来るから、タイムカード見てみんなでビックリ
してた。最初私の方がクラスが上だったから、ちょっ
と待って抜かされるみたいな（笑）、それで早く来る
ようにした。
豊福　めっちゃ楽しかった。１年が濃かったから、友
達とかも繋がってるよね。私、もっとヤバいと思って
た（笑）。監獄のような生活を送るんだと思ってて。
でもそこまで辛くなかった。
若林　なんでこんなに仲良くなるんだろうって（笑）
豊福　予備校なんて友達とかできないだろうしって
思ってたから。友達は大切！あと日曜日は来るべき。
月曜しんどいよ、日曜休むと。私、もう大学に入って
いる友達に、日曜も行ってて朝も７時から夜の９時半
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す。こうすればこう解けるんだよって、なんでそれを
思いつくのか、今でも謎なんですけど(笑)。結構質問と
かいっぱいしちゃいました。

先生達にいっぱい悪いところを指摘してもらっ
て。
若林　化学は理論がずっと節ちゃんだから、直接怒ら
れはしないけど、君たち本当にダメですねって(笑)。す
ごい言われて、私本当に最初他の人よりできなかった
から、だから必死にセミナーとかやって、化学はテキ
ストをめっちゃ復習して、で夏以降から三上先生をマ
ンツーつけてもらって、そしたら思考力が足りないっ
て。テキスト何回もやっちゃってたからかえって思考
力がゼロで。テキストやってその復習ばっかりしてい
るから、覚えっちゃって考えないで解くようになっ
ちゃってたから、思考力が皆無だったらしく、三上先
生にお前もっと考えろって言われて、なんかひたすら
考えさせられた、ほんと考えさせられた(笑)。でもすご
い波があった。めっちゃ出来ないと思ってて、節ちゃ
んの授業で当てられるんですよ、質問ありますかっ
て。私毎回質問すら思いつかなくて(笑)。
豊福　佐伯がマンツー取ってなかったらしくって、
私、最初なにも取ってなかったんですよ。変に意識し
ちゃって。で夏と2学期これはヤバいとか思って化学で
池永先生のマンツー取って、三上先生も取りたかった
んだけど、耐えられるかメンタル自信なくて(笑)。今思
えば取っといたらよかったと思います。三上先生良
かったです。
若林　良かったよね。でも質問に行くと内容によって
はめっちゃ機嫌悪っ。特に朝の三上先生は(笑)。でも
めっちゃ分かりやすいし、かみ砕いてくれるから行っ
ちゃう。で、しすぎると、なんで分かんねーのみたい
な（笑）。
豊福　有機はずっと池永先生で、後期は無機でしたけど、

なんかすっごく詳しくて、出んのかよってレベルのこ
とが実際出たりしてヤバい凄いと思って。マンツーで
は相当ヒドイこと言われましたけど、受験やめたら～
みたいな。冗談だったかもしれないけど、結構ガチで
言われました。結構本気で沈んだこともあったかも。
プリントが多くて、これをこなさないといけないっ
て。後半は小椋先生にもお世話になって。それまで問
題解くのが遅くて、時間を指定されるのが苦手で、小
椋先生は目の前で解かされるんです、時間を測るっ
て。すごく良かったですよ。
生物は深瀧先生好きでした。最初の授業から凄い当て
ていくんですよ、左からバーッと。答えられないと、
はあ？うそでしょ？って次に飛ばさる。でそん時私答
えられなくて、超基本の問題だったから、ヤバイって
思って。最初トラウマになるくらい嫌だったんです、
怖すぎて。お母さんにもなんかヤバい人いたよって
(笑)。もうムリって。でも字もきれいだし質問行っても
めちゃめちゃ丁寧だし授業も面白いしすごい好きに。
厳しいけどズバズバ言ってくれて。でもみんなで絵を
かいて解くってやつ、あれで覚えられました。むっ
ちゃ盛り上がりましたよ。本当に役に立ちました。昭
和とかでも副甲状腺の問題とか出されたし、パッと出
てくるようになって、あれ本当に役に立ちました。
若林　私は、緒方先生に夏からずっと習ってました。
直前期に過去問のシートもらって見てもらってて、一
時期私が冬期講習入ったころ無断で休んでて、そうし
たら緒方先生に呼び出されて。このままだと2浪だ
よ、って。そこでヤバいとか思ってまた頑張ってって
感じでした。
豊福　緒方先生は、うちのクラスが復習テスト全然で
きてなくて、どっかの分野過去問10年分解いてきてっ
て、マジで結構重い課題課されて、しかもマンスリー
を4月のものから12月のやつまで全部解きなおしてき
てって言われて、最初生物だけやってるわけじゃない
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し、無理とか思ってたんですけど、言われてよかっ
た。
自分からじゃ絶対やらないから、そん時はきつかった
けど、解きなおして提出してって、あれは良かったで
す。相当問題数あるんですけど、全部です。間違って
たところだけでなく、全部。毎回もやるんですけど、
最後にまた全部(笑)。しかもテストするんだよね(笑)。
解けなくてもペナルティはないけど、白い目で見られ
るから(笑)。クラス編成を残しておいて、最後に4月の
クラス編成テストを解いて、4月からの成長を感じて
ねって。

石井先生の授業はピリッとしてて。
豊福　私、最初A3で、でも全体の生徒のこと見ている
じゃないですか、雲の上の人っぽくて、最初の授業で
…今でも覚えているけど、名前も覚えられずに影の人
で終わるんだろうなって思ってたんですけど、いきな
り最初の授業から、ハイ豊福さんって言われて、当て
られて答えたんですよ。でいいですねってなって、次
の授業からは名簿も見ずに豊福さんって言われて
オーッ覚えらえたって(笑)。みんなの名前も覚えてた
し。一回英作褒められたことがあって、作品ですねっ
て。むちゃくちゃ嬉しかった。他の先生達とは違っ
て、石井先生の授業はピリッとしてて。席は前から2列
目の通路から2個目です、窓側の。
若林　本当に石井先生の授業はみんな緊張してた。い
ろんな情報もくるので凄い授業だった。英語の授業も
凄かったけど、英語じゃない所でも凄かった（笑）。
過去の生徒の話とかめちゃめちゃ面白かったし、為に
なった。だから石井先生の授業って、みんな、前の時
間から席取りするんで、前の席を取るためには休み時
間を犠牲にしなきゃいけないんですよ。勉強してた方
がいいじゃんて(笑)。だから仕方なく一番後ろ(笑)。一
番後ろに私、伊藤さん、菅波(笑)。
豊福　佐伯から、前に座ったほうがいいって言われて
て、だから1年間ずっと前から2列目。固定されると誰
も座らないんで、固定されるまでが勝負(笑)。クラス変
わるたびに(笑)。私最初A3だったんで現役生いなかっ
たんですけど、A1に上がって現役生がちょっと混じっ
て。一番最後Mのクラスで現役生結構いて、現役生も
ガンガン前取ってくるから、すごいよね。
そういうジンクスじゃないですけど、前に座るってそ
んな感じがあった。

代官山での時間は濃密だった。住んでるみたい。
若林　朝5時55分とかに来てる人がいて、9月くらいか
ら6時半くらいに来るようにして、帰り9時とかだった
けど、だから1日の大半をここで過ごすじゃん。
豊福　濃密だったね。
若林　住んでるみたいだった(笑)。私、何が悲しくて根
津から朝５時に起きて出かけて寝るの11時なんだろ
うって(笑)。

豊福　私はバスの始発が遅かったから、6時半に起きて
6時45分に家出てました。家では着替えて弁当持つだけ
で（笑）。朝ご飯は朝に過去問やった後に食べてた。
若林　私も過去問やった。梅ちゃん（梅原菜摘：東京
医科大進学）と土谷さん（土谷彩香：埼玉医科進学）
と。平パンがマンツー持ってる組で。
豊福　私は何となくクラスが一緒だった組で。最後、
友達と過去問解いてバチバチやるの楽しかった。友達
できすぎるのも良くないけど、喋る人が過ぎちゃった
のかなとは思いますけど、死んでる時、あと一番大き
かったのは、受験終わった日にここ来るじゃないです
か、あれ良くて、家で一人で沈むのが嫌で、あそこ出
来なかった～とかあそこ出来てれば受かったかも～と
か、分らなかった所を友達に教えてもらったりとか
で、メンタル保てました。受験中こそ一人だと良くな
い！
若林　日曜も来てたし、家にいてもやらないしね。
豊福　私、休まずに代官山に来ました！地方とかの受
験で来れなかった日はあるけど、受験で質を上げる
のって大変だと思うんですよ。量より質とかいうけ
ど。質を上げるのは大変だから、とにかく量をこなそ
うって。そこまで出来たとは言えないけど。日曜日に
も自習室が空いていたのは嬉しかったですね。家にい
てもやらないし、日曜休んでふっと気が抜けちゃう
と、月曜に来るのが本当にしんどくなるんですよね。
また朝から9時までって言われて（笑）。私朝弱かった
んで、あとバスの始発でき来ても7時過ぎだったんで、
でもこんな朝弱い自分が朝来てるのすげえな～って
（笑）。今も自分で起きてます。日曜日に来ることを
お勧めします、みなさん！（笑）。

監獄のような生活を送るんだと思ってて、でも
そこまで辛くなかった。
若林　第一志望は受けたほうがいいと思う（笑）。今
は日医行けて全然嬉しいけど、３月のいっぱいくらい
は受けときゃ良かったかな～って思ってた。あと、朝
は早く来ること。私は６時２９分とかに来てた。山岡
さんとどっちが早いかで競ってた。寮の人は５時５５
分とかに来てて、特に辻本さん土谷さんラインはその
時間に来るから、タイムカード見てみんなでビックリ
してた。最初私の方がクラスが上だったから、ちょっ
と待って抜かされるみたいな（笑）、それで早く来る
ようにした。
豊福　めっちゃ楽しかった。１年が濃かったから、友
達とかも繋がってるよね。私、もっとヤバいと思って
た（笑）。監獄のような生活を送るんだと思ってて。
でもそこまで辛くなかった。
若林　なんでこんなに仲良くなるんだろうって（笑）
豊福　予備校なんて友達とかできないだろうしって
思ってたから。友達は大切！あと日曜日は来るべき。
月曜しんどいよ、日曜休むと。私、もう大学に入って
いる友達に、日曜も行ってて朝も７時から夜の９時半
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達とかも繋がってるよね。私、もっとヤバいと思って
た（笑）。監獄のような生活を送るんだと思ってて。
でもそこまで辛くなかった。
若林　なんでこんなに仲良くなるんだろうって（笑）
豊福　予備校なんて友達とかできないだろうしって
思ってたから。友達は大切！あと日曜日は来るべき。
月曜しんどいよ、日曜休むと。私、もう大学に入って
いる友達に、日曜も行ってて朝も７時から夜の９時半
までいるよって言ったら、よく生きていけるねって言
われたんですけど、逆に休むと辛いから来た方が楽っ
て言ったら、立派な社畜だねって（笑）。社畜根性凄
いって（笑）。でも本当に日曜休むと辛い。

辛くなると勉強出来なくなるから楽しんで。
豊福　後悔しないように。一年を楽しく。
若林　辛くなると勉強できなくなっちゃうから、楽し
くやったほうがいい。
豊福　後は先生に質問しに行くこと。質問できるのが
代官山のいい点だしね。
若林　高校の時はしたことなかったけど、代官山では
バンバンしてました。出来る雰囲気です。活かすべき
だと思います。

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

昭和大医学部
日本大医学部
北里大医学部
杏林大医学部
聖マリアンナ医科大
国際医療福祉大医学部

先生が一人一人きちんと
見てくれているから，ダメなところを

指摘してくれて頑張れた。

先生が一人一人きちんと
見てくれているから、ダメなところを

指摘してくれて頑張れた。
昭和大医学部進学　河野 有哉 くん(城北高校卒)

I期2次合格
2次合格

2次正規合格
前期2次合格
２次正規合格

2次合格
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までいるよって言ったら、よく生きていけるねって言
われたんですけど、逆に休むと辛いから来た方が楽っ
て言ったら、立派な社畜だねって（笑）。社畜根性凄
いって（笑）。でも本当に日曜休むと辛い。

辛くなると勉強出来なくなるから楽しんで。
豊福　後悔しないように。一年を楽しく。
若林　辛くなると勉強できなくなっちゃうから、楽し
くやったほうがいい。
豊福　後は先生に質問しに行くこと。質問できるのが
代官山のいい点だしね。
若林　高校の時はしたことなかったけど、代官山では
バンバンしてました。出来る雰囲気です。活かすべき
だと思います。

卒 業 生 が 語 る
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日本大医学部
北里大医学部
杏林大医学部
聖マリアンナ医科大
国際医療福祉大医学部

先生が一人一人きちんと
見てくれているから，ダメなところを

指摘してくれて頑張れた。

先生が一人一人きちんと
見てくれているから、ダメなところを

指摘してくれて頑張れた。
昭和大医学部進学　河野 有哉 くん(城北高校卒)

I期2次合格
2次合格

2次正規合格
前期2次合格
２次正規合格

2次合格
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一番医学部に受かってる予備校を調べたら代官
山、即決めました。
昭和２次繰り上がったのが9。進学したのは4/9人です。最
終的に合格来たのが昭和、国際、杏林、聖マリ、日大。あとも
う一個あったっす。あー北里！ 
予備校探してる時、ホームページで医学部に一番に受かっ
てるのは代官山だった。今年も去年超えたっすよね。いや、
すごいっすよね。みんな受かってて。すげーなー。80くら
いっすよね。すごいっす。僕もそのうちの一人。延べじゃな
いのがすごい。僕が6個受かったら6人分とかじゃないか
ら。でも、そんなことしたら、もっといっちゃうんじゃないで
すか。一次は400普通に越えますよね。
最初はＭ４。いや、でもよかったですよ。Ｍ４で。Standard
から始めたかったんですよ。なんかHighから始めたくなく
て。本当に丁度良かったです。Standardは代官山の中で
も、一番いいテキストかもしれないです。そう思います。な
んか、簡単すぎず、難しすぎずで。で、範囲全部網羅されて
て。そう、で、なんか嫌なところついてくる（笑）。めっちゃい
いテキストでした。最後までそれだけやってました、俺、
Standard。代官山入ると目標高くって言われるじゃないで
すか。高く持つことはいいと思うんですけど、ちゃんと、なん
だろう、やっぱStandardって大事なんで、なんでも基本か
ら標準が一番大事なんで、そこを疎かにしないようにして
ほしいです。そしたらもうどっか受かるんじゃないすか絶
対。難しいことばっかやっても受かるかもしんないすけど、
多分基本から標準やった人の方がちゃんと受かる、受かり
やすいと思う、実感としてですね。英語はよくわかんないで
すね。いや、復習やってましたよちゃんと。石井先生のは
ちゃんとやってました。言われた通り。だからマンスリーは
結果出てるんですよ。

代官山のテキストをちゃんとやれば、過去問をやら
なくてもいいくらいです。
赤本は12月後半ぐらい。あんまり自分では解いてないで
す。テキストでやってるし、あの…、ホント上の大学しか解
いてないですよ。昭和と、慈恵、日医ぐらいしか解いてない
です。他はぶっつけ本番で行きました。前日に時間と、どん
な感じか見て、それで行きました。え、なんか逆に、なんだ
ろう、傾向が変わってた時とかはそっちの方が良かったぽ
いっす。今年どっか変えられてましたよね。杏林じゃないで
すか？周りは慌ててて、え？みたいな。俺わかんないから、
そうなんだ、みたいな。でもあれですよ、代官山のテキスト
をちゃんとやっていれば、過去問をやらなくてもいいくらい
です。いっぱい入っています。いやホント、テキストばっか
やってました。テキストか、薄先生の配られた本(『医学部の
数Ⅲ［極限・微分・積分］編』)あるじゃないですか。テキスト
でできないやつをその本でも、もう一回やってました。薄
先生の本役に立ちました、すごいわかりやすいです。

勉強量の多い周りに感化され頑張れた。おかげで
昭和トータル８割。
勉強の量は周りの人達のほうがすごかったですね。うー

ん、俺、余裕がある感じで。だから、もうちょいやっぱ。まあ、
菅波（菅波賢真：日本医科大進学）もそうだけど。若林さん

（若林桃子：日本医科大進学）すごかったですね。まあ、原
木（原木健伍：日本医科大進学）とか若林さんとか山岡さん

（山岡愛英：昭和大医学部進学）。あの辺やってましたね。
めちゃめちゃやってましたね。いや、すげーなーと思ってみ
てました。うーん、ちょっと眠くなっちゃうんですよ、俺は。そ
ういう時は、え、ちょっと廊下出て、立ってやってました。ずっ
と座ってやってると、ちょっと、眠くなって来て。てか下向い
てると段々落ちてきて、あ、これヤバいって思って。数学とか
全然寝ないんですけど英語になるともう、ヤバい。でもやら
ないとマズイ、予習を頑張ったおかげで昭和は英語取れて
トータル8割くらいっすかね。山岡さんが6割8分とか言って
ました。俺、昭和結構点数高かった気がするんですけど。
あー、なんだかんだ、ずっと一番最初に来ると思ってたん
ですけど、面接かな。でもちゃんと、喋りましたよ。点数は結
構取れたんじゃないかと思います。北里とか問題返ってこ
ないところは、俺なんかあんまできた気しなかったんです
けど。普通にまあ正規だ、とびっくりしました。
1浪目は一次は昭和後期が出て、あと藤田の後期と。どっち
も後期しか通らなくて。一浪目から来てたらもっと早くに受
かってましたねえ（笑）。井上君（井上瑞木：日大医科特待進
学）って日医特待なんですよね！？すごい！すごいっす！後期
の特待？すげー！あと原木も回って来ましたね。父も心配し
てくれましたね。俺より先に昭和の合格発表見ましたよ。父
はなんかめっちゃ心配してましたね。でもまあ受かるとは
思ってたけど、ただやってみないとわかんないですよね。
なんか俺、家でぐーたらなんで、多分親に頑張ってる姿を
見せてないんですよね。だから心配したと思うんですよ

（笑）ずっと家ではグータラしてたんで。でも家でやんなく
ていい、ここでしっかりやれば。そう決めてたんで、俺。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

先生達が自分を気にかけてくれているのがわかる
し、ズバッと指摘してくれる。
青葉先生は、ちょくちょく話しかけてくれて。それで、マンス
リーの点数聞かれたり。毎回マンスリーの点数聞かれて。
何点だった？みたいに。
石井先生の英語は頑張りました。ちょっと…当てないでほ
しいっていうのはあったんですけど。まあ、当たる。こうやっ
て、ずっと下向いてたら当ててくる。あ～って。でも、すごい
タメになりましたね。やっぱ当てられたとこって、覚えます
ね。石井先生は強烈です（笑）。当てられないように菅波と
一緒にめっちゃ端っこの席でこうやってずーっと。楽しかっ
たですね、石井先生の授業は。いろんな人当たって、なん
か結構面白い解答とか出てくる。やばい、めちゃめちゃ面白
かった。
化学の先生では、三上先生はなんかズバッと言ってくれる
ところがいいですね。なんか、なんだろう、分かんなかった
ら結構怒るんですよ。は？みたいな。そこが俺好きです。
ちょっと半ギレで、本当半ギレで、は？とか言ってくるんです
けど。そんぐらい言ってもらった方が分かる授業も結構当
てられるんですよ。その時に間違えると、間違えたりなんか
変な答えすると、は？？みたいな。あ、やばいってなって。そ
れでやるようになる（笑）。節田先生はもちろんみんなも分
かりやすいと言うと思うんですけど、いや、マジでわかりや
すいです。俺やりましたよ。本（『医学部の化学有機化学演
習編』）。ためになりました。出ましたよ。そのまま出ました。
聖マリとかそのまま。聖マリはもうこれは１００％受かっ
たわ、って確信しました。そのぐらい手ごたえ持てました。
物理は、小澤先生もなんか、よく当ててきましたね。そうっ
すね、俺先生決めてないんすよ。質問に行く先生とか決め
ないようにしてて、なんか、誰でも教えてくれるし。質問は
誰でもよかったです。でも授業は当ててくれてよかったで
すね。小澤先生は優しくて。はー？とか言わないし。（笑）寺
澤先生は、口調がつよいだけで、優しいっす。実はめちゃめ
ちゃ優しいですよ。
数学は山室先生の計トレもタメになりました。マーク対策
でやったあれ、杏林で使いましたよ。使えました。あれで、
大問４つのうち大問２個を１５分で解きました。周りがみ
んな時間ないって言ったんですけど。あれ？そうかな？っ
て。あ、これ受かったわって思いました。本番ちょっと時間
余ったんで、確認もできたし杏林。余りました。10分くらい
余ったんですよ、60分の試験ですけどね。多分８、9割くら
いはとれてますね。これ来たと思って。

代官山はいつでも先生がいるからしょっちゅう質問
していました。
１浪目は家から近いところがよかったんで、そこで。ちょっ
と朝弱いんで。だから近いとこで。でも周りは下も受かんな
かったですよ、だって、びっくりしましたね。周りが…代官山
と決定的に違う…雰囲気というか、代官山は俺のクラスの
人達みんな意識高かったんで、周りのおかげで俺もやれた
かな。自分一人だったらちょっときつかった。あと先生達、
先生のレベルが桁違い。今までと全然違いましたよ。代官

山いつでも先生いるからしょっちゅう質問してました。俺マ
ンスリーを頑張ってました。（笑）。数学コケますね。計算ミ
ス、とにかく多くて。やっべーと思って。もったいない、め
ちゃめちゃ痛かった。だから、12月ぐらいに計算ミスノート
みたいなの作ったんですよ。なんか作った後あんまりミ
スってないかもしんない。問題返ってくるときあるじゃない
ですか。それで見たけど、あんまミスってなかった気がする
んですよ。

セミナーとテキスト、マンスリーで試験慣れすれば、
普通の人より解ける。
今年気を付けたことは、あんまりしゃべりすぎないことです
かね。周りと。それはやんないようにしてました。チャイム
鳴ったらすぐ自習席帰るって。２号館はみんなも真面目な
んで、みんなそうでした。あとなんだろうな、勉強面で、石井
先生が4科目一日に全部やれって言うから、それは言われ
た通り。ずっと続けてました。鈍らないように。や、だけど、
英語は少なめ…、ちゃんと触れてはいました。英語普通に
取れるようにはなれた。あと理科めっちゃ伸びましたね。
セミナーは、え、何周だろ、化学は、4周ぐらいじゃないす
か。まあでも、そんな全部書かないですけど。まあ4周ぐら
いじゃないですかね。物理3周です。セミナーをずっとやっ
てて、ぶっちゃけ良問の森もセミナーの延長線みたいな感
じで、で、基本できてればできるかなと思ったんで、セミ
ナーを回してました。あー、なんか難しいのがあんまない
から、みんな多分良問行くと思うんですけど、別に物理に
難しいのやんなくていいと思う。そうそう、簡単なの、原理
わかってたら多分全部できちゃうんで。大丈夫っす。下手に
難しいのやるよりは、セミナー3周とテキストで十分かな
と。あとはもうマンスリーで試験慣れして、ちゃんと文章読
んで普通に解けば普通の人よりは解けるんじゃないです
か？全部基本やってました俺。最後まで基本重視。

自分に厳しく！
え～、後輩に言いたいのは、自分に厳しく！朝ちゃんと起き
て、自分に厳しく頑張ってください。俺にとって代官山って
感謝しかないです。ホントに。どうもありがとうございまし
た。
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

一番医学部に受かってる予備校を調べたら代官
山、即決めました。
昭和２次繰り上がったのが9。進学したのは4/9人です。最
終的に合格来たのが昭和、国際、杏林、聖マリ、日大。あとも
う一個あったっす。あー北里！ 
予備校探してる時、ホームページで医学部に一番に受かっ
てるのは代官山だった。今年も去年超えたっすよね。いや、
すごいっすよね。みんな受かってて。すげーなー。80くら
いっすよね。すごいっす。僕もそのうちの一人。延べじゃな
いのがすごい。僕が6個受かったら6人分とかじゃないか
ら。でも、そんなことしたら、もっといっちゃうんじゃないで
すか。一次は400普通に越えますよね。
最初はＭ４。いや、でもよかったですよ。Ｍ４で。Standard
から始めたかったんですよ。なんかHighから始めたくなく
て。本当に丁度良かったです。Standardは代官山の中で
も、一番いいテキストかもしれないです。そう思います。な
んか、簡単すぎず、難しすぎずで。で、範囲全部網羅されて
て。そう、で、なんか嫌なところついてくる（笑）。めっちゃい
いテキストでした。最後までそれだけやってました、俺、
Standard。代官山入ると目標高くって言われるじゃないで
すか。高く持つことはいいと思うんですけど、ちゃんと、なん
だろう、やっぱStandardって大事なんで、なんでも基本か
ら標準が一番大事なんで、そこを疎かにしないようにして
ほしいです。そしたらもうどっか受かるんじゃないすか絶
対。難しいことばっかやっても受かるかもしんないすけど、
多分基本から標準やった人の方がちゃんと受かる、受かり
やすいと思う、実感としてですね。英語はよくわかんないで
すね。いや、復習やってましたよちゃんと。石井先生のは
ちゃんとやってました。言われた通り。だからマンスリーは
結果出てるんですよ。

代官山のテキストをちゃんとやれば、過去問をやら
なくてもいいくらいです。
赤本は12月後半ぐらい。あんまり自分では解いてないで
す。テキストでやってるし、あの…、ホント上の大学しか解
いてないですよ。昭和と、慈恵、日医ぐらいしか解いてない
です。他はぶっつけ本番で行きました。前日に時間と、どん
な感じか見て、それで行きました。え、なんか逆に、なんだ
ろう、傾向が変わってた時とかはそっちの方が良かったぽ
いっす。今年どっか変えられてましたよね。杏林じゃないで
すか？周りは慌ててて、え？みたいな。俺わかんないから、
そうなんだ、みたいな。でもあれですよ、代官山のテキスト
をちゃんとやっていれば、過去問をやらなくてもいいくらい
です。いっぱい入っています。いやホント、テキストばっか
やってました。テキストか、薄先生の配られた本(『医学部の
数Ⅲ［極限・微分・積分］編』)あるじゃないですか。テキスト
でできないやつをその本でも、もう一回やってました。薄
先生の本役に立ちました、すごいわかりやすいです。

勉強量の多い周りに感化され頑張れた。おかげで
昭和トータル８割。
勉強の量は周りの人達のほうがすごかったですね。うー

ん、俺、余裕がある感じで。だから、もうちょいやっぱ。まあ、
菅波（菅波賢真：日本医科大進学）もそうだけど。若林さん

（若林桃子：日本医科大進学）すごかったですね。まあ、原
木（原木健伍：日本医科大進学）とか若林さんとか山岡さん

（山岡愛英：昭和大医学部進学）。あの辺やってましたね。
めちゃめちゃやってましたね。いや、すげーなーと思ってみ
てました。うーん、ちょっと眠くなっちゃうんですよ、俺は。そ
ういう時は、え、ちょっと廊下出て、立ってやってました。ずっ
と座ってやってると、ちょっと、眠くなって来て。てか下向い
てると段々落ちてきて、あ、これヤバいって思って。数学とか
全然寝ないんですけど英語になるともう、ヤバい。でもやら
ないとマズイ、予習を頑張ったおかげで昭和は英語取れて
トータル8割くらいっすかね。山岡さんが6割8分とか言って
ました。俺、昭和結構点数高かった気がするんですけど。
あー、なんだかんだ、ずっと一番最初に来ると思ってたん
ですけど、面接かな。でもちゃんと、喋りましたよ。点数は結
構取れたんじゃないかと思います。北里とか問題返ってこ
ないところは、俺なんかあんまできた気しなかったんです
けど。普通にまあ正規だ、とびっくりしました。
1浪目は一次は昭和後期が出て、あと藤田の後期と。どっち
も後期しか通らなくて。一浪目から来てたらもっと早くに受
かってましたねえ（笑）。井上君（井上瑞木：日大医科特待進
学）って日医特待なんですよね！？すごい！すごいっす！後期
の特待？すげー！あと原木も回って来ましたね。父も心配し
てくれましたね。俺より先に昭和の合格発表見ましたよ。父
はなんかめっちゃ心配してましたね。でもまあ受かるとは
思ってたけど、ただやってみないとわかんないですよね。
なんか俺、家でぐーたらなんで、多分親に頑張ってる姿を
見せてないんですよね。だから心配したと思うんですよ

（笑）ずっと家ではグータラしてたんで。でも家でやんなく
ていい、ここでしっかりやれば。そう決めてたんで、俺。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

先生達が自分を気にかけてくれているのがわかる
し、ズバッと指摘してくれる。
青葉先生は、ちょくちょく話しかけてくれて。それで、マンス
リーの点数聞かれたり。毎回マンスリーの点数聞かれて。
何点だった？みたいに。
石井先生の英語は頑張りました。ちょっと…当てないでほ
しいっていうのはあったんですけど。まあ、当たる。こうやっ
て、ずっと下向いてたら当ててくる。あ～って。でも、すごい
タメになりましたね。やっぱ当てられたとこって、覚えます
ね。石井先生は強烈です（笑）。当てられないように菅波と
一緒にめっちゃ端っこの席でこうやってずーっと。楽しかっ
たですね、石井先生の授業は。いろんな人当たって、なん
か結構面白い解答とか出てくる。やばい、めちゃめちゃ面白
かった。
化学の先生では、三上先生はなんかズバッと言ってくれる
ところがいいですね。なんか、なんだろう、分かんなかった
ら結構怒るんですよ。は？みたいな。そこが俺好きです。
ちょっと半ギレで、本当半ギレで、は？とか言ってくるんです
けど。そんぐらい言ってもらった方が分かる授業も結構当
てられるんですよ。その時に間違えると、間違えたりなんか
変な答えすると、は？？みたいな。あ、やばいってなって。そ
れでやるようになる（笑）。節田先生はもちろんみんなも分
かりやすいと言うと思うんですけど、いや、マジでわかりや
すいです。俺やりましたよ。本（『医学部の化学有機化学演
習編』）。ためになりました。出ましたよ。そのまま出ました。
聖マリとかそのまま。聖マリはもうこれは１００％受かっ
たわ、って確信しました。そのぐらい手ごたえ持てました。
物理は、小澤先生もなんか、よく当ててきましたね。そうっ
すね、俺先生決めてないんすよ。質問に行く先生とか決め
ないようにしてて、なんか、誰でも教えてくれるし。質問は
誰でもよかったです。でも授業は当ててくれてよかったで
すね。小澤先生は優しくて。はー？とか言わないし。（笑）寺
澤先生は、口調がつよいだけで、優しいっす。実はめちゃめ
ちゃ優しいですよ。
数学は山室先生の計トレもタメになりました。マーク対策
でやったあれ、杏林で使いましたよ。使えました。あれで、
大問４つのうち大問２個を１５分で解きました。周りがみ
んな時間ないって言ったんですけど。あれ？そうかな？っ
て。あ、これ受かったわって思いました。本番ちょっと時間
余ったんで、確認もできたし杏林。余りました。10分くらい
余ったんですよ、60分の試験ですけどね。多分８、9割くら
いはとれてますね。これ来たと思って。

代官山はいつでも先生がいるからしょっちゅう質問
していました。
１浪目は家から近いところがよかったんで、そこで。ちょっ
と朝弱いんで。だから近いとこで。でも周りは下も受かんな
かったですよ、だって、びっくりしましたね。周りが…代官山
と決定的に違う…雰囲気というか、代官山は俺のクラスの
人達みんな意識高かったんで、周りのおかげで俺もやれた
かな。自分一人だったらちょっときつかった。あと先生達、
先生のレベルが桁違い。今までと全然違いましたよ。代官

山いつでも先生いるからしょっちゅう質問してました。俺マ
ンスリーを頑張ってました。（笑）。数学コケますね。計算ミ
ス、とにかく多くて。やっべーと思って。もったいない、め
ちゃめちゃ痛かった。だから、12月ぐらいに計算ミスノート
みたいなの作ったんですよ。なんか作った後あんまりミ
スってないかもしんない。問題返ってくるときあるじゃない
ですか。それで見たけど、あんまミスってなかった気がする
んですよ。

セミナーとテキスト、マンスリーで試験慣れすれば、
普通の人より解ける。
今年気を付けたことは、あんまりしゃべりすぎないことです
かね。周りと。それはやんないようにしてました。チャイム
鳴ったらすぐ自習席帰るって。２号館はみんなも真面目な
んで、みんなそうでした。あとなんだろうな、勉強面で、石井
先生が4科目一日に全部やれって言うから、それは言われ
た通り。ずっと続けてました。鈍らないように。や、だけど、
英語は少なめ…、ちゃんと触れてはいました。英語普通に
取れるようにはなれた。あと理科めっちゃ伸びましたね。
セミナーは、え、何周だろ、化学は、4周ぐらいじゃないす
か。まあでも、そんな全部書かないですけど。まあ4周ぐら
いじゃないですかね。物理3周です。セミナーをずっとやっ
てて、ぶっちゃけ良問の森もセミナーの延長線みたいな感
じで、で、基本できてればできるかなと思ったんで、セミ
ナーを回してました。あー、なんか難しいのがあんまない
から、みんな多分良問行くと思うんですけど、別に物理に
難しいのやんなくていいと思う。そうそう、簡単なの、原理
わかってたら多分全部できちゃうんで。大丈夫っす。下手に
難しいのやるよりは、セミナー3周とテキストで十分かな
と。あとはもうマンスリーで試験慣れして、ちゃんと文章読
んで普通に解けば普通の人よりは解けるんじゃないです
か？全部基本やってました俺。最後まで基本重視。

自分に厳しく！
え～、後輩に言いたいのは、自分に厳しく！朝ちゃんと起き
て、自分に厳しく頑張ってください。俺にとって代官山って
感謝しかないです。ホントに。どうもありがとうございまし
た。

49.1 70.7＋137点

8ヶ月後8ヶ月後

合格の軌跡

化学偏差値総合得点 

氏名：河野 有哉
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

東邦大医学部
杏林大医学部
聖マリアンナ医科大
埼玉医科大

５月には積分も出来ず、
土俵にすら立てなかった。

全授業を一番前で受け、最後は
東邦大正規合格まで辿り着いた！ 

東邦大医学部進学　内山 幸洋 くん(獨協高校卒)

2次正規合格
前期2次合格

2次合格
前期2次合格

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

東邦大医学部
聖マリアンナ医科大
岩手医科大医学部
東北医科薬科大医学部
福岡大医学部

一年前に歯学部に落ち、
今年は東邦の医学部に合格！

授業の受けっぱなしは一番のムダ。
忙しい代官山で時間の使い方も学べた。

東邦大医学部進学　白須 大士 くん(横浜翠陵高校卒)

2次合格
2次正規合格

2次合格
2次合格
2次合格

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

東邦大医学部
杏林大医学部
聖マリアンナ医科大
埼玉医科大

５月には積分も出来ず、
土俵にすら立てなかった。

全授業を一番前で受け、最後は
東邦大正規合格まで辿り着いた！ 

東邦大医学部進学　内山 幸洋 くん(獨協高校卒)

2次正規合格
前期2次合格

2次合格
前期2次合格

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

東邦大医学部
聖マリアンナ医科大
岩手医科大医学部
東北医科薬科大
福岡大医学部

一年前に歯学部に落ち、
今年は東邦の医学部に合格！

授業の受けっぱなしは一番のムダ。
忙しい代官山で時間の使い方も学べた。

東邦大医学部進学　白須 大士 くん(横浜翠陵高校卒)

2次合格
2次正規合格

2次合格
2次合格
2次合格
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

一年前に歯学部に落ち、今年は東邦の医学部に
合格！
白：白須大士です。一次は東邦と聖マ、福岡、獨協医
科、岩手医科、東北医科薬科、二次は獨協以外は全部
きました。聖マは正規です。６校一次通って、５校二
次通りました。実はその前の年、歯学部行く予定だっ
たんです。でも、去年歯学部に落ちたから今年東邦大
に合格出来て、今となっては笑い話です（笑）。
内：内山幸洋です。一次受かったのは愛知医科、岩手
医科、埼玉医科前期、聖マ、杏林前期、あとどこだっ
け、あ、東邦だ（笑）。二次受かったのは埼玉医科前
期、杏林前期、聖マと東邦、４校です。岩手は二次受
けてなかったんで、愛知だけです、落ちたのは。

代官山から８人も慈恵に受かったチラシを見
て、迷わず決めました。
内：同じ高校の長岡さん（長岡慈明：東京慈恵会医科
大進学）が慈恵に受かった時のチラシ、代官山から慈
恵８人進学した時のを見たのが初めてです。で僕の１
年先に同じ高校で同級生だった石川（石川直毅：日本
大医学部進学）が代官山で本格的にやって現役で受
かって、それで迷わず決めました。僕は現役の時は小
さい塾で英語と数学だけやってて、理科は夏までやっ
てなくて（笑）、他の個別塾で理科だけ取って。そん
な感じでバラバラにやってました。現役から代官山に
来てれば、現役で受かったかもしれないっすよね。
白：僕は医専予備校探してて、1回面談してすぐに決め
ました。実はその前の年は他の医専に行ってたんです
けど、ほんとだめだめの塾で(笑)。だから１年目から代
官山に来れば良かった。

５月には積分すら出来なかったので、悔しくて
どの授業でも一番前で受けるようにした。
白：４月はM１です。最初はめちゃくちゃ良くて、290
点くらい取れました。2学期になってからM2です。
内：僕は最初はA４でした。最後までMクラスに上がれ
なくって。4月の最初のテストはボロボロでしたね。現
役時は化学は無機を全然やってなくて、有機と理論で
ちょっと取るくらいで。英語も酷くて、いいとこな
いって感じで。数学も酷くて、数Ⅲ捨ててたし。入学
した時は数学が本当にヤバかったです。去年の５月
頃、オレ積分すら出来なかったんですよ（笑）。夜間
学習で部分積分とかめっちゃやって出来なくて、すご
い悔しくって、毎回落ち込んでました。だからどの授
業でも一番前で受けるようにしたんです。

ウィークリーテストは復習を普通にしていれば
取れる。
白：自分は成績の上下は全然気にしなかったですね。
下がって上がっての繰り返しだったんで。英語がHigh
レベルだったんで、それを維持しようと毎回８割以上
取ろうってやってました。

内：オレは最初が酷かったから、ずっと上がっていき
ました。調子がいいとランキング上位にも載ったりし
てましたね。ウィークリーに関しては、テストのため
に特別に勉強するのではなく、いつも通り復習してた
ら普通に取れました。

ライバルに負けて悔しくて燃えたけど、どうし
ても勝てなかった。
白：大場（大場崇弘：岩手医科大医学部進学）とか山
口（山口大輔：北里大医学部進学）とかには本当に負
けたくないって思ってました。あとマンスリーテスト
の生物で初回１位取ったんだけど、途中から百瀬さん
（百瀬あゆこ：埼玉医科大進学）がめちゃめちゃ伸び
てきて焦りました。陳さん（陳優樺：東京女子医科大
進学）も凄かったですよね。
内：オレは最初のA４クラスの人達を意識してました
ね。堀之内（堀之内達大：北里大医学部進学）とか富
田（富田龍一郎：帝京大医学部進学）とか。富田には
毎回マンスリーで負けてたんです。それが悔しくって
悔しくて燃えるんですけど、でもどうしても勝てな
かった。彼も頑張ってましたからね。とにかくがむ
しゃらでしたね。夏くらいからマンスリーで230点くら
い取れるようになって、それまでは点数が取れなかっ
たからずっと不安だったけど、一回取れるようになる
と調子にのってしまって（笑）。生物と数学がこの１
年間でかなり出来るようになりました。

今年代官山から東邦に９人入学。部活の先輩に
も代官山生がたくさんいます。
白：今年の東邦は現役生が多くて、20人くらいいるか
も。代官山生は今年９人入学したんで多いっす(笑)。植
松さん（植松智子：東邦大医学部進学）は、今バドミ
ントン部でも一緒です。部活の先輩にも代官山生居ま
すよ。東邦、今年留年する人が多くて８人留年したら
しいんですけど、代官山から９人進学したからこっち
の方が多いっていう(笑)。

薄先生の予想問題が東邦で的中！数学が苦手な
僕でも８割取って正規に！

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

白：数学は平パンのマンツー取ってました。オレめ
ちゃめちゃ数学苦手だったんだけど、平パンは絶対に
押さえないといけないところを一回一回言ってくれ
て、本当に助かりました。
内：自分も数学できないんですけど、自分の中では勝
手にできると思ってました（笑）。東邦では薄先生の
予想問題が当たって、大問２個まるまる取れました。
薄先生のおかげで、数学苦手な僕でも東邦正規取れま
した！多分本番でも８割取れました。あと五十嵐先生
は冬に取ったんですけど、レギュラーずっと受けて
知ってる先生はやっぱり直前期は落ち着きます。
白：僕は聖マ、数学がすごい出来たので正規出たのか
も。終わった後にこれはいけたなって一番手応えあり
ました。山岡さん（山岡愛英：昭和大医学部進学）も
正規出てたね。
内：山岡さんは聖マは特待で受かってたね。代官山の
人、ヤバイよね（笑）。
白：あと山室先生は計トレで積分の速い解き方を教え
てもらって、それがめちゃめちゃ役に立ちました。実
際に入試の計算でも使いましたよ。井上君（井上瑞木
　日本医科大特待進学）が、その解き方で全部出来
たって言ってたし。阿部さん（阿部有理加：国際医療
福祉大医学部進学）も国際医療福祉大をその解き方で
受かったって。あと大竹君（大竹祐樹：獨協医科大進
学）は、金沢医科と獨協医科でも使えたって。

東邦で化学の間違いは１つか２つ。マンスリー
テストのレベルの高さのおかげです。
白：化学は三上先生です。あと高橋龍先生も。三上先
生は無機と有機の暗記系で印象に残ってて、三上先生
が作ったプリントにひたすら書いてそれを覚えていっ
て。龍先生はマンツーでお世話になってて、最後の確
認期には、過去問解いて龍先生に見てもらってのを繰
り返して。おかげで東邦ガッツリ取れました。本当に
ミスは１つか２つくらいしかないと思います。それく
らい簡単に感じました。代官山のマンスリーテストの
レベルの高さのおかげです。
内：マンスリーが難しかったので、本番が簡単に感じ
ました。化学は三上先生、龍先生、原先生、横井先生
です。原先生は分かりやすいし、授業受けてて楽しい
んです。例え話がすごい分かりやすくって。化学平衡
の説明の時、例え話として、最初に勇気を持って水に
入ったファーストペンギンを出してくれたのがツボに
入って（笑）、この人めっちゃ面白いこと考えてん
じゃんって（笑）。龍先生は1学期から基礎を教わって
ました、理論中心に。龍先生は知識が凄くって、この
問題解きたいんですけどどこにありますかって聞いた
ら日大の３番にあるよとかすぐに答えてくれて。だか
ら安心して質問に行けました。あと横井先生も例え話
が分かりやすかったですね。１年間無機のレギュラー
授業を受けて暗記をマスターできました。
白：横井先生の暗記プリントに書いてあった事が昭和

大の入試に出てきて、そこはもちろん全問正解でし
た。
内：一学年上の穴吹さん（穴吹智弘：東京医科大進
学）が合格体験記に横井先生の事を書いてあるのを読
んでて、受けてみたら本当に良かったです。

石原先生から毎回プリントをもらって、解いて
持っていった。まるで文通のように（笑）。
内：生物は全員良かったよね、選べないくらい。
白：ホント全員。石原先生は一番お世話になって、自
分の弱い範囲を石原先生に伝えるとプリントをくれ
て、それを解いたらまた持っていってを１年中繰り返
していました。まるで文通みたいに（笑）。緒方先生
は生物の質問も行くんですけど、メンターっていうか
勉強面での指針を測ってもらって、次はいつまでにこ
れとこれをやってって指標を示してくれてました。深
瀧先生と山崎先生には考察問題で分からないのがある
と聞きにいってました。二人とも説明が分かりやす
くって。深瀧先生は知識すごいっすね。山崎先生は類
似っていうか、こういう考え方があるからそれを使っ
てって感じで。応用力を身につけさせてくれました。

緒方先生のテストゼミで生物が40分で解ける
ように。化学に1時間かけられました。
内：僕も緒方先生、深瀧先生、山崎先生、石原先生。
先生達は自作のプリントを毎回くれました。そのプリ
ントの問題は考察系なんですけど、範囲を横断して出
題されていたんで、全範囲の復習にすごい良かったで
す。完璧に覚える事ができました。あと自分は考察問
題が苦手だったんですけど、夏に緒方先生が日医の過
去問から考察系を選んでたくさんプリントで出してく
れて、それで解けるようになりました。緒方先生の授
業では清水（清水諒：埼玉医科大進学）が一緒だった
んですけど、いつも１位を競ってバチバチとお互いラ
イバル視してました（笑）。緒方先生の授業ですけ
ど、過去問を40分で解くテスト形式なのが良かったで
す。40分で解けるようになると、化学に1時間くらいか
けられるんですよ。そうすると解答作れるんで。聖マ
リもそれで受かりました。

石井先生は人それぞれ個別にアドバイスをくれ
る。それを素直に聞くのが一番。
内：僕は毎朝7:38にいつも必ず来ていました。朝は早
く来たほうがいいです。特に今、学力がないって人は
絶対に朝来てください。僕はいつも予習をしてまし
た。
白：先生たちの言うことを素直に聞くのが一番いいで
す。特に石井先生が授業中に言ったこと、授業の内容
だけじゃなくって日々の生活のこととかも話してくだ
さっているので。あと今年一年勉強だけじゃダメだか
ら週1回はジムに行って来いって言われたので、勉強に
疲れた時にちょっとジム行ってまた戻ってくるっての

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

一年前に歯学部に落ち、今年は東邦の医学部に
合格！
白：白須大士です。一次は東邦と聖マ、福岡、獨協医
科、岩手医科、東北医科薬科、二次は獨協以外は全部
きました。聖マは正規です。６校一次通って、５校二
次通りました。実はその前の年、歯学部行く予定だっ
たんです。でも、去年歯学部に落ちたから今年東邦大
に合格出来て、今となっては笑い話です（笑）。
内：内山幸洋です。一次受かったのは愛知医科、岩手
医科、埼玉医科前期、聖マ、杏林前期、あとどこだっ
け、あ、東邦だ（笑）。二次受かったのは埼玉医科前
期、杏林前期、聖マと東邦、４校です。岩手は二次受
けてなかったんで、愛知だけです、落ちたのは。

代官山から８人も慈恵に受かったチラシを見
て、迷わず決めました。
内：同じ高校の長岡さん（長岡慈明：東京慈恵会医科
大進学）が慈恵に受かった時のチラシ、代官山から慈
恵８人進学した時のを見たのが初めてです。で僕の１
年先に同じ高校で同級生だった石川（石川直毅：日本
大医学部進学）が代官山で本格的にやって現役で受
かって、それで迷わず決めました。僕は現役の時は小
さい塾で英語と数学だけやってて、理科は夏までやっ
てなくて（笑）、他の個別塾で理科だけ取って。そん
な感じでバラバラにやってました。現役から代官山に
来てれば、現役で受かったかもしれないっすよね。
白：僕は医専予備校探してて、1回面談してすぐに決め
ました。実はその前の年は他の医専に行ってたんです
けど、ほんとだめだめの塾で(笑)。だから１年目から代
官山に来れば良かった。

５月には積分すら出来なかったので、悔しくて
どの授業でも一番前で受けるようにした。
白：４月はM１です。最初はめちゃくちゃ良くて、290
点くらい取れました。2学期になってからM2です。
内：僕は最初はA４でした。最後までMクラスに上がれ
なくって。4月の最初のテストはボロボロでしたね。現
役時は化学は無機を全然やってなくて、有機と理論で
ちょっと取るくらいで。英語も酷くて、いいとこな
いって感じで。数学も酷くて、数Ⅲ捨ててたし。入学
した時は数学が本当にヤバかったです。去年の５月
頃、オレ積分すら出来なかったんですよ（笑）。夜間
学習で部分積分とかめっちゃやって出来なくて、すご
い悔しくって、毎回落ち込んでました。だからどの授
業でも一番前で受けるようにしたんです。

ウィークリーテストは復習を普通にしていれば
取れる。
白：自分は成績の上下は全然気にしなかったですね。
下がって上がっての繰り返しだったんで。英語がHigh
レベルだったんで、それを維持しようと毎回８割以上
取ろうってやってました。

内：オレは最初が酷かったから、ずっと上がっていき
ました。調子がいいとランキング上位にも載ったりし
てましたね。ウィークリーに関しては、テストのため
に特別に勉強するのではなく、いつも通り復習してた
ら普通に取れました。

ライバルに負けて悔しくて燃えたけど、どうし
ても勝てなかった。
白：大場（大場崇弘：岩手医科大医学部進学）とか山
口（山口大輔：北里大医学部進学）とかには本当に負
けたくないって思ってました。あとマンスリーテスト
の生物で初回１位取ったんだけど、途中から百瀬さん
（百瀬あゆこ：埼玉医科大進学）がめちゃめちゃ伸び
てきて焦りました。陳さん（陳優樺：東京女子医科大
進学）も凄かったですよね。
内：オレは最初のA４クラスの人達を意識してました
ね。堀之内（堀之内達大：北里大医学部進学）とか富
田（富田龍一郎：帝京大医学部進学）とか。富田には
毎回マンスリーで負けてたんです。それが悔しくって
悔しくて燃えるんですけど、でもどうしても勝てな
かった。彼も頑張ってましたからね。とにかくがむ
しゃらでしたね。夏くらいからマンスリーで230点くら
い取れるようになって、それまでは点数が取れなかっ
たからずっと不安だったけど、一回取れるようになる
と調子にのってしまって（笑）。生物と数学がこの１
年間でかなり出来るようになりました。

今年代官山から東邦に９人入学。部活の先輩に
も代官山生がたくさんいます。
白：今年の東邦は現役生が多くて、20人くらいいるか
も。代官山生は今年９人入学したんで多いっす(笑)。植
松さん（植松智子：東邦大医学部進学）は、今バドミ
ントン部でも一緒です。部活の先輩にも代官山生居ま
すよ。東邦、今年留年する人が多くて８人留年したら
しいんですけど、代官山から９人進学したからこっち
の方が多いっていう(笑)。

薄先生の予想問題が東邦で的中！数学が苦手な
僕でも８割取って正規に！

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

白：数学は平パンのマンツー取ってました。オレめ
ちゃめちゃ数学苦手だったんだけど、平パンは絶対に
押さえないといけないところを一回一回言ってくれ
て、本当に助かりました。
内：自分も数学できないんですけど、自分の中では勝
手にできると思ってました（笑）。東邦では薄先生の
予想問題が当たって、大問２個まるまる取れました。
薄先生のおかげで、数学苦手な僕でも東邦正規取れま
した！多分本番でも８割取れました。あと五十嵐先生
は冬に取ったんですけど、レギュラーずっと受けて
知ってる先生はやっぱり直前期は落ち着きます。
白：僕は聖マ、数学がすごい出来たので正規出たのか
も。終わった後にこれはいけたなって一番手応えあり
ました。山岡さん（山岡愛英：昭和大医学部進学）も
正規出てたね。
内：山岡さんは聖マは特待で受かってたね。代官山の
人、ヤバイよね（笑）。
白：あと山室先生は計トレで積分の速い解き方を教え
てもらって、それがめちゃめちゃ役に立ちました。実
際に入試の計算でも使いましたよ。井上君（井上瑞木
　日本医科大特待進学）が、その解き方で全部出来
たって言ってたし。阿部さん（阿部有理加：国際医療
福祉大医学部進学）も国際医療福祉大をその解き方で
受かったって。あと大竹君（大竹祐樹：獨協医科大進
学）は、金沢医科と獨協医科でも使えたって。

東邦で化学の間違いは１つか２つ。マンスリー
テストのレベルの高さのおかげです。
白：化学は三上先生です。あと高橋龍先生も。三上先
生は無機と有機の暗記系で印象に残ってて、三上先生
が作ったプリントにひたすら書いてそれを覚えていっ
て。龍先生はマンツーでお世話になってて、最後の確
認期には、過去問解いて龍先生に見てもらってのを繰
り返して。おかげで東邦ガッツリ取れました。本当に
ミスは１つか２つくらいしかないと思います。それく
らい簡単に感じました。代官山のマンスリーテストの
レベルの高さのおかげです。
内：マンスリーが難しかったので、本番が簡単に感じ
ました。化学は三上先生、龍先生、原先生、横井先生
です。原先生は分かりやすいし、授業受けてて楽しい
んです。例え話がすごい分かりやすくって。化学平衡
の説明の時、例え話として、最初に勇気を持って水に
入ったファーストペンギンを出してくれたのがツボに
入って（笑）、この人めっちゃ面白いこと考えてん
じゃんって（笑）。龍先生は1学期から基礎を教わって
ました、理論中心に。龍先生は知識が凄くって、この
問題解きたいんですけどどこにありますかって聞いた
ら日大の３番にあるよとかすぐに答えてくれて。だか
ら安心して質問に行けました。あと横井先生も例え話
が分かりやすかったですね。１年間無機のレギュラー
授業を受けて暗記をマスターできました。
白：横井先生の暗記プリントに書いてあった事が昭和

大の入試に出てきて、そこはもちろん全問正解でし
た。
内：一学年上の穴吹さん（穴吹智弘：東京医科大進
学）が合格体験記に横井先生の事を書いてあるのを読
んでて、受けてみたら本当に良かったです。

石原先生から毎回プリントをもらって、解いて
持っていった。まるで文通のように（笑）。
内：生物は全員良かったよね、選べないくらい。
白：ホント全員。石原先生は一番お世話になって、自
分の弱い範囲を石原先生に伝えるとプリントをくれ
て、それを解いたらまた持っていってを１年中繰り返
していました。まるで文通みたいに（笑）。緒方先生
は生物の質問も行くんですけど、メンターっていうか
勉強面での指針を測ってもらって、次はいつまでにこ
れとこれをやってって指標を示してくれてました。深
瀧先生と山崎先生には考察問題で分からないのがある
と聞きにいってました。二人とも説明が分かりやす
くって。深瀧先生は知識すごいっすね。山崎先生は類
似っていうか、こういう考え方があるからそれを使っ
てって感じで。応用力を身につけさせてくれました。

緒方先生のテストゼミで生物が40分で解ける
ように。化学に1時間かけられました。
内：僕も緒方先生、深瀧先生、山崎先生、石原先生。
先生達は自作のプリントを毎回くれました。そのプリ
ントの問題は考察系なんですけど、範囲を横断して出
題されていたんで、全範囲の復習にすごい良かったで
す。完璧に覚える事ができました。あと自分は考察問
題が苦手だったんですけど、夏に緒方先生が日医の過
去問から考察系を選んでたくさんプリントで出してく
れて、それで解けるようになりました。緒方先生の授
業では清水（清水諒：埼玉医科大進学）が一緒だった
んですけど、いつも１位を競ってバチバチとお互いラ
イバル視してました（笑）。緒方先生の授業ですけ
ど、過去問を40分で解くテスト形式なのが良かったで
す。40分で解けるようになると、化学に1時間くらいか
けられるんですよ。そうすると解答作れるんで。聖マ
リもそれで受かりました。

石井先生は人それぞれ個別にアドバイスをくれ
る。それを素直に聞くのが一番。
内：僕は毎朝7:38にいつも必ず来ていました。朝は早
く来たほうがいいです。特に今、学力がないって人は
絶対に朝来てください。僕はいつも予習をしてまし
た。
白：先生たちの言うことを素直に聞くのが一番いいで
す。特に石井先生が授業中に言ったこと、授業の内容
だけじゃなくって日々の生活のこととかも話してくだ
さっているので。あと今年一年勉強だけじゃダメだか
ら週1回はジムに行って来いって言われたので、勉強に
疲れた時にちょっとジム行ってまた戻ってくるっての
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をしてました。その後めっちゃ集中力も出ました。石
井先生からは人それぞれのアドバイスが個別にもらえ
るんで、そのまま聞いた方がいいです。
内：自分はスマホやめてガラケーにしました（笑）。
スマホあるといじっちゃうし。おかげで電車の時間を
有効に使えるようになりましたよ。20分間なんですけ
ど、１年間で考えると大きいですよね。

自分より出来るライバルを見て、モチベーショ
ンを上げた。
白：自分より出来て頑張っているライバルを見てると
めちゃめちゃ焦るし、自分もやるようになりました。
自習室で原木（原木健伍：日本医科大学進学）とか若
林（若林桃子：日本医科大学進学）とかが近くにい
て、授業ギリギリまで自習室にいて、授業が終わると
すぐに戻って勉強してるのが見えて、いつもヤバイ
なって思って真似するようになりました。モチベー
ションもそうやって上げてました。あとクラスを気に
するより、自分のできない事を見つけて、そこから逃
げないで一つ一つ潰していくようにしたした方がいい
です。マンスリーで貼り出される順位も一喜一憂する
のではなく、自分の位置と負けたくない相手を気にす
るくらいで。

最初は土俵にすら立てなかったのに、最後は東
邦正規までたどり着けた。
内：マンスリーの結果、俺は結構気にしてたかも。最
初は全然出来なかったけど夏くらいからランキングに
も載り出したのでチェックしてました。やっと土俵に
立てたみたいな（笑）。最初は土俵にすら立てなかっ
たので。最後には東邦正規までたどり着けました。井
上君とか菅波君（菅波賢真：日本医科大学進学）とか
も普通に東邦正規だったけど、井上君は日医特待です
からね。あと気を付けていたのは、息抜きを大事にし
てました。体も壊さないように。自分は精神的ストレ
スから頻尿になっちゃって。夏の終わり頃、授業中で

もトイレ行きたくなっちゃって（笑）、授業前に先生
に言っておきましたけど。それで病院行って検査しま
した。さすがに入試本番の時は大丈夫でしたけど。で
も聖マは理科2時間半なんで、結構ヤバかったです。だ
から体調崩さないことは大事です（笑）。詰め込みす
ぎず加減が大事ってことも代官山で学べました。

授業の受けっぱなしは一番のムダ。忙しい代官
山で時間の使い方も学べた。
白：しないようにしていたことは、授業の受けっぱな
し。一番のムダですね。授業受けて、忙しいからって
復習を後回しにして結局やらないことがあると思うん
ですけど、1回授業を受けただけだと絶対に頭に残って
ないから、授業を受けた意味すら無くなってしまう。
日曜日にやろうとかじゃなくて、忙しいけど空きコマ
を利用してやるとか、時間の使い方も代官山で学びま
した。

出来なかった事がどんどん出来るようになった
一年。
白：代官山MEDICALで、精神的に強くなりました。変
なところで見栄を張らなくなったのも。以前は、自分
より弟が先に医学部に行ったとか、多浪している俺の
せいで家族が暗くなったとか気にしてて、まあ事実な
んですけど（笑）、あと石井先生の授業で和訳とか英
訳を前に言って書かされることが多かったんですけ
ど、最初は恥ずかしいとかあったんですけど、さすが
に精神的に強くなりましたよ。代官山じゃなかった
ら、絶対に受かってなかったです、確実に。今年は一
気にたくさん受かったので、マジ奇跡でした。
内：この１年、出来なかった事がどんどん出来るよう
になって、成績も上がっていったんで。代官山に来て
努力出来て良かったです。辛かったことより楽しかっ
たことの方が多かったです。

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

東邦大医学部
聖マリアンナ医科大
愛知医科大学

医者の家系じゃなかったから、
負けたくない気持ちが強かった。

「俺もお金払うよ」って言ってくれた兄、
医者になって家族に恩返しがしたい。

東邦大医学部進学　関口 大誠くん(淑徳高校卒)
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今年、東邦には代官山生が9人入学。すごく楽
しいです(笑)
入試結果は、一次は聖マリアンナ医科大と愛知医科大
と北里大、東邦大がきました。二次はまず愛知がき
て、聖マは自分より繰上番号が一つ上の大坪（大坪
快：聖マリアンナ医科大進学）がなかなかこなくて
焦ってたんですけど、大坪がきてすぐ自分もきまし
た。東邦はもうこないかなと思って聖マに行く気だっ
たんですけど、3/28に東邦がきて、東邦大医学部に進
学しました。多分、東邦の一番最後の合格者です(笑)。
今年の東邦は女の子が多いですね。半分かそれ以上か
も。現役と一浪がやっぱり多いですね。でも一人27･8
歳がいます。今年は東邦に代官山生が9人入学してるん
で、話し相手がいなくなることがないんですごく楽し
いです(笑)。特に白須君（白須大士：東邦大医学部進
学）とめっちゃ仲良いですね。部活はボウリング部入
りました。あとTマットっていう救命救急の部活にも抽
選で入れました。

代官山は勉強する雰囲気が他予備校と全然違う
去年行っていた予備校は雰囲気が緩かったので、今思
うと一年目から代官山に来てればよかったって思って
ます。代官山は緊張感というか勉強する雰囲気が全然
違いましたね。そういうので自分も変わったかなと思
います。自分はメンタル弱かったんですけど、すごい
落ち込んだ時には石井先生と山室先生が察して話して
くれて、心のケアまでしてくれました。11月頃には
ちょっと学校に行けなくなった時期があったんですけ
ど、山室先生が電話くれて「このままじゃ受からない
ぞ、学校に来い」って言ってくれて、学校でいろいろ
話してくれて復帰できました。最初のクラスはA2で最
後はM4まで上がれました。

マンスリーテストの難しさのおかげで、本番が
簡単に感じた。
マンスリーテストは難しくって、特に化学はめっちゃ
細かいところまで出ました。本番が簡単に感じるくら
いに。で、その問題がめっちゃ本番に的中するってい
う(笑)。10月に一回だけランキングで1位獲ったんです
よ。それが凄い自信になって。
ライバルは公言はしてなかったんですけど、谷野さん
(谷野菜々子：日本大医学部進学)は同じクラスでスター
トしてるのにどんどん上のクラスに上がっていったん
で、負けじと頑張ってました。あと秋山君(秋山雄哉：
愛知医科大進学)とは6月くらいからお互い本気でやろ
うってことで、それまでの無駄話を一切やめて勉強の
事以外ではお互い話さないようにしてました。同じク
ラスの渡辺君(渡辺秀知：愛知医科大進学)とかとも。石
井先生の授業で、受験生はどうあるべきか、どういう
生徒が受かったかいう話を聞いて、仲は良いけど、な
あなあの関係は良くないと思ったんで、お互いに。

ルーティーンを固定し、自習室が開く朝6時半
に毎日来ていた。
自習室の専用席は奥の突き当りで、すごくいい場所で
した。空き教室で勉強するのが好きな人もいましたけ
ど、僕は自分の専用席で勉強するが好きでした。朝、
自習室に来る時間も固定していました。石井先生か
ら、朝起きる時間は毎日同じルーティーンで固定した
ほうがリズムも作れていいと言われていたので。入試
は朝なので、早起きに慣れていた方が有利になるし。
だから、毎日自習室が開く6時30分に着いてました。辻
本さん（辻本星花愛：東京女子医科大進学）は6時に着
いてたらしいですね。現役生の鈴木さん（鈴木理咲
子：東京慈恵会医科大学進学）は高校に行く前、6時45
分に来てたんで、浪人だからもっと頑張らないとっ
て。朝6時半から夜9時半だと、勉強しようと思えば毎
日12時間以上勉強できるんじゃないですか。東邦行っ
て他の予備校の情報とか聞いても、6時半から開いてる
なんてないですね。

医者の家系じゃなかったから、負けたくない気
持ちが強かった。
石井先生に言われた通り何回もテキストを音読した
り、帰りの電車の中でもずっと黙読したりしてまし
た。何度も音読していると英語の背景文化が頭の中に
入ってきて、それが入試にも活きてきました。本当に
鍛えられました。あと、石井先生は英語だけじゃなく
て、医学部情報やモチベーションの上げ方とかも話し
てくれて、凄いやる気になりました。自分は医者の家
系じゃないんで、医者の家系の人にジェラシーってい
うか負けたくない気持ちが強かったんです。石井先生
が授業中に、自分で選んでこの世界の道を開いてきた
んだろって話してくれた時、あ、オレの事じゃんっ
て。あと、医者っていうのは「『なぜ医者になりたい
か』ではなく、『医者にならないと自分が生きていけ
ない』でないといけない」って即答できる人が名医に
なれるんだっていうのを聞いて、いつかはそうやって
自分も言えるように頑張ろうって。

数学はテキストとプリントのみ、ひたすら演習
の繰り返しで力が付いた。
数学は山室先生の計トレとマーク対策、これを受けた
おかげで、初見で分からない問題でも、絞って考えれ
ばこれじゃないかなって出来るようになりました。同
じこと言ってた人がたくさんいて、国際医療とか東邦
とかで使えたって。あと平野先生からプリントめちゃ
くちゃもらったんですけど、1週間以内に解いて持って
行くって決めて宣言したんです。毎週毎週ひたすら演
習の繰り返しで、かなり力つきました。テキストも凄
かったので、1学期は4周復習しました。自分でも結構
頑張ったなと思います。数学はテキストとプリントし
かしなかったですね。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

三上先生の厳しい叱咤激励に耐えたおかげで、
一番苦手だった化学が一番の得点源に。
化学の原先生は絶対にテクニックで誤魔化さないんで
すよ。もちろん速く解かなければいけない問題の場合
だけテクニックも使うんですけど、基本的な解き方も
出来ないのにテクニック使っても意味はないって。セ
ミナーも解きまくって、結局セミナーは9周しました。
月一回のマンスリーテストまでに1周するって決めてた
んですよ。最初は基本例題だけやって、普通の問題だ
けやって、5、6周目くらいから発展問題もちゃんと
やってました。さすがに9周したんで自信付きました。
もうオレの知らない問題はないってくらい(笑)。あと三
上先生は授業での網羅性が高いんですよ。予備知識ま
でしっかり教えてくれて、1回の授業で他の分野まで確
認できる授業だったんです。三上先生からの厳しい叱
咤激励にも、もちろん耐えましたよ。おかげで苦手
だった化学が、最後は一番の得点源になったんです。

物理の法則を必殺技で説明する寺澤先生、受験
の時にも頭に残ってた(笑)
小澤先生は、分からない問題のポイントに対して、徹
底的に教えてくれるんです。寺澤先生の電気回路は、
文字式いっぱい使うんですよ。それを決まった図を書
いて全部求めるので、本当に覚えやすかったです、寺
澤先生は。すごいファンキーだし(笑)。授業でもキルヒ
ホッフ第2法則を必殺技の名前使って説明するんですよ
(笑)。おかげで受験の時にも頭に残ってました。

携帯いじると成績が下がった、だから1か月に
1回見るだけに。
受験期間中、携帯は使わなかったです。1か月に1回マ
ンスリーの日だけ見るようにしてました。特に２学期

からは、マンスリー終わった後に友達とも連絡せずに
見て終わりです(笑)。夏とか気ゆるんじゃって携帯を封
印出来なかった時期があるんですけど、その時のマン
スリーはホントに下がったんですよ。あぁ携帯いじっ
てると下がるんだなと。それで使わなくなりました。

第一志望は2ランク上げるべき。
代官山生へのアドバイスは、自習室で寝るなってこと
と、携帯は控えた方がいいと思います。勉強の時に音
楽聴くのも集中できないと思うんですよね。定着しな
いのかなって。集中してるふりみたいな。一年だけな
んで、一年で決めるっていう本気で思ってやるべきだ
と思います。そういう雑念をなくして頑張るべきだ
と。あと、石井先生が仰ってた通り、第一志望を昨年
より2ランク上げることはすごく大事です。去年までは
医学部って凄い、どこでも入れればいいやって思って
たんですけど、今年は自分の中で目標が決まって上位
の医学部行きたいって思い続けてました。第一志望は
日医、第二志望は東邦で。日医目指していたから東邦
に合格出来たんだと思います。

代官山は僕の“母校”！
やっぱり今までの人生で一番濃かったですね。何も考
えずに生きてきたんで、本当に自分で決めてやるって
決めたことが多かった年だと思うんです。代官山は“母
校”的な感じがしてます。本番が近づいて不安になって
も、代官山に来れば誰かいたんで。だから、ここじゃ
ないと受かってなかったんじゃないかなって。あと５
月ごろの合格者座談会で合格者の方のお話を聞いた
時、みんなしっかりしてたんで、その人たちに負けな
いようにやらないとって思ってました。合格への軌跡
もかなり読みましたよ。てか母親がすごい読んでて、
入学決めた頃から一年間ずっと読んでて、11月に出た
新年度版も読んでました(笑)。来年度のはオレが載るん
で、また欲しがりそうです(笑)。

「俺もお金払うよ」って言ってくれた兄、医者
になって家族に恩返しがしたい。
東邦に受かった時、母がすごい喜んでくれました。あ
とから聞いたんですけど、僕に内緒で母親が結構代官
山に相談の電話していたみたいですね、大誠には言わ
ないでくださいねって(笑)。なかなか点数が伸びなくて
悩んでいるうちにリズムが狂い始めたことがあって、
そういう姿を見て母が電話したんだと思います。だか
ら家族に感謝の気持ちを伝えたいです。二浪する時に
本当に家族会議開いて、兄が支えてくれて、ようやく
代官山に行けるようになったんで。兄ちゃん医学部
じゃないんですけど、少しでもお金の足しになればっ
て言って俺もお金を払うよって言ってくれて。だから
医者になってしっかり恩返しがしたいなって。代官山
にも本当にお世話になりました。ありがとうございま
す。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

今年、東邦には代官山生が9人入学。すごく楽
しいです(笑)
入試結果は、一次は聖マリアンナ医科大と愛知医科大
と北里大、東邦大がきました。二次はまず愛知がき
て、聖マは自分より繰上番号が一つ上の大坪（大坪
快：聖マリアンナ医科大進学）がなかなかこなくて
焦ってたんですけど、大坪がきてすぐ自分もきまし
た。東邦はもうこないかなと思って聖マに行く気だっ
たんですけど、3/28に東邦がきて、東邦大医学部に進
学しました。多分、東邦の一番最後の合格者です(笑)。
今年の東邦は女の子が多いですね。半分かそれ以上か
も。現役と一浪がやっぱり多いですね。でも一人27･8
歳がいます。今年は東邦に代官山生が9人入学してるん
で、話し相手がいなくなることがないんですごく楽し
いです(笑)。特に白須君（白須大士：東邦大医学部進
学）とめっちゃ仲良いですね。部活はボウリング部入
りました。あとTマットっていう救命救急の部活にも抽
選で入れました。

代官山は勉強する雰囲気が他予備校と全然違う
去年行っていた予備校は雰囲気が緩かったので、今思
うと一年目から代官山に来てればよかったって思って
ます。代官山は緊張感というか勉強する雰囲気が全然
違いましたね。そういうので自分も変わったかなと思
います。自分はメンタル弱かったんですけど、すごい
落ち込んだ時には石井先生と山室先生が察して話して
くれて、心のケアまでしてくれました。11月頃には
ちょっと学校に行けなくなった時期があったんですけ
ど、山室先生が電話くれて「このままじゃ受からない
ぞ、学校に来い」って言ってくれて、学校でいろいろ
話してくれて復帰できました。最初のクラスはA2で最
後はM4まで上がれました。

マンスリーテストの難しさのおかげで、本番が
簡単に感じた。
マンスリーテストは難しくって、特に化学はめっちゃ
細かいところまで出ました。本番が簡単に感じるくら
いに。で、その問題がめっちゃ本番に的中するってい
う(笑)。10月に一回だけランキングで1位獲ったんです
よ。それが凄い自信になって。
ライバルは公言はしてなかったんですけど、谷野さん
(谷野菜々子：日本大医学部進学)は同じクラスでスター
トしてるのにどんどん上のクラスに上がっていったん
で、負けじと頑張ってました。あと秋山君(秋山雄哉：
愛知医科大進学)とは6月くらいからお互い本気でやろ
うってことで、それまでの無駄話を一切やめて勉強の
事以外ではお互い話さないようにしてました。同じク
ラスの渡辺君(渡辺秀知：愛知医科大進学)とかとも。石
井先生の授業で、受験生はどうあるべきか、どういう
生徒が受かったかいう話を聞いて、仲は良いけど、な
あなあの関係は良くないと思ったんで、お互いに。

ルーティーンを固定し、自習室が開く朝6時半
に毎日来ていた。
自習室の専用席は奥の突き当りで、すごくいい場所で
した。空き教室で勉強するのが好きな人もいましたけ
ど、僕は自分の専用席で勉強するが好きでした。朝、
自習室に来る時間も固定していました。石井先生か
ら、朝起きる時間は毎日同じルーティーンで固定した
ほうがリズムも作れていいと言われていたので。入試
は朝なので、早起きに慣れていた方が有利になるし。
だから、毎日自習室が開く6時30分に着いてました。辻
本さん（辻本星花愛：東京女子医科大進学）は6時に着
いてたらしいですね。現役生の鈴木さん（鈴木理咲
子：東京慈恵会医科大学進学）は高校に行く前、6時45
分に来てたんで、浪人だからもっと頑張らないとっ
て。朝6時半から夜9時半だと、勉強しようと思えば毎
日12時間以上勉強できるんじゃないですか。東邦行っ
て他の予備校の情報とか聞いても、6時半から開いてる
なんてないですね。

医者の家系じゃなかったから、負けたくない気
持ちが強かった。
石井先生に言われた通り何回もテキストを音読した
り、帰りの電車の中でもずっと黙読したりしてまし
た。何度も音読していると英語の背景文化が頭の中に
入ってきて、それが入試にも活きてきました。本当に
鍛えられました。あと、石井先生は英語だけじゃなく
て、医学部情報やモチベーションの上げ方とかも話し
てくれて、凄いやる気になりました。自分は医者の家
系じゃないんで、医者の家系の人にジェラシーってい
うか負けたくない気持ちが強かったんです。石井先生
が授業中に、自分で選んでこの世界の道を開いてきた
んだろって話してくれた時、あ、オレの事じゃんっ
て。あと、医者っていうのは「『なぜ医者になりたい
か』ではなく、『医者にならないと自分が生きていけ
ない』でないといけない」って即答できる人が名医に
なれるんだっていうのを聞いて、いつかはそうやって
自分も言えるように頑張ろうって。

数学はテキストとプリントのみ、ひたすら演習
の繰り返しで力が付いた。
数学は山室先生の計トレとマーク対策、これを受けた
おかげで、初見で分からない問題でも、絞って考えれ
ばこれじゃないかなって出来るようになりました。同
じこと言ってた人がたくさんいて、国際医療とか東邦
とかで使えたって。あと平野先生からプリントめちゃ
くちゃもらったんですけど、1週間以内に解いて持って
行くって決めて宣言したんです。毎週毎週ひたすら演
習の繰り返しで、かなり力つきました。テキストも凄
かったので、1学期は4周復習しました。自分でも結構
頑張ったなと思います。数学はテキストとプリントし
かしなかったですね。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

三上先生の厳しい叱咤激励に耐えたおかげで、
一番苦手だった化学が一番の得点源に。
化学の原先生は絶対にテクニックで誤魔化さないんで
すよ。もちろん速く解かなければいけない問題の場合
だけテクニックも使うんですけど、基本的な解き方も
出来ないのにテクニック使っても意味はないって。セ
ミナーも解きまくって、結局セミナーは9周しました。
月一回のマンスリーテストまでに1周するって決めてた
んですよ。最初は基本例題だけやって、普通の問題だ
けやって、5、6周目くらいから発展問題もちゃんと
やってました。さすがに9周したんで自信付きました。
もうオレの知らない問題はないってくらい(笑)。あと三
上先生は授業での網羅性が高いんですよ。予備知識ま
でしっかり教えてくれて、1回の授業で他の分野まで確
認できる授業だったんです。三上先生からの厳しい叱
咤激励にも、もちろん耐えましたよ。おかげで苦手
だった化学が、最後は一番の得点源になったんです。

物理の法則を必殺技で説明する寺澤先生、受験
の時にも頭に残ってた(笑)
小澤先生は、分からない問題のポイントに対して、徹
底的に教えてくれるんです。寺澤先生の電気回路は、
文字式いっぱい使うんですよ。それを決まった図を書
いて全部求めるので、本当に覚えやすかったです、寺
澤先生は。すごいファンキーだし(笑)。授業でもキルヒ
ホッフ第2法則を必殺技の名前使って説明するんですよ
(笑)。おかげで受験の時にも頭に残ってました。

携帯いじると成績が下がった、だから1か月に
1回見るだけに。
受験期間中、携帯は使わなかったです。1か月に1回マ
ンスリーの日だけ見るようにしてました。特に２学期

からは、マンスリー終わった後に友達とも連絡せずに
見て終わりです(笑)。夏とか気ゆるんじゃって携帯を封
印出来なかった時期があるんですけど、その時のマン
スリーはホントに下がったんですよ。あぁ携帯いじっ
てると下がるんだなと。それで使わなくなりました。

第一志望は2ランク上げるべき。
代官山生へのアドバイスは、自習室で寝るなってこと
と、携帯は控えた方がいいと思います。勉強の時に音
楽聴くのも集中できないと思うんですよね。定着しな
いのかなって。集中してるふりみたいな。一年だけな
んで、一年で決めるっていう本気で思ってやるべきだ
と思います。そういう雑念をなくして頑張るべきだ
と。あと、石井先生が仰ってた通り、第一志望を昨年
より2ランク上げることはすごく大事です。去年までは
医学部って凄い、どこでも入れればいいやって思って
たんですけど、今年は自分の中で目標が決まって上位
の医学部行きたいって思い続けてました。第一志望は
日医、第二志望は東邦で。日医目指していたから東邦
に合格出来たんだと思います。

代官山は僕の“母校”！
やっぱり今までの人生で一番濃かったですね。何も考
えずに生きてきたんで、本当に自分で決めてやるって
決めたことが多かった年だと思うんです。代官山は“母
校”的な感じがしてます。本番が近づいて不安になって
も、代官山に来れば誰かいたんで。だから、ここじゃ
ないと受かってなかったんじゃないかなって。あと５
月ごろの合格者座談会で合格者の方のお話を聞いた
時、みんなしっかりしてたんで、その人たちに負けな
いようにやらないとって思ってました。合格への軌跡
もかなり読みましたよ。てか母親がすごい読んでて、
入学決めた頃から一年間ずっと読んでて、11月に出た
新年度版も読んでました(笑)。来年度のはオレが載るん
で、また欲しがりそうです(笑)。

「俺もお金払うよ」って言ってくれた兄、医者
になって家族に恩返しがしたい。
東邦に受かった時、母がすごい喜んでくれました。あ
とから聞いたんですけど、僕に内緒で母親が結構代官
山に相談の電話していたみたいですね、大誠には言わ
ないでくださいねって(笑)。なかなか点数が伸びなくて
悩んでいるうちにリズムが狂い始めたことがあって、
そういう姿を見て母が電話したんだと思います。だか
ら家族に感謝の気持ちを伝えたいです。二浪する時に
本当に家族会議開いて、兄が支えてくれて、ようやく
代官山に行けるようになったんで。兄ちゃん医学部
じゃないんですけど、少しでもお金の足しになればっ
て言って俺もお金を払うよって言ってくれて。だから
医者になってしっかり恩返しがしたいなって。代官山
にも本当にお世話になりました。ありがとうございま
す。
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

北里大医学部
金沢医科大

福岡大医学部進学　佐藤 大介 くん(成田高校卒)

2次合格
2次合格

福岡大医学部 2次合格

北里大医学部進学　山口 大輔 くん(仙台育英学園高校卒)

日本大医学部
岩手医科大医学部

近畿大医学部進学　平山 美姫 さん(福山暁の星女子高校卒)

2次合格
2次正規合格

近畿大医学部
東邦大医学部
藤田医科大
東北医科薬科大医学部

2次正規合格
2次合格

2次正規合格
2次正規合格

日本大医学部進学　原 拓也 くん(京都共栄学園高校卒)

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

北里大医学部
金沢医科大

福岡大医学部進学　佐藤 大介 くん(成田高校卒)

2次合格
2次合格

福岡大医学部 2次合格

北里大医学部進学　山口 大輔 くん(仙台育英学園高校卒)

日本大医学部
岩手医科大医学部

近畿大医学部進学　平山 美姫 さん(福山暁の星女子高校卒)

2次合格
2次正規合格

近畿大医学部
東邦大医学部
藤田医科大
東北医科薬科大

2次正規合格
2次合格

2次正規合格
2次正規合格

日本大医学部進学　原 拓也 くん(京都共栄学園高校卒)

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

緒方先生は勉強面だけでなく全教科の進捗状況
からタイムカードまでチェックされた（笑）
山口: 北里大学医学部1年の山口大輔です。代官山では本
当にお世話になりました。勉強面だけではなくて、全教
科の進捗状況とか私生活の事とかも面倒見てもらって、
けっこう絞られて、タイムカードとかもチェックされて
ました(笑)。勉強の進め方とか志望校とか、自分の進ん
でいる状況がどのくらいかっていうのも説明してくれ
て、怠けてる時は勿論ですけど、無茶して飛ばしすぎて
るって状態の時も言ってもらえたんです。あと周りも頑
張ってるから、一緒に頑張れる仲間が居たのも大きかっ
たです。一人で考えすぎないでいられたし、いつも助け
てもらってました、原（日大医学部進学）、佐藤（福岡
大医学部進学）、平山（近畿大医学部進学）に。
佐藤：福岡大学医学部1年の佐藤大介です。特にお世話
になったなって思うのは、五十嵐先生です。マンツー見
てもらって。人それぞれ個人に合わせてレベルに合わせ
て苦手な所を絞ってプリント作ってくれて、それまでは
あんまりプリントとか出されてもやってなかったんです
けど、メンタル的な部分も五十嵐先生は会うたびに気に
してくれてて、だから五十嵐先生のプリントだけはしっ
かりやり通しました。マンツーの時とかそれ以外でも廊
下で会った時とか大丈夫？とか声かけてくれて(笑)。毎
回毎回大げさなくらい気にかけてくれて、ほんと救われ
る感じでした。

栗原先生の医学部に合わせた論理的、戦略的な
長文の読み方で解くスピードが速くなった。
原：日本大学医学部1年の原拓也です。僕は栗原先生に
お世話になりました。入った時は偏差値30台だったんで
すけど、最後の方は偏差値60ちょっとまで上がって。特
に長文の読み方が医学部に合わせた論理的、戦略的で為
になりました。栗原先生は訳すだけでなく、この一文の
ここが重要でしっかり読んで、それ以外の部分は速読す
るっていう感じで。重要な所、文頭の何が出てきたら重
要なのでしっかり読むっていうのが分かってきて、それ
から長文読むスピードが速くなりました。

典先生に悩みを相談すると、的確なアドバイス
で心が軽くなって前に進んでいけた。
平山：近畿大学医学部1年の平山美姫です。典さんと啓
寿先生にはメンタルケアをすごいしてもらいました。典
先生は良い時も悪い時も、いつもうんうんって聞いてく
れるてすごい安心できました。典先生は凄い頭のいい先
生だから、私がごちゃごちゃ悩んでいると、こういう事
でしょって軽くしてくれて、あ、そんな大した問題じゃ
ないんだってまた次に進めるってことが多かったです。
真面目な話も軽くあしらわれるかと思ったら、ちゃんと
答えてましたし、家族の悩みとか話した時も、すごい支
えてくれてました。

先生方が、科目間を超えて私達生徒のことを話
し合いしてくれていました。
平山：啓寿先生も、1年間マンツー取ってたのでいろい
ろ話す事もあったんですけど、緒方先生と科目を超えて
私のことで話し合いしてくれていたんです。それと私の
タイプを分析してくれて、たくさんの問題を解くより一
つの問題を突き詰めて深く掘り下げたほうが伸びるタイ
プだからって、みんなが赤本やってる中、数学は赤本や
らずに過ごしてました。不安に感じているのもめっちゃ
察してくれて、過去の生徒の話とかもしてくれて、こう
やって受かった子もいるから大丈夫だよって言ってくれ
て。自分のやっていることをそのままやれば受かるから
ねって、言わなくても察してくれてケアしてくれたって
いうのが良かったです。緒方先生は生物選択の子みんな
そうだったと思うんですけど、山口君のこともマンツー
の先生に他の科目の成績はどうなってますかって聞いて
くれてたみたいです。
山口：多分全教科の先生に話してくれて、化学だったら
原先生とか、数学も中村先生が基礎からやってくれるっ
て他の先生に聞いてくれて、それで中村先生取って、そ
れで最後基礎を固めてもらって数学も出来るようになり
ました。英語も石井先生や朝岡先生とか連携取ってくれ
てて、それで結構支えられて全教科見てもらってまし
た。「山口は数学が自己流になりすぎるから心配です
」って伝えてくれてたみたいです。

『成果』を本当の『結果』に繋げたかった。先
生に御礼したいって気持ちも強かった。
平山：私は落ちた時が一番苦しかったです。去年7校く
らい一次通ったけど、全部二次ガーって落ちて、後期も
頑張って一次通って、ダメだろうと思ったけどホントに
ダメで。受付で大号泣したの憶えてます。ワ～って泣い
て頑張る！もうやるしかない！って。ここまで来たら絶
対成果出したいっていう気持ちも強かったし、石井先生
に怒られていろいろ気づかされたというか、自分で言う
のも恥ずかしいんですけど、心を入れ替えてやってたか
ら、一次合格というそれなりの成果を出したんだから、
その『成果』を本当の『結果』に繋げたいっていう大き
な気持ちがありました。なんといっても周りの先生がす
ごく支えてくれて、だから感謝の気持ちが強くて、何と
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か合格で御礼をしたいって強く思いました。いろんな人
の思いが自分を奮い立たせてくれてました。

石井先生に出会えていなかったら、親から受験
やめろって言われてたと思います。
佐藤：僕の場合は、頑張って追いつこうと思ってやって
たんですけど、去年は全落ちしたんです。全落ちした
後、悔しい気持ちはあったけど後期とか受ける気になら
なかったけど、石井先生に話だけはしようかなって思っ
て電話したら今から話せるよって言われて。校舎に来て
一対一で結構喋ったんですけど、初めて泣きそうになっ
て(笑)。本当に励ましていただいて。自分の中では完全
に諦めモードだったんです。でも石井先生からここまで
やったんだからしっかりしろよって。家のこともあるか
もしれないけど、お前の将来はお前が決めるしかないん
だからって喝入れてもらって、あの時が一番苦しかった
けど一番得たものも大きかったなって。あの話があった
から今があるってすごく思います。それから自分はもう
1年やりたいと父にお願いしたけど、石井先生に出会え
てなかったら、多分お前受験やめろって父は許してくれ
ていなかったし僕も諦めたままだったと思います。だか
ら、合格したとき父がすごく喜んで（笑）。父は一人で
合格の報告しに石井先生に会いに来てました(笑)。今は
やりたかった専門分野の勉強ができて、解剖学とか、大
変で辛いんですけど、でも将来の為って実感できるし、
勉強していてやっと医者への一歩だなってたまに感じ
て、この道に来てほんと良かったなって思います。

周りに支えられていたので、辛くなかった。最
後まで頑張れば道は叶うって今は思える。
山口：今年は受験までは周りに支えられてたのでそんな
に辛くはなかったんですけど、一次終わって二次が全然
回ってこなかった時は、辛かったというよりは諦めでし
た。愛知とか岩手とかみんな出てたけど、決まらなく
て。その時点で今年はないかなと思ったんですけど
(笑)。去年こなかったんで、今年もかって。そもそも自
分の番号は去年北里では回ってきてない番号だったの
に、周りは絶対くるよって(笑)。気にかけてくれてるん
だろうけど、正直腹立ちました(笑)。
平山：みんな気にかけてたのに（笑）。
山口：でもそうやって最後まで頑張れば道は叶うって、
今は思えてる。（笑）

2号館の「おばちゃん」の喜んでいる顔が見たく
て頑張りました。
原：辛かったのは、2号館から本館に落ちた時(笑)。あ時
大号泣して(爆笑)。でも2号館の高橋さんがすごい優しく
て、めっちゃ慰めてくれたんで、また戻ってきなよっ
て。それで元気出ました。その年にもう一回2号館に
戻った時も喜んでくれて、すごい嬉しかったです。高橋
さんはおばあちゃんみたいな感じで(笑)、めっちゃ優し
くて、入った時から凄い可愛がってくれたんで。でも、

おばちゃんて呼んでました(爆笑)。おばあちゃんではな
くて(笑)。ちょっと配慮しました(笑)。高橋さんの喜ん
でる顔が見たいなって頑張りました。土曜日とか、日曜
日の朝とかも話して元気もらってました。でも友達とよ
くだべってて注意されたことも (笑)。すごいおしゃべ
りって言われてたんで。
平山：石井先生から授業中、おしゃべりマンスリー1
位って言われたしね(笑)。1位が原で2位が私(笑)。
原：疲れた時、喋らないと発散できなかったんだよ～
(笑)。

毎朝7時半から入試3日前まで過去問やってまし
た。100題はやりました。
原：成績は、8月くらいからずっと上位5人くらいに入っ
てて、一回10月か11月のマンスリーで70位くらいに
なっちゃったんですけど、その時はあまり気にせずに、
自分では力ついてたのは分かってたんで、毎日過去問
やってても取れてたんで気にせずやってました。過去問
は11月の頭から、毎朝7時半から豊福さん（女子医進
学）とやってました。入試の3日くらい前までずっと
やってたんで、100題はやったと思います。0限使って。
自分の苦手分野とか出てくるんで、過去問はいいかな
と。大学によって自分の得意な数学でも出来ない学校も
あるので、そういうのも分かってよかったです。豊福さ
んとは同じクラスで、豊福さんが英語できるので、レベ
ル高い人と一緒にやりたくて始めました。逆に化学や数
学は自分の方ができるんで、豊福さんも目標にしてくれ
て。あと大阪医大の過去問で和訳やった時、和訳や英作
を見せてもらって参考にしてました。

1時間単位で科目を変えたおかげで、集中力も増
しました。
原：日曜日は6時に終わるので、その時は週1回の楽しみ
でご飯とか行ってました(笑)。そのメリハリで普段は自
分に厳しく、朝も早く来てました。勉強も、石井先生に
言われた通り1時間単位で科目を変えてたので、集中力
も増しました。以前は2時間も3時間も同じ科目をだらだ
らやってたので、途中で集中力が途切れてしまっていた
けど、頑張ってただけで効率は悪かったんですよね。薄
先生や石井先生がいつも時間を区切ってやるようにすご
く言ってきて。ここに来る前は物理は得意だったんです
けど、教科間の偏りがあって。2時間続けてやっても教
科によって差があるので、それで1時間で区切って全教
科やるようにしました。

自習する場所は専用席や空き教室やマンツー
ブースなど自分のお気に入りの場所で。先生達
に勉強方針を相談し、常に軌道修正していまし
た。
佐藤：僕は自習室の専用ブースと休憩場所を選んでやっ
てました。自習室でやってて疲れた時は、ラウンジに行
くとみんないたりするんで、ちょっとだけ喋って(笑)、
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緒方先生は勉強面だけでなく全教科の進捗状況
からタイムカードまでチェックされた（笑）
山口: 北里大学医学部1年の山口大輔です。代官山では本
当にお世話になりました。勉強面だけではなくて、全教
科の進捗状況とか私生活の事とかも面倒見てもらって、
けっこう絞られて、タイムカードとかもチェックされて
ました(笑)。勉強の進め方とか志望校とか、自分の進ん
でいる状況がどのくらいかっていうのも説明してくれ
て、怠けてる時は勿論ですけど、無茶して飛ばしすぎて
るって状態の時も言ってもらえたんです。あと周りも頑
張ってるから、一緒に頑張れる仲間が居たのも大きかっ
たです。一人で考えすぎないでいられたし、いつも助け
てもらってました、原（日大医学部進学）、佐藤（福岡
大医学部進学）、平山（近畿大医学部進学）に。
佐藤：福岡大学医学部1年の佐藤大介です。特にお世話
になったなって思うのは、五十嵐先生です。マンツー見
てもらって。人それぞれ個人に合わせてレベルに合わせ
て苦手な所を絞ってプリント作ってくれて、それまでは
あんまりプリントとか出されてもやってなかったんです
けど、メンタル的な部分も五十嵐先生は会うたびに気に
してくれてて、だから五十嵐先生のプリントだけはしっ
かりやり通しました。マンツーの時とかそれ以外でも廊
下で会った時とか大丈夫？とか声かけてくれて(笑)。毎
回毎回大げさなくらい気にかけてくれて、ほんと救われ
る感じでした。

栗原先生の医学部に合わせた論理的、戦略的な
長文の読み方で解くスピードが速くなった。
原：日本大学医学部1年の原拓也です。僕は栗原先生に
お世話になりました。入った時は偏差値30台だったんで
すけど、最後の方は偏差値60ちょっとまで上がって。特
に長文の読み方が医学部に合わせた論理的、戦略的で為
になりました。栗原先生は訳すだけでなく、この一文の
ここが重要でしっかり読んで、それ以外の部分は速読す
るっていう感じで。重要な所、文頭の何が出てきたら重
要なのでしっかり読むっていうのが分かってきて、それ
から長文読むスピードが速くなりました。

典先生に悩みを相談すると、的確なアドバイス
で心が軽くなって前に進んでいけた。
平山：近畿大学医学部1年の平山美姫です。典さんと啓
寿先生にはメンタルケアをすごいしてもらいました。典
先生は良い時も悪い時も、いつもうんうんって聞いてく
れるてすごい安心できました。典先生は凄い頭のいい先
生だから、私がごちゃごちゃ悩んでいると、こういう事
でしょって軽くしてくれて、あ、そんな大した問題じゃ
ないんだってまた次に進めるってことが多かったです。
真面目な話も軽くあしらわれるかと思ったら、ちゃんと
答えてましたし、家族の悩みとか話した時も、すごい支
えてくれてました。

先生方が、科目間を超えて私達生徒のことを話
し合いしてくれていました。
平山：啓寿先生も、1年間マンツー取ってたのでいろい
ろ話す事もあったんですけど、緒方先生と科目を超えて
私のことで話し合いしてくれていたんです。それと私の
タイプを分析してくれて、たくさんの問題を解くより一
つの問題を突き詰めて深く掘り下げたほうが伸びるタイ
プだからって、みんなが赤本やってる中、数学は赤本や
らずに過ごしてました。不安に感じているのもめっちゃ
察してくれて、過去の生徒の話とかもしてくれて、こう
やって受かった子もいるから大丈夫だよって言ってくれ
て。自分のやっていることをそのままやれば受かるから
ねって、言わなくても察してくれてケアしてくれたって
いうのが良かったです。緒方先生は生物選択の子みんな
そうだったと思うんですけど、山口君のこともマンツー
の先生に他の科目の成績はどうなってますかって聞いて
くれてたみたいです。
山口：多分全教科の先生に話してくれて、化学だったら
原先生とか、数学も中村先生が基礎からやってくれるっ
て他の先生に聞いてくれて、それで中村先生取って、そ
れで最後基礎を固めてもらって数学も出来るようになり
ました。英語も石井先生や朝岡先生とか連携取ってくれ
てて、それで結構支えられて全教科見てもらってまし
た。「山口は数学が自己流になりすぎるから心配です
」って伝えてくれてたみたいです。

『成果』を本当の『結果』に繋げたかった。先
生に御礼したいって気持ちも強かった。
平山：私は落ちた時が一番苦しかったです。去年7校く
らい一次通ったけど、全部二次ガーって落ちて、後期も
頑張って一次通って、ダメだろうと思ったけどホントに
ダメで。受付で大号泣したの憶えてます。ワ～って泣い
て頑張る！もうやるしかない！って。ここまで来たら絶
対成果出したいっていう気持ちも強かったし、石井先生
に怒られていろいろ気づかされたというか、自分で言う
のも恥ずかしいんですけど、心を入れ替えてやってたか
ら、一次合格というそれなりの成果を出したんだから、
その『成果』を本当の『結果』に繋げたいっていう大き
な気持ちがありました。なんといっても周りの先生がす
ごく支えてくれて、だから感謝の気持ちが強くて、何と
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か合格で御礼をしたいって強く思いました。いろんな人
の思いが自分を奮い立たせてくれてました。

石井先生に出会えていなかったら、親から受験
やめろって言われてたと思います。
佐藤：僕の場合は、頑張って追いつこうと思ってやって
たんですけど、去年は全落ちしたんです。全落ちした
後、悔しい気持ちはあったけど後期とか受ける気になら
なかったけど、石井先生に話だけはしようかなって思っ
て電話したら今から話せるよって言われて。校舎に来て
一対一で結構喋ったんですけど、初めて泣きそうになっ
て(笑)。本当に励ましていただいて。自分の中では完全
に諦めモードだったんです。でも石井先生からここまで
やったんだからしっかりしろよって。家のこともあるか
もしれないけど、お前の将来はお前が決めるしかないん
だからって喝入れてもらって、あの時が一番苦しかった
けど一番得たものも大きかったなって。あの話があった
から今があるってすごく思います。それから自分はもう
1年やりたいと父にお願いしたけど、石井先生に出会え
てなかったら、多分お前受験やめろって父は許してくれ
ていなかったし僕も諦めたままだったと思います。だか
ら、合格したとき父がすごく喜んで（笑）。父は一人で
合格の報告しに石井先生に会いに来てました(笑)。今は
やりたかった専門分野の勉強ができて、解剖学とか、大
変で辛いんですけど、でも将来の為って実感できるし、
勉強していてやっと医者への一歩だなってたまに感じ
て、この道に来てほんと良かったなって思います。

周りに支えられていたので、辛くなかった。最
後まで頑張れば道は叶うって今は思える。
山口：今年は受験までは周りに支えられてたのでそんな
に辛くはなかったんですけど、一次終わって二次が全然
回ってこなかった時は、辛かったというよりは諦めでし
た。愛知とか岩手とかみんな出てたけど、決まらなく
て。その時点で今年はないかなと思ったんですけど
(笑)。去年こなかったんで、今年もかって。そもそも自
分の番号は去年北里では回ってきてない番号だったの
に、周りは絶対くるよって(笑)。気にかけてくれてるん
だろうけど、正直腹立ちました(笑)。
平山：みんな気にかけてたのに（笑）。
山口：でもそうやって最後まで頑張れば道は叶うって、
今は思えてる。（笑）

2号館の「おばちゃん」の喜んでいる顔が見たく
て頑張りました。
原：辛かったのは、2号館から本館に落ちた時(笑)。あ時
大号泣して(爆笑)。でも2号館の高橋さんがすごい優しく
て、めっちゃ慰めてくれたんで、また戻ってきなよっ
て。それで元気出ました。その年にもう一回2号館に
戻った時も喜んでくれて、すごい嬉しかったです。高橋
さんはおばあちゃんみたいな感じで(笑)、めっちゃ優し
くて、入った時から凄い可愛がってくれたんで。でも、

おばちゃんて呼んでました(爆笑)。おばあちゃんではな
くて(笑)。ちょっと配慮しました(笑)。高橋さんの喜ん
でる顔が見たいなって頑張りました。土曜日とか、日曜
日の朝とかも話して元気もらってました。でも友達とよ
くだべってて注意されたことも (笑)。すごいおしゃべ
りって言われてたんで。
平山：石井先生から授業中、おしゃべりマンスリー1
位って言われたしね(笑)。1位が原で2位が私(笑)。
原：疲れた時、喋らないと発散できなかったんだよ～
(笑)。

毎朝7時半から入試3日前まで過去問やってまし
た。100題はやりました。
原：成績は、8月くらいからずっと上位5人くらいに入っ
てて、一回10月か11月のマンスリーで70位くらいに
なっちゃったんですけど、その時はあまり気にせずに、
自分では力ついてたのは分かってたんで、毎日過去問
やってても取れてたんで気にせずやってました。過去問
は11月の頭から、毎朝7時半から豊福さん（女子医進
学）とやってました。入試の3日くらい前までずっと
やってたんで、100題はやったと思います。0限使って。
自分の苦手分野とか出てくるんで、過去問はいいかな
と。大学によって自分の得意な数学でも出来ない学校も
あるので、そういうのも分かってよかったです。豊福さ
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1時間単位で科目を変えたおかげで、集中力も増
しました。
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分に厳しく、朝も早く来てました。勉強も、石井先生に
言われた通り1時間単位で科目を変えてたので、集中力
も増しました。以前は2時間も3時間も同じ科目をだらだ
らやってたので、途中で集中力が途切れてしまっていた
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自習する場所は専用席や空き教室やマンツー
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た。
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てました。自習室でやってて疲れた時は、ラウンジに行
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それで気分転換した後は頑張りました。そういう時間も
大事かなと。
山口：僕は自習室での勉強が飽きた時は、空き教室で机
4つくらいつなげて自分の城のようにして(笑)。あと、マ
ンツーブースのホワイトボード使って説明してる感じで
やったり。
平山：私は自習室ブース派でした。質問は友達より先生
の所にすぐ行ってました。先生に自分を知ってもらう場
にも出来てた気もします。一番怖かったのが勉強方針が
間違っている事だったので、常に自分はこれをやってま
すってのを分かってもらって、軌道修正してもらってま
した。数学は典先生か長澤先生か啓寿先生に。生物は深
瀧先生のマンツー取ってたので深瀧先生。どの先生も忙
しそうだけど、自分の問題とかもしっかり教えてくれま
した。お昼とかみんなで食べるものめっちゃいいんです
けど、学校では基本一人行動で。一人で行動することで
自由に時間が使える点では先生とのコンタクトもしやす
かったかな。でもずっと一人だと寂しくなっちゃうんで
(笑)、その点みんながいてくれたんで、「一人だけど一
人じゃない！」って思えて頑張れたんで、本当に感謝し
かないです。
原：朝は自習室の方が集中できて、夜は教室の方が集中
できました。あと日曜日はM教室で外見ながら(笑)、窓
開けて風にあたりながらやってました。すごい気持ちよ
かったんですよ(笑)。

薄先生はお休みの日に、わざわざ質問に答えに
来てくれた。
原：やる気が欲しい時には、薄先生の所に行きました。
薄先生に質問に行ったら、ヤル気でました。ピリッとし
た感じが。
平山：恐かったよ～、目が笑ってないって（笑）。
原：うん、みんな言ってたよね、目が笑ってないって
（笑）。や、だから単純に行くんじゃなくて、解き始め
から答えまで全部A４の紙に入試っぽく書いて、その紙
を持っていってどこから違うんですかってちゃんと。記

述の書き方が大丈夫かも確認してもらってました。並ぶ
けど、忙しそうだけどちゃんと見てくれるんですよ。入
試直前に過去問の質問に行った時に、夜9時半過ぎてた
んで諦めてたら、次の日お休みなのに先生がわざわざ来
てくれて。そういう所もすごい先生だなって。生徒のこ
と思ってくれて、本当に感謝しています。

授業だけじゃなく、質問にも絶対行くべきで
す。代官山の先生たちはみんな本当に面倒見の
良い先生です。
佐藤：僕はやる気が落ちた時は緒方先生のところに行っ
て、最近の報告をしてました。生物の話だけでなく他の
教科の事も気にしてくれて、そこから勉強に対する姿勢
とかも気にして下さって、良いところはそのまま行け
よって言ってくれて、ダメな時はそのままじゃ落ちる
よってはっきり言ってくれました。そこは絶対直せよっ
て強く言ってくれるんで、ハッとさせられました。どの
先生も気さくに話してくれるんし、先生の所には質問と
か絶対に行くべきです。どんなに並んでいても、ひとり
ひとり丁寧に、休み時間終わっちゃっても次の時間に
ねって言ってくれて、本当に面倒見の良い先生ばかりで
す。一つのこと聞いたら五、六個返ってくるみたいな、
質問に対する答えだけじゃなく、その先どうすればいい
かも示してくれて、そこからこうやってみればとかゴー
ルを示してくれるので、本当に良い先生達に恵まれまし
た。
山口：気合が入らなかったことはあんまりなかったんで
すけど(笑)、授業中うちらのクラスはいい意味で活発な
クラスで、先生方も当てるし、間違えるといじられて
(笑)、ってのが多かったし、またそれがどの教科の授業
でもありました。やっぱり出来なかったりするとヤバ
いってなって、しっかり復習したりするんで、この一
年、先生にも、クラスにも、恵まれてたかなと。石井先
生の授業でもいじられて怒られて(笑)、だから次の授業
ではいじられないようにしっかり予習していくっていう
（笑）。池永先生も1時間ずっと当てるんです(笑)。大場
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（埼玉医科大進学）と俺と山口がいじられキャラ。でも
あれは大きかったですね、色々気づいたりハッとさせら
れる。授業中に深瀧先生から、君たちは一番前で受けな
いとダメだよって言われて、その話が次は緒方先生の所
にも伝わってて、それで全部の授業を一番前で受けてま
した。最初は嫌々でしたけど、一番前だと当てられた
り、一番後ろだと聞き逃してたことも不思議と聞き逃さ
ないし、いろんな刺激を受けて自分の為になってるなっ
て実感できました。

深瀧先生から「まだ『医者の卵』ではなく『医
者の卵の卵』」との毒舌にも愛がある（笑）。
平山：深瀧先生はプレッシャーのかけ方が凄い（笑）。
生物受講者ならわかると思うんですけど、クラスを越え
てプレッシャーかけてくる。小テストでM１は何点だっ
た、M３は何点だったって絶対言うし、クラスの中でも
誰々何点って名前と点数をランキングで書くんですよ
（笑）。で、この人下だからねって感じで書いてきて、
でもそんなの書かれていい気持する人いないじゃないで
すか（笑）。それで頑張ったり、あと今でも覚えている
のは、君たち今は身分ないからね、『医者の卵』じゃな
くて『医者の卵の卵』だからって。まだ卵にもなれてな
いからって、結構エグッてくるし（笑）。でも何にも出
来てないなってのを実際に口に出して言ってくれること
で気持ちが軽くなって頑張ろうとか、開き直って質問も
逆に行きやすくなって良かったから、あの毒舌は愛のあ
る毒舌かなって（笑）勝手に思ってました。
山口：深瀧先生は今年のM1ダメだね、小テストでM1負
けてるよ、総合でも負けてるよって。マンスリーも全然
ダメだよってめっちゃ言ってくるんですよ、本当に終
わってるって（笑）。もちろん冗談まじりですけど、
めっちゃプレッシャー来るんで、授業の開始の時に。そ
れでしっかりしなきゃなって。
平山：総合ランキングでも生物選択何位とかチェックし
てるんですよ。総合ランキングの中で生物選択者はどの
辺を占めているかを。今回の1位は生物選択者じゃな
かったとか（笑）。
山口：深瀧先生は質問に行っても結構詳しく答えてくれ
るし、あと授業中の厳しさも良かったです。自分はその
方が集中できるし、授業中もピリッとして集中力も増す
ので。

厳しいことを言ってくれた三上先生に成長を見
せられた。
原：三上先生の授業の時、山口が解くの速くて、で、こ
いつに負けんように頑張ってたんで。三上先生の授業で
は一番前に座ってたんで、解答も全部見てくれて、お世
話になりました。厳しいことも言われたけど、解くの速
くなったって最後には褒められました。成長を見せられ
たのかなって、良かった。
山口：自分は原先生にめっちゃお世話になってました。
先生自身は速い解き方を持ってるんですけど、一回基礎

をどういう過程で解くかの説明をしてこっちが理解して
から難しい方の解き方を説明するみたいな。その方が
スッと入ってきたので。簡単に解くべきところは簡単に
解いて、考えなきゃいけない所は考えて解けてたんで、
結構力になりました。質問の時は、ここからここまで計
算したんですけどここから先はこうやったのですがどう
違うんですかって持って行かないと、原先生は返してく
る、意味分かんない、何をやってるのか分んないって普
通に（笑）。だから質問に行く時はできる限り自分で解
いて、自分なりの解答を出してから、やるべきことを
やってからという習慣もつきました。。

クラスが下がって、数段集中力が増した、その
おかげでマンスリー数学3位に！
原：クラスが落ちた時、すごく悔しくて、中々、相談に
行ったり時間は要したけど、次のマンスリーで絶対点数
取ってやるって思いなおして。１カ月って結構短いんで
すよね、集中してると。下がる前よりも数段集中して勉
強するようになったし、クラスをもっと意識するように
なったし、自分としては下げてもらって良かったかなっ
て思います。その後のマンスリーで凄い上がって、数学
３位獲りました！
平山：私はクラスより自分次第って思ってた。一番は、
ボスを完全に信頼してたんで先生が（上に上がるのは）
ダメっていうなら受け入れようって思ってて。とにかく
自分の与えられたことをやろうっていうのが大きかっ
た。最初はめっちゃ良い順位取れてたし、M1に上が
るって他の先生達が言ってくれるけど、でも不安なとこ
ろもたくさんあって、数学とかHighでも四苦八苦、つい
ていくのでいっぱいいっぱいだった。クラス上がりた
いって良い事だけど、上がんないって言うのは違うか
な。私は何にも文句なんてなかったです。
山口：クラスは俺も石井先生に完全にお任せで言われた
通り。クラスの雰囲気も勉強への意欲が湧くようなクラ
スだったし。
佐藤：僕は最初M3で、途中からM2に上がったんですけ
ど、クラスは評価して頂いたのに従おうと思って。M2
では白須君と仲良かったんで、後ろの席で、元気な女の
子たちに負けないように頑張ろうって（笑）。そんな感
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原：三上先生の授業の時、山口が解くの速くて、で、こ
いつに負けんように頑張ってたんで。三上先生の授業で
は一番前に座ってたんで、解答も全部見てくれて、お世
話になりました。厳しいことも言われたけど、解くの速
くなったって最後には褒められました。成長を見せられ
たのかなって、良かった。
山口：自分は原先生にめっちゃお世話になってました。
先生自身は速い解き方を持ってるんですけど、一回基礎

をどういう過程で解くかの説明をしてこっちが理解して
から難しい方の解き方を説明するみたいな。その方が
スッと入ってきたので。簡単に解くべきところは簡単に
解いて、考えなきゃいけない所は考えて解けてたんで、
結構力になりました。質問の時は、ここからここまで計
算したんですけどここから先はこうやったのですがどう
違うんですかって持って行かないと、原先生は返してく
る、意味分かんない、何をやってるのか分んないって普
通に（笑）。だから質問に行く時はできる限り自分で解
いて、自分なりの解答を出してから、やるべきことを
やってからという習慣もつきました。。

クラスが下がって、数段集中力が増した、その
おかげでマンスリー数学3位に！
原：クラスが落ちた時、すごく悔しくて、中々、相談に
行ったり時間は要したけど、次のマンスリーで絶対点数
取ってやるって思いなおして。１カ月って結構短いんで
すよね、集中してると。下がる前よりも数段集中して勉
強するようになったし、クラスをもっと意識するように
なったし、自分としては下げてもらって良かったかなっ
て思います。その後のマンスリーで凄い上がって、数学
３位獲りました！
平山：私はクラスより自分次第って思ってた。一番は、
ボスを完全に信頼してたんで先生が（上に上がるのは）
ダメっていうなら受け入れようって思ってて。とにかく
自分の与えられたことをやろうっていうのが大きかっ
た。最初はめっちゃ良い順位取れてたし、M1に上が
るって他の先生達が言ってくれるけど、でも不安なとこ
ろもたくさんあって、数学とかHighでも四苦八苦、つい
ていくのでいっぱいいっぱいだった。クラス上がりた
いって良い事だけど、上がんないって言うのは違うか
な。私は何にも文句なんてなかったです。
山口：クラスは俺も石井先生に完全にお任せで言われた
通り。クラスの雰囲気も勉強への意欲が湧くようなクラ
スだったし。
佐藤：僕は最初M3で、途中からM2に上がったんですけ
ど、クラスは評価して頂いたのに従おうと思って。M2
では白須君と仲良かったんで、後ろの席で、元気な女の
子たちに負けないように頑張ろうって（笑）。そんな感
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じで白須君といい感じに勉強してお互い高め合って。ク
ラスは文句なく、凄い満足でした。Highは凄い難しかっ
たですけど、やっぱり勉強する環境は自分たちも創って
いかなきゃとも思うんで、最高でした。

積み重ねてきた過去の自分が、今の自分を支え
てくれる
原：今受験を控えている人たちには、大学生は想像以上
に大学は楽しいんで、それを目指して、一年だけなんで
しっかり頑張ってほしいなと思います。僕は初めての一
人暮らしだったから、親も心配してたし。でも本当に医
師になりたいって思ってたんで遊ぶとかしなかったって
いうかやんなきゃ先生達に怒られるし、ばれるし。自分
的にもそんな何浪も出来ないし。ここはタイムカードと
かもしっかり家に送られるんで、そういう所も緊張感持
てて良かったです。緒方先生にもタイムカード監視され
てたし（笑）。
平山：私はメンタル弱くて、アップダウンが激しかった
のが前年の敗因だったので、そういう時は本当にちっ
ちゃな一歩でもいいから毎日一歩ずつ進んで欲しいって
思ってます。そのちっちゃな一歩ってのを毎日のルー
ティーンに決めて、そのルーティーンだけでもいいから
やるってことで、積み重なって大きな力になるって信じ
てるし。どんなことがあっても毎日４科目に触れるって
いうことによって、『積み重ねてきた過去の自分が、今
の自分を支えてくれる』と思うんで、そうやって本番に
挑んでほしいです。

代官山に染まって欲しい。逃げても楽にならな
いし、頑張るほうが達成感も得られる。
平山：もう一つ言いたい事は、代官山にいい意味で染
まって欲しいって思います。私一年目の時には染まりき
れなくて、ここを自分の場所に出来なかったし、先生や
友達との距離とかもうまく取れなくて。それが勉強に集
中できなかった原因になってたなって思って。でもその
あと友達と勉強のこと話したりすることによって、それ
こそ山口君は化学がすごい、原君は数学がすごい、佐藤
君はそんなに分んなかったけど（一同爆笑）、この子は
ここがすごいから私も絶対頑張るぞ！っていい意味で刺
激に出来るし、先生にも自分を分かってもらえてメンタ
ルケアもしてもらえて。それから息抜きも去年一年はこ
の二人（原、山口）に支えられて、一緒に息抜きしても
らって。代官山以外の人と息抜きしてると、自分のやら
なきゃいけない事から逃げてるなって思う時があってい
やだった後ろめたくて。それだったら染まりきって浸り
きってやっちゃった方が結果楽だよってみんなに言って
あげたいなって思いました。やるべきことから逃げても
全然楽にならないし、やることやって頑張ってる方が毎
日達成感も得られるし。単調な日々でもその中でもノル
マ決めて達成していく繰り返しで毎日頑張れたんで、工
夫して彩り加えて継続していくことがすごく大事です。
長く受験生しちゃってた分、継続の大切さはよくわかり

ます。そういえば、緒方先生に「お前、めっちゃやれよ
」って言われた時、めちゃ宣戦布告みたいな感じで「や
らない」宣言をしたことあったんです（笑）。「私頑張
らないです！」って言ったんですよ。でもその意図は先
生も理解してくださったんですけど、普通にやってれば
自分の中でやりたいって思う時あるんで、そん時にめっ
ちゃガーッてやって、でも平常時もちゃんとやるってい
う。リズムを崩さないって意味の「頑張らない」っての
をすごく大事にしたいって思ってました。

一つの得意科目を武器にすれば、他の3教科も
引っ張っていってくれる。
山口：自分は代官山入るまで、全くゼロっていうくらい
勉強してなくて。でも一つ得意科目を作れって言われ
て、全部ゼロだったんで何を得意にすればいいかもわか
らなかったんですけど、ここで勉強していくうちに化学
が授業も好きだったし、自分がやってても楽しかったん
で、化学を一つ武器にしました。その武器が他の３教科
も引っ張って、例えばずっと一日勉強して、日曜日とか
も飽きた時は化学やったりして、息抜きの一つとしても
化学をやってたんで、何にも取り得がなかった自分は、
自分の武器となる教科を一つ作ったことでかなり変わり
ました。あとは本当に代官山は良い先生ばかりだし、周
りに支えられたんで、周りは本当に大事にした方が良い
です。一人でやっても、せっかく複数人数でやる授業な
んで、周りと切磋琢磨してやった方が自分の為になると
思いました。あと、質問の時も並ぶのが勿体なかったの
で、空いている先生、授業を習っていない先生とかにも
聞きに行ったりとか柔軟にしていました。習ってない先
生にまず聞きに行って、その後習っている先生にも聞く
と、二人の先生から知識を得られるんで、より深く学べ
ることもあったんです。

切磋琢磨した日々が、誇りと自信になって、受
験に立ち向かえる糧となる。
佐藤：自分は気の抜けるときは本当に抜けちゃうタイプ
なので、そういう時は五十嵐先生とか朝岡先生とかに勉
強の事以外でも話したら、面白可笑しく返してくれて、
心温まるというか、リラックスできました。そういう空
間が代官山にはあったので、周りのメンツとも意見言い
合って切磋琢磨できたので、石井先生も授業中受験生と
してのあるべき姿的な話をすごくしてくれるから、お互
い節度もって、代官山には勉強しにくるっていう凄い良
い雰囲気で来ているので、試験も緊張するとは思うんで
すけどいつもの授業のように学んで意見言い合って誇り
を持って自信持って受験に向かったら、うまくいくん
じゃないかなと思います。あと息抜きはメリハリあれば
良いかなと思います。しっかりメリハリ付けて、一人で
めし食いに行ったり本屋行って本見たり。ダラダラはよ
くないです。僕はダラダラし始めると自分に腹立ってく
るんで、腹立ってくるとラーメン喰ったりして（笑）
ラーメンならすぐ帰って来れるんで（笑）そして帰って
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きてまた始めて。そういう切り替えが自分には（笑）。
「休んだ！俺は休んだ！だからやるぞ！」っていうの
を、集中力もその後増すと思います。そうなるとどんど
ん効率が上がって自信もつくと思います。

なんで今ここにいるか、何になるためにに勉強
しているかを思い出せる力
佐藤：メンタル的な問題なんですけど、どうしても辛く
なっちゃう時があると思うんですけど、なんで今ここに
いて、何になるために勉強しているのかを思い出せる
力、そういうことを心の片隅にでも置いていつでも思い
出せるようにしてもらえたら、良い浪人生活を過ごせる
と思うんです。明確な目標を心に秘めてもらえば、自分
の行動をこれはダメだな、これいいなって分別が付くと
思うんです。『初心忘れるべからず』って感じで。

我流を捨てる事、自分を過信しすぎない事。先
生達を信じで全てお任せが大事。
平山：私は我流を捨てることが大切だと思う。自分を過
信し過ぎないこと。みんなそれなりに勉強してきて、自
分流というか、自分の思う事があると思うんですけど、
さっきのクラス変動の事もしかり、落ちてここに来てい
るわけだから、自分の考えている事は正しくないから落
ちてるっていう結果が出ているわけだし。そういうこと
を肝に銘じて先生達を信じて全てお任せする事が大事だ
と思う。やっぱ勉強してて不安になると思うんですよ、
これでいいの？とか。それこそ、この子はこれやってん
のに、こんなにプリントやってんのに、山口君は先生か
らめっちゃプリントもらってんのにとか、原君はめっ
ちゃ数学解いてんのに私はやんなくていいのかな？って
めっちゃ思ってたんですけど、信頼している先生がそれ
でいいよって言ってくれてるんだったら、人それぞれ勉
強へのアプローチって全然違うから、だからまず先生に
言われたことを完璧にこなしてから文句を言った方が良
いし、だから私は他のテキストに手を出さずに代官山の
ものだけをやってました。色々手を出したくなる気持ち
もあると思うんですけど、まずは目の前の課題を完璧に
して、教えられるくらいにしてから色々次の事をやりま
しょうって感じです。
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じで白須君といい感じに勉強してお互い高め合って。ク
ラスは文句なく、凄い満足でした。Highは凄い難しかっ
たですけど、やっぱり勉強する環境は自分たちも創って
いかなきゃとも思うんで、最高でした。

積み重ねてきた過去の自分が、今の自分を支え
てくれる
原：今受験を控えている人たちには、大学生は想像以上
に大学は楽しいんで、それを目指して、一年だけなんで
しっかり頑張ってほしいなと思います。僕は初めての一
人暮らしだったから、親も心配してたし。でも本当に医
師になりたいって思ってたんで遊ぶとかしなかったって
いうかやんなきゃ先生達に怒られるし、ばれるし。自分
的にもそんな何浪も出来ないし。ここはタイムカードと
かもしっかり家に送られるんで、そういう所も緊張感持
てて良かったです。緒方先生にもタイムカード監視され
てたし（笑）。
平山：私はメンタル弱くて、アップダウンが激しかった
のが前年の敗因だったので、そういう時は本当にちっ
ちゃな一歩でもいいから毎日一歩ずつ進んで欲しいって
思ってます。そのちっちゃな一歩ってのを毎日のルー
ティーンに決めて、そのルーティーンだけでもいいから
やるってことで、積み重なって大きな力になるって信じ
てるし。どんなことがあっても毎日４科目に触れるって
いうことによって、『積み重ねてきた過去の自分が、今
の自分を支えてくれる』と思うんで、そうやって本番に
挑んでほしいです。

代官山に染まって欲しい。逃げても楽にならな
いし、頑張るほうが達成感も得られる。
平山：もう一つ言いたい事は、代官山にいい意味で染
まって欲しいって思います。私一年目の時には染まりき
れなくて、ここを自分の場所に出来なかったし、先生や
友達との距離とかもうまく取れなくて。それが勉強に集
中できなかった原因になってたなって思って。でもその
あと友達と勉強のこと話したりすることによって、それ
こそ山口君は化学がすごい、原君は数学がすごい、佐藤
君はそんなに分んなかったけど（一同爆笑）、この子は
ここがすごいから私も絶対頑張るぞ！っていい意味で刺
激に出来るし、先生にも自分を分かってもらえてメンタ
ルケアもしてもらえて。それから息抜きも去年一年はこ
の二人（原、山口）に支えられて、一緒に息抜きしても
らって。代官山以外の人と息抜きしてると、自分のやら
なきゃいけない事から逃げてるなって思う時があってい
やだった後ろめたくて。それだったら染まりきって浸り
きってやっちゃった方が結果楽だよってみんなに言って
あげたいなって思いました。やるべきことから逃げても
全然楽にならないし、やることやって頑張ってる方が毎
日達成感も得られるし。単調な日々でもその中でもノル
マ決めて達成していく繰り返しで毎日頑張れたんで、工
夫して彩り加えて継続していくことがすごく大事です。
長く受験生しちゃってた分、継続の大切さはよくわかり

ます。そういえば、緒方先生に「お前、めっちゃやれよ
」って言われた時、めちゃ宣戦布告みたいな感じで「や
らない」宣言をしたことあったんです（笑）。「私頑張
らないです！」って言ったんですよ。でもその意図は先
生も理解してくださったんですけど、普通にやってれば
自分の中でやりたいって思う時あるんで、そん時にめっ
ちゃガーッてやって、でも平常時もちゃんとやるってい
う。リズムを崩さないって意味の「頑張らない」っての
をすごく大事にしたいって思ってました。

一つの得意科目を武器にすれば、他の3教科も
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らなかったんですけど、ここで勉強していくうちに化学
が授業も好きだったし、自分がやってても楽しかったん
で、化学を一つ武器にしました。その武器が他の３教科
も引っ張って、例えばずっと一日勉強して、日曜日とか
も飽きた時は化学やったりして、息抜きの一つとしても
化学をやってたんで、何にも取り得がなかった自分は、
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ることもあったんです。

切磋琢磨した日々が、誇りと自信になって、受
験に立ち向かえる糧となる。
佐藤：自分は気の抜けるときは本当に抜けちゃうタイプ
なので、そういう時は五十嵐先生とか朝岡先生とかに勉
強の事以外でも話したら、面白可笑しく返してくれて、
心温まるというか、リラックスできました。そういう空
間が代官山にはあったので、周りのメンツとも意見言い
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してのあるべき姿的な話をすごくしてくれるから、お互
い節度もって、代官山には勉強しにくるっていう凄い良
い雰囲気で来ているので、試験も緊張するとは思うんで
すけどいつもの授業のように学んで意見言い合って誇り
を持って自信持って受験に向かったら、うまくいくん
じゃないかなと思います。あと息抜きはメリハリあれば
良いかなと思います。しっかりメリハリ付けて、一人で
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きてまた始めて。そういう切り替えが自分には（笑）。
「休んだ！俺は休んだ！だからやるぞ！」っていうの
を、集中力もその後増すと思います。そうなるとどんど
ん効率が上がって自信もつくと思います。

なんで今ここにいるか、何になるためにに勉強
しているかを思い出せる力
佐藤：メンタル的な問題なんですけど、どうしても辛く
なっちゃう時があると思うんですけど、なんで今ここに
いて、何になるために勉強しているのかを思い出せる
力、そういうことを心の片隅にでも置いていつでも思い
出せるようにしてもらえたら、良い浪人生活を過ごせる
と思うんです。明確な目標を心に秘めてもらえば、自分
の行動をこれはダメだな、これいいなって分別が付くと
思うんです。『初心忘れるべからず』って感じで。

我流を捨てる事、自分を過信しすぎない事。先
生達を信じで全てお任せが大事。
平山：私は我流を捨てることが大切だと思う。自分を過
信し過ぎないこと。みんなそれなりに勉強してきて、自
分流というか、自分の思う事があると思うんですけど、
さっきのクラス変動の事もしかり、落ちてここに来てい
るわけだから、自分の考えている事は正しくないから落
ちてるっていう結果が出ているわけだし。そういうこと
を肝に銘じて先生達を信じて全てお任せする事が大事だ
と思う。やっぱ勉強してて不安になると思うんですよ、
これでいいの？とか。それこそ、この子はこれやってん
のに、こんなにプリントやってんのに、山口君は先生か
らめっちゃプリントもらってんのにとか、原君はめっ
ちゃ数学解いてんのに私はやんなくていいのかな？って
めっちゃ思ってたんですけど、信頼している先生がそれ
でいいよって言ってくれてるんだったら、人それぞれ勉
強へのアプローチって全然違うから、だからまず先生に
言われたことを完璧にこなしてから文句を言った方が良
いし、だから私は他のテキストに手を出さずに代官山の
ものだけをやってました。色々手を出したくなる気持ち
もあると思うんですけど、まずは目の前の課題を完璧に
して、教えられるくらいにしてから色々次の事をやりま
しょうって感じです。
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

日医後期で代官山のテキストと同じ問題が何問
も！
一次受かった大学は岩手、埼玉、杏林。聖マ、日大、東邦、日
医、順天、あとどこだっけ、２つぐらいありましたよ。えっと
昭和は通ってないです。９校くらいありましたよ。あ、東医
だ。
で、二次受かったのが、東邦、杏林、聖マ、埼玉前期、埼玉
前期は正規合格で、そんで日医後期。日医後期の数学が難
しかったって言われてるけど、自分の中では前期の方が難
しかったですね。後期は代官山のテキストと同じ問題が結
構出て、そこでかなり稼いだかな、と。正規ではなかったで
すけど（笑）。生物だったのも良かった、かな…。日医の考
察問題だけはちゃんと言われた通り過去問やり込んでた
んで、直近６年分は２回３回やり込んで。うなぎの問題も
ちゃんと制圧しました（笑）。あれ難しいですけど、いけなく
はないです。何回かやればですけど、初見っだったら流石
にきついですね（笑）。やれって言われてよかったっす。

前期はジグザグの成績が、後期では安定。模試８
回の内、２回１位を取りました。
まず合格実績で代官山を選びました。入試攻略本を試験
会場の前でもらって、見たら合格実績がすごい良かったの
で、で、来てみて、石井先生に面談してもらって、それでここ
かなって。あと他にも医専行って、でもここにしようかなっ
て。大手の河合塾も迷ったけど、ここかなって。河合じゃた
ぶん受かってなかったかな 。
で最初ここ入って、最初のクラス分けはなんとM１でした。
最初良くて、でも次がスゲっー下がっって、自分でもびっく
りしました。やばいなって。数学偏差値３７ってなに？っ
て、で、次また上がって、偏差７７って（笑）、過去最高の成
績を取って、で次また下がって、何このギザギザ（笑）。数学
がジグザグになって、これ薄先生が一番嫌いな成績の取り
方らしくて（笑）。ジグザグが一番良くないらしいんですよ、
実力のない証拠だって。でも後半は安定しましたよ。後半
は、偏差値68、67、72 って感じで。９月までがちょっとヤバ
かったですよね。特に５月が。これはもうクラス落ちるだろ
うなって（笑）。若林(若林桃子：日本医科大進学)と賢真(菅
波賢真：日本医科大進学)がやりあってて、たまに俺が１位
とるみたいな。賢真に勝ったんですよ。最後と途中で２回
取りました。全９回中。波が激しかったです…。井上(井上
瑞木：日本医科大進学)、とか若林は結局、前期後期両方き
ましたよね。俺はヒヤヒヤでした。それまで東邦で、入金も
しました。最初は埼玉にも払って。親も仕方ないなって
言ってました。杏林と聖マは払わなかったんですけど、東
邦は払って。ちょっと親には申し訳なかったです。東邦に行
くって報告して、そのあとに日医から電話がきたんです。翌
日くらいに。本当にギリギリでした（笑）。３月の下旬、２５
か６くらいで。

月１回の医学部対策模試、ランキングも貼りだされ
モチベーションもアップした。
最初マンスリー受けた時やばいなと思って。入る予備校間

違えたかと（笑）。そんくらい難しくって。大手だと記述模試
は３回だけでも、代官山だと9回、ランキングも出て、私立
医学部の傾向にも沿ってて、成績も１週間ぐらいで返って
くる模試が月１回あるってのはモチベーション上がりま
す。試験の受け方も月１であると考えるようになってきて、
先輩方も試験の受け方のルーティーンを決めてたって石
井先生から聞いてたんで、ちゃんと自分なりの試験の受け
方も考えるようになって、だんだん落ち着いて受けられる
ようになりました。合格への軌跡とかめっちゃ読んでまし
たよ。代官山通信からも先輩たちのやり方とか学んで。あ、
僕のも皆さんの役に立てたら嬉しいです（笑）。

空きコマの時間も、スケジュール作って何をするか
決めていた。
マンスリー終わった後とか毎回反省点書いてました。数学
だと正確性を欠いたとか、例えば小問で絶対に取らないと
いけないところでミスしたとか、簡単な問題なのに自爆し
たりとか勘違いとか多かったんで。そういう取らないとけ
ないところに時間をかけるのではなくて、みんなと差をつ
けられるような難しめの問題に時間を割いたりしていたと
いう反省点を書き出して、苦手なんだから取れる問題を確
実に取ろうって改善をしていきました。生物は過去問は解
けるんですけどマンスリーはひどくって。みんながあんな
に取れる理由が分からない（笑）。百瀬（百瀬あゆこ：埼玉
医科大進学）とか８０何点とか取ってたし。あと陳さん（陳
優樺：東京女子医科大進学）もすごい生物強くて敵わない
なあって（笑）。でも最後３回は偏差値６０は切ってない
んで、安定したかなって。時間かけてなかったんですかね、
最初。自習スケジュール、特に空きコマが多い日はちゃん
と作ってたんですよ。だらけちゃうんで、何するか決めてま
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日医後期で代官山のテキストと同じ問題が何問
も！
一次受かった大学は岩手、埼玉、杏林。聖マ、日大、東邦、日
医、順天、あとどこだっけ、２つぐらいありましたよ。えっと
昭和は通ってないです。９校くらいありましたよ。あ、東医
だ。
で、二次受かったのが、東邦、杏林、聖マ、埼玉前期、埼玉
前期は正規合格で、そんで日医後期。日医後期の数学が難
しかったって言われてるけど、自分の中では前期の方が難
しかったですね。後期は代官山のテキストと同じ問題が結
構出て、そこでかなり稼いだかな、と。正規ではなかったで
すけど（笑）。生物だったのも良かった、かな…。日医の考
察問題だけはちゃんと言われた通り過去問やり込んでた
んで、直近６年分は２回３回やり込んで。うなぎの問題も
ちゃんと制圧しました（笑）。あれ難しいですけど、いけなく
はないです。何回かやればですけど、初見っだったら流石
にきついですね（笑）。やれって言われてよかったっす。

前期はジグザグの成績が、後期では安定。模試８
回の内、２回１位を取りました。
まず合格実績で代官山を選びました。入試攻略本を試験
会場の前でもらって、見たら合格実績がすごい良かったの
で、で、来てみて、石井先生に面談してもらって、それでここ
かなって。あと他にも医専行って、でもここにしようかなっ
て。大手の河合塾も迷ったけど、ここかなって。河合じゃた
ぶん受かってなかったかな 。
で最初ここ入って、最初のクラス分けはなんとM１でした。
最初良くて、でも次がスゲっー下がっって、自分でもびっく
りしました。やばいなって。数学偏差値３７ってなに？っ
て、で、次また上がって、偏差７７って（笑）、過去最高の成
績を取って、で次また下がって、何このギザギザ（笑）。数学
がジグザグになって、これ薄先生が一番嫌いな成績の取り
方らしくて（笑）。ジグザグが一番良くないらしいんですよ、
実力のない証拠だって。でも後半は安定しましたよ。後半
は、偏差値68、67、72 って感じで。９月までがちょっとヤバ
かったですよね。特に５月が。これはもうクラス落ちるだろ
うなって（笑）。若林(若林桃子：日本医科大進学)と賢真(菅
波賢真：日本医科大進学)がやりあってて、たまに俺が１位
とるみたいな。賢真に勝ったんですよ。最後と途中で２回
取りました。全９回中。波が激しかったです…。井上(井上
瑞木：日本医科大進学)、とか若林は結局、前期後期両方き
ましたよね。俺はヒヤヒヤでした。それまで東邦で、入金も
しました。最初は埼玉にも払って。親も仕方ないなって
言ってました。杏林と聖マは払わなかったんですけど、東
邦は払って。ちょっと親には申し訳なかったです。東邦に行
くって報告して、そのあとに日医から電話がきたんです。翌
日くらいに。本当にギリギリでした（笑）。３月の下旬、２５
か６くらいで。

月１回の医学部対策模試、ランキングも貼りだされ
モチベーションもアップした。
最初マンスリー受けた時やばいなと思って。入る予備校間

違えたかと（笑）。そんくらい難しくって。大手だと記述模試
は３回だけでも、代官山だと9回、ランキングも出て、私立
医学部の傾向にも沿ってて、成績も１週間ぐらいで返って
くる模試が月１回あるってのはモチベーション上がりま
す。試験の受け方も月１であると考えるようになってきて、
先輩方も試験の受け方のルーティーンを決めてたって石
井先生から聞いてたんで、ちゃんと自分なりの試験の受け
方も考えるようになって、だんだん落ち着いて受けられる
ようになりました。合格への軌跡とかめっちゃ読んでまし
たよ。代官山通信からも先輩たちのやり方とか学んで。あ、
僕のも皆さんの役に立てたら嬉しいです（笑）。

空きコマの時間も、スケジュール作って何をするか
決めていた。
マンスリー終わった後とか毎回反省点書いてました。数学
だと正確性を欠いたとか、例えば小問で絶対に取らないと
いけないところでミスしたとか、簡単な問題なのに自爆し
たりとか勘違いとか多かったんで。そういう取らないとけ
ないところに時間をかけるのではなくて、みんなと差をつ
けられるような難しめの問題に時間を割いたりしていたと
いう反省点を書き出して、苦手なんだから取れる問題を確
実に取ろうって改善をしていきました。生物は過去問は解
けるんですけどマンスリーはひどくって。みんながあんな
に取れる理由が分からない（笑）。百瀬（百瀬あゆこ：埼玉
医科大進学）とか８０何点とか取ってたし。あと陳さん（陳
優樺：東京女子医科大進学）もすごい生物強くて敵わない
なあって（笑）。でも最後３回は偏差値６０は切ってない
んで、安定したかなって。時間かけてなかったんですかね、
最初。自習スケジュール、特に空きコマが多い日はちゃん
と作ってたんですよ。だらけちゃうんで、何するか決めてま
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した。あ、緒方先生に言われたんですよ、生物なめてな
い？って。比重多くしたほうがいいんじゃないって。多分相
当やばかったんでしょ、夏頃に。マンスリーも確認テストも
悪かったんで。あそこまできめ細かく見てもらって、本当に
ありがたいです。緒方先生じゃなかったら、日医は受かっ
てなかったです。

自習室や、休み時間以外は出入りできない環境、レ
ベルの高いライバルたちとの競い合いが、合格に
つながった。
僕は完全に自習室派です。すごく集中できました。休み時
間以外2号館は自由に出入りできないし、そういうのが
やっぱり良かったですね。眠くなった時は一回顔洗って、
それでも無理だったらちゃんとタイマーかけて１０分とか
１５分寝てって。長時間寝ないようにしてました。時間の
使い方、空きコマの使い方とか、あと朝とか。朝早く来てう
まくいく人もいれば、賢真みたいに家でたくさん寝てうま
くいく人もいるし、人それぞれなんで色々試して。１回６時
台に来てみたけど続かなくて、自分は寝たほうがうまくい
くなと。結構８時間くらい寝てて、そのほうがうまく行った
んで、早朝にこだわることには執着しませんでした。でも
僕の７時台って結構早いほうだと思う。石井先生も朝早く
来た人は受かってるって言ってたので、ほどほどに早く7時
台に来てました（笑）。ちゃんと石井先生の言うことは聞い
てましたね。６月に自分のペースがつかめたので、それで
成績も上がったのかもしれませんね。やっぱり石井先生の
言う通り生活習慣が安定すると、成績だけでなく色々なも
のが安定しますね。数学ができなかったのはもともとです
けど（笑）。でも全科目代官山で上げてもらいましたよ。現
役の時, 大手行ってたんですけど、その大手と遜色のない
くらい、それ以上の先生もいるし高い水準の講師の先生が
僕らと近い距離で教えてくれるってのが強みなんじゃない
かなって。環境では毎回マンスリーで自然とライバル意識
も生まれますし。若林と山岡さん(山岡愛英：昭和大医学部
進学)は毎日朝早く来て、努力量的には負けてるんですけ
ど（笑）、あの二人には努力で勝てなくて、マジ凄いんです
よ、あの二人は。賢真はめっちゃ効率いいんですよ。その
３人と、あと岸川(岸川竜也：東邦大医学部進学）にも負け
たくなかったですね。言わなかったですけど、意識してま
した。高3の鈴木さん（鈴木理咲子：東京慈恵会医科大進
学）が自習室で結構やってるの見てました。そういうレベ
ルの高いライバルたちと競い合いできたので自分も自然
と意識が上がったと思います。

現役で受けた圧迫面接でもう無理ってなってた僕
でも、小論文と面接が出来るようになった。
小論文、めっちゃよかったです。僕、喋んのも書くのも凄い
苦手だったんですけど、高橋浩先生は小論文はマニュア
ルで書くんで、面接とかも意識するポイントとかを教えてく
ださって、僕みたいでもそれなりにできるようになって

（笑）。現役の時受けた2次試験でめっちゃ圧迫で、もう無
理ってなってたけど、現役の時とは比べ物にならないくら

いできるようになったと思います。本当に高橋浩先生優し
いんですよ。先生のマニュアル通り書けばかけるし、面接
でもマイナスもらうことは絶対にないです。逆にプラスし
かないです。現役の時に東医の推薦受けて、その対策で他
の医専行ったんですけど、その先生より100倍いいです。
高橋浩先生は全然違います（笑）。

授業も分かりやすいし、本当に生徒思いの先生ば
かり。
栗原先生には英作文を担当してもらったんですけど、毎週
毎週添削を見てもらって、厳しく添削してもらってアドバイ
スももらって、英作文は代官山入ってから出来るようにな
りましたし、空きコマとか先生も疲れているから休みたい
と思うんですけど、その時間もずっと添削してくださって。
石井先生からはきちんと音読やれって言われて、それは
ちゃんとやってました。４月５月は空き教室とかで一人で
しました。音読のメリットは返り読みをしなくなるので速く
読めるようになるって。前からどんどん読めるようになる
し、そこはちゃんと守ってました。あと勉強時間も石井先生
に言われた通り科目で均等にしようって思って、数学が一
番ウエイトが重かったんですけど、均等に。４月は数学
ばっかりやってましたけど。Topのテキストは重すぎでした

（笑）。ちゃんと復習してましたよ。代官山きて復習のウエイ
トは重くなりました。予習も時間区切って、この問題は何
分って。それでできなかったら授業聞こうって。薄先生の授
業聞いてから確率とか整数とか過去問解いても現役の時
と感触が全然違って、本当にできるようになりました。現役
の時は全く解けなかったんですけど、何をしたらいいかも
分からずで、薄先生のやり方に従ってやっていたら、解決
の糸口が見えてきて、現役の時とは違う感触はありまし
た。典さんは人が思いつかないような解法を思いつくん
で、予習やってても楽しいですし、こんな風に思い浮かぶ
んだって、あといろんな人も言ってますけど、自分たちが出
した予習の解法も検討してくれるんで、面白かったです。も
ちろんダメ出しもされます（笑）。これはボツって。あとは山
室先生です（笑）。山室先生からは計算ミスを一番指摘さ
れて、毎日計算練習しろって。毎日積分の計算ちゃんとやっ
て。先生方がちゃんと言ってくれたんで、意識づけはでき
たかなって。山室先生の計トレ、結構本番出ましたよ。小問
が結構。特に前期のテキストからめっちゃ出ました。岩手
と日医と順天と東邦で。的中です。（笑）あと緒方先生はと
にかく面倒見の良さが凄い。いろんな人に個別の課題と
かもちゃんと考えて出してくれますし、他の先生もみんな
そうですけど、授業も分かりやすいし、本当に生徒思いの
先生ばかり。毎回確認テストがあるんですけど、僕とか悪
かったんです（笑）、悪いと緒方先生に呼び出されて、これ
どういう事なのって（笑）お叱りを受けて、あと過去問も過
去問表があって、過去問解いて持っていくと一人一人アド
バイスくれますし。俺は苦手だったので、最初は金沢やっ
てこいって言われて、あと福岡とか。最初は簡単な問題か
ら指定されて。それを一人一人。俺は希望しなかったんで
すけど緒方先生からやってこいって（笑）。相当やばかった
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んでしょうね。確認テストは授業でやった内容なんですけ
ど、ずっとM１M２でダントツの最下位だったんですよ。あ
まり生物に時間かけなかってのもあるんですけど。

数学の解法をぱっと言えるようになるまで復習す
る。
復習方法で薄先生から言われたのは、手で書くだけでな
く問題の解法をぱっと言えるようにするところまでやった
りとか、時間のないときは方針を言えるようにして、時間の
ある時にしっかり手で書いてちゃんと分かっているか確認
しなさいと。薄先生の復習の方法があって、最初の授業で
言われて、従ってやってました。１回目は書いて、書かなく
ても言えるくらいまで。授業でも不明点があれば全部先生
に聞きに行って、理解したら白紙から書いて、詰まったら
考えて、それでもわからなかったら先生に聞きに行って。
それをやった上で復習、解答を書いて言えるようになるま
で。英語は１０回か１５回は音読と黙読を。石井先生の
テキストともう一つの長文のテキストも。絶対って決めて
全部やってました。単語も辞書とテキストにマーカー引い
て全部覚えて。何度も出てくるとマーカー引いてあるんで、
覚えるんです。それくらいしないと苦手な単語は覚えられ
なかったんで。先生に言われたこと以外はやらない、そん
な時間もないですし。ここにきている意味もなくなっちゃ
うじゃないですか。せっかく先生とこんなに近い距離で面
倒見てもらえてるのに、先生に言われたことやらずに他を
やるのは違うかなって。

テキストのやり込みが合格への近道。代官山のこと
を普通にやれば受かります。
一番にやることはテキストの予習復習。先生たちが私立の
医学部合格に必要だと思っていることを詰め込んで編集
しているテキストなんで、それを使って教えているんで、そ
れをやり込まないでってのはここに来た意味がなくなって
しまうんで、それが合格への一番の近道なんで、テキスト
のやり込みは絶対にしたほうがいいです。
あと生活リズムは毎日整えないと波に乗れないというか。
朝すごく早くは出来なくても、自分が頑張れる理想の時間
を試行錯誤して見つけてもらって、それを毎日同じように
行っていれば、受かるんじゃないかなと。継続。特別なこと
をするのではなく、代官山のことを普通にやれば受かりま
す。あと二次を舐めてる人多いんで、ちゃんと一次も二次
も対策していただければ万全なのかなと。二次の点数と
最終合格率の相関関係があって、やっぱり小論文の点数
が高いと合格率も高いって言っていたんで、じゃあ俺もや
ろうって。あと石井先生が試験期間中でも毎日代官山に来
たほうがいいって言ってて、自分一人でいると滅入っちゃ
うんで、毎日行って代官山の人とも喋ったし、分からないと
ころも先生に聞きに行って。テスト中も先生みんないらっ
しゃってるんで。あと喋ると落ち込んでた時も明るくなれる
し気持ちの整理もつくんで、毎日行ってました。本当に疲
れていた日は仕方がないと家で休みましたけど。本当に
先生、友人、家族に支えられて合格できました。家族も日医
の時は本当に喜んでました。自分の中では日医は受かる
とは思ってなくて、順天の方が来ると思ってました（笑）。英
作埋めたんですけどね（笑）。最後に、環境的に代官山は
合格に申し分ないので、あとは自分の努力次第なんで、
しっかりまっすぐ頑張って欲しいです。本当に代官山で良
かったです。

54.8 70.1＋129点

8ヶ月後8ヶ月後

合格の軌跡

化学偏差値総合得点 
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した。あ、緒方先生に言われたんですよ、生物なめてな
い？って。比重多くしたほうがいいんじゃないって。多分相
当やばかったんでしょ、夏頃に。マンスリーも確認テストも
悪かったんで。あそこまできめ細かく見てもらって、本当に
ありがたいです。緒方先生じゃなかったら、日医は受かっ
てなかったです。

自習室や、休み時間以外は出入りできない環境、レ
ベルの高いライバルたちとの競い合いが、合格に
つながった。
僕は完全に自習室派です。すごく集中できました。休み時
間以外2号館は自由に出入りできないし、そういうのが
やっぱり良かったですね。眠くなった時は一回顔洗って、
それでも無理だったらちゃんとタイマーかけて１０分とか
１５分寝てって。長時間寝ないようにしてました。時間の
使い方、空きコマの使い方とか、あと朝とか。朝早く来てう
まくいく人もいれば、賢真みたいに家でたくさん寝てうま
くいく人もいるし、人それぞれなんで色々試して。１回６時
台に来てみたけど続かなくて、自分は寝たほうがうまくい
くなと。結構８時間くらい寝てて、そのほうがうまく行った
んで、早朝にこだわることには執着しませんでした。でも
僕の７時台って結構早いほうだと思う。石井先生も朝早く
来た人は受かってるって言ってたので、ほどほどに早く7時
台に来てました（笑）。ちゃんと石井先生の言うことは聞い
てましたね。６月に自分のペースがつかめたので、それで
成績も上がったのかもしれませんね。やっぱり石井先生の
言う通り生活習慣が安定すると、成績だけでなく色々なも
のが安定しますね。数学ができなかったのはもともとです
けど（笑）。でも全科目代官山で上げてもらいましたよ。現
役の時, 大手行ってたんですけど、その大手と遜色のない
くらい、それ以上の先生もいるし高い水準の講師の先生が
僕らと近い距離で教えてくれるってのが強みなんじゃない
かなって。環境では毎回マンスリーで自然とライバル意識
も生まれますし。若林と山岡さん(山岡愛英：昭和大医学部
進学)は毎日朝早く来て、努力量的には負けてるんですけ
ど（笑）、あの二人には努力で勝てなくて、マジ凄いんです
よ、あの二人は。賢真はめっちゃ効率いいんですよ。その
３人と、あと岸川(岸川竜也：東邦大医学部進学）にも負け
たくなかったですね。言わなかったですけど、意識してま
した。高3の鈴木さん（鈴木理咲子：東京慈恵会医科大進
学）が自習室で結構やってるの見てました。そういうレベ
ルの高いライバルたちと競い合いできたので自分も自然
と意識が上がったと思います。

現役で受けた圧迫面接でもう無理ってなってた僕
でも、小論文と面接が出来るようになった。
小論文、めっちゃよかったです。僕、喋んのも書くのも凄い
苦手だったんですけど、高橋浩先生は小論文はマニュア
ルで書くんで、面接とかも意識するポイントとかを教えてく
ださって、僕みたいでもそれなりにできるようになって

（笑）。現役の時受けた2次試験でめっちゃ圧迫で、もう無
理ってなってたけど、現役の時とは比べ物にならないくら

いできるようになったと思います。本当に高橋浩先生優し
いんですよ。先生のマニュアル通り書けばかけるし、面接
でもマイナスもらうことは絶対にないです。逆にプラスし
かないです。現役の時に東医の推薦受けて、その対策で他
の医専行ったんですけど、その先生より100倍いいです。
高橋浩先生は全然違います（笑）。

授業も分かりやすいし、本当に生徒思いの先生ば
かり。
栗原先生には英作文を担当してもらったんですけど、毎週
毎週添削を見てもらって、厳しく添削してもらってアドバイ
スももらって、英作文は代官山入ってから出来るようにな
りましたし、空きコマとか先生も疲れているから休みたい
と思うんですけど、その時間もずっと添削してくださって。
石井先生からはきちんと音読やれって言われて、それは
ちゃんとやってました。４月５月は空き教室とかで一人で
しました。音読のメリットは返り読みをしなくなるので速く
読めるようになるって。前からどんどん読めるようになる
し、そこはちゃんと守ってました。あと勉強時間も石井先生
に言われた通り科目で均等にしようって思って、数学が一
番ウエイトが重かったんですけど、均等に。４月は数学
ばっかりやってましたけど。Topのテキストは重すぎでした

（笑）。ちゃんと復習してましたよ。代官山きて復習のウエイ
トは重くなりました。予習も時間区切って、この問題は何
分って。それでできなかったら授業聞こうって。薄先生の授
業聞いてから確率とか整数とか過去問解いても現役の時
と感触が全然違って、本当にできるようになりました。現役
の時は全く解けなかったんですけど、何をしたらいいかも
分からずで、薄先生のやり方に従ってやっていたら、解決
の糸口が見えてきて、現役の時とは違う感触はありまし
た。典さんは人が思いつかないような解法を思いつくん
で、予習やってても楽しいですし、こんな風に思い浮かぶ
んだって、あといろんな人も言ってますけど、自分たちが出
した予習の解法も検討してくれるんで、面白かったです。も
ちろんダメ出しもされます（笑）。これはボツって。あとは山
室先生です（笑）。山室先生からは計算ミスを一番指摘さ
れて、毎日計算練習しろって。毎日積分の計算ちゃんとやっ
て。先生方がちゃんと言ってくれたんで、意識づけはでき
たかなって。山室先生の計トレ、結構本番出ましたよ。小問
が結構。特に前期のテキストからめっちゃ出ました。岩手
と日医と順天と東邦で。的中です。（笑）あと緒方先生はと
にかく面倒見の良さが凄い。いろんな人に個別の課題と
かもちゃんと考えて出してくれますし、他の先生もみんな
そうですけど、授業も分かりやすいし、本当に生徒思いの
先生ばかり。毎回確認テストがあるんですけど、僕とか悪
かったんです（笑）、悪いと緒方先生に呼び出されて、これ
どういう事なのって（笑）お叱りを受けて、あと過去問も過
去問表があって、過去問解いて持っていくと一人一人アド
バイスくれますし。俺は苦手だったので、最初は金沢やっ
てこいって言われて、あと福岡とか。最初は簡単な問題か
ら指定されて。それを一人一人。俺は希望しなかったんで
すけど緒方先生からやってこいって（笑）。相当やばかった
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んでしょうね。確認テストは授業でやった内容なんですけ
ど、ずっとM１M２でダントツの最下位だったんですよ。あ
まり生物に時間かけなかってのもあるんですけど。

数学の解法をぱっと言えるようになるまで復習す
る。
復習方法で薄先生から言われたのは、手で書くだけでな
く問題の解法をぱっと言えるようにするところまでやった
りとか、時間のないときは方針を言えるようにして、時間の
ある時にしっかり手で書いてちゃんと分かっているか確認
しなさいと。薄先生の復習の方法があって、最初の授業で
言われて、従ってやってました。１回目は書いて、書かなく
ても言えるくらいまで。授業でも不明点があれば全部先生
に聞きに行って、理解したら白紙から書いて、詰まったら
考えて、それでもわからなかったら先生に聞きに行って。
それをやった上で復習、解答を書いて言えるようになるま
で。英語は１０回か１５回は音読と黙読を。石井先生の
テキストともう一つの長文のテキストも。絶対って決めて
全部やってました。単語も辞書とテキストにマーカー引い
て全部覚えて。何度も出てくるとマーカー引いてあるんで、
覚えるんです。それくらいしないと苦手な単語は覚えられ
なかったんで。先生に言われたこと以外はやらない、そん
な時間もないですし。ここにきている意味もなくなっちゃ
うじゃないですか。せっかく先生とこんなに近い距離で面
倒見てもらえてるのに、先生に言われたことやらずに他を
やるのは違うかなって。

テキストのやり込みが合格への近道。代官山のこと
を普通にやれば受かります。
一番にやることはテキストの予習復習。先生たちが私立の
医学部合格に必要だと思っていることを詰め込んで編集
しているテキストなんで、それを使って教えているんで、そ
れをやり込まないでってのはここに来た意味がなくなって
しまうんで、それが合格への一番の近道なんで、テキスト
のやり込みは絶対にしたほうがいいです。
あと生活リズムは毎日整えないと波に乗れないというか。
朝すごく早くは出来なくても、自分が頑張れる理想の時間
を試行錯誤して見つけてもらって、それを毎日同じように
行っていれば、受かるんじゃないかなと。継続。特別なこと
をするのではなく、代官山のことを普通にやれば受かりま
す。あと二次を舐めてる人多いんで、ちゃんと一次も二次
も対策していただければ万全なのかなと。二次の点数と
最終合格率の相関関係があって、やっぱり小論文の点数
が高いと合格率も高いって言っていたんで、じゃあ俺もや
ろうって。あと石井先生が試験期間中でも毎日代官山に来
たほうがいいって言ってて、自分一人でいると滅入っちゃ
うんで、毎日行って代官山の人とも喋ったし、分からないと
ころも先生に聞きに行って。テスト中も先生みんないらっ
しゃってるんで。あと喋ると落ち込んでた時も明るくなれる
し気持ちの整理もつくんで、毎日行ってました。本当に疲
れていた日は仕方がないと家で休みましたけど。本当に
先生、友人、家族に支えられて合格できました。家族も日医
の時は本当に喜んでました。自分の中では日医は受かる
とは思ってなくて、順天の方が来ると思ってました（笑）。英
作埋めたんですけどね（笑）。最後に、環境的に代官山は
合格に申し分ないので、あとは自分の努力次第なんで、
しっかりまっすぐ頑張って欲しいです。本当に代官山で良
かったです。
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8ヶ月後8ヶ月後
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卒 業 生 が 語 る
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合格への
軌跡 2019年

昭和大医学部
岩手医科大医学部
愛知医科大
聖マリアンナ医科大
東北医科薬科大医学部

率直に言うとめちゃめちゃ辛い一年、
まさに『修行』でした（笑）。でも、

自分の経験を受験生に伝えたいので、
来年はチューターやりたいです。
昭和大医学部進学　佐藤 貴文くん(盛岡第一高校卒)

Ⅰ期2次合格
2次合格
2次合格
2次合格
2次合格

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

昭和こないかなって思ってたのに、一番最初に
結果出ました(笑) 。
二次合格したのは岩手医大と愛知医科、聖マリ、昭
和、あと東北医科薬科です。一次通ったのは東邦と日
大も。日大は東北医科と二次の日程被ってたんで二次
受けてないです。東邦は、面接の時にノックし忘れま
した(笑)。いきなり入りました。別に特にそんな変な顔
されなかったですけど、二次通らなかったのはノック
のせいかも？(笑)。あと一次の適性検査で一個、まるま
る書いてないのもあったんで、それもあるかなって感
じです。昭和まわってきたのは2月18日だったかな？結
構早くまわってきて。くるとしてもギリギリかなって
思ってたんですけど、早めに来てびっくりしました。
問題難しかったので、昭和こないかなって思ってたの
に、一番最初に結果出ました(笑) 。代官山には高3の2
月の中旬ぐらいに説明会聞いて、すぐ入塾手続きして
課題送ってもらいました、大量のあれ。寮に入ったの
は４月の始め頃でした。

昭和大学の寮は、年齢が違っても敬語を全然使
わない良い関係。
昭和大の富士吉田キャンパスの近くで、温泉引き当て
たんです。聞いた話だと、寮にも引き込むらしく生徒
も入れるとか（笑）。今年の昭和は女子が多いです、
10人ぐらい女子の方が。寮は4人で一部屋なんですけ
ど、男子の赤松寮は3人一部屋で、白樺寮で時々4人一
部屋。全く使ってない部屋も（笑）。僕の部屋のメン
バーは、医学部の自分と薬学部、歯学部、保健医療学
部の４人で。自分の部屋のメンバー、けっこう年高め
なんです（笑）。自分は一浪で、保健医療の人も一
浪、薬の人が三浪で、歯の人も三浪です。敬語とか全
然使わない良い関係ですけど（笑）

代官山のテキストから同じ問題が入試に出たの
がラッキーでした。
最初はA2クラスでした。4月のクラス分けテストで
は、もっと取れてるかなって思ってたんですけど、フ
タ開けて見たら全然取れてねぇみたいな（笑）。夏終
わってA1に上がって、そのままずっとA1です。最後ま
でA1です。上げてはもらえませんでした（笑）。自分
はいわゆるマニュアル人間タイプで、自分の知ったも
のが出てきたらめっちゃ強くて絶対ミスんないけど、
ちょっとひねられるともうダメみたいな（笑）。だか
ら、代官山のテキストから結構同じ問題が今年の入試
に出たのが幸いしました。ほんとまあラッキーでし
た。本当に代官山のテキストのクォリティは高いで
す。

「俺より上にいけ」と言ってくれた兄が一番喜
んでくれた。
兄が東邦なんですけど、自分は東邦だけ落ちました
（笑）。納得いかないっす。東邦はくると思ってたん

ですけど。今年は代官山から東邦に9人進学してるし。
兄が、「俺よりお前の方が頑張ってるから東邦より上
に行って欲しい」ってずっと言ってくれたんっすけ
ど、昭和受かった時は一番喜んでくれました。

M１の人を意識していたおかげで、ランキング
にも名前が載るようになった。
ウィークリーテストは、ぼくらのクラス、数学がすご
く難しくて、出来なかった問題をガチしっかり覚えよ
うってやってました。数学はテキストの復習問題が多
かったんで、それもしっかりと。生物も授業の復習問
題が多かったので力入れてました。英語は快速英熟語
から出題されたんで、イディオムも気合い入れて覚え
てました。夏以降から結構ランキング載るようになり
ましたよ。マンスリーは、最初の方はランキングに載
るか載らないかってところだったんですけど、結構基
本的なミスさえしなきゃ載るなぁって分かった辺りか
らは、基本的なところは絶対取る、難しいところは出
来る所まで考えるってやり方に変えて。とにかく簡単
な間違えをしないように気を付けてました。同じクラ
スの小島さん（小島さや加：東邦大医学部進学）とか
秋山君（秋山雄哉：愛知医科大進学）とか、あとM1の
人を基本的に意識してましたね、菅波（菅波賢真：日
本医科大進学）とか(笑)。やっぱあそこに追い付かない
とって事で。そのおかげで、最後の方はランキングで
上の方に名前載りました。苦手な英語ができれば、
けっこう上に行くっていうことが多かったので、英語
めちゃめちゃ緊張しました(笑) 。理科で点取って、数
学でも取って、で英語ミスんないようにっていう戦略
でした。

毎月10枚、計150枚以上のプリントを全部終わ
らせたので、苦手の英語も上がった。
代官山入って、勉強したのはここのテキストだけで
す。数学に関しては前期のテキストを4、5回は解きな
おしました。後期も3回くらい。石井先生のテキストは
最初の頃は写経やって、寮に持って帰って朝起てから
音読してました。朝は頭に入るんですよ。石井先生か
ら言われた通りしっかりやりました。英語では石井先
生にずっとθで教わっていたのですけど、θの授業は
まぁほんと緊張しましたね…。プラスしてあの阿里さ
んの授業プリントの復習も。阿里先生からも沢山プリ
ントもらったんですけど、全部終わらせましたよ。授
業では長文を上から順番に訳していくのをひたすら80
分間やってました。ひたすら訳していくみたいな。長
文、空所補充、整語、英文法とイディオムのプリント
が毎月10枚ずつ配られて、それを毎月全部終わらせた
ので、150枚以上やったかな。苦手の英語が上がったの
は、阿里先生のプリントのおかげです。
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昭和大医学部
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率直に言うとめちゃめちゃ辛い一年、
まさに『修行』でした（笑）。でも、

自分の経験を受験生に伝えたいので、
来年はチューターやりたいです。
昭和大医学部進学　佐藤 貴文くん(盛岡第一高校卒)
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

昭和こないかなって思ってたのに、一番最初に
結果出ました(笑) 。
二次合格したのは岩手医大と愛知医科、聖マリ、昭
和、あと東北医科薬科です。一次通ったのは東邦と日
大も。日大は東北医科と二次の日程被ってたんで二次
受けてないです。東邦は、面接の時にノックし忘れま
した(笑)。いきなり入りました。別に特にそんな変な顔
されなかったですけど、二次通らなかったのはノック
のせいかも？(笑)。あと一次の適性検査で一個、まるま
る書いてないのもあったんで、それもあるかなって感
じです。昭和まわってきたのは2月18日だったかな？結
構早くまわってきて。くるとしてもギリギリかなって
思ってたんですけど、早めに来てびっくりしました。
問題難しかったので、昭和こないかなって思ってたの
に、一番最初に結果出ました(笑) 。代官山には高3の2
月の中旬ぐらいに説明会聞いて、すぐ入塾手続きして
課題送ってもらいました、大量のあれ。寮に入ったの
は４月の始め頃でした。

昭和大学の寮は、年齢が違っても敬語を全然使
わない良い関係。
昭和大の富士吉田キャンパスの近くで、温泉引き当て
たんです。聞いた話だと、寮にも引き込むらしく生徒
も入れるとか（笑）。今年の昭和は女子が多いです、
10人ぐらい女子の方が。寮は4人で一部屋なんですけ
ど、男子の赤松寮は3人一部屋で、白樺寮で時々4人一
部屋。全く使ってない部屋も（笑）。僕の部屋のメン
バーは、医学部の自分と薬学部、歯学部、保健医療学
部の４人で。自分の部屋のメンバー、けっこう年高め
なんです（笑）。自分は一浪で、保健医療の人も一
浪、薬の人が三浪で、歯の人も三浪です。敬語とか全
然使わない良い関係ですけど（笑）

代官山のテキストから同じ問題が入試に出たの
がラッキーでした。
最初はA2クラスでした。4月のクラス分けテストで
は、もっと取れてるかなって思ってたんですけど、フ
タ開けて見たら全然取れてねぇみたいな（笑）。夏終
わってA1に上がって、そのままずっとA1です。最後ま
でA1です。上げてはもらえませんでした（笑）。自分
はいわゆるマニュアル人間タイプで、自分の知ったも
のが出てきたらめっちゃ強くて絶対ミスんないけど、
ちょっとひねられるともうダメみたいな（笑）。だか
ら、代官山のテキストから結構同じ問題が今年の入試
に出たのが幸いしました。ほんとまあラッキーでし
た。本当に代官山のテキストのクォリティは高いで
す。

「俺より上にいけ」と言ってくれた兄が一番喜
んでくれた。
兄が東邦なんですけど、自分は東邦だけ落ちました
（笑）。納得いかないっす。東邦はくると思ってたん

ですけど。今年は代官山から東邦に9人進学してるし。
兄が、「俺よりお前の方が頑張ってるから東邦より上
に行って欲しい」ってずっと言ってくれたんっすけ
ど、昭和受かった時は一番喜んでくれました。

M１の人を意識していたおかげで、ランキング
にも名前が載るようになった。
ウィークリーテストは、ぼくらのクラス、数学がすご
く難しくて、出来なかった問題をガチしっかり覚えよ
うってやってました。数学はテキストの復習問題が多
かったんで、それもしっかりと。生物も授業の復習問
題が多かったので力入れてました。英語は快速英熟語
から出題されたんで、イディオムも気合い入れて覚え
てました。夏以降から結構ランキング載るようになり
ましたよ。マンスリーは、最初の方はランキングに載
るか載らないかってところだったんですけど、結構基
本的なミスさえしなきゃ載るなぁって分かった辺りか
らは、基本的なところは絶対取る、難しいところは出
来る所まで考えるってやり方に変えて。とにかく簡単
な間違えをしないように気を付けてました。同じクラ
スの小島さん（小島さや加：東邦大医学部進学）とか
秋山君（秋山雄哉：愛知医科大進学）とか、あとM1の
人を基本的に意識してましたね、菅波（菅波賢真：日
本医科大進学）とか(笑)。やっぱあそこに追い付かない
とって事で。そのおかげで、最後の方はランキングで
上の方に名前載りました。苦手な英語ができれば、
けっこう上に行くっていうことが多かったので、英語
めちゃめちゃ緊張しました(笑) 。理科で点取って、数
学でも取って、で英語ミスんないようにっていう戦略
でした。

毎月10枚、計150枚以上のプリントを全部終わ
らせたので、苦手の英語も上がった。
代官山入って、勉強したのはここのテキストだけで
す。数学に関しては前期のテキストを4、5回は解きな
おしました。後期も3回くらい。石井先生のテキストは
最初の頃は写経やって、寮に持って帰って朝起てから
音読してました。朝は頭に入るんですよ。石井先生か
ら言われた通りしっかりやりました。英語では石井先
生にずっとθで教わっていたのですけど、θの授業は
まぁほんと緊張しましたね…。プラスしてあの阿里さ
んの授業プリントの復習も。阿里先生からも沢山プリ
ントもらったんですけど、全部終わらせましたよ。授
業では長文を上から順番に訳していくのをひたすら80
分間やってました。ひたすら訳していくみたいな。長
文、空所補充、整語、英文法とイディオムのプリント
が毎月10枚ずつ配られて、それを毎月全部終わらせた
ので、150枚以上やったかな。苦手の英語が上がったの
は、阿里先生のプリントのおかげです。
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

山室先生の授業で、数学が得意な人の考え方に
なってきた。
数学は平パンのところにはよく行きましたね。ここ分
かんないんですけどって言うと、テキストの何ページ
復習してみてって言われて それだけでいつも解決でき
ちゃうんです。あと長澤先生も授業終わったら補題出
してくれるんで。その補題で習ったところを復習でき
ました。太郎さん(中村太郎先生)も良かったです。やり
方を論理立てて教えてくれるんで、それだけで一つの
方法で結構解けるって思って。数学の先生は印象深い
先生ばっかりですね。山室先生は(笑)、そういう見方も
あるんだなって思えるような授業内容で。自分はパ
ワーで解くタイプだったので、そういう抜け道もある
のかって気づけて。それで数学が得意な人の考え方に
なってきたんで、無意識に使ってたのかもしれないで
す。もちろん全部復習しました。

山崎先生は計算を教えるのすごくうまくて、お
かげで計算問題の苦手意識がなくなりました。
化学はずっと理論を原先生に教えてもらってたんです
けど、本当に一問一問丁寧に教えてくれるんです。あ
の丁寧さが良かったです。最初からどう進めていいの
かすら分からなった問題ですら、授業聞くと全部理解
できるようになりました。「平衡」今年結構出てほと
んど間違えなかったんです。生物は、本当にオガ
ティー(緒方先生)のところに通い詰めました(笑)。通い
妻みたいに(笑)。緒方先生は繰り返し聞いてもホントに
何回もちゃんと教えてくれるんで、理解できるまで
ずっと話聞けたっていうのは良かったな、と。だか
ら、ある程度時間経ってから解き直しても、頭に残っ
てることが多かったです。「重要なところ」とか「こ
こだけは覚えてて」ってところをちゃんと言ってくだ

さるので、それに従って覚えて、あと余裕あったら他
の部分も覚えてって。あと、山崎先生も、ここはめっ
ちゃ出るってとこを毎回きちっと抑えて「これを覚え
てきて」って言って、で次の授業の時に復習テストし
てくれたんです。あと山崎先生は計算を教えるのすご
くうまくて、計算に関する問題のプリントもたくさん
くれました。すごく分かりやすい教え方で、おかげで
計算問題の苦手意識がなくなりました。

自習室では絶対に寝ないようにしていた。見回
りの職員さんに起こされたくなかった（笑）
寮に入って、最初の頃は朝は７時半頃に自習室に来て
いました。次の月が８時半になって、次が７時半に
なって（笑）。マンスリーが良かったら、次の月は気
が抜けて遅くなって、でまた悪くなって気引き締めて
７時半に、で次良くての繰り返しで（笑）。最後は8時
くらいに来てました。自習は基本的に自習室でしてま
した。疲れて頭動かない時だけ外出て友達と話して、
でまた戻ってって感じで。僕の自習席は２階の入って
すぐのところだったんですけど、そこで寝てると、う
わ～こいつ寝てんじゃんって思われるのが嫌だったん
で、絶対に寝ないようにしました。寝ていると職員さ
んが見回りに来て起こして回るから、それもされたく
なかったし（笑）。本当に疲れた時は少しボーッとし
て、それ以外はずっと復習してました。２号館３階の
M１M２の人たちと昭和決まるまではほぼ関わりはな
かったんですけど、菅波は意識してました。結局勝て
ませんでしたけど（笑）。昭和決まってからは愛英さ
ん（山岡愛英：昭和大医学部進学）にも話しかけても
らえました。

テキストの復習だけガツガツやったら、「過去
問」も解けるようになった。
代官山入ってから、現役の時と比べてめちゃくちゃ復
習するようになりました。まあ、やらされるんで(笑)、
12月くらいまではずっと復習やってて、そこから指示
通りの赤本、2校くらいやって受験に行ったんですけ
ど、結果、ほんとテキストのやった問題の復習だけで
過去問も解けるようになってたんで、復習をガツガツ
やっててよかったな～って思いました。絶対に一浪で
決めるって思ってました。だから自分の出来る事だけ
やって、それ以外の難しい事は解けたらラッキーくら
いに思って。出来る事は本当にミスしないようにって
事だけ考えてました。いい点取らなきゃっていう力み
がなかったのが良い結果につながったのかもしれませ
んね。でも昭和では、数学の時点でうわ～終わった
～って思いましたけど（笑）。めちゃめちゃ難しくっ
て、みんな終わった～って言ってました（笑）。解答
出来ない問題があったって後から聞きましたけど、そ
こを自分はちゃんと飛ばしました。（１）だったんで
すけど、そこは分からなかったので飛ばして次の
（２）の問題を書いたら当たって。運も良かったです

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

ね。運使い切ったんじゃないかってくらい。昭和の寮
の階段から落ちないように気を付けます（笑）。

夏はすごく頑張ったほうがいいです、ほんと、
それが、冬に出た。
夏はすごく頑張ったほうがいいです。自分夏めちゃめ
ちゃ頑張ってて、夏にやった分が冬にやっと結果が出
たんです。夏は１学期のテキストの復習して、分から
ないところは先生に聞きに行けるし、絶対に夏頑張っ
たほうがいいです。あとはやっぱりめちゃくちゃ復習
して欲しいですね…、代官山のテキストをひたすら、
ガチで。自分は、例えば数学では問題解きながら、先
生が授業中に気を付けるよう注意をしてくれた部分を
思い出していました。それを繰り返していれば、実際
に問題見たときに無意識で「ここを気を付けないと
」って思えるようになるんで。生物は緒方先生が毎回
テストやってくれたんで、それを復習してました。化
学は、原先生がハンドブックをやった次の回にそのテ
ストをしていてくれたんで、その問題を復習してまし
た。もちろん予習もちゃんとやっていくんですけど、
ひたすら復習だらけ、復習に重きを置いていました。
マニュアル人間らしく（笑）、先生の言われた通りに
やっていました。

予備校と寮の往復だけの『修業』、これ以上無
理ってくらい勉強すれば普通に結果は出る。
代官山での１年間は、率直に言うとめちゃめちゃ辛い
一年でした（笑）。めちゃめちゃ勉強してたんで、も
うこれ以上無理、二浪なんて無理って（笑）。でもそ

れくらい勉強していれば、普通に結果出せるなって。
本当に予備校と寮の往復しかしてなかった一年です。
東京嫌いになりかけました（笑）。親には大学生に
なったら楽しいって言われましたけど、めっちゃ辛
かったです。本当に『修行』みたいでしたよ（笑）。
でも、自分の経験を受験生に伝えたいので、東京の校
舎になる２年生からチューターやりたいです（笑）。
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してくれるんで。その補題で習ったところを復習でき
ました。太郎さん(中村太郎先生)も良かったです。やり
方を論理立てて教えてくれるんで、それだけで一つの
方法で結構解けるって思って。数学の先生は印象深い
先生ばっかりですね。山室先生は(笑)、そういう見方も
あるんだなって思えるような授業内容で。自分はパ
ワーで解くタイプだったので、そういう抜け道もある
のかって気づけて。それで数学が得意な人の考え方に
なってきたんで、無意識に使ってたのかもしれないで
す。もちろん全部復習しました。
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かげで計算問題の苦手意識がなくなりました。
化学はずっと理論を原先生に教えてもらってたんです
けど、本当に一問一問丁寧に教えてくれるんです。あ
の丁寧さが良かったです。最初からどう進めていいの
かすら分からなった問題ですら、授業聞くと全部理解
できるようになりました。「平衡」今年結構出てほと
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何回もちゃんと教えてくれるんで、理解できるまで
ずっと話聞けたっていうのは良かったな、と。だか
ら、ある程度時間経ってから解き直しても、頭に残っ
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くうまくて、計算に関する問題のプリントもたくさん
くれました。すごく分かりやすい教え方で、おかげで
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やっててよかったな～って思いました。絶対に一浪で
決めるって思ってました。だから自分の出来る事だけ
やって、それ以外の難しい事は解けたらラッキーくら
いに思って。出来る事は本当にミスしないようにって
事だけ考えてました。いい点取らなきゃっていう力み
がなかったのが良い結果につながったのかもしれませ
んね。でも昭和では、数学の時点でうわ～終わった
～って思いましたけど（笑）。めちゃめちゃ難しくっ
て、みんな終わった～って言ってました（笑）。解答
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すけど、そこは分からなかったので飛ばして次の
（２）の問題を書いたら当たって。運も良かったです
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ね。運使い切ったんじゃないかってくらい。昭和の寮
の階段から落ちないように気を付けます（笑）。

夏はすごく頑張ったほうがいいです、ほんと、
それが、冬に出た。
夏はすごく頑張ったほうがいいです。自分夏めちゃめ
ちゃ頑張ってて、夏にやった分が冬にやっと結果が出
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去年は人に負けたくないと思って頑張った年
だった。受験は競争なんだから。
なんか、んーなんか…もうちょっと自分に対する「怒
り」でした、去年は。なんか…自分が悪い…、なん
か、ヤバいなあと思って。それが自然と怒りに変わっ
て、「絶対マンスリー取ってやる！」って思って。最
初Ａ3っていうのも、ちょっとヤバいなって思ってたん
で。途中から…、1学期くらいは自分はグループでご飯
食べたりしてて…。でも途中から絶対「一人」でやろ
う、って思って。山本奈都子（杏林大医学部進学）に
負けるのが悔しくて。ライバルでした、あとグループ
でいた子とかに絶対勝ってやるって思うようになっ
て。でもやっぱそれを、早くそうすればよかったなっ
てすごくほんとに思う。石井先生の授業でも群れる
な、自分と向き合え的な話を授業でもしてくれて。前
はライバルとか置けなくて良くなかったです。人っ
て、人と比べて、で人に負けたくないと思って成長す
る。今はほんとにそうだと思います。そんぐらいじゃ
ないと、成績伸びない、ていうのは思いました。受験
は競争なんだからほんとに、なんかほんとに「自分
モード」になんないとって思えました。三浪目の春は
遊んでしまってコケて、いや、ひどかったです。英語
の偏差値37…忘れられない(笑)。だから点数の取り方
を、教えてもらって先生たちに。はじめ問題見た時に
捨てる、捨てないとか…それをあらためて教えてもら
えたんで。なんか、一、二浪目はそれが出来なくて全
部取りに行っちゃってた。何も考えてなかったんです
よね。こだわったら取れるようになりました。勉強を
初めてやったって感じでした。

結構マンスリーテスト命かけてました（笑）
結構マンスリーテストに命かけてました、めっちゃガ
チでしたよ。点数は悪かったけど（笑）。ランキング
でこいつ落ちたんだってなるのも嫌だし、なんか負け
たくない人も結構居たんで。ランキングに載るように
なってこの悔しさに気づきました。ウィークリーテス
トも！クラス上がりたくてちゃんとやってました！あ
と「計トレ（計算トレーニング）」はむずかったで
す。だから入試は簡単に感じました。ただ日医の後期
受けましたけど、無理です。数学難しかったです。あ
れは多分、計トレとか楽勝で解けないとキツイですね
きっと。私、計算の方が多分得意で。なんか、去年の
開示した後期が160点とかだったんですよ。だから、そ
のノリで後期受けたんですよ今年。そしたらやられま
した（笑）。

先生方に「こう取れ！」って言われた所を実践
して「ミス無く」って感じで、頑張りました。
英語の先生で、印象に残った先生は、なんか最初にク
ラス分けした時に英語ヤバすぎて、朝岡先生と三ツ橋
先生を石井先生が入れて下さって、それで朝岡先生で
文法やって、三ツ橋先生で長文読解やって、それから

結構伸びました！三ツ橋先生人気ですよね。伊藤さん
（伊藤嶺奈：愛知医科大進学）とか山岡さん（山岡愛
英：昭和大医学部進学）も山本も三ツ橋先生ですね。
ファンが多いです(笑)。朝岡先生は…もうホント、ホン
トにダメだったんで、基礎からやってもらったんです
けど、もうベーシックのテキストみたいな感じ。でそ
れも、文法やったんですけど朝岡先生は。関連付けて
教えてくれるんですよ、絵とかかいて。あと、出来な
い人の気持ち分かってくれて。なんか「こういうとこ
ろで出来ない人は間違えるから、こうやって考えると
いいよ」とか。結構頭を使った文法みたいな感じなん
ですけど、なんか結構イイ感じに…。すごい合ってま
した朝岡先生の文法。三ツ橋先生は長文やってたんで
すけど、なんかもう量？経験すればするほど長文読め
るようになるからってなって片っ端から過去問やっ
て、で三ツ橋先生の読み方もちゃんと左から右に読ん
で、「返り読み」しない。でもう、読めるようになっ
て。でなんか読解力が無かったんですけど、それを補
うためにもめっちゃ単語帳やってくださって、三ツ橋
先生が。良問単語とか、やりました！すごいやりまし
た。集団授業は、三ツ橋先生は無くて朝岡先生はあり
ました、長文で。で朝岡先生の長文読解の授業もすご
い細かいんで、進まないんですけど、濃いんで！
（笑）それと三ツ橋先生を組み合わせたら、もうすご
い最強。でも読解力とかは、やっぱそんな短期間で付
かないじゃないですか。そこはちょっと…だから日医
とかはあんま得意じゃなかったんですけど。東邦は結
構、単語さえ知っていれば機械的に読めるって感じ
だったんで。

先生の中で一番好きでした、三上先生（笑）
「お前なら出来るよ」みたいなのはずっと言っ
てくれてました。
ほんと三上先生大好きだったんですよ！だから「マン
スリーは絶対上位取ろう！」って思って。三上先生は
怖いって、みんな言う（笑）。実際すごい怖かったで
すもん、三上先生。でもすごく好きで、「覚えるもの
」と「考えるもの」と分けてくれるんで効率良く化学
が出来るみたいな。覚えさせ方がうまいです！ちゃん
と、関連付けて覚えさせてくれます。化学はなんか
色々、整理されるんで頭の中で、なので化学ってパ
ターン化する以外ないかも。とりあえず「早く解く」
ことと「知ってるものはちゃんと解く」みたいな。で
なんか、三上先生怖いって言われてるんですけど、相
談行ったりすると、私がグチグチしちゃってたんです
けど、「お前にそんなグチグチしてる暇はない」みた
いな、ちゃんとそこで叱ってくれるんで。「切り替え
よう！」って思いました。結構、人の事ちゃんと心配
してくれた。多分、三上先生は絶対そう思ってないと
思うんですけど、私は勝手に、「三上先生の中で私は
一番だ！」って思ってました（笑）なんか…「勉強し
ろ！」みたいな風にすごい、言ってくれる。「お前な
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ら出来る！」みたいなのもよく言ってもらってたと思
うんですけど、でもやっぱフツーに怖いですよ。なん
かラフに話し掛けには行けないです、絶対。そうなん
か、三上先生、私のパターンをちゃんと分かっててく
れたんですよ。なんかもう・・・「お前は化学で取ら
ないとダメなんだろ」「英語も大丈夫なのか？」みた
いな感じで（笑）心配してくれました。先生の中で一
番好きでした（笑）三上先生（笑）「お前なら出来る
よ」みたいなのはずっと言ってくれてました。あと化
学はマンスリーで山口君（山口大輔：北里大医学部進
学）がすごく載ってて、それも悔しくてやっていまし
た。

小澤先生が、「こういう考え方がまずあって、
こうやって解くんだよ」みたいな、そういうの
パターン化してくれて。私はほんとにパターン
を組み合わせてやるって感じで。でも何とか戦
いましたよ。
小澤先生は、なんか優しいんで、ほんとに。結構問題
所や課題を出されて、「こういう解法で解いた」みた
いにいうと、全部「何でそうなんの、何でそうなんの
」って聞いてくれてそれが結構良かったと思います。
考え方を正してくれた感じ。テクニックを結構教えて
くれるんですけど、私には早いって思ったのか、物理
をパターン化しちゃうのも教えてくれました。小澤先
生が、キレイにこうなんか例えば解法だったら、「こ
ういう考え方がまずあって、こうやって解くんだよ」
みたいな、そういうのパターン化してくれてできる問
題を増やしました。もう～、ほんとにそれしか出来な

くて（笑）。もうちょっと早く気付けば良かったんで
すけどね。てか、点の取り方小澤先生に教えてもらっ
たんですよ。どの先生もなんか相談とか乗ってくれて
メンタル面もすごい、支えて下さってましたけど、点
の取り方は小澤流（笑）。それまで注意力散漫で結構
ミスとか多かったんですけど、それを「こうやると良
いよ」って教えてくれて。その通りにやったら安定し
ました。とりあえず文字を読む時はちゃんと下調べを
こう…ミスしないように、ちゃんと計算過程とかも書
いて、もうホントに。自信無い時は「あ、大丈夫だよ
ね」みたいな感じで確認もする。ぱっと見て、取れる
所はちゃんと取る。で小問は絶対落とさないようにっ
て言われました。それを結構、他の教科にも充てられ
て…てか絶対時間が無いって事は分かってるから、な
んかいっつも、何て言うんだろ…私はもう物理も全部
解こうとしてるんですけど、ちゃんと自分の得意なも
のと不得意なもの、見分けて、でなんか絶対がっつけ
るものがあるんだったら解いて、で点を取りに行く。
攻める姿勢です。私は、「名門の森」三周やった。小
澤先生にやれって言われたんで。ほんと、小澤先生は
お世話になりました、ほんとに。優しいんで…なん
か、考え方がちゃんとしてるんですよ。なんか私が、
またグチグチ言っても「何でそれ今考えてるの？」み
たいな、ちゃんと元に正しく戻してくれるみたいな感
じ。こう話すと思い出して、うーん、ほんとに私の未
熟さが目立つって感じです（笑）。テキストは結構復
習してて。数学は特に１学期。standardめっちゃ良
い、丁度良くて。それで伸びた。あと個人的には、平
野先生も結構心配してくださってました。授業中と
か、よく当てられました。「じゃあ、植松これ出来た
か？」みたいな。講師室でも私が行った時とかも、結
構目を合わせてくれたりして。「頑張ろうな」みたい
な言われてました（笑）。

石井先生に褒めてもらえると結構嬉しい。
英語私ちんぷんかんぷんだったんですよ。でもなんか
やっぱ、出来るようになると英語については「ああ、
こういう事言ってるからああ、それがこれに繋がるの
か」みたいな。なんかそこで読解力が上がった気もし
ました。座ってた席は、前から三列目くらいかな？な
んか、当たる時は当たりんですよ（笑）なんか、すご
い気に掛けて下さってるっていうのが伝わってきて、
それに応えたいな、って思ってました。なんか、石井
先生に褒めてもらえると結構嬉しいじゃないですか。
「次もがんばろ！」みたいにすごく思います。最後の
冬の面談、石井先生で、親も居て。石井先生が「今年
は絶対受かるから！」って言って下さって「石井先生
に言ってもらえたねえ！」って面談終わった後、三人
で感動してました（笑）。本番はやっぱ緊張したけ
ど、でもいい感じに、アドレナリンが出た感じがしま
す、私は。石井先生に言ってもらえた事が結構「安心
剤」みたいな感じ？にしてました。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

代官山での時間で、勉強も、それを我慢するた
めの精神力も鍛えられた。
絶対に、事務の方とかの目とかを盗んでお喋りすると
か、絶対しない方が良くて、私もやっぱストレス溜
まって友達と愚痴り合ったりしちゃうんですけど愚痴
り合いだとそこで何も解決しないんで。「慰め合い
」ってどうしても、わーって長くなっちゃうんで。
やっぱそういう時間は勿体無くて、絶対しないほうが
いいです。あとやっぱライバルは作って、「その人よ
り絶対上に行く！」って気持ちは大切で、その為にも
点の取り方とかちゃんとやっぱ、確立させるのは大
事。私は夏頃はクラスにこだわってて、面談でクラス
があがらないことに不満を抱いてましたけど、点の取
り方ではなくクラスだけに拘るのは子供だなって思い
ます。だから辻本さん（辻本星花愛：東京女子医科大
進学）は合格座談会で話していましたけど、去年から
「自分」を持ってて偉いな、凄いなって思ってまし
た。
あとは朝。私は結構頑張ってました。みんな多分同じ
事言ってると思うんですけど、しっかり授業あるんで
予習復習とかあるし、朝来て、その朝に終わらなかっ
た分やってやっぱ四教科、全教科触れるためには、朝
とか昼休みとか必要。昼休みとかも私、ガッツリとか
食べずになんかちょこちょこ食べてやってたんで。ス
キマ時間を大切にするのは絶対！。死ぬ気でやった方
がいいと思います。あっという間なんで。辛いですけ
ど浪人生活を早く終わらすために（笑）。
代官山での時間はこれから社会人、大人になる為の準
備期間みたいな。勉強もそうだし、それを我慢する為
の精神力も付くんで。どっちも鍛えられた（笑）。客
観的に自分を見ることができるようになったし、東
邦ってやっぱ推薦とか分かるじゃないですか。そうい
う人たちが内心バチバチやっているのも、「あーなん
かやってるな」みたいな感じで見れるようになった
し、メリハリもつけられるようになった気がします。
それがあって、今ちゃんと東邦で上手く出来てるのか
なあって。愛知が正規に来てくれて医学部生にはなれ
ることが決まってたので、本当に良かったんです。愛
知でも良かったんですけど、やっぱり東邦好きになり
そうです。結構いい学校です。代官山には、感謝しき
れないです。ホントにありがとうございました。
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

女子医補欠8位で、獨協に払った次の日にま
わってきた(笑)
一次受かったのは岩手医科、女子医、聖マリ、東医、
順天、東邦、獨協です。二次受かったのが獨協正規と
繰り上げで岩手医科、女子医、あと東邦です。東邦は
蹴りました。行ったのは女子医です。女子医は補欠8位
だったんですけど、去年なら人数的に正規の順位だっ
たんですよ。今年は合格10人位減ってたんで。正規
だったら獨協に払わなくって済んだのに, 悔しい！
(笑)。普通は8位ならすぐに繰上がまわってくるんだけ
ど、お母さんが心配性なので獨協に払っちゃったんで
すよ。「8番とはいえ絶対はないから」って。そうした
ら次の日に繰上げまわってきて、マジふざけんなって
(笑)。獨協に払ったのは100万円でした。手続きの帰り
に餃子食べたんで、100万円の餃子だったねって(笑)。

学校から徒歩1分の寮に。寮と学校の行き来だ
けの一年。
実は、現役の時からお母さんが浪人する前提で予備校
をめちゃめちゃ調べてて、代官山のパンフレットに宮
地さん（宮地鉱生：帝京大医学部進学）が出てて、現
役のときからここしかないって思ってたんですけど、
お母さんと来て決めました。親もここに入れる気満々
でした。私、実家が福井だったんで徒歩1分の寮に入り
ました。渋谷駅から徒歩5分なんて、浪人じゃなかった
ら最高の立地なんだろうけど(笑)、一年間遊びにも行か
ず、寮と学校の行き来だけで終わりました(笑)。初めて
の一人暮らしで、親も心配だったと思います。毎朝と
毎晩のおはようおやすみメールを送らないといけなく
て、送らないと次の日10行くらいの長文メールがくる
みたいな(笑)。でも、もうここじゃないと受からない、
一回東京でやってみなさい、代官山は東京の大学に強
いんだからって。実際本当に強かったです。

マンスリーのランキング、最後だけ3位に載り
ました。
最初の4月のクラス分けテストは緊張よりも、埋まらな
さ過ぎて焦りました(笑)。でもみんな書いてるから、東
京の予備校ってこんなにみんな出来るの？ヤバいヤバ
いって。数学は半分くらいできたんですけど、化学の
点数がヤバすぎでした。最初のクラスはM2、本当にま
ぐれで。Highのテキストで振り返ったら、全部で100
問くらいある中で、予習で出来たのは5問くらいだった
んです(笑)。本当に最初はテキストの問題が出来なく
て、それでウィークリーテストのランキングが貼りだ
されて、これヤバっ～みたいな(笑)。数学のウィーク
リーは山室先生が毎回コメントしてくれるんですけ
ど、字が汚いとか書かれて (笑)。マンスリーテスト
は、最初と2回目まではメチャメチャ緊張したんですけ
ど、途中からは緊張より解けない焦りのほうが。ラン
キングにはずっと下の方にしか載れなかったんですけ
ど、最後だけ一気にピョンって数学が3位になりまし

た。物理は1回だけ9点取ったんですけど、その後は挽
回して80点台は取ってました。あと、しないように気
を付けていたことは、友達と無駄にたむろさないこと
です。マンスリー終わった後に気が緩んで喋っている
人もいたんですけど、私は一切やらなかったです。休
憩時間もすぐに自習室に戻って少し確認してからまた
戻って、マンスリー終わったら速攻で自習室に戻って
丸付けしてって感じで。自分の成績をトータルでいか
に上げるかだけを常に意識していたので、特に誰を意
識するってこともなかったですね。

再受験生も多い女子医、やっぱり賢いです。
女子医、めっちゃ楽です(笑)。校則もゆるくて、式典の
時にまで髪を染められなかったらカツラでもオッケー
みたいな。色んな年齢層の人がいて、豊福（豊福祐佳
莉：東京女子医科大進学）が言うには8人位再受験の人
がいるらしいんです。私が知っているのは今のところ3
人です。一橋大出て働いて再受験とか、文系の大学で
再受験とかいます。賢いし大人です、やっぱり。物理
と生物の比率だと、多分生物選択の方が多いと思いま
す。入試で簡単なのは物理だったんですけど、現役の
推薦がめっちゃ多くて、30人くらいかな。指定校推薦
は生物だけですし。一学年全員だと118人、留年生の5
人も入れてです。

毎朝6時に校舎一番乗り、シャッターが開く前
にいつも着いていた。
現役時代と変わったことは、やっぱり勉強量ですか
ね。朝は校舎に6時前に着いてました、もちろん一番乗
りです。シャッターが開く前にいつも着きました。本
当は6時半に開くんですけど、シャッターを開ける掃除
のおばちゃんがたまに早く来て6時に開けてくれてまし
た。家にいた時はお母さんに起こしてもらってたんで
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されて、これヤバっ～みたいな(笑)。数学のウィーク
リーは山室先生が毎回コメントしてくれるんですけ
ど、字が汚いとか書かれて (笑)。マンスリーテスト
は、最初と2回目まではメチャメチャ緊張したんですけ
ど、途中からは緊張より解けない焦りのほうが。ラン
キングにはずっと下の方にしか載れなかったんですけ
ど、最後だけ一気にピョンって数学が3位になりまし

た。物理は1回だけ9点取ったんですけど、その後は挽
回して80点台は取ってました。あと、しないように気
を付けていたことは、友達と無駄にたむろさないこと
です。マンスリー終わった後に気が緩んで喋っている
人もいたんですけど、私は一切やらなかったです。休
憩時間もすぐに自習室に戻って少し確認してからまた
戻って、マンスリー終わったら速攻で自習室に戻って
丸付けしてって感じで。自分の成績をトータルでいか
に上げるかだけを常に意識していたので、特に誰を意
識するってこともなかったですね。

再受験生も多い女子医、やっぱり賢いです。
女子医、めっちゃ楽です(笑)。校則もゆるくて、式典の
時にまで髪を染められなかったらカツラでもオッケー
みたいな。色んな年齢層の人がいて、豊福（豊福祐佳
莉：東京女子医科大進学）が言うには8人位再受験の人
がいるらしいんです。私が知っているのは今のところ3
人です。一橋大出て働いて再受験とか、文系の大学で
再受験とかいます。賢いし大人です、やっぱり。物理
と生物の比率だと、多分生物選択の方が多いと思いま
す。入試で簡単なのは物理だったんですけど、現役の
推薦がめっちゃ多くて、30人くらいかな。指定校推薦
は生物だけですし。一学年全員だと118人、留年生の5
人も入れてです。

毎朝6時に校舎一番乗り、シャッターが開く前
にいつも着いていた。
現役時代と変わったことは、やっぱり勉強量ですか
ね。朝は校舎に6時前に着いてました、もちろん一番乗
りです。シャッターが開く前にいつも着きました。本
当は6時半に開くんですけど、シャッターを開ける掃除
のおばちゃんがたまに早く来て6時に開けてくれてまし
た。家にいた時はお母さんに起こしてもらってたんで
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

すけど、一人暮らしになってからは自分でアラームか
けて起きてました。寝坊したことは一回もないです。
あ、朝5:50に起きたのに6時前に校前に着いたことも
あった（笑）。女子としては終わってるけど（笑）。
夜は23時とか23時半には寝てました。近かったので、
環境的には良かったです。

専用自習席に小澤先生が描いてくれたお守りを
貼っていた。
自習を自習席でする人と空き教室でする人がいて、空
き教室ではみんなで過去問解いてた人とかもいたんで
すけど、私はそれやると凹むタイプだから一人で自習
室でやってました。自分専用の自習席があって、物を
少なくして綺麗に使うのが好きでした。愛英（山岡愛
英：昭和大医学部進学）から、何で上に物置いてない
のって言われて (笑)。てか愛英の机の上がヤバすぎて
(笑)。机の上に段ボール箱が置いてあるっていう(笑)。
最後はお茶と時計だけ置いて勉強してました(笑)。でも
小澤先生が描いてくれたキャラクターはお守りとして
机に貼ってました。五藤さん（五藤未来：関西医科大
進学）は友達の写真とか貼ってましたね。

青葉先生の直前アドバイスのおかげで、女子医
の時間配分も全く問題なく。
英語では青葉先生が好きで、過去問演習も青葉先生の
講座を取ったんですけど、受験期に明日ここの受験な
んですけど特徴とか解き方とかありますかって聞いた
ら教えてくれて、そのおかげで大体傾向を教えてくれ
たんで、もちろん過去問は自分で解いてはいたんです
けど、女子医も解き方があればって聞いて、こういう
構成だからって教えてくれたらその通りで、時間配分
も全く問題なく解けました。石井先生の授業は、一年
間ずっと同じ一番前の席に座ってました。結構目が合
うんで怠けられなかったです。英語だけじゃなく生活
面の話とか、例えば朝早く来ることは絶対とか、それ
を言われてくるようになったし、何か一つ自分で決め
てそれを続ければ自信につながることもたくさんあり
ました。

数学は薄先生のやり方を吸収、予想したらかな
り優秀に(笑)
数学は薄先生メインです。微積とか、薄先生のやり方
そのままでやってました。問題解く時も薄先生ならこ
う解くだろうなって考えて。最初は出来なさ過ぎてと
にかく吸収してたんですけど、後期のテキストでは薄
先生のやり方を予想して解いていたら結構正解できま
した。後期の微積はかなり優秀でしたよ(笑)。最初は予
習が全く出来なかったけど、Highのテキストが最初か
ら予習できるなら、とっくに受かってるって言われて
(笑)。あと山室先生にはマンツーでメンタルケアもして
もらってました。本番の心構えとかも教えてもらっ
て。

日医の過去問で撃沈した化学、それで本気に
なったおかげで8割取れるように。
化学は最初Highのテキストだったんですけど、数学と
同じでやっぱり出来なさ過ぎて(笑)、前期は節田先生の
解き方を全部吸収しました。マンツーは小椋先生に教
えてもらって、最初から過去問やるって言われてえ
～っみたいな(笑)。日医過去問で撃沈してから化学も本
気でやるようになって、その結果慈恵の過去問も解け
るようになったんです。現役の時に受けた日医の問題
を解いてみたら8割くらい解けて。過去問バーッとやっ
てくれたおかげで、化学の力がドゥーン！って(笑)。小
椋先生のお陰です、めっちゃ、ほんとめっちゃでかい
です。小椋先生は実戦派ですよね。ノートをまとめ
るってより。私もまとめノート作れないタイプなの
で、そもそも字が汚いし(笑)、ノートきれいにまとめる
時間があったら、何回も書いて覚えちゃえばいいじゃ
んって思ってて。

授業中でも質問できる小澤先生の物理、福岡の
過去問で満点を取れるように。
物理はもうなんといっても小澤先生です。一択です
(笑)。物理科って全員キャラ濃いじゃないですか(笑)。
野村先生も実は濃いんです(笑)。寺澤先生は声量が凄い
し(笑)。小澤先生は最初は可愛いみたいな感じで質問に
行ってて（笑）。集団授業の時は人数が少なかったの
で、授業中でもみんな何でも発言したり質問したり
で。それでマンツー取ってみたらやっぱり可愛いみた
いな(笑)。板書もめちゃめちゃきれいだし、辛い時にも
癒してくれたんで、私が取ったマンツーの先生はみん
な癒し系でしたね(笑)。どの先生もメンタルケアして励
ましてくれて。弱い私だったけど、頑張りますって言
えるようになりました。あと福岡の物理も過去問解い
たら満点取れたんですよ。それを小澤先生に伝えたら
すごい喜んでくれたので、次も頑張ろう！って。小澤
先生は、私にとって代官山のアイドルです(笑)。マン
ツーの時は、私が解いて、間違った時はどういう風に
解いたかをしっかり見てくれて、この解き方じゃない
方がいいって言ってくれたり、一回一回止めて教えて
くれるんで、受動ではなく能動的に出来ました。

やりたい事を一切やめて切り詰めて勉強した。
唯一の息抜きは「ちびまる子ちゃん」だけ(笑)
私は今まで全然勉強してこなかったけど、一年以上か
けることは親にも経済的負担をかけるし、何より自分
自身二年も持たないと思ったので、どうしても一年で
終わらせたかったんです。だからやりたい事も全部一
切やめて、切り詰めて切り詰めて勉強してました。勉
強だけして、もちろんそれをしたから合格できる保証
なんてないけど、終わった後に後悔するくらいだった
ら一年くらいは、たとえ周りに何を言われても、我慢
してやるべきだと思います。目標としていた東京の医
大に合格出来て本当に満足してます。不安だからって

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

遊ぶ人もいるけど、分からないからこそがむしゃらに
やって一校でも合格した方がいいと思うんで。ぜひ今
の生徒さんにも真似してほしいから、座談会でもこの
話をしたんです。座談会の時、髪を染めている生徒さ
んがいて、その人の目を見ながら「髪を染めるなんて
時間の無駄」ってつい言っちゃって。ゴメンナサイで
す（笑）。そういえば座談会で井上君（井上瑞木：日
本医科大特待進学）が「授業切る奴は絶対に受からな
い」って言ってたけど、本当におっしゃる通りだなっ
て。井上君はいつも一人で飯食ってたって言ったけ
ど、やっぱりそういう人が受かるんだなって。私も一
人で2号館の3階階段踊り場で立ったままおにぎりとか
食べてました（笑）。すぐ自習室に戻れるし。やれる
ことは全部やろうって、スマホもガラケーにして親と
のメールのみ、友達とのLINEも一切やりませんでし
た。唯一の息抜きは、マンスリーが出来なくて凹んだ
時だけ、日曜の夜に「ちびまる子ちゃん」を観ました
（笑）。私は結構遊んじゃうタイプだし、時間の使い
方も下手だったので、他の予備校に行ってたら夕方か
ら遊びに行っちゃってたと思うし、普通に落ちてたと
思います。本当に代官山で良かったです。ありがとう
ございました。

口出ししなかった父が、上京時に「やるなら死
ぬ気でやれ！」って。
岩手の二次が最初正規で出なかった時、このまま一次
合格だけで二次は通らないんじゃないかって不安に
なったり、マンスリーがダメだった時に親にもうやめ
たいって言ったり、お祖母ちゃんにもう死にたいって

言っちゃったり。結果が出なくて努力が報われないこ
とに嫌になったり、菅波君（菅波賢真：日本医科大学
進学）みたいにいつも余裕なのにトップの人を追い抜
けないのが悔しかったこともあったんです。でも上京
する時に、それまであまり受験に口出ししてこなかっ
たお父さんが「やるなら死ぬ気でやれ！」ってだけ強
く言って。その時はそんなこと言われてもって感じ
だったんですけど、一年終わった時点でその意味が分
かりました。お父さんに言われた通り、この一年間本
当に必死で頑張ったし、初めて死ぬ気で何かをするっ
てことが分かりました。辛かったけど、人間的に成長
したなって。
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すけど、一人暮らしになってからは自分でアラームか
けて起きてました。寝坊したことは一回もないです。
あ、朝5:50に起きたのに6時前に校前に着いたことも
あった（笑）。女子としては終わってるけど（笑）。
夜は23時とか23時半には寝てました。近かったので、
環境的には良かったです。

専用自習席に小澤先生が描いてくれたお守りを
貼っていた。
自習を自習席でする人と空き教室でする人がいて、空
き教室ではみんなで過去問解いてた人とかもいたんで
すけど、私はそれやると凹むタイプだから一人で自習
室でやってました。自分専用の自習席があって、物を
少なくして綺麗に使うのが好きでした。愛英（山岡愛
英：昭和大医学部進学）から、何で上に物置いてない
のって言われて (笑)。てか愛英の机の上がヤバすぎて
(笑)。机の上に段ボール箱が置いてあるっていう(笑)。
最後はお茶と時計だけ置いて勉強してました(笑)。でも
小澤先生が描いてくれたキャラクターはお守りとして
机に貼ってました。五藤さん（五藤未来：関西医科大
進学）は友達の写真とか貼ってましたね。

青葉先生の直前アドバイスのおかげで、女子医
の時間配分も全く問題なく。
英語では青葉先生が好きで、過去問演習も青葉先生の
講座を取ったんですけど、受験期に明日ここの受験な
んですけど特徴とか解き方とかありますかって聞いた
ら教えてくれて、そのおかげで大体傾向を教えてくれ
たんで、もちろん過去問は自分で解いてはいたんです
けど、女子医も解き方があればって聞いて、こういう
構成だからって教えてくれたらその通りで、時間配分
も全く問題なく解けました。石井先生の授業は、一年
間ずっと同じ一番前の席に座ってました。結構目が合
うんで怠けられなかったです。英語だけじゃなく生活
面の話とか、例えば朝早く来ることは絶対とか、それ
を言われてくるようになったし、何か一つ自分で決め
てそれを続ければ自信につながることもたくさんあり
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数学は薄先生のやり方を吸収、予想したらかな
り優秀に(笑)
数学は薄先生メインです。微積とか、薄先生のやり方
そのままでやってました。問題解く時も薄先生ならこ
う解くだろうなって考えて。最初は出来なさ過ぎてと
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ら予習できるなら、とっくに受かってるって言われて
(笑)。あと山室先生にはマンツーでメンタルケアもして
もらってました。本番の心構えとかも教えてもらっ
て。

日医の過去問で撃沈した化学、それで本気に
なったおかげで8割取れるように。
化学は最初Highのテキストだったんですけど、数学と
同じでやっぱり出来なさ過ぎて(笑)、前期は節田先生の
解き方を全部吸収しました。マンツーは小椋先生に教
えてもらって、最初から過去問やるって言われてえ
～っみたいな(笑)。日医過去問で撃沈してから化学も本
気でやるようになって、その結果慈恵の過去問も解け
るようになったんです。現役の時に受けた日医の問題
を解いてみたら8割くらい解けて。過去問バーッとやっ
てくれたおかげで、化学の力がドゥーン！って(笑)。小
椋先生のお陰です、めっちゃ、ほんとめっちゃでかい
です。小椋先生は実戦派ですよね。ノートをまとめ
るってより。私もまとめノート作れないタイプなの
で、そもそも字が汚いし(笑)、ノートきれいにまとめる
時間があったら、何回も書いて覚えちゃえばいいじゃ
んって思ってて。

授業中でも質問できる小澤先生の物理、福岡の
過去問で満点を取れるように。
物理はもうなんといっても小澤先生です。一択です
(笑)。物理科って全員キャラ濃いじゃないですか(笑)。
野村先生も実は濃いんです(笑)。寺澤先生は声量が凄い
し(笑)。小澤先生は最初は可愛いみたいな感じで質問に
行ってて（笑）。集団授業の時は人数が少なかったの
で、授業中でもみんな何でも発言したり質問したり
で。それでマンツー取ってみたらやっぱり可愛いみた
いな(笑)。板書もめちゃめちゃきれいだし、辛い時にも
癒してくれたんで、私が取ったマンツーの先生はみん
な癒し系でしたね(笑)。どの先生もメンタルケアして励
ましてくれて。弱い私だったけど、頑張りますって言
えるようになりました。あと福岡の物理も過去問解い
たら満点取れたんですよ。それを小澤先生に伝えたら
すごい喜んでくれたので、次も頑張ろう！って。小澤
先生は、私にとって代官山のアイドルです(笑)。マン
ツーの時は、私が解いて、間違った時はどういう風に
解いたかをしっかり見てくれて、この解き方じゃない
方がいいって言ってくれたり、一回一回止めて教えて
くれるんで、受動ではなく能動的に出来ました。

やりたい事を一切やめて切り詰めて勉強した。
唯一の息抜きは「ちびまる子ちゃん」だけ(笑)
私は今まで全然勉強してこなかったけど、一年以上か
けることは親にも経済的負担をかけるし、何より自分
自身二年も持たないと思ったので、どうしても一年で
終わらせたかったんです。だからやりたい事も全部一
切やめて、切り詰めて切り詰めて勉強してました。勉
強だけして、もちろんそれをしたから合格できる保証
なんてないけど、終わった後に後悔するくらいだった
ら一年くらいは、たとえ周りに何を言われても、我慢
してやるべきだと思います。目標としていた東京の医
大に合格出来て本当に満足してます。不安だからって
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遊ぶ人もいるけど、分からないからこそがむしゃらに
やって一校でも合格した方がいいと思うんで。ぜひ今
の生徒さんにも真似してほしいから、座談会でもこの
話をしたんです。座談会の時、髪を染めている生徒さ
んがいて、その人の目を見ながら「髪を染めるなんて
時間の無駄」ってつい言っちゃって。ゴメンナサイで
す（笑）。そういえば座談会で井上君（井上瑞木：日
本医科大特待進学）が「授業切る奴は絶対に受からな
い」って言ってたけど、本当におっしゃる通りだなっ
て。井上君はいつも一人で飯食ってたって言ったけ
ど、やっぱりそういう人が受かるんだなって。私も一
人で2号館の3階階段踊り場で立ったままおにぎりとか
食べてました（笑）。すぐ自習室に戻れるし。やれる
ことは全部やろうって、スマホもガラケーにして親と
のメールのみ、友達とのLINEも一切やりませんでし
た。唯一の息抜きは、マンスリーが出来なくて凹んだ
時だけ、日曜の夜に「ちびまる子ちゃん」を観ました
（笑）。私は結構遊んじゃうタイプだし、時間の使い
方も下手だったので、他の予備校に行ってたら夕方か
ら遊びに行っちゃってたと思うし、普通に落ちてたと
思います。本当に代官山で良かったです。ありがとう
ございました。

口出ししなかった父が、上京時に「やるなら死
ぬ気でやれ！」って。
岩手の二次が最初正規で出なかった時、このまま一次
合格だけで二次は通らないんじゃないかって不安に
なったり、マンスリーがダメだった時に親にもうやめ
たいって言ったり、お祖母ちゃんにもう死にたいって

言っちゃったり。結果が出なくて努力が報われないこ
とに嫌になったり、菅波君（菅波賢真：日本医科大学
進学）みたいにいつも余裕なのにトップの人を追い抜
けないのが悔しかったこともあったんです。でも上京
する時に、それまであまり受験に口出ししてこなかっ
たお父さんが「やるなら死ぬ気でやれ！」ってだけ強
く言って。その時はそんなこと言われてもって感じ
だったんですけど、一年終わった時点でその意味が分
かりました。お父さんに言われた通り、この一年間本
当に必死で頑張ったし、初めて死ぬ気で何かをするっ
てことが分かりました。辛かったけど、人間的に成長
したなって。
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2次合格

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

合格の軌跡に載るとは思いもしなかった。
五藤未来です。関西医科大学に進学しています。一次
合格した学校は川崎医科、関西医科、獨協医科、福岡
の4つです。二次合格を頂けたのが関西医科のみで、そ
こが一番行きたかったので、とても良かったと思いま
す。ってか、危なかった、ホントに危なかった、で
す、3月25日、夜の９時半ごろですよ。や、でもつら
かって、もう回ってこうへんちゃうかって、思い詰め
て、いや、受かるか分かんないのに勉強を、何浪も年
を重ねるってのが。
受験終わりました、やっとです(笑)。いやほんと良かっ
たです。まさか自分が、合格の軌跡に載ることになる
なんて思いもしませんでした。Mクラスだったから周
りがすごい受かってて、もし、もう1年したら周りもみ
んないなくなっちゃうし、またもう1年頑張ろうって雰
囲気じゃなくって周りがみんな大学生ってのも自分の
中では寂しいっていうか、もう1年てなったら去年と同
じには出来ないなって思ったんで、何とかしてみんな
と一緒に行きたいなって、最後まで願い続けてまし
た。もう待つしかなくて、もう2月、みんなが正規出た
後とかすっごいしんどかったです。もう精神的に。遊
びたいとか全く思わないし。受かってもいないのに。
かといって勉強も、補欠持ってた分、朝7時に来て夜9
時まで、ガ―ってのは出来なかったし。もうメンタル
はしんどいし、めっちゃくちゃしんどかったです。本
当に。でも来年もまた同じように待つ人がいると思う
んです。最後の１校が回ってくるのに。でもそこは最
後まであきらめないように。変にネガティブにならな
いようにして欲しいって。
３月の杏林が最後だったんですけど、後期が終わった
後はお母さんに帰っておいでって言われてたんですけ
ど、合格もしてないのに帰る自分が許せなくて、合格
してからじゃないと神戸に帰らないと決めてたんで。
私１回も帰ってなかったんですよ、この夏とかも。
ずっとこっちいて親がこっちに来るくらいで。帰りた
くなかったけど、３月の最終週くらいに、もう一人で
いるのが無理すぎると思って、３月の最終週の月曜日
に急きょ家に帰ったんですよ。親に連絡もせずに。急
に帰ってビックリされたんですけど、帰っても親と話
すこともなく単語帳とか見たりしてたんですけど、そ
の帰った日の晩に補欠の電話がかかってきたんです
(笑)、んもう、ほんま、びっくりして。夜の９時くら
い。次の日の朝起きても、これ私受かってたっけみた
いな。夢の中だったのかなとか思ったりして。電話
は、まず親が最初にとって「未来さんいらっしゃいま
すか」って名乗りもせずにそれだけ言われて、ほんで
変わったらって感じで。事務長の方でした。

地元の第一志望の関西医科大合格。
でも本当に良かった。１次がゼロならともかく何個か
出てたから。獨協が来るんじゃないかって思ってたん
ですけど。面接が結構圧迫だったんですよ～、獨協。

でも正規合格の谷野さん(谷野菜々子：日本大医学部進
学)でも圧迫だったらしいので関係ないかなって思った
んですけど。変なことは多分言ってないかなと。成績
があんまりよくなかったのかも。代官山生、結構回っ
てましたよね。だから獨協来るのかなって思ってた
ら、まさかの関西医大。関西医大の後期の数学とか、
これ解けんの？みたいなのが多くて、私、だって去年
の過去問で２８%とかなくて、数学で。あ、終わった
なとか思ってたんですけど。でも、一次出た時、もう
喜びまくって。浮かれてました(笑)。関西医の一次なん
ですけど～みたいな(笑)。みんなも嘘やろみたいな。
え、こいつがって。菅波君(菅波賢真：日本医科大進学)
とかは普通に関西医科正規で通ってましたけど、菅波
君にも感謝しないと。彼が辞退してくれたから一人分
空いたんで。感謝しないと（笑）。ネットの情報なん
でどこまでホンマか分からへんけど、前期で回ったの
は私の日が最終みたいで。その次は後期が回ってて。
関西って国立志向が強くって、実際結構国立落ちです
ね。現役も一浪も。まじで京都府立とか、阪大もいま
すし。だから第一志望が割と少ないし。ヤバいっす
(笑)。私なんか関医で満足しちゃってたのに、みんな私
立やったら安い方やし～くらいしか。え、もっともっ
と嬉しくないのって(笑)。

マンスリーテストは、本番よりもむずいむず
い。
えっと最初ここに入ってのクラスは、M４でした。
で、夏ん時は、７月くらいからM３に上がれて、ずっ
と安定で。２学期も冬休みもM３で。でも最後の４回
くらいマンスリー、総合ランキング１回も載らなかっ
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合格の軌跡に載るとは思いもしなかった。
五藤未来です。関西医科大学に進学しています。一次
合格した学校は川崎医科、関西医科、獨協医科、福岡
の4つです。二次合格を頂けたのが関西医科のみで、そ
こが一番行きたかったので、とても良かったと思いま
す。ってか、危なかった、ホントに危なかった、で
す、3月25日、夜の９時半ごろですよ。や、でもつら
かって、もう回ってこうへんちゃうかって、思い詰め
て、いや、受かるか分かんないのに勉強を、何浪も年
を重ねるってのが。
受験終わりました、やっとです(笑)。いやほんと良かっ
たです。まさか自分が、合格の軌跡に載ることになる
なんて思いもしませんでした。Mクラスだったから周
りがすごい受かってて、もし、もう1年したら周りもみ
んないなくなっちゃうし、またもう1年頑張ろうって雰
囲気じゃなくって周りがみんな大学生ってのも自分の
中では寂しいっていうか、もう1年てなったら去年と同
じには出来ないなって思ったんで、何とかしてみんな
と一緒に行きたいなって、最後まで願い続けてまし
た。もう待つしかなくて、もう2月、みんなが正規出た
後とかすっごいしんどかったです。もう精神的に。遊
びたいとか全く思わないし。受かってもいないのに。
かといって勉強も、補欠持ってた分、朝7時に来て夜9
時まで、ガ―ってのは出来なかったし。もうメンタル
はしんどいし、めっちゃくちゃしんどかったです。本
当に。でも来年もまた同じように待つ人がいると思う
んです。最後の１校が回ってくるのに。でもそこは最
後まであきらめないように。変にネガティブにならな
いようにして欲しいって。
３月の杏林が最後だったんですけど、後期が終わった
後はお母さんに帰っておいでって言われてたんですけ
ど、合格もしてないのに帰る自分が許せなくて、合格
してからじゃないと神戸に帰らないと決めてたんで。
私１回も帰ってなかったんですよ、この夏とかも。
ずっとこっちいて親がこっちに来るくらいで。帰りた
くなかったけど、３月の最終週くらいに、もう一人で
いるのが無理すぎると思って、３月の最終週の月曜日
に急きょ家に帰ったんですよ。親に連絡もせずに。急
に帰ってビックリされたんですけど、帰っても親と話
すこともなく単語帳とか見たりしてたんですけど、そ
の帰った日の晩に補欠の電話がかかってきたんです
(笑)、んもう、ほんま、びっくりして。夜の９時くら
い。次の日の朝起きても、これ私受かってたっけみた
いな。夢の中だったのかなとか思ったりして。電話
は、まず親が最初にとって「未来さんいらっしゃいま
すか」って名乗りもせずにそれだけ言われて、ほんで
変わったらって感じで。事務長の方でした。

地元の第一志望の関西医科大合格。
でも本当に良かった。１次がゼロならともかく何個か
出てたから。獨協が来るんじゃないかって思ってたん
ですけど。面接が結構圧迫だったんですよ～、獨協。

でも正規合格の谷野さん(谷野菜々子：日本大医学部進
学)でも圧迫だったらしいので関係ないかなって思った
んですけど。変なことは多分言ってないかなと。成績
があんまりよくなかったのかも。代官山生、結構回っ
てましたよね。だから獨協来るのかなって思ってた
ら、まさかの関西医大。関西医大の後期の数学とか、
これ解けんの？みたいなのが多くて、私、だって去年
の過去問で２８%とかなくて、数学で。あ、終わった
なとか思ってたんですけど。でも、一次出た時、もう
喜びまくって。浮かれてました(笑)。関西医の一次なん
ですけど～みたいな(笑)。みんなも嘘やろみたいな。
え、こいつがって。菅波君(菅波賢真：日本医科大進学)
とかは普通に関西医科正規で通ってましたけど、菅波
君にも感謝しないと。彼が辞退してくれたから一人分
空いたんで。感謝しないと（笑）。ネットの情報なん
でどこまでホンマか分からへんけど、前期で回ったの
は私の日が最終みたいで。その次は後期が回ってて。
関西って国立志向が強くって、実際結構国立落ちです
ね。現役も一浪も。まじで京都府立とか、阪大もいま
すし。だから第一志望が割と少ないし。ヤバいっす
(笑)。私なんか関医で満足しちゃってたのに、みんな私
立やったら安い方やし～くらいしか。え、もっともっ
と嬉しくないのって(笑)。

マンスリーテストは、本番よりもむずいむず
い。
えっと最初ここに入ってのクラスは、M４でした。
で、夏ん時は、７月くらいからM３に上がれて、ずっ
と安定で。２学期も冬休みもM３で。でも最後の４回
くらいマンスリー、総合ランキング１回も載らなかっ
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たんですよ。で、これ絶対に落ちるなって思ったんで
すよ。１つか２つはクラス落ちるなって。けど落ちな
かったんですよ。周りで私の成績気にしている人そん
なにいないけど、そんなに思われないかなとか思って
たけど、コイツ載ってもないのにM３にいるぞみたい
な(笑)。だけどM3に居させて頂いたっていうか。石井
先生にも最後受かった後に聞いて、下げるかどうか
迷ってたって言われて、あ～やっぱり、下げる候補に
は入ってたんやって(笑)。
最初M４に入れて、最初もっと下だと思ってて、ギリ
ギリ２号館に行けるかどうかと石井先生に言われてた
んで、だから行けたらいいなとしか思ってなかったけ
ど、まさかのMやんって思って。でもその次のマンス
リー、順位全部出るやつで、結構下の方やったんです
よ。４０位弱くらいで。でも同じM４クラスでも２位
とか取ってる子がいて、なんだこの差はと思って。
ちょっと焦りながら、でもずっと安定して、その次く
らいかな？一番いい１５位が出て、あこれは良かっ
たって思って、安心はしてなかったんですけど。結構
難しくって、なんかめちゃくちゃ、たった５点しか変
わらへんやんと思っても３０人くらい変わったり、そ
れが受験の現状なのかもしれへんけど。中身も、本番
よりマンスリーの方がむずいっすよとかいう人結構い
たんで。ほんま、本番よりむずいむずい。生物とかマ
ジで本番の方が余裕で簡単。答えにくい。答えの単語
見たらこんなの知ってて当然なんだけどここで書か
す？みたいなのが多かった。全体的に。よく逆にどっ
から引っ張ってきたって(笑)。

長澤先生は、私みたいな馬鹿が見てもできる方
法で教えてくれた。
数学はめっちゃ長澤先生に質問に行ってました。長澤
先生は、私もともと数学そんなにできる方じゃなかっ
たんで、基本に忠実なやり方、馬鹿が見てもできるや
り方、あこれだと思いつくかもなっていう方法で教え
てくれるんですよ。過去問とかでも。典さんとかは本
当に賢い人は向いてると思うんですよ。凄いテクニッ
クがいる方法でも凄いいわゆるきれいな解法をやって
くれるんで、得意な方とかは良いと思うんですけど、
私はそこまでは無理と思ってしまうところがあったん
で。長澤先生じゃない章の問題も長澤先生に行ったり
したこともありましたね。もちろんその先生がいない
時ですけど(笑)。

朝岡先生から40枚プリントもらって、休み時
間に隙を見つけて捕まえてみてもらった。
英語は朝岡先生のとこ行ってました。私が英語の中で
記号で４択くらいで長文の中でどれが合うか、どの単
語が合うかってのが良くテストで出るんですけど、そ
れが全然、文章も読めるのに単語も全部分かるのに、
なんかこれでもいけるじゃんて思って、正解選択肢を
選べなかったんですよ。でも答え見ても分ってるけ

ど、こっちでも良くねみたいなのが模試とかでもあっ
て、でも自分ではそれは直せないなって、単語も全部
知ってるてのがあって、相談に行ったら朝岡先生から
４０枚くらいプリントもらって、その穴埋めばっかり
の、よくこんなにあったなくらいの、なんかマンツー
も取ってなかったのに１枚やることに持ってきなって
言われて、２日にいっぺんでも毎日でもいいけどっ
て。で休み時間に隙を見つけては朝岡先生を捕まえ
て、アイウでアが正解でイが不正解なのはここまで読
まなあかんね、前後関係からって。あっ、なるほどっ
て。空欄ばっかりを目で追い過ぎて、前後の方が重要
なんだなって改めて気づいたし。
化学は、最初は、これは勘違いなんですけど、入った
時は化学は一番得意だと思ってたんですよ(笑)。それも
大きな勘違い野郎で、得意ではなくって、化学はマン
スリーめちゃくちゃ難しいし、理論とかでも私は考え
て解く問題と思ってたけど、流れを覚えておかないと
アカンねんって三上先生にM4で言われて、え、これ覚
えるやつとか思って、でも確かに受験でよく見る問題
だなと思って、CODなんですけど、今年愛知で大問
丸々一問出て、おーっと思って、問題文読まんでもと
まではいかへんけど、こっちが知ってますって感じで
読めたんで。無機とかは覚えるもんじゃないですか。
けど理論でも代表単元は流れを覚えるってのを学びま
したね。 

緒形先生は先生としてはもちろん、人としてホ
ンマに凄い。
生物は、「みんなの仏」って言ったら緒方先生なんで
すけど、緒方先生はめっちゃ見てくれてて、マンツー
取ってる人だったらそうかなって思うけど、取っても
ないのに凄い気にかけてくれてて、授業中とかでもあ
まりよくない時とかマンスリーが良くない時とか不安
な時とか、あんまり明るくなかった時とか、大人しく
授業受けてただけの時でも「暗いな、今日は」とか
「大丈夫なん？」とか、その一言で、まさか心配され
るとか思ってないし、伝わってるとか思ってなかった
から、こっちがマイナスの状態だって、その一言だけ
でめっちゃ泣いちゃったりとか。あのひと仏やなって
(笑)。目の配らせ方が。いつも質問がすごい並ぶじゃな
いですか。緒方先生人気やし。でいつも質問並ぶか
ら、落ち込んでた時に、夜の９時半に本館に来てって
言われて、話聞いてくださって、うち愚痴じゃないで
すけど、１０時くらいまで凄い熱心に見てくれてて。
先生としてももちろん、人としてホンマに凄いなっ
て。予備校講師って、授業をする、受からせることが
目的やから、勉強を教えること、学校じゃないと思っ
てたんですけど、緒方先生は学校の先生感がありまし
たね。生活面も凄い見てくれる方で。

石井先生の授業は一番前で受けてました。
石井先生の授業はもちろん予習してちゃんと授業に臨

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

むじゃないですか。次は自分が当たるって思いながら
受けて欲しいって思いますね。私は結構、先生が問題
に対する質問じゃなくて、割といじられキャラだった
んで、医学部受験の話の時に振られるんで、あまり間
違えるということがなかったですね(笑)。ありがたいこ
とに。M4からM3に上がってからは前の方で受けるよ
うになって、それも一番前で。M4の時は最初様子をう
かがってて、前がすごい圧が強すぎて、様子見で後ろ
の方で受けてました。そしたら石井先生に五藤さんこ
の辺においでよって言われて、あ、あ、じゃあ失礼し
ますみたいな(笑)。言ってくれてなかったらずっと後ろ
だったかもしれないです。ガチの一番後ろで。みんな
石井先生の授業の時、めっちゃ早く来るんですよ。
で、空いているのが後ろ、みたいな、そうなんです。
後しか空いてないんですよ。前の席を取るためには、
前の時間を犠牲にしないといけないって。だったら勉
強したほうがいいって。気合入ってるのははいってる
けど…。他の先生はそこまでないですけど、クラスで
数人はいました。

基本は7時までに登校。8時に来たら今日は人
一倍やる、明日は絶対６時に来るって気持ち。
基本は７時までに。６時半くらい。やっぱ人間やか
ら、その前の日に遊んだりとかしてなくても８時とか
に起きちゃう日もあって、それが１週間で２、３回
あった日もあったんですけど、その時に８時でも意外
と出来るなとか絶対に思って欲しくなくて。８時に来
てしまったら今日は人一倍やる、明日は絶対に６時に
来るって、その気持ち。眠くなる時はやっぱモンス
ターとかコーヒーとかにめっちゃ頼って何とか。

絶対合格して親にこの塾で良かったって言わせ
るぞ！
１浪の時はどこも、一次すらどこも出なかった。駿
台、神戸の。でもやっぱ母親には最初は東京の予備校
反対されてたんで、東京まで行って～みたいな。関西
で受かるでしょ、医専でってことじゃなくて、大阪で
も十分やんみたいな。いっぱいあるやんって。母が、
自分が行くのも大変やしって。関医は関西なんだか
らって言われてたんですけど、父親の許可でここに来
れたんです。母親を説得するには今年で1年で受かるし
かないと思って。最初4月とかは絶対受かるって思って
るけど、5月6月とか7月くらいになったら普通にクラス
上がりたいなとか、なんか受験てことよりも目先の目
標を目指しがちになりがちだけど、やっぱりクラス上
がりたいのはもちろんやけど、絶対合格して親にこの
塾で良かったって言わせるぞって思ってました。結
果、ここじゃなかったらヤバかったです。ほんとそう
思います。石井先生と会ってなかったら、想像するの
が怖いです(笑)。

辛いことあったときは、先生に相談して克服。
困った時、辛いときは先生とかに相談して克服してっ
て感じですね。やっぱりなんか友達に相談するのは同
じ受験生、生徒なんで、都合のいいアドバイスはもら
えるかもしれないけど、やっぱり気使うじゃないです
か。例えばうちより年上の人だったら、なんやお前ま
だ2浪やろ、って心の中で思われてしまうところもある
と思うんですよね、人間やから。代官山の先生身近に
思えて、生徒とも年近かったり、うちらの事ほんとよ
く見ててくれて理解してれてはる。だから先生に言っ
たほうがいいかなって。やっぱり色々悩みあるんで
ね、生活面とか。おかげですぐ解消して先に進める。
あっでも、生活といえば代官山の専用マンションめっ
ちゃ綺麗でした。住み心地良かったです。今でも住み
たいし(笑)。何でこんな勉強しかできない時に渋谷に住
んでんだって(笑)。人生で一年いちばん勉強してる年に
渋谷、日本で一番遊べるところにいるっていう、変な
感じでしたね。

私の人生にとって代官山での1年間は人生を変
えた1年でした。
私は割と、うちの親が親ばかっていうか凄い言ってく
るんですよ。受験の時も。私結構自分でやりたい、親
を頼りたくない主義なんで、やりたいのに変に心配し
てくる、例えば実家におる時やったら夜遅くまでやっ
とったらはよー寝～や～、みたいな。こっちはやりた
いことあるからみたいな、勉強だったりとか明日の宿
題だったりとか。そういうのがいちいちうざかったり
とか。心配はありがたいけど今じゃないんだよなっ
て。寮だったらそこは自由にできるじゃないですか。
変な心配もかけへんし。だから自由に勉強もできて、
親の変な心配も言われずに。そこはやりやすかったで
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たんですよ。で、これ絶対に落ちるなって思ったんで
すよ。１つか２つはクラス落ちるなって。けど落ちな
かったんですよ。周りで私の成績気にしている人そん
なにいないけど、そんなに思われないかなとか思って
たけど、コイツ載ってもないのにM３にいるぞみたい
な(笑)。だけどM3に居させて頂いたっていうか。石井
先生にも最後受かった後に聞いて、下げるかどうか
迷ってたって言われて、あ～やっぱり、下げる候補に
は入ってたんやって(笑)。
最初M４に入れて、最初もっと下だと思ってて、ギリ
ギリ２号館に行けるかどうかと石井先生に言われてた
んで、だから行けたらいいなとしか思ってなかったけ
ど、まさかのMやんって思って。でもその次のマンス
リー、順位全部出るやつで、結構下の方やったんです
よ。４０位弱くらいで。でも同じM４クラスでも２位
とか取ってる子がいて、なんだこの差はと思って。
ちょっと焦りながら、でもずっと安定して、その次く
らいかな？一番いい１５位が出て、あこれは良かっ
たって思って、安心はしてなかったんですけど。結構
難しくって、なんかめちゃくちゃ、たった５点しか変
わらへんやんと思っても３０人くらい変わったり、そ
れが受験の現状なのかもしれへんけど。中身も、本番
よりマンスリーの方がむずいっすよとかいう人結構い
たんで。ほんま、本番よりむずいむずい。生物とかマ
ジで本番の方が余裕で簡単。答えにくい。答えの単語
見たらこんなの知ってて当然なんだけどここで書か
す？みたいなのが多かった。全体的に。よく逆にどっ
から引っ張ってきたって(笑)。

長澤先生は、私みたいな馬鹿が見てもできる方
法で教えてくれた。
数学はめっちゃ長澤先生に質問に行ってました。長澤
先生は、私もともと数学そんなにできる方じゃなかっ
たんで、基本に忠実なやり方、馬鹿が見てもできるや
り方、あこれだと思いつくかもなっていう方法で教え
てくれるんですよ。過去問とかでも。典さんとかは本
当に賢い人は向いてると思うんですよ。凄いテクニッ
クがいる方法でも凄いいわゆるきれいな解法をやって
くれるんで、得意な方とかは良いと思うんですけど、
私はそこまでは無理と思ってしまうところがあったん
で。長澤先生じゃない章の問題も長澤先生に行ったり
したこともありましたね。もちろんその先生がいない
時ですけど(笑)。

朝岡先生から40枚プリントもらって、休み時
間に隙を見つけて捕まえてみてもらった。
英語は朝岡先生のとこ行ってました。私が英語の中で
記号で４択くらいで長文の中でどれが合うか、どの単
語が合うかってのが良くテストで出るんですけど、そ
れが全然、文章も読めるのに単語も全部分かるのに、
なんかこれでもいけるじゃんて思って、正解選択肢を
選べなかったんですよ。でも答え見ても分ってるけ

ど、こっちでも良くねみたいなのが模試とかでもあっ
て、でも自分ではそれは直せないなって、単語も全部
知ってるてのがあって、相談に行ったら朝岡先生から
４０枚くらいプリントもらって、その穴埋めばっかり
の、よくこんなにあったなくらいの、なんかマンツー
も取ってなかったのに１枚やることに持ってきなって
言われて、２日にいっぺんでも毎日でもいいけどっ
て。で休み時間に隙を見つけては朝岡先生を捕まえ
て、アイウでアが正解でイが不正解なのはここまで読
まなあかんね、前後関係からって。あっ、なるほどっ
て。空欄ばっかりを目で追い過ぎて、前後の方が重要
なんだなって改めて気づいたし。
化学は、最初は、これは勘違いなんですけど、入った
時は化学は一番得意だと思ってたんですよ(笑)。それも
大きな勘違い野郎で、得意ではなくって、化学はマン
スリーめちゃくちゃ難しいし、理論とかでも私は考え
て解く問題と思ってたけど、流れを覚えておかないと
アカンねんって三上先生にM4で言われて、え、これ覚
えるやつとか思って、でも確かに受験でよく見る問題
だなと思って、CODなんですけど、今年愛知で大問
丸々一問出て、おーっと思って、問題文読まんでもと
まではいかへんけど、こっちが知ってますって感じで
読めたんで。無機とかは覚えるもんじゃないですか。
けど理論でも代表単元は流れを覚えるってのを学びま
したね。 

緒形先生は先生としてはもちろん、人としてホ
ンマに凄い。
生物は、「みんなの仏」って言ったら緒方先生なんで
すけど、緒方先生はめっちゃ見てくれてて、マンツー
取ってる人だったらそうかなって思うけど、取っても
ないのに凄い気にかけてくれてて、授業中とかでもあ
まりよくない時とかマンスリーが良くない時とか不安
な時とか、あんまり明るくなかった時とか、大人しく
授業受けてただけの時でも「暗いな、今日は」とか
「大丈夫なん？」とか、その一言で、まさか心配され
るとか思ってないし、伝わってるとか思ってなかった
から、こっちがマイナスの状態だって、その一言だけ
でめっちゃ泣いちゃったりとか。あのひと仏やなって
(笑)。目の配らせ方が。いつも質問がすごい並ぶじゃな
いですか。緒方先生人気やし。でいつも質問並ぶか
ら、落ち込んでた時に、夜の９時半に本館に来てって
言われて、話聞いてくださって、うち愚痴じゃないで
すけど、１０時くらいまで凄い熱心に見てくれてて。
先生としてももちろん、人としてホンマに凄いなっ
て。予備校講師って、授業をする、受からせることが
目的やから、勉強を教えること、学校じゃないと思っ
てたんですけど、緒方先生は学校の先生感がありまし
たね。生活面も凄い見てくれる方で。

石井先生の授業は一番前で受けてました。
石井先生の授業はもちろん予習してちゃんと授業に臨
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むじゃないですか。次は自分が当たるって思いながら
受けて欲しいって思いますね。私は結構、先生が問題
に対する質問じゃなくて、割といじられキャラだった
んで、医学部受験の話の時に振られるんで、あまり間
違えるということがなかったですね(笑)。ありがたいこ
とに。M4からM3に上がってからは前の方で受けるよ
うになって、それも一番前で。M4の時は最初様子をう
かがってて、前がすごい圧が強すぎて、様子見で後ろ
の方で受けてました。そしたら石井先生に五藤さんこ
の辺においでよって言われて、あ、あ、じゃあ失礼し
ますみたいな(笑)。言ってくれてなかったらずっと後ろ
だったかもしれないです。ガチの一番後ろで。みんな
石井先生の授業の時、めっちゃ早く来るんですよ。
で、空いているのが後ろ、みたいな、そうなんです。
後しか空いてないんですよ。前の席を取るためには、
前の時間を犠牲にしないといけないって。だったら勉
強したほうがいいって。気合入ってるのははいってる
けど…。他の先生はそこまでないですけど、クラスで
数人はいました。

基本は7時までに登校。8時に来たら今日は人
一倍やる、明日は絶対６時に来るって気持ち。
基本は７時までに。６時半くらい。やっぱ人間やか
ら、その前の日に遊んだりとかしてなくても８時とか
に起きちゃう日もあって、それが１週間で２、３回
あった日もあったんですけど、その時に８時でも意外
と出来るなとか絶対に思って欲しくなくて。８時に来
てしまったら今日は人一倍やる、明日は絶対に６時に
来るって、その気持ち。眠くなる時はやっぱモンス
ターとかコーヒーとかにめっちゃ頼って何とか。

絶対合格して親にこの塾で良かったって言わせ
るぞ！
１浪の時はどこも、一次すらどこも出なかった。駿
台、神戸の。でもやっぱ母親には最初は東京の予備校
反対されてたんで、東京まで行って～みたいな。関西
で受かるでしょ、医専でってことじゃなくて、大阪で
も十分やんみたいな。いっぱいあるやんって。母が、
自分が行くのも大変やしって。関医は関西なんだか
らって言われてたんですけど、父親の許可でここに来
れたんです。母親を説得するには今年で1年で受かるし
かないと思って。最初4月とかは絶対受かるって思って
るけど、5月6月とか7月くらいになったら普通にクラス
上がりたいなとか、なんか受験てことよりも目先の目
標を目指しがちになりがちだけど、やっぱりクラス上
がりたいのはもちろんやけど、絶対合格して親にこの
塾で良かったって言わせるぞって思ってました。結
果、ここじゃなかったらヤバかったです。ほんとそう
思います。石井先生と会ってなかったら、想像するの
が怖いです(笑)。

辛いことあったときは、先生に相談して克服。
困った時、辛いときは先生とかに相談して克服してっ
て感じですね。やっぱりなんか友達に相談するのは同
じ受験生、生徒なんで、都合のいいアドバイスはもら
えるかもしれないけど、やっぱり気使うじゃないです
か。例えばうちより年上の人だったら、なんやお前ま
だ2浪やろ、って心の中で思われてしまうところもある
と思うんですよね、人間やから。代官山の先生身近に
思えて、生徒とも年近かったり、うちらの事ほんとよ
く見ててくれて理解してれてはる。だから先生に言っ
たほうがいいかなって。やっぱり色々悩みあるんで
ね、生活面とか。おかげですぐ解消して先に進める。
あっでも、生活といえば代官山の専用マンションめっ
ちゃ綺麗でした。住み心地良かったです。今でも住み
たいし(笑)。何でこんな勉強しかできない時に渋谷に住
んでんだって(笑)。人生で一年いちばん勉強してる年に
渋谷、日本で一番遊べるところにいるっていう、変な
感じでしたね。

私の人生にとって代官山での1年間は人生を変
えた1年でした。
私は割と、うちの親が親ばかっていうか凄い言ってく
るんですよ。受験の時も。私結構自分でやりたい、親
を頼りたくない主義なんで、やりたいのに変に心配し
てくる、例えば実家におる時やったら夜遅くまでやっ
とったらはよー寝～や～、みたいな。こっちはやりた
いことあるからみたいな、勉強だったりとか明日の宿
題だったりとか。そういうのがいちいちうざかったり
とか。心配はありがたいけど今じゃないんだよなっ
て。寮だったらそこは自由にできるじゃないですか。
変な心配もかけへんし。だから自由に勉強もできて、
親の変な心配も言われずに。そこはやりやすかったで
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すね。
人生にとって去年の一年間は一番人生を変えた一年で
した。ちょっと大きいこと言ってしまいましたけど。
やっぱり生まれて初めての一人暮らしやし、親の反対
も乗り越えたし、関西でしか友達もおらへんかったけ
ど、東京の友達なんかできるんかいって思ってたけ
ど。みんな関西人とかめっちゃ嫌いやろって。一浪の
時の友達にも東京の友達なんて無理だって、関西人な
んて嫌われるって言われてたんですよ。みんな仲良く
してくれたんで、そこは良かったなと。精神的にも成
長したかな。

先生との距離感、友達と目標に向かう一体感、
代官山に戻りたいくらい(笑)
テキストは代官山のしか使ってないですね、はい、代
官山のだけです。セミナーは夏前にまず一通り終わら
して、その後冬くらいまでに間違ったとこがやっと終
わって、それでさらに冬にもう1回間違ったとこやっ
て、３周くらいですね。テキストだけですね。あでも
ホントに苦手だったとこは平パンとかにそこのプリン
トくださいとか言ったらくれるんで、めっちゃそれ
で。
代官山での生活は本当に充実してました。めっちゃ楽
しかった！今大学生になって、大学生になった方が楽
しくなると思ってたんだけど、今やからまだ分かんな
いけど、代官山に戻りたいなって(爆笑)。いや勉強した
いわけじゃないんですけど、充実してたから。先生と
の距離感とか友達と目標に向かってすごく一体感合っ
て良かったなって思って。辛かったっていう人もいる
だろうけど、確かに受かるかどうか分らなくて勉強し
続けるっていう意味では辛いとは思う。勉強し続けれ
ば受かるってわかってても、上位何人って枠なんで、
一人でもズレたらアウトっていう、何点以上が合格っ
てわけじゃないじゃないですか、国試みたいに。なの
でやっぱり保証がない。

代官山の先生の言うことを聞くのが一番、
今年で決めると思って最後まで力を抜かずに
やっぱり代官山はこんだけ実績があるから、代官山の
先生の言う事を聞いて、真面目に生きることが一番だ
と思いいます、この一年は。マンスリーテストの結果
は、ほんと受験に合わせて作られてるし、結果先輩た
ちもそうやって受かってるし。頭髪とか髪染めたくな
る人もおるんと思うけど、そんなんは恥ずかしいと思
う。親の金で浪人ていう身分で髪染めたりすんのはっ
て思ってしまう。私は染めないですよ。医学生とし
てっていうか、医学生として染めるなとは思わないけ
ど、やっぱ病院とかまわった時に、患者さんから印象
良くなることはないじゃないですか、茶色が。だから
見た目だけでも真面目な方がこの先生の言う事を聞こ
うってなるのかなって。
あ、後輩に言いたいことは、さっきの朝の心持、８時

でいいやとは思わないで欲しい。１回８時に来てしま
う日が続いても、そういう気持ちは捨てて欲しいで
す。そして、今年で決めると思って最後まで力抜かず
に頑張ってください。あと一次しかこなくても諦めず
に信じてたら、努力した人には奇跡が起きる！。

卒 業 生 が 語 る
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すね。
人生にとって去年の一年間は一番人生を変えた一年で
した。ちょっと大きいこと言ってしまいましたけど。
やっぱり生まれて初めての一人暮らしやし、親の反対
も乗り越えたし、関西でしか友達もおらへんかったけ
ど、東京の友達なんかできるんかいって思ってたけ
ど。みんな関西人とかめっちゃ嫌いやろって。一浪の
時の友達にも東京の友達なんて無理だって、関西人な
んて嫌われるって言われてたんですよ。みんな仲良く
してくれたんで、そこは良かったなと。精神的にも成
長したかな。

先生との距離感、友達と目標に向かう一体感、
代官山に戻りたいくらい(笑)
テキストは代官山のしか使ってないですね、はい、代
官山のだけです。セミナーは夏前にまず一通り終わら
して、その後冬くらいまでに間違ったとこがやっと終
わって、それでさらに冬にもう1回間違ったとこやっ
て、３周くらいですね。テキストだけですね。あでも
ホントに苦手だったとこは平パンとかにそこのプリン
トくださいとか言ったらくれるんで、めっちゃそれ
で。
代官山での生活は本当に充実してました。めっちゃ楽
しかった！今大学生になって、大学生になった方が楽
しくなると思ってたんだけど、今やからまだ分かんな
いけど、代官山に戻りたいなって(爆笑)。いや勉強した
いわけじゃないんですけど、充実してたから。先生と
の距離感とか友達と目標に向かってすごく一体感合っ
て良かったなって思って。辛かったっていう人もいる
だろうけど、確かに受かるかどうか分らなくて勉強し
続けるっていう意味では辛いとは思う。勉強し続けれ
ば受かるってわかってても、上位何人って枠なんで、
一人でもズレたらアウトっていう、何点以上が合格っ
てわけじゃないじゃないですか、国試みたいに。なの
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今年で決めると思って最後まで力を抜かずに
やっぱり代官山はこんだけ実績があるから、代官山の
先生の言う事を聞いて、真面目に生きることが一番だ
と思いいます、この一年は。マンスリーテストの結果
は、ほんと受験に合わせて作られてるし、結果先輩た
ちもそうやって受かってるし。頭髪とか髪染めたくな
る人もおるんと思うけど、そんなんは恥ずかしいと思
う。親の金で浪人ていう身分で髪染めたりすんのはっ
て思ってしまう。私は染めないですよ。医学生とし
てっていうか、医学生として染めるなとは思わないけ
ど、やっぱ病院とかまわった時に、患者さんから印象
良くなることはないじゃないですか、茶色が。だから
見た目だけでも真面目な方がこの先生の言う事を聞こ
うってなるのかなって。
あ、後輩に言いたいことは、さっきの朝の心持、８時

でいいやとは思わないで欲しい。１回８時に来てしま
う日が続いても、そういう気持ちは捨てて欲しいで
す。そして、今年で決めると思って最後まで力抜かず
に頑張ってください。あと一次しかこなくても諦めず
に信じてたら、努力した人には奇跡が起きる！。
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先生達に時間は作るもんだと言われて。だから朝
早く来て、上手く時間を使えた。
　英語は一年間阿里先生にマンツーマンでお世話になり
ました。阿里先生の授業では何問も問題解かされるわけ
で、結構伸びたと思います。代官山来て英語を克服しまし
た。阿里先生のプリントで人並みまではいけたと思いま
す。年間で200題以上は解いたかも。英語出来ないと焦り
があります。まずは自分で解いてみてそのあとマンツーで
解説をガッツリやっててホント伸びたと思います。英語が
苦手で苦手で（笑）。かけた時間は一番英語が長いです。も
う違う言語っていうだけでちょっと最初は…拒絶みたいな
（笑）。拒絶がなくなってからは結構順調でした。私、θ（石
井先生の授業）は岩科君（岩科夏二朗：埼玉医科大進学）
の近くに。予習もちゃんとしました。予習も復習も全力で。
θの音読は、日曜日に家帰ってから全力で。まあ英語が人
並みになれて、英語で足引っ張らなくなったのは良かった
です。金沢受かったのは特に。埼玉、アレは奇跡ですね。
だって配点高いじゃないですか英語。埼玉は奇跡です。全
科目復習も全部しました。いや～、今思えばどうやって時
間作ったんだろうって思うんですけど、私、上手く作ってた
みたいです。朝早く来てやってました。先生達に時間は作
るもんだって言われてましたから。意外と自分の勉強やる
時間代官山MEDICALでもあります、睡眠時間もとった上
で。普段の復習は授業終わって20分間の休み時間もでき
るだけ…。終わんなかったら日曜に回す。朝は予習と、あと
自分が一日でこれはやるって決めたことは朝にできるだ
けやるようにしてました。上手く時間を使えた感じです。毎
朝浅尾先生がすごく早く来てるんです。その時間狙って
めっちゃ質問行ってました、迷惑だと思われるレベルなん
ですけど、いつも答えてくれました。すごく感謝していま
す。何でもかんでも質問するんじゃなくって、最初は自分で
考えるじゃないですか。それでも分らなかったら、質問に
行きました。代官山で良かった点はまとめきれない。でも
本当に代官山じゃないと受からなかったです。

受かった秘訣は繰り返したこと。復習や、質問や、
緊張するマンスリーを繰り返し。
　受かった秘訣は繰り返したことです。色々。絶対繰り返す
ことで出来るようになる。復習大事です。セミナーは5周は
やってます。生物も化学5周ずつ。でもプロセスと基本例題
だけだともうちょっとやってます、難問はやらず。数学の
BasicのテキストはStandardに上がってもずっと繰り返し
てて、ここの教材しか使ってないです。先生方からも強く言
われてて、絶対いろんなものに手出しちゃダメって、繰り返
しなさいって何回も言われてたから、手出さない。何周も
しました。これだけは言っときたい。繰り返し、繰り返し、繰
り返し、繰り返し。今のテキストがBasicの人は、絶対に年間
通してBasicのテキストの繰り返しをしたほうがいいです。
そうすることによって、結構日大とかはすごい変な問題は
出さないから結構点数取れると思うんで、本当にBasicの
テキストは大事にしてください。自分はそれで合格出来た
んで。他の科目は、英語は阿里先生のプリントと授業の復

習だけです。阿里先生のプリントで結構自分はアップアッ
プでした。化学は授業の復習と、あと有機とかはハンド
ブックに書いてあるものを電車の中で暗記。ハンドブック
に授業中に書き込んだり、自習室に帰ってから付箋に書
いて貼ったり。ハンドブックだけを試験会場に持って行け
ば化学は大丈夫っていう状態にしたくって。三上先生もそ
う言ってたんで。ハンドブックを自分は充実させてました。
まだ残ってます。ずっと年間通して電車の中で見ていたも
のなので。ボロボロで表紙も裏表紙もないです。しかも表
紙が外れたのは夏前（笑）。化学はハンドブックとセミナー
で。生物もセミナーであとは授業の復習、緒方先生の授業
の資料はずっと使ってます。他のに手を出すのはあまりよ
ろしくないかと。
　毎回マンスリーはもう吐きそうなくらい緊張しました。
私にとっては慣れるものではなかった。マンスリーの前は
色々緊張がたくさんあってホントにゲボりそうでした。で
も毎回真剣に受けて、ランキング見て競争心芽生えて、ま
た次受けての『繰り返し』。代官山では順位を掲示される
から、ウィークリーとかマンスリーとか。掲示してもらうこと
によって競争心芽生えるんで。絶対あいつに勝ってやる！っ
て。数学もずっとは載ってないですよ。年間通して載ってた
ものはないです。数学に関しては、平均点が低い時には絶
対載ってました。ライバルは岩科君が生物得意だったん
で、岩科君に勝ちたいって思ってたし、数学は秋くらいか
らA1A2の人、誰とかじゃなくてマンスリーとかってクラス
関係なく一緒に受けてたじゃないですか、だからA2の人と
かは分かってたんでそういう人たちに勝ちたいって思って
ました。漠然となんですけど。勝ってた人もいるし負けてた
人もいます。岩科君に生物で河合模試とかはボロ負けで
すけど、でも何回かは勝ってます、マンスリーでは。英語は
岩科君に勝てないです。いつも平均点と戦ってました。１
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回だけ英語、奇跡的に載りましたね。しかも十何位とかで。
本当に一発屋（笑）。自分でも文章がめちゃめちゃ読めた
んですよ。平均点が低かったので相対的にピョンて。それ
で全体的にアップして、直前期にA2まで上がりました。英
語は、あれ何だっけ…Highか、Highになった時はちょっと
やばかったんですけど。Highになったらテキストが…テキ
ストの文章がちょっと、おっとこれは読めないぞっ、やらね
ばってなりました。
質問もほとんどの先生に何度も行きました。やって、質問
して、やっての『繰り返し』。代官山の良さは講師室に生徒
が質問行きやすいところが凄い良いなって思います。すご
く質問いきました、毎朝。2号館に行ってからも毎朝。
ジャージ着て。あれは家からそのままなんです。パジャマ
のままで出てきた状態です（笑）。横浜なので１時間くら
い。いつもジャージなので、寮生だと思われてたかも

（笑）。

一年でしっかり合格までもっていけて良かったで
す。
高校の時は高校の先生に勧められて他の医系予備校で
医学部受かった人がいるって。日大高校からも行ける人が
いるんだって衝撃だった。浪人することになって遠いって
言ったら今度は通ってた医系予備校の先生が、代官山を
勧めてくれました。マジです。あー、代官山MEDICAL結構
受かってるよ、って言われて。最初、え？嫌われてるのか
なって、悪いことしてないはずなんですけど、出てけ～って
ことかなって（笑）。実際来てみて、現役の時よりも代官山
は厳しかったです。当たり前か（笑）。毎回、なんか現役の
時もテストは一応あったんですけど、代官山みたいな受験
形式のテストは無かったんで、マンスリーっていう模試が
毎月あるっていうのがきつかったです。結果も結構気にし
てました。そういう厳しさで鍛えられました。前の予備校か
らも日大にいて他の子がどこ行ったとか聞いたら、私より
現役の時全然上だった人だけが受かってて、同じくらい
だった人たちは全然受かってなかった、違う学部に行った
子も。あのまま代官山に来なかったら、日大には行けな
かったかも。代官山を勧めてくれた予備校の先生に感謝
です(笑)。金沢に受かった後なんですけど、高校行って高
３の時の担任の先生に代官山良いですよ～って言ってお
きました（笑）。時間割とかも見せてこんくらい詰まってる
んですよって。代官山なら、絶対に怠けられないですよっ
て。一年でしっかり合格まで持っていけて良かったです。埼
玉なんて前期も後期も受かってるんです、一次コレクター
なんで。一次結局６コです。一次受かったのは埼玉（前期・
後期）、金沢、聖マ、獨協、日大の６校、二次きたのが埼玉
前期、金沢、日大です。日大高校って、たくさんあって…、だ
から日大受かったのは嬉しいです。聖マリは面接でやらか
しました。聖マが第一志望だったのに。家も近いんです。
縁がなかったのかな。車で12分ぐらいなんですよ。スポー
ツで私的に聖マリ行きたかった。日大も池江選手とかス
ポーツ強いし、実際自分の…自分体操部だったんですけ
ど、体操って、オリンピックに出るアレです、内村航平選手

とか。会ったことあります。試合とかで。一応これでもイン
ハイ3位ですよ（笑）。もともと日大中学から入ったのは体
操部があるからだし…。面接で私、体操しか取り柄とかや
たら体操のことばっか言ってしまって。結構膝は、小さい頃
からボロボロで、手の親指の付け根は同じ所を6回ぐらい
折ってるんで。でも大学行ったら何かスポーツやれたらい
いなと思ってます。

同じくらいの成績の人たちと切磋琢磨できる環境
が合格につながった。
あと現役のとこと比較しちゃうとなんですけど、代官山
MEDICALは自習室が静か。向こうは、ははは（笑）、ちょっ
と。動物園みたいな状態だったので。まあ現役生の所と浪
人生の自習室だと違うのかもしれないけど、現役生の自習
室は結構うるさくて。奇声が聞こえたり本当にそんな感じ。
合宿があったから合宿で仲良くなって、そこから自習室だ
ろうが教室だろうがダベリが止まんなくて、うるさかったで
す。勉強は自分が集中してれば出来るんですけど、切れた
らダメです。
現役の時の予備校は先生があんまりいなかった。生物の
先生が特に、一人もいない日とかすっごいあったりして。
現役だからそうかもしれないけど、でも結構いなかったり
とか。もうすごかったです。自習室と、その隣にラウンジが
あって、ラウンジもお昼の時はすごいうるさくて。現役は現
役で、騒いじゃってホントすごいです。荒れた学校ですね。
管理する人はいてもしゃべっちゃうんです。
代官山はホント静かで、良い環境です。代官山ＭＥＤＩＣ
ＡＬは真面目な印象。現役生も見かけたけど代官山はみ
んな真面目ですよね。前の予備校はみんなで集団になっ
ちゃって、お祭り騒ぎ始めちゃう状態だったけど、ここはそ
ういうのないじゃないですか。クラス分けしてあるっての
もあると思うんですけど、自分がついていけるレベルだっ
たので。同じぐらいの成績の人たちと切磋琢磨できる環境
が合格につながったと思います。
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う違う言語っていうだけでちょっと最初は…拒絶みたいな
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ですけど、いつも答えてくれました。すごく感謝していま
す。何でもかんでも質問するんじゃなくって、最初は自分で
考えるじゃないですか。それでも分らなかったら、質問に
行きました。代官山で良かった点はまとめきれない。でも
本当に代官山じゃないと受からなかったです。
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そうすることによって、結構日大とかはすごい変な問題は
出さないから結構点数取れると思うんで、本当にBasicの
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に授業中に書き込んだり、自習室に帰ってから付箋に書
いて貼ったり。ハンドブックだけを試験会場に持って行け
ば化学は大丈夫っていう状態にしたくって。三上先生もそ
う言ってたんで。ハンドブックを自分は充実させてました。
まだ残ってます。ずっと年間通して電車の中で見ていたも
のなので。ボロボロで表紙も裏表紙もないです。しかも表
紙が外れたのは夏前（笑）。化学はハンドブックとセミナー
で。生物もセミナーであとは授業の復習、緒方先生の授業
の資料はずっと使ってます。他のに手を出すのはあまりよ
ろしくないかと。
　毎回マンスリーはもう吐きそうなくらい緊張しました。
私にとっては慣れるものではなかった。マンスリーの前は
色々緊張がたくさんあってホントにゲボりそうでした。で
も毎回真剣に受けて、ランキング見て競争心芽生えて、ま
た次受けての『繰り返し』。代官山では順位を掲示される
から、ウィークリーとかマンスリーとか。掲示してもらうこと
によって競争心芽生えるんで。絶対あいつに勝ってやる！っ
て。数学もずっとは載ってないですよ。年間通して載ってた
ものはないです。数学に関しては、平均点が低い時には絶
対載ってました。ライバルは岩科君が生物得意だったん
で、岩科君に勝ちたいって思ってたし、数学は秋くらいか
らA1A2の人、誰とかじゃなくてマンスリーとかってクラス
関係なく一緒に受けてたじゃないですか、だからA2の人と
かは分かってたんでそういう人たちに勝ちたいって思って
ました。漠然となんですけど。勝ってた人もいるし負けてた
人もいます。岩科君に生物で河合模試とかはボロ負けで
すけど、でも何回かは勝ってます、マンスリーでは。英語は
岩科君に勝てないです。いつも平均点と戦ってました。１
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んですよ。平均点が低かったので相対的にピョンて。それ
で全体的にアップして、直前期にA2まで上がりました。英
語は、あれ何だっけ…Highか、Highになった時はちょっと
やばかったんですけど。Highになったらテキストが…テキ
ストの文章がちょっと、おっとこれは読めないぞっ、やらね
ばってなりました。
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が質問行きやすいところが凄い良いなって思います。すご
く質問いきました、毎朝。2号館に行ってからも毎朝。
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のままで出てきた状態です（笑）。横浜なので１時間くら
い。いつもジャージなので、寮生だと思われてたかも
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一年でしっかり合格までもっていけて良かったで
す。
高校の時は高校の先生に勧められて他の医系予備校で
医学部受かった人がいるって。日大高校からも行ける人が
いるんだって衝撃だった。浪人することになって遠いって
言ったら今度は通ってた医系予備校の先生が、代官山を
勧めてくれました。マジです。あー、代官山MEDICAL結構
受かってるよ、って言われて。最初、え？嫌われてるのか
なって、悪いことしてないはずなんですけど、出てけ～って
ことかなって（笑）。実際来てみて、現役の時よりも代官山
は厳しかったです。当たり前か（笑）。毎回、なんか現役の
時もテストは一応あったんですけど、代官山みたいな受験
形式のテストは無かったんで、マンスリーっていう模試が
毎月あるっていうのがきつかったです。結果も結構気にし
てました。そういう厳しさで鍛えられました。前の予備校か
らも日大にいて他の子がどこ行ったとか聞いたら、私より
現役の時全然上だった人だけが受かってて、同じくらい
だった人たちは全然受かってなかった、違う学部に行った
子も。あのまま代官山に来なかったら、日大には行けな
かったかも。代官山を勧めてくれた予備校の先生に感謝
です(笑)。金沢に受かった後なんですけど、高校行って高
３の時の担任の先生に代官山良いですよ～って言ってお
きました（笑）。時間割とかも見せてこんくらい詰まってる
んですよって。代官山なら、絶対に怠けられないですよっ
て。一年でしっかり合格まで持っていけて良かったです。埼
玉なんて前期も後期も受かってるんです、一次コレクター
なんで。一次結局６コです。一次受かったのは埼玉（前期・
後期）、金沢、聖マ、獨協、日大の６校、二次きたのが埼玉
前期、金沢、日大です。日大高校って、たくさんあって…、だ
から日大受かったのは嬉しいです。聖マリは面接でやらか
しました。聖マが第一志望だったのに。家も近いんです。
縁がなかったのかな。車で12分ぐらいなんですよ。スポー
ツで私的に聖マリ行きたかった。日大も池江選手とかス
ポーツ強いし、実際自分の…自分体操部だったんですけ
ど、体操って、オリンピックに出るアレです、内村航平選手

とか。会ったことあります。試合とかで。一応これでもイン
ハイ3位ですよ（笑）。もともと日大中学から入ったのは体
操部があるからだし…。面接で私、体操しか取り柄とかや
たら体操のことばっか言ってしまって。結構膝は、小さい頃
からボロボロで、手の親指の付け根は同じ所を6回ぐらい
折ってるんで。でも大学行ったら何かスポーツやれたらい
いなと思ってます。

同じくらいの成績の人たちと切磋琢磨できる環境
が合格につながった。
あと現役のとこと比較しちゃうとなんですけど、代官山
MEDICALは自習室が静か。向こうは、ははは（笑）、ちょっ
と。動物園みたいな状態だったので。まあ現役生の所と浪
人生の自習室だと違うのかもしれないけど、現役生の自習
室は結構うるさくて。奇声が聞こえたり本当にそんな感じ。
合宿があったから合宿で仲良くなって、そこから自習室だ
ろうが教室だろうがダベリが止まんなくて、うるさかったで
す。勉強は自分が集中してれば出来るんですけど、切れた
らダメです。
現役の時の予備校は先生があんまりいなかった。生物の
先生が特に、一人もいない日とかすっごいあったりして。
現役だからそうかもしれないけど、でも結構いなかったり
とか。もうすごかったです。自習室と、その隣にラウンジが
あって、ラウンジもお昼の時はすごいうるさくて。現役は現
役で、騒いじゃってホントすごいです。荒れた学校ですね。
管理する人はいてもしゃべっちゃうんです。
代官山はホント静かで、良い環境です。代官山ＭＥＤＩＣ
ＡＬは真面目な印象。現役生も見かけたけど代官山はみ
んな真面目ですよね。前の予備校はみんなで集団になっ
ちゃって、お祭り騒ぎ始めちゃう状態だったけど、ここはそ
ういうのないじゃないですか。クラス分けしてあるっての
もあると思うんですけど、自分がついていけるレベルだっ
たので。同じぐらいの成績の人たちと切磋琢磨できる環境
が合格につながったと思います。

37.5 62.4＋131点

8ヶ月後8ヶ月後

合格の軌跡

生物偏差値総合得点 

氏名：金子 江舞
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

東京女子医科大
獨協医科大医学部
埼玉医科大
金沢医科大
川崎医科大

受験に合格できる勉強量って
自分では分からないので､

それを明確に示してもらった。

受験に合格できる勉強量って
自分では分からないので､

それを明確に示してもらった。
東京女子医科大進学　阿部 蘭 さん(雙葉高校卒)

２次正規合格
２次合格

後期２次合格
２次合格
２次合格

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

東京女子医科大
愛知医科大

引っ込み思案で消極的だった私も
生活面でしっかり

改善できてから自信がついた。

引っ込み思案で消極的だった私も
生活面でしっかり

改善できてから自信がついた。
東京女子医科大進学　陳 優樺 さん(学習院女子高校卒)

2次正規合格
2次合格

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

東京女子医科大
獨協医科大医学部
埼玉医科大
金沢医科大
川崎医科大

受験に合格できる勉強量って
自分では分からないので､

それを明確に示してもらった。

受験に合格できる勉強量って
自分では分からないので､

それを明確に示してもらった。
東京女子医科大進学　阿部 蘭 さん(雙葉高校卒)

２次正規合格
２次合格

後期２次合格
２次合格
２次合格

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

東京女子医科大
愛知医科大

引っ込み思案で消極的だった私も
生活面でしっかり

改善できてから自信がついた。

引っ込み思案で消極的だった私も
生活面でしっかり

改善できてから自信がついた。
東京女子医科大進学　陳 優樺 さん(学習院女子高校卒)

2次正規合格
2次合格
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

人生で初めて「ヤバい」って石井先生に言われ
てすごい嬉しかった。
阿部　阿部蘭です。一次受かった学校は女子医、川
崎、金沢、聖マ、東邦、獨協、埼玉後期、以上7つで
す。二次きたのは女子医、川崎、金沢、獨協、埼玉後
期。5校きました。
陳　陳優樺です。愛知、女子医、昭和、北里、聖マ、
東医の1次6校です。二次きたのが愛知、女子医で、女
子医は正規合格です。
阿部　私も女子医正規です。でも女子医の時死んでた
んですよ。朝トイレで倒れてしまって、具合悪くっ
て、気持ち張り詰めすぎてたからかな。でもそれくら
いの気持ちが合格へ繋がったのかなとも思います。
私は幼稚園から雙葉入ってて、人生少しは苦労したほ
うがいいと、浪人すべき人種なんだって思ってまし
た。。千紘（藤川千紘：昭和大医学部進学）は代官山
で一年で行っちゃいましたしね。雙葉では高3のとき数
学で鄭ちゃん（鄭裕華：昭和大医学部進学）とさくら
（豊島さくら：杏林大医学部進学）と一緒のクラス
だったんです。
陳　私は後輩の鈴木さん（鈴木理咲子：東京慈恵医科
大進学）。入ってから高校の後輩だって知りました。
阿部　私は一浪目行ってたところが小っちゃいとこ
で。私、私立コースにいたんですけど10人以下。もう
すっごい古くって、情報が古すぎた。で代官山には同
級生とか、みんな代官山からはちゃんと受かってたか
ら、私も受かれるかなって（笑）。石井先生に説明会
で模試見せて、その時に、あ～これはヤバいねって言
われて。でヤバいって言ってもらえることも人生で初
めてだったし、それが凄い嬉しくて。

試験の合間に栗原先生のノート見て心落ち着か
せた。
陳　女子医には代官山からいっぱい来てるよね。同級
生には辻本（辻本星花愛）さんと中野（中野慧美里）
さんと豊福（豊福祐佳莉）さん。仲良い。
阿部　私、代官山時代に栗原先生にどんだけ迷惑かけ
たか(笑)。栗原先生いなかったら、受かってないとホン
トに思います。テストに一本集中みたいな感じだった
から、英語が最後の科目の時とか全っ然頭働かなく
て、最初の数学と理科で頭フル回転しすぎて、全然分
かんなくて、ホントに英語マジで頭死んでて、でも試
験の合間に栗原先生のノート見て心落ち着かせて。そ
うしたら、これ見たことあるみたいな。それで一次き
た～みたいな(笑)。

ウィークリーとマンスリーではランキングが貼
り出されるから、友達と競い合えた。
阿部　ウィークリーはちゃんとやろうって思ってた。
ランキングが試験実施後すぐに貼り出されるから毎回
見に行って。
陳　私も。１学期から豊福さん（豊福祐佳莉：東京女

子医大進学）とめっちゃ競ってました。今も仲よいで
す。どっちが勝ってたかって言うと半々くらい。マン
スリーとかも半々で、最後負けちゃいましたけど。

栗原先生の「暗記」じゃなく、「英語を考えさ
せる授業」が好きでした。
阿部　私は石井先生と栗原先生、あと朝岡先生は夜間
が好きでした。自分は本当に覚えるのが苦手で。でも
考えるのは好きだったんで、栗原先生はただの暗記
じゃなくって、英語を考えさせながら読めたり解けた
りするのがすごい好きでした。単語も節ごとに切った
り、構文も関連付けながら読むのも好きでした。栗原
先生と石井先生は似てるって思ってて、短い文で要素
が詰まってるのを、めっちゃ深くやってくれるのが良
かった。短文でもそこからいっぱい英語の知識を教え
ていただきました。後半は過去問も。めっちゃ行きた
かった杏林もいっぱいやってもらえて。だから英語が
すごく伸びました。
陳　私は朝岡先生の授業好きで、長文とかの中から文
法事項を抜き出してまとめてくれるのが好きでした。
阿部　私も朝岡先生のゆっくり感が（笑）。絵もうま
くて、栗原先生も結構絵を描いてました。絵描くと覚
えやすくない？
陳　うんうん。あと例文にお互いの先生が出てくる。
Kuribara is～、Asaoka　meetsどうのこうのとか(笑)。

薄先生と寺澤先生の、全身から出る大きい声
が、イメージに残りやすかった。
陳　村上先生の一学期と夏マンツーを取って、下の内
容も授業でやって、HIGHのテキストもプラスでやって
もらってて。数学は先生がゆっくり説明してくれるよ
りも、自分で考えることが好きだったので、村上先生
の授業は速くやってくれるし、全部書いて写しながら
理解していける感じで。薄先生は解き方がすごい！全
部基礎の事を使って教えてくれているから、難しい問
題でも説明している時は簡単だから理解できる。
阿部　私は平野先生と薄先生です。平野先生は本当に

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

マンツー取って良かったなあって思ってて。1学期と夏
と最後の直前期にマンツーやっていただいて、前期は
基礎の問題を。春は頭が死んでたんで、まずはリハビ
リみたいな感じで、考えるってこと、宿題出していた
だいて、質も量もこなせた。夏は一学期の分からない
ところをもう1回授業やってもらうみたいな感じでやっ
てもらったのがすごい良かったです。自分がここはど
ういう風に分からなくて、この解き方はどうですかっ
ていうのも見てもらったし、平パンはこの問題はこれ
と同じだよって、ここでも使ってるよってのも教えて
もらえたのが凄い良かったです。薄先生は陳ちゃんも
言ってたように、この解き方であれば何でも絶対に解
けるっていうすごい安心感があって、あと大きい声で
言ってくれるのがすごい良かったです。寺澤先生と薄
先生の大きい声がすごい好き。全身から出る感じの声
で、「これだ！」みたいな(笑)。すごい入ってくるしイ
メージに残りやすいのと、薄先生の冬期のファイナル
チェック基礎編を取ったんですけどそれをずっとやっ
てました。後期試験の時まで。一次やって二次あると
気持ちが切れちゃって、でもファイナルチェックって
本当に基礎だったんで、やって感覚取り戻した感じで
した。めっちゃよくって、おかげで埼玉後期は３ミス
だけでした。これにはこの解き方、これはこの解き方
みたいな、一対一で対応していたので、自分にはそれ
が合ってたんだなあって。あと平パンの女子医対策か
ら本番出てます(笑)。ほんと当たる(笑)。
陳　化学は池永先生。情報が多いってのと、多分いい
人かなと。マンツーで一番バカな質問をできるのが池
永先生でした。嫌味言われることもなかった。夏前に
いっぱいプリント渡されて、解きました、全部解きま
した！答えも付いていて、全部で80×2くらい。分から
ないところは全部聞いて攻略です。
阿部　私も化学は池永先生、あと三上先生。池永先生
はマンツー取ってたんです。通常は無機だったんです
けど。直前期に過去問めっちゃやらされました
（笑）。池永先生の有機もめっちゃ好きでした。
陳　生物は緒方先生です。生物で頼ってというより、
自分を見てくれる先生、全体的に。全部の成績とか最
後の方は過去問を毎日解いて毎日持っていってたんで
すけど、お昼に毎日。その習慣が軸になってました。
その時間のために過去問解いていって話して。模試と
かも全部。過去問は指定されて。一覧表を渡されて正
答率とか書いて全部やりました。兄（陳業隆：日大医
学部進学）が生物できたから自分もできないといけな
いと思って。河合模試の偏差値、私の方が上です(笑)。
82でした。
阿部　陳ちゃん、女子医の中でもできる方だよね。み
んなが知らないことでも生物は教えてくれる。
陳　数学も1位取ったんですよ。夏の終わり。2位は植
松（植松智子：東邦大医学部進学）さん。54点くら
い。θの授業で石井先生に当てられて、答えた後に陳
さんマンスリー数学1位ですって言われて。ビックリ
(笑)。

阿部　物理は絶対に寺澤先生。ずーっと全部寺澤先生
のマンツー取ってました。大きい声もめっちゃ好きだ
し、解き方が、物理って何の範囲か決めなきゃいけな
いんですけど、その時の決め方とか、範囲を決めたら
その範囲での解き方とか、手順が全部決まってるのが
やりやすかった。ここに来た時は私、まず範囲がなに
かも分からない状態だったんで、凄いそれがやりやす
かった。私は寺澤先生の授業で考えて物理を解きた
いってのを分かってくれたんで、どうやったら考えな
がら理解できるかって持ち込んでくれたんですね。だ
からすごい好きで。野村先生はめちゃめちゃ丁寧だ
し、授業は板書もめっちゃしてくださるし、質問に行
けば下の下の下の下まで下がって教えてくださりまし
た。

負けないって強く思うこと。　誰よりも“今”集
中して覚えること。
陳　生まれて初めて、マックス集中して勉強したのが
代官山での1年間でした。周りには朝早い人がたくさん
いて、私が自習室行くとすでに周りでは勉強してい
て、私が最後くらい。だから自分が一番集中してや
るっていうことも意識してました。
阿部　遅れてくるとあの子遅れたって見られるし、だ
から落ちたんだねって言われたくなくて、マンスリー
頑張ろうとか受験頑張ろうとか、あの子より一次多く
取ろうとか思ったし、私、緊張するタイプなんですけ
ど、石井先生から緊張しないためには緊張より強い気
持ちを持つと良いって言われて、だから負けない！っ
ていう気持ちを持ってて、あの友達に負けない、１次
試験では大学に負けないって思って問題解きました。
あと時間がなかったから、授業中になるべく完結させ
ようって、授業中にはこの中で私が一番冴えてる、一
番集中してると思えるようにしてたし、だから一番早
く解き終わろうとかも思ってました。誰よりも”今”覚
えようとかも思いました。追い詰められていたので、
そこでやるしかないなって思いました。あと昼休みは
お昼抜いて自習室で予習してました。食べる時間な
かったのでジュースとか飲んで栄養補給して。体重8キ
ロ減りました。池永先生にまた痩せた？って言われて
ました。私ずっと雙葉でほわーんとぬるい感じだった
んで。
陳　私はとにかく現役時さぼりまくってました。定期
テスト前は前日の12時から勉強始めてました。
阿部　めっちゃおんなじ感じ（笑）
陳　だから進級できても、評定平均全然悪いです。そ
れに朝起きれるかは波があった（笑）。石井先生には
面談とかじゃなくて、8月呼ばれて。最近朝来てる
の？って、このままでいいの？って言われて、明日は
もっと早い時間に来ますって言ったら、その早いって
のは具体的じゃないって。ちゃんと時間を言いなさ
いって言われて、7時に来ますって言って、それからは
7時に来ました。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

人生で初めて「ヤバい」って石井先生に言われ
てすごい嬉しかった。
阿部　阿部蘭です。一次受かった学校は女子医、川
崎、金沢、聖マ、東邦、獨協、埼玉後期、以上7つで
す。二次きたのは女子医、川崎、金沢、獨協、埼玉後
期。5校きました。
陳　陳優樺です。愛知、女子医、昭和、北里、聖マ、
東医の1次6校です。二次きたのが愛知、女子医で、女
子医は正規合格です。
阿部　私も女子医正規です。でも女子医の時死んでた
んですよ。朝トイレで倒れてしまって、具合悪くっ
て、気持ち張り詰めすぎてたからかな。でもそれくら
いの気持ちが合格へ繋がったのかなとも思います。
私は幼稚園から雙葉入ってて、人生少しは苦労したほ
うがいいと、浪人すべき人種なんだって思ってまし
た。。千紘（藤川千紘：昭和大医学部進学）は代官山
で一年で行っちゃいましたしね。雙葉では高3のとき数
学で鄭ちゃん（鄭裕華：昭和大医学部進学）とさくら
（豊島さくら：杏林大医学部進学）と一緒のクラス
だったんです。
陳　私は後輩の鈴木さん（鈴木理咲子：東京慈恵医科
大進学）。入ってから高校の後輩だって知りました。
阿部　私は一浪目行ってたところが小っちゃいとこ
で。私、私立コースにいたんですけど10人以下。もう
すっごい古くって、情報が古すぎた。で代官山には同
級生とか、みんな代官山からはちゃんと受かってたか
ら、私も受かれるかなって（笑）。石井先生に説明会
で模試見せて、その時に、あ～これはヤバいねって言
われて。でヤバいって言ってもらえることも人生で初
めてだったし、それが凄い嬉しくて。

試験の合間に栗原先生のノート見て心落ち着か
せた。
陳　女子医には代官山からいっぱい来てるよね。同級
生には辻本（辻本星花愛）さんと中野（中野慧美里）
さんと豊福（豊福祐佳莉）さん。仲良い。
阿部　私、代官山時代に栗原先生にどんだけ迷惑かけ
たか(笑)。栗原先生いなかったら、受かってないとホン
トに思います。テストに一本集中みたいな感じだった
から、英語が最後の科目の時とか全っ然頭働かなく
て、最初の数学と理科で頭フル回転しすぎて、全然分
かんなくて、ホントに英語マジで頭死んでて、でも試
験の合間に栗原先生のノート見て心落ち着かせて。そ
うしたら、これ見たことあるみたいな。それで一次き
た～みたいな(笑)。

ウィークリーとマンスリーではランキングが貼
り出されるから、友達と競い合えた。
阿部　ウィークリーはちゃんとやろうって思ってた。
ランキングが試験実施後すぐに貼り出されるから毎回
見に行って。
陳　私も。１学期から豊福さん（豊福祐佳莉：東京女

子医大進学）とめっちゃ競ってました。今も仲よいで
す。どっちが勝ってたかって言うと半々くらい。マン
スリーとかも半々で、最後負けちゃいましたけど。

栗原先生の「暗記」じゃなく、「英語を考えさ
せる授業」が好きでした。
阿部　私は石井先生と栗原先生、あと朝岡先生は夜間
が好きでした。自分は本当に覚えるのが苦手で。でも
考えるのは好きだったんで、栗原先生はただの暗記
じゃなくって、英語を考えさせながら読めたり解けた
りするのがすごい好きでした。単語も節ごとに切った
り、構文も関連付けながら読むのも好きでした。栗原
先生と石井先生は似てるって思ってて、短い文で要素
が詰まってるのを、めっちゃ深くやってくれるのが良
かった。短文でもそこからいっぱい英語の知識を教え
ていただきました。後半は過去問も。めっちゃ行きた
かった杏林もいっぱいやってもらえて。だから英語が
すごく伸びました。
陳　私は朝岡先生の授業好きで、長文とかの中から文
法事項を抜き出してまとめてくれるのが好きでした。
阿部　私も朝岡先生のゆっくり感が（笑）。絵もうま
くて、栗原先生も結構絵を描いてました。絵描くと覚
えやすくない？
陳　うんうん。あと例文にお互いの先生が出てくる。
Kuribara is～、Asaoka　meetsどうのこうのとか(笑)。

薄先生と寺澤先生の、全身から出る大きい声
が、イメージに残りやすかった。
陳　村上先生の一学期と夏マンツーを取って、下の内
容も授業でやって、HIGHのテキストもプラスでやって
もらってて。数学は先生がゆっくり説明してくれるよ
りも、自分で考えることが好きだったので、村上先生
の授業は速くやってくれるし、全部書いて写しながら
理解していける感じで。薄先生は解き方がすごい！全
部基礎の事を使って教えてくれているから、難しい問
題でも説明している時は簡単だから理解できる。
阿部　私は平野先生と薄先生です。平野先生は本当に
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マンツー取って良かったなあって思ってて。1学期と夏
と最後の直前期にマンツーやっていただいて、前期は
基礎の問題を。春は頭が死んでたんで、まずはリハビ
リみたいな感じで、考えるってこと、宿題出していた
だいて、質も量もこなせた。夏は一学期の分からない
ところをもう1回授業やってもらうみたいな感じでやっ
てもらったのがすごい良かったです。自分がここはど
ういう風に分からなくて、この解き方はどうですかっ
ていうのも見てもらったし、平パンはこの問題はこれ
と同じだよって、ここでも使ってるよってのも教えて
もらえたのが凄い良かったです。薄先生は陳ちゃんも
言ってたように、この解き方であれば何でも絶対に解
けるっていうすごい安心感があって、あと大きい声で
言ってくれるのがすごい良かったです。寺澤先生と薄
先生の大きい声がすごい好き。全身から出る感じの声
で、「これだ！」みたいな(笑)。すごい入ってくるしイ
メージに残りやすいのと、薄先生の冬期のファイナル
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てました。後期試験の時まで。一次やって二次あると
気持ちが切れちゃって、でもファイナルチェックって
本当に基礎だったんで、やって感覚取り戻した感じで
した。めっちゃよくって、おかげで埼玉後期は３ミス
だけでした。これにはこの解き方、これはこの解き方
みたいな、一対一で対応していたので、自分にはそれ
が合ってたんだなあって。あと平パンの女子医対策か
ら本番出てます(笑)。ほんと当たる(笑)。
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人かなと。マンツーで一番バカな質問をできるのが池
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ないところは全部聞いて攻略です。
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答率とか書いて全部やりました。兄（陳業隆：日大医
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いと思って。河合模試の偏差値、私の方が上です(笑)。
82でした。
阿部　陳ちゃん、女子医の中でもできる方だよね。み
んなが知らないことでも生物は教えてくれる。
陳　数学も1位取ったんですよ。夏の終わり。2位は植
松（植松智子：東邦大医学部進学）さん。54点くら
い。θの授業で石井先生に当てられて、答えた後に陳
さんマンスリー数学1位ですって言われて。ビックリ
(笑)。

阿部　物理は絶対に寺澤先生。ずーっと全部寺澤先生
のマンツー取ってました。大きい声もめっちゃ好きだ
し、解き方が、物理って何の範囲か決めなきゃいけな
いんですけど、その時の決め方とか、範囲を決めたら
その範囲での解き方とか、手順が全部決まってるのが
やりやすかった。ここに来た時は私、まず範囲がなに
かも分からない状態だったんで、凄いそれがやりやす
かった。私は寺澤先生の授業で考えて物理を解きた
いってのを分かってくれたんで、どうやったら考えな
がら理解できるかって持ち込んでくれたんですね。だ
からすごい好きで。野村先生はめちゃめちゃ丁寧だ
し、授業は板書もめっちゃしてくださるし、質問に行
けば下の下の下の下まで下がって教えてくださりまし
た。

負けないって強く思うこと。　誰よりも“今”集
中して覚えること。
陳　生まれて初めて、マックス集中して勉強したのが
代官山での1年間でした。周りには朝早い人がたくさん
いて、私が自習室行くとすでに周りでは勉強してい
て、私が最後くらい。だから自分が一番集中してや
るっていうことも意識してました。
阿部　遅れてくるとあの子遅れたって見られるし、だ
から落ちたんだねって言われたくなくて、マンスリー
頑張ろうとか受験頑張ろうとか、あの子より一次多く
取ろうとか思ったし、私、緊張するタイプなんですけ
ど、石井先生から緊張しないためには緊張より強い気
持ちを持つと良いって言われて、だから負けない！っ
ていう気持ちを持ってて、あの友達に負けない、１次
試験では大学に負けないって思って問題解きました。
あと時間がなかったから、授業中になるべく完結させ
ようって、授業中にはこの中で私が一番冴えてる、一
番集中してると思えるようにしてたし、だから一番早
く解き終わろうとかも思ってました。誰よりも”今”覚
えようとかも思いました。追い詰められていたので、
そこでやるしかないなって思いました。あと昼休みは
お昼抜いて自習室で予習してました。食べる時間な
かったのでジュースとか飲んで栄養補給して。体重8キ
ロ減りました。池永先生にまた痩せた？って言われて
ました。私ずっと雙葉でほわーんとぬるい感じだった
んで。
陳　私はとにかく現役時さぼりまくってました。定期
テスト前は前日の12時から勉強始めてました。
阿部　めっちゃおんなじ感じ（笑）
陳　だから進級できても、評定平均全然悪いです。そ
れに朝起きれるかは波があった（笑）。石井先生には
面談とかじゃなくて、8月呼ばれて。最近朝来てる
の？って、このままでいいの？って言われて、明日は
もっと早い時間に来ますって言ったら、その早いって
のは具体的じゃないって。ちゃんと時間を言いなさ
いって言われて、7時に来ますって言って、それからは
7時に来ました。
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阿部　偉い！そうなるよね。代官山MEDICALに入って
変わったとこたくさんあるよね。

代官山ではいろんな先生から、それぞれ多くの
ことを学べました。
阿部　代官山にはテキストが凄い良いテキストがある
ところと、あと勉強する環境がちゃんと整っていると
ころ、テストが毎週毎月あるところ、先生も自分に合
う先生が見つかるところです。
陳　生物は2周。緒方先生に言われるがままに、夏終わ
りまでに2周して、あとは資料集を全部覚える方向に。
阿部　陳ちゃんは資料集派なんだよね。聞くと、すぐ
に該当箇所をピラって開いてくれます。
陳　めくれば覚えてます。しごかれた。代官山の良い
所は拘束時間が長い。だから代官山時代、家の部屋は
服の置き場所（笑）。箪笥使ってない（笑）。
阿部　分かる分かる（笑）。
陳　わたし今片付けてる(笑)。数学は一学期のテキスト
を全部覚えたら小問は怖くないってなれたのはありが
たかったです。環境的には自習室がすごく良かったで
す。2階の奥の右側です。奥から2列目です。私は自習
席豊福さんと同じ列の端だったから、豊福さんがすご
くやってるのを間近で見てました。佐藤君（佐藤貴
文：昭和大進学）は自習室で寝たこと見たことない。
すごくやってるって噂してた。
阿部　私は昼と夜はいました。もうこの時間しかしな
いって。ダラダラするんじゃなく、休み時間20分で数
学の予習1個終わらせなきゃって。
陳　気をつけていたことは先生に言われたことは全部
終わらせる。実際やり抜きました。緒方先生と池永先
生に渡されたものは全部やってました。ちょっと生物
に時間かけすぎましたけど。直前期、全部なんですけ
ど、時間割がレギュラーの時は全部均等に割り振っ
て、冬期講習は全部一日になるじゃないですか、色

塗ってたんですけど、段々そこが生物に侵食されてき
て（笑）。石井先生に言われた通り、4教科はやってま
した。生物はホルモンとか全部覚えたら好きになりま
した。覚えてからが好きになれました。覚えるのは口
に出して、ノートを頭から言えるように。私は手で書
いてないです。間違えたらまた最初から言ってくって
いう。自習室だと声出せないけど口パクで（笑）。
阿部　私憶えるの苦手だったんですけど、高校生ま
で、これ座談会でも言ったんですけど、思い出し方も
一緒に覚えるっていう。数学とかだったら、数学の解
法で使ったんですけど、問題文見て、これ見たらこれ
を考えるようにするみたいなのを考えて、これ見たら
これを考えてそこから、自分は考えるのが本当に好き
だったんで、どうやって考えていくかみたいなのを
やってました。もうこれは、寺澤先生の物理は大きい
声で言われたので、大きい声で言われないとこれはこ
れってならないんですけど、他のはこういう思い出し
方をこの言葉に対してするとか、解法とかはこういう
のが気になるからこれを考えるんだなとかで覚えてま
した。やっぱ自分の言葉で出来なきゃホントに分んな
いから、一対一のやつって全世界共通のことだから、
自分の言葉じゃないから、自分で思い出せないって
思って、そうしてました。

後でではなく、授業中に全部メモして覚えよう
としていた。
阿部　こんな事テストで出たことないしって自分で結
構これは覚えよう、これはいいやって思っちゃうこと
多かったんです。でも、そういうのは駄目だと思っ
て、全部吸収しようと思ったのと、全部メモを取って
たのと、限られた授業の中で絶対集中しようと思った
んで、授業中にめっちゃ覚えようと思ってたんです
ね。あとで覚えればいいやじゃなくって、“今”覚えよ
うと思ってメモしたりしてた。後回しにしなかった。
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あとでやる時間なんてないと思ったんで、でもそれは
一年の時に、夏やればいいやって思ってたら絶対に夏
出来なかったり、日曜日やろうと思ったことも絶対に
出来ないし、空きコマでやろうと思ったことも結局時
間オーバーして出来なかったり、レビューも上手く使
えなかったりしたから、その場で頑張ろうって思って
ました。あとこれやるって決めたら絶対すぐ行動に移
すっていうふうにしてました。

代官山で過ごして得たもの、それは自分はただ
上を目指すのみで、周りから言われて初めて求
められているものや自分の価値がわかるものと
いうこと。
阿部　自分に求められているものは、自分では測れな
いと知った１年でした。受験に受かるための勉強量っ
てのは、自分では決められなくって、自分でずっと上
を目指してて、あ、受かった、こんだけ必要だったん
だなって思ったんですよ。それって国試とかだった
り、勉強面だけじゃなくって医者としてもこういう医
者になって欲しいとか、お医者さんにこういう所を気
にかけて欲しいとか、そういうのって自分じゃ判断で
きなくて、自分はただ上を目指すのみで、ありがとう
とか患者さんに言われたりとか、今は部活とかもある
んですけど、やってくれて力になったよ、とか言って
初めて求められてるものが分かったりとか自分の価値
があるって思いました。そういうのに気づけました。
陳　結局は自分でやらなければいけないって気づけた
のは代官山に来て初めてでした。今まで親に任せたり
とか学校の先生に頼ってたりしてたのが、予備校は完
全に自分の為の勉強だから、覚えるものは覚えるしか
ないし、出来るようになるまで勉強するっていう。根
気も身につきました。
阿部　もし入らなかったら、ずっと浪人していたと思
います。
陳　1浪で大手に行ってたら、多分医学部には行ってな
いです。大事なことに気づけるきっかけがないと思う

から。
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代官山で過ごして得たもの、それは自分はただ
上を目指すのみで、周りから言われて初めて求
められているものや自分の価値がわかるものと
いうこと。
阿部　自分に求められているものは、自分では測れな
いと知った１年でした。受験に受かるための勉強量っ
てのは、自分では決められなくって、自分でずっと上
を目指してて、あ、受かった、こんだけ必要だったん
だなって思ったんですよ。それって国試とかだった
り、勉強面だけじゃなくって医者としてもこういう医
者になって欲しいとか、お医者さんにこういう所を気
にかけて欲しいとか、そういうのって自分じゃ判断で
きなくて、自分はただ上を目指すのみで、ありがとう
とか患者さんに言われたりとか、今は部活とかもある
んですけど、やってくれて力になったよ、とか言って
初めて求められてるものが分かったりとか自分の価値
があるって思いました。そういうのに気づけました。
陳　結局は自分でやらなければいけないって気づけた
のは代官山に来て初めてでした。今まで親に任せたり
とか学校の先生に頼ってたりしてたのが、予備校は完
全に自分の為の勉強だから、覚えるものは覚えるしか
ないし、出来るようになるまで勉強するっていう。根
気も身につきました。
阿部　もし入らなかったら、ずっと浪人していたと思
います。
陳　1浪で大手に行ってたら、多分医学部には行ってな
いです。大事なことに気づけるきっかけがないと思う

から。
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獨協医科大医学部
埼玉医科大後期
岩手医科大医学部
福岡大学医学部

ランキングで絶対に
上の方に載ってやるって。
Ｍ1の人とかもいたから、

目標を見失わないで行けました。

ランキングで絶対に
上の方に載ってやるって。
Ｍ1の人とかもいたから、

目標を見失わないで行けました。
日本大医学部進学　谷野 菜々子 さん(高松高校卒)

2次合格
2次正規合格
後期2次合格

2次合格
2次正規合格

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

正しく頑張るとちゃんと結果出るんですね。
クラスは最初はＡ２でした。2号館スタートでした。陳さん
（陳優樺：東京女子医科大進学）とかいて。一浪の時は他
の予備校だったから、自分で勉強頑張ればいいんじゃな
いかって単純に思ってたんですけど、間違ってしまった。代
官山に来て授業がいっぱい入っているし、先生達がほんと
プロで、いろいろ考えてくれているのが伝わってきたし、プ
リントやレビューやたくさん準備してくれていたから、その
通りに進んで行けば大きく失敗しないって安心してやれま
した。あとまあ一浪目のときに河合塾の模試しか模試が無
かったのでしかもあんまりアテになんなかったけど、代官
山のマンスリーは、実際に先輩たちがその点数でどこくら
い受かるか予想を立てられるから、どの科目をあとどれく
ら頑張ればいいかとか、そういうのがあるのはめちゃく
ちゃデカかったです。復習の習慣がついたおかげでウィー
クリーテストでも化学とか自分は何がわかんないのかが
ちゃんと見つかるようになっていたから、自分の弱点が明
らかになって良かったと思う。
一次受かったのが埼玉医科大後期、獨協医科大、福岡大
医学部、日本大医学部、大阪医科大、岩手医科大、聖マリア
ンナ、二次は埼玉医科大後期、獨協、福岡、日大、岩手です
ね。結構受かって良かったです（笑）。正しい頑張り方だと
ちゃんと結果出るんですね。大学はめちゃくちゃ楽しいで
す。1年のテスト始まってるんですけど、先輩たちにも要領
よくやれれば大丈夫だから、って。みんな2週間前から女子
は友達同士で勉強しだすんですけど、男子はまだいける
みたいな(笑)。先輩の資料とか、友達を作るのが大事です
ね。代官山MEDICALの先輩いっぱいいるし。テニス部6年
生の佳穂さん（橋本佳穂：日本大：医学部進学）とかも。陳
君（陳業隆：日本大医学部進学）とか奈良君（奈良自由造：
日本大医学部進学）も。陳君と奈良君と臼井君（臼井亮輔：
日本大医学部進学）が同じ軽音部で。日大にも代官山の卒
業生が日大医学部にいっぱいいます。

1浪目は自分が勉強頑張ればいいんだと思ってた
けど、それだけじゃダメだった。
えっと、私は香川だったんで現役の時は通いでたまに岡山
の医専に行ってたんですよ。香川から通ってて。浪人する
ことになって、代官山ともう1つ、自分でやるところ、自分で
問題集買ってやるところと迷っていて、授業聞いても自分
がちゃんと勉強せなかったら意味ないしと思って、その時
は自分が頑張ってさえおけば受かるんじゃないかって、そ
れだけじゃダメなんですよね。でもその時はわからんか
ら、授業よりも自分の自習時間が多くとれるもう1つの方に
したんです、先生が質問対応もしてくれるって言ってたけ
ど全部医大生のチューターの人で、一々質問内容をメール
で送って、回答来るまでは何日も掛かるし、それに全然同
じ問題集から次行かせてくれないしみたいな感じで、ああ
これ多分無理だわとか思いながら1月は死にそうになりな
がら受験はして。で、川崎と東海だけ通って、両方補欠だっ
たから待ってたんですけど来なくて。代官山の埼玉の後期
対策からここに来て。そもそも高松ってあんま無いんです。

模試受けるとしても毎月は無理だったから。香川って国立
重視だから。私立の情報っていうか考え方自体が代官山と
違うから、それは東京と全然違います、東京はほんと良い
と思います。高松高校は地元では一番ですけど、50年前の
カリキュラムでずっとやってるんで。教科書もうちの母親
の代からずっと一緒なんですよ。指導要綱変わっても英語
も数学もずっと同じなんですよ。とりあえず４stepは形と
して置いているけど、いらない宿題はめっちゃ多いし、そも
そも先生たちが私立医大をよく分かってないんです。高松
高校の先輩（M.Rさん）も代官山で杏林受かったんですよ
ね。

マンスリーのランキングはずれたときはめっちゃ凹
みました。でもマンスリーでの失敗を獨協で生かし
て正規合格！
うーん、マンスリーは最初からずっと載ってて、これでも載
るんだって思ってたけど、英語も最初から３位とかだった
から、とりあえず数学を伸ばそうと思って、数学を夏まで一
杯やって、で化学も生物も一緒にはやってたから徐々に伸
びてきて、で生物は結構暗記するのには苦労しました。私
はとにかく図説を覚えないといけないって緒方先生に言
われてたから、生物が得意な人と比べて出来ないなあと
思って相談してたんですけど、そのたびに緒方先生に、俺
はお前を生物で受からせようとはしてないから、数学英語
で受かるタイプだからそれでいけって言われて、足を引っ
張らない程度に生物は頑張れって具体的に言ってくれま
した。だから自分はこの範囲までは完璧にして、生物出来
る子を目標にはするけど、あんまり気負いすぎないように
しようってのは思ってました、生物は。化学は詰められるだ
け詰めて出来るところまで、行けるところまで行こうって
思ってたんですけど、生物は最低限をいってました。で、下
がった時とかあって、マンスリーで。一回、9月に初めて総
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（陳優樺：東京女子医科大進学）とかいて。一浪の時は他
の予備校だったから、自分で勉強頑張ればいいんじゃな
いかって単純に思ってたんですけど、間違ってしまった。代
官山に来て授業がいっぱい入っているし、先生達がほんと
プロで、いろいろ考えてくれているのが伝わってきたし、プ
リントやレビューやたくさん準備してくれていたから、その
通りに進んで行けば大きく失敗しないって安心してやれま
した。あとまあ一浪目のときに河合塾の模試しか模試が無
かったのでしかもあんまりアテになんなかったけど、代官
山のマンスリーは、実際に先輩たちがその点数でどこくら
い受かるか予想を立てられるから、どの科目をあとどれく
ら頑張ればいいかとか、そういうのがあるのはめちゃく
ちゃデカかったです。復習の習慣がついたおかげでウィー
クリーテストでも化学とか自分は何がわかんないのかが
ちゃんと見つかるようになっていたから、自分の弱点が明
らかになって良かったと思う。
一次受かったのが埼玉医科大後期、獨協医科大、福岡大
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よくやれれば大丈夫だから、って。みんな2週間前から女子
は友達同士で勉強しだすんですけど、男子はまだいける
みたいな(笑)。先輩の資料とか、友達を作るのが大事です
ね。代官山MEDICALの先輩いっぱいいるし。テニス部6年
生の佳穂さん（橋本佳穂：日本大：医学部進学）とかも。陳
君（陳業隆：日本大医学部進学）とか奈良君（奈良自由造：
日本大医学部進学）も。陳君と奈良君と臼井君（臼井亮輔：
日本大医学部進学）が同じ軽音部で。日大にも代官山の卒
業生が日大医学部にいっぱいいます。

1浪目は自分が勉強頑張ればいいんだと思ってた
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えっと、私は香川だったんで現役の時は通いでたまに岡山
の医専に行ってたんですよ。香川から通ってて。浪人する
ことになって、代官山ともう1つ、自分でやるところ、自分で
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は自分が頑張ってさえおけば受かるんじゃないかって、そ
れだけじゃダメなんですよね。でもその時はわからんか
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したんです、先生が質問対応もしてくれるって言ってたけ
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で送って、回答来るまでは何日も掛かるし、それに全然同
じ問題集から次行かせてくれないしみたいな感じで、ああ
これ多分無理だわとか思いながら1月は死にそうになりな
がら受験はして。で、川崎と東海だけ通って、両方補欠だっ
たから待ってたんですけど来なくて。代官山の埼玉の後期
対策からここに来て。そもそも高松ってあんま無いんです。

模試受けるとしても毎月は無理だったから。香川って国立
重視だから。私立の情報っていうか考え方自体が代官山と
違うから、それは東京と全然違います、東京はほんと良い
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カリキュラムでずっとやってるんで。教科書もうちの母親
の代からずっと一緒なんですよ。指導要綱変わっても英語
も数学もずっと同じなんですよ。とりあえず４stepは形と
して置いているけど、いらない宿題はめっちゃ多いし、そも
そも先生たちが私立医大をよく分かってないんです。高松
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ね。
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るんだって思ってたけど、英語も最初から３位とかだった
から、とりあえず数学を伸ばそうと思って、数学を夏まで一
杯やって、で化学も生物も一緒にはやってたから徐々に伸
びてきて、で生物は結構暗記するのには苦労しました。私
はとにかく図説を覚えないといけないって緒方先生に言
われてたから、生物が得意な人と比べて出来ないなあと
思って相談してたんですけど、そのたびに緒方先生に、俺
はお前を生物で受からせようとはしてないから、数学英語
で受かるタイプだからそれでいけって言われて、足を引っ
張らない程度に生物は頑張れって具体的に言ってくれま
した。だから自分はこの範囲までは完璧にして、生物出来
る子を目標にはするけど、あんまり気負いすぎないように
しようってのは思ってました、生物は。化学は詰められるだ
け詰めて出来るところまで、行けるところまで行こうって
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がった時とかあって、マンスリーで。一回、9月に初めて総

136135 DAIKANYAMA MEDICALDAIKANYAMA MEDICAL



WAY TO SUCCESS合格への軌跡

合ランキングに載らなくて、そん時はミスがはっきりして
て、数学でみんなが取れるところを落として載らなかった
んです。10月からはマンスリーでその練習をして出来るよ
うになってたんで、その一回失敗した時のことを思い出し
て、本番の獨協の時も出来るところ取れば絶対に行けると
思って大問一個出来ないと思って捨てて出来るところだけ
いったら正規だったから、マンスリー失敗したことがほん
と為になったんです。マンスリーは受けてから1週間くらい
で採点が帰ってきたから、反省して次に生かせることがで
きた。数学の一個捨てても他取ればいいってのが身に沁
みてた。でも、そのマンスリーで載らなかった時は、いや
～、めっっっちゃヘコみました。家でめっちゃ泣いた。絶対
にランキングに載らないことが無いように一年間頑張るっ
て最初決めてたから、うわ～って。人前で泣くと鬱陶しがら
れると思って、絶対に一人の時しか泣かないぞって決めて
たから、家でうわ～って。

1浪目の失敗を糧に、代官山では先生達に相談し
ながら頑張った。
英語は三ツ橋先生は、ホワイトボードに書くことは先生が
覚えて欲しい事、必要な事に絞って書いてくれるんです。
だから三ツ橋先生が派生語とかをまとめてくれるそれを
自分のノートに写して、入試の時もそのノートだけを見て
ました。三ツ橋先生に、マンツーも冬くらいから英語も数
学とか化学に比重を置いていた分伸びなくなったらヤバ
いと思って、自分が受ける大学の過去問の対策してもらっ
て。大阪医大の英作文とか全部ちゃんとすぐ見てもらえて
対策できました。数学は長澤先生で、ずっと、で代官山の
テキストをちゃんとやっておけばいいっていうのをずっと
言われてたから、一学期は授業でやった事の復習とかレ
ビュー課題を繰り返すのと、長澤先生のマンツーでもらっ
たプリントとかをやって。一学期のテキストも４周とか。後
期は間違ったところだけ、平パンから「全部解いていたら
時間が無くなるから、見て解法言えたら、あと自分が出来
なさそうなところだけやっておけばいいから」って言われ
て、あとは過去問をきっちゃん（黄川田祥子：帝京大医学部
進学）と一緒に解いたりして。私は、長澤先生の中で1番に
なりたかったから、それを目指してやってました。先生も人
間だから、好き嫌いあると思うし、大人だから、生徒には出
さないけど。自分の為にというか先生の為にっていうかと
にかく1番になれるようにめちゃくちゃやった。
化学は一浪目の時は化学は解答の暗記だけだったけど
(笑)、こういう時にこの公式を使うとかを節田先生や三上
先生や原先生の授業でやっとわかった。理解に時間か
かったんですけど、化学平衡とかは、形が決まってるって
いう事を知らなかったんで、それを知って使いだして。化
学の方が数学よりテキスト復習したかもしれないです。夜
間のテキストも復習しました。出来ない分野があったら、
夜間、一学期、冬のテキストってテキストに３回くらい出て
きている分野があったら、それ全部やって、この分野とりあ
えず出来るようになったかなって。本当に化学が助けにな
りました。日大は生物と数学が取れたと思ってたけど取れ

てなくて(笑)、でも英語が取れてたから、化学でなんとか補
欠でした。92番と93番で原君(原拓也：日本大医学部)と、
同じ日くらいに回って来て（笑）。

先生たちは覚えておくことを明確にしてくれました。
生物は緒方先生と深瀧先生にお世話になりました。マン
ツーが緒方先生だったんで、これだけは覚えておけって、
覚えておくことを明確にしてくれるし、いつまでにやれって
課題を言ってくれるんで、それはその通りにしておけばい
いから、先生の言う事を聞いていればいいっていうのが楽
でした(笑)。覚えるの量けっこう大変でしたね。でも図説を
丸憶えしろって言われてたから、家でホワイトボード買っ
てホワイトボードに覚えなきゃいけない回路とかを一から
全部書き出して、出来るかをやってました。消して書いて
で。家にもあったんで、あとマンツーブース空いてたらそこ
でやって。深瀧先生みたいに図も描いて自習していまし
た。最初は自習室だったんですけど、暖房とかで暖かく
なってくると眠くなると良くないから、ドア開いてるところ
のラウンジの所でやったり、過去問解く時とかも下で解い
て。赤本は結構解いて、解きましたね。緒方先生にもめっ
ちゃ何年分も言われて、お正月にそれを黄川田さんと一緒
に解いて、全部。
セミナーは１周でテキストばかりやってました。前期も後
期も。単科テキストも結構復習しました。化学で生物の分
は補えました。化学のハンドブックはめちゃくちゃ使いまし
たよ。冬に全部書き込んで、それから全部書くようにした
んです。今も持ってますよ。めっちゃ役に立ちました。自分
でも書き込んで単科の知識もそこにまとめればいけます。

M1の人もいたから、目標を見失わないで行けた。
息抜きも絶対に外に行かなかった。
友達っていうか、確かに悪い友達で道逸れる人もいるかも
しれないけど、最初ここ来た時緒方先生に2号館はマスト
だぞって言われて。2号館の人は遊んでたらあいつ遊んで
るぞって話になるんですよ。そりゃ落ちてもしょうがない
よって。そうなりたくないから。他の人から見ても勉強して
るって見えるくらいに勉強して、2号館にいるのにマンス
リー載ってないっていう人もいたから、それを言われるん
ですよ。それが嫌だから、絶対に載らないことがないよう
に(笑)、絶対に上の方に載ってやるって。Ｍ1の人とかもい
たから、目標を見失わないで行けました。息抜きにするに
しても絶対に外には行かないって。授業終わって日曜日と
か空いてる時間だけ。夜9時半から12時までお風呂入る時
とかにスマホいじって、メリハリは出来てたと思います。
ライバルっていうか、ずっとA2で小島さん(小島さや加：東
邦大医学部進学)と一緒だったので小島さんにはやっぱり
負けたくないなあ、みたいな。負けたくないっていうかこ
の子に後れを取らないっていうか、物理と生物で違うけ
ど、とりあえずこの人出来るって分かってるから、みんなＡ
２の人たちもさやかちゃんがパ～ンと最初に１位を取っ
たから、それでＡ２は最初のマンスリーから秋山君（秋山
雄哉：愛知医科大進学）も関口君(関口大誠：東邦大医学

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

部進学)もみんな載ってたんで、その中でとりあえずこれで
みんな最初から載ってるから私も載らないわけにはいか
ないってみんな、佐藤君（佐藤貴文：昭和大医学部進学）と
かも凄い、佐藤君は載る時はめっちゃ高いとこで載って、
で載んなかったりしても出来るってのは分かってたから、
口には出さなかったですけど、そういう感じでまとまりは
ありました。クラスも夏とかのクラス替えでバラバラには
なりましたけど、一学期はみんなまとまってました。入試は
成績取ることが全てだから。悔しいから、ライブとかもアイ
ドルとかすごい好きだから行きたかったんですけど、受
かってから行くぞって。

代官山ではみんな春からすっごく勉強してた、それ
が励みに。クラスは下からの方が馬力が出ます。
私の自習席は散らかってました(笑)。春は隣がＭ１の山岡
さん（山岡愛英：昭和大医学部進学）とか原木君（原木健
伍：日本医科大進学）：だったんですよ。ここの人ってみん
な春からすっごく勉強するから、とにかく勉強しないとって
気持ちになって。クラス分けで２号館行けたけどＭクラス
に入れなかったので親にめちゃくちゃ怒られて。とりあえ
ず次上がれるように頑張ろうってなって、次はＭ４に行け
たから、クラス替えはこのまま頑張ろうってやる気になりま
したよ。下から上がるほうが◎。最初から上のクラスだと
油断するし、下からの方が馬力が出ます。

入試中、石井先生に「全然うまくいかない」と泣き
ついたら、「ゲーム感覚でやりなさい」って。
親が厳しいから、コンビニで雑誌買って部屋に置いてい
ただけで、知らないものが増えただけで怒られてました。
だから何もしないでおこうって(笑)。遊んだら、入試の時あ
の時遊んだから落ちたんだって後悔しそうで。実際前半戦
はすごい緊張して、女子医の問題も家帰って解いてみたら

何でこれ本番で出来なかったんだろうって。全部ちゃんと
出来なくて、女子医は死んだわって思って一次も落ちた
し。すごく泣いた。前半戦は岩手は受かったけど数学が難
しかったから、一次受かっても多いから。それで喜べなく
て、獨協の前に石井先生の所に行って「出来ません！(泣）
」って。「全然上手くいかないんです」って。埼玉前期もその
時出来なくて一次で落ちて、そうしたら石井先生に「後期
は受かるでしょっ」て、「もう少しゲーム感覚でやりなさい
」って言ってくれて。「全部解けなくても受かるんだから」っ
て。そしたら後期は受かって、獨協も英語難しいの分って
たから、「最後まで解けるやつだけ解き切れば行けるから
」って石井先生に言われたから、わかるのだけ書くだけ書
いて。みんな大問１終わらなかったって。でもとりあえず全
部解き切ってたから、数学もみんな４割とか言ってたけ
ど、５割ちょっと取れたと思ったから。でも生物めっちゃ失
敗(笑)。でも化学が難しいけど解けたから。

自分の出来ないところをきちんと分析しよう
授業にはちゃんと出ること、朝は8時半よりは7時に来るこ
と、私は朝苦手だったんですけど、7時台には来た方がい
いです。過去問解きだしてからは頑張って6時半に来るっ
て約束してたから。あと数学か英語どっちも苦手だったら
無理だから捨てないでちゃんとやったほうがいいっての
と、あとは遊びに行かない方がいい。そして先生のいう事
を聞いておけばどうとでもなります。流れに乗っちゃえば
楽です。石井先生にもよく言われた通りバランスよくやっ
てました。一学期は数学メイン、英語は授業の予習復習。
代官山は一年で受かるけど、ここから一年で出るために
は、遊びとかは捨てたほうがいいです。私はよく石井先生
のところに呼ばれて、朝来るのが遅いんじゃないかと言わ
れてたけど。頑張れば受かります。

出来ることは全部やろう。これ以上勉強できないく
らい勉強した方がいい。
これ以上勉強できないくらい勉強した方がいい。今、なん
であんなに頑張れたんだろうって。出来ることは全部やろ
うって思ってたんで、悔いはないです。
こんなに受かっている予備校は他にないから、「日大でも、
また代官山？めっちゃ来るよねって(笑)」。ここ来て受から
ないなら、どこ行っても受からないと思う。だから惑わされ
ず、目の前のやるべきことをやった方がいいです。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

合ランキングに載らなくて、そん時はミスがはっきりして
て、数学でみんなが取れるところを落として載らなかった
んです。10月からはマンスリーでその練習をして出来るよ
うになってたんで、その一回失敗した時のことを思い出し
て、本番の獨協の時も出来るところ取れば絶対に行けると
思って大問一個出来ないと思って捨てて出来るところだけ
いったら正規だったから、マンスリー失敗したことがほん
と為になったんです。マンスリーは受けてから1週間くらい
で採点が帰ってきたから、反省して次に生かせることがで
きた。数学の一個捨てても他取ればいいってのが身に沁
みてた。でも、そのマンスリーで載らなかった時は、いや
～、めっっっちゃヘコみました。家でめっちゃ泣いた。絶対
にランキングに載らないことが無いように一年間頑張るっ
て最初決めてたから、うわ～って。人前で泣くと鬱陶しがら
れると思って、絶対に一人の時しか泣かないぞって決めて
たから、家でうわ～って。

1浪目の失敗を糧に、代官山では先生達に相談し
ながら頑張った。
英語は三ツ橋先生は、ホワイトボードに書くことは先生が
覚えて欲しい事、必要な事に絞って書いてくれるんです。
だから三ツ橋先生が派生語とかをまとめてくれるそれを
自分のノートに写して、入試の時もそのノートだけを見て
ました。三ツ橋先生に、マンツーも冬くらいから英語も数
学とか化学に比重を置いていた分伸びなくなったらヤバ
いと思って、自分が受ける大学の過去問の対策してもらっ
て。大阪医大の英作文とか全部ちゃんとすぐ見てもらえて
対策できました。数学は長澤先生で、ずっと、で代官山の
テキストをちゃんとやっておけばいいっていうのをずっと
言われてたから、一学期は授業でやった事の復習とかレ
ビュー課題を繰り返すのと、長澤先生のマンツーでもらっ
たプリントとかをやって。一学期のテキストも４周とか。後
期は間違ったところだけ、平パンから「全部解いていたら
時間が無くなるから、見て解法言えたら、あと自分が出来
なさそうなところだけやっておけばいいから」って言われ
て、あとは過去問をきっちゃん（黄川田祥子：帝京大医学部
進学）と一緒に解いたりして。私は、長澤先生の中で1番に
なりたかったから、それを目指してやってました。先生も人
間だから、好き嫌いあると思うし、大人だから、生徒には出
さないけど。自分の為にというか先生の為にっていうかと
にかく1番になれるようにめちゃくちゃやった。
化学は一浪目の時は化学は解答の暗記だけだったけど
(笑)、こういう時にこの公式を使うとかを節田先生や三上
先生や原先生の授業でやっとわかった。理解に時間か
かったんですけど、化学平衡とかは、形が決まってるって
いう事を知らなかったんで、それを知って使いだして。化
学の方が数学よりテキスト復習したかもしれないです。夜
間のテキストも復習しました。出来ない分野があったら、
夜間、一学期、冬のテキストってテキストに３回くらい出て
きている分野があったら、それ全部やって、この分野とりあ
えず出来るようになったかなって。本当に化学が助けにな
りました。日大は生物と数学が取れたと思ってたけど取れ

てなくて(笑)、でも英語が取れてたから、化学でなんとか補
欠でした。92番と93番で原君(原拓也：日本大医学部)と、
同じ日くらいに回って来て（笑）。

先生たちは覚えておくことを明確にしてくれました。
生物は緒方先生と深瀧先生にお世話になりました。マン
ツーが緒方先生だったんで、これだけは覚えておけって、
覚えておくことを明確にしてくれるし、いつまでにやれって
課題を言ってくれるんで、それはその通りにしておけばい
いから、先生の言う事を聞いていればいいっていうのが楽
でした(笑)。覚えるの量けっこう大変でしたね。でも図説を
丸憶えしろって言われてたから、家でホワイトボード買っ
てホワイトボードに覚えなきゃいけない回路とかを一から
全部書き出して、出来るかをやってました。消して書いて
で。家にもあったんで、あとマンツーブース空いてたらそこ
でやって。深瀧先生みたいに図も描いて自習していまし
た。最初は自習室だったんですけど、暖房とかで暖かく
なってくると眠くなると良くないから、ドア開いてるところ
のラウンジの所でやったり、過去問解く時とかも下で解い
て。赤本は結構解いて、解きましたね。緒方先生にもめっ
ちゃ何年分も言われて、お正月にそれを黄川田さんと一緒
に解いて、全部。
セミナーは１周でテキストばかりやってました。前期も後
期も。単科テキストも結構復習しました。化学で生物の分
は補えました。化学のハンドブックはめちゃくちゃ使いまし
たよ。冬に全部書き込んで、それから全部書くようにした
んです。今も持ってますよ。めっちゃ役に立ちました。自分
でも書き込んで単科の知識もそこにまとめればいけます。

M1の人もいたから、目標を見失わないで行けた。
息抜きも絶対に外に行かなかった。
友達っていうか、確かに悪い友達で道逸れる人もいるかも
しれないけど、最初ここ来た時緒方先生に2号館はマスト
だぞって言われて。2号館の人は遊んでたらあいつ遊んで
るぞって話になるんですよ。そりゃ落ちてもしょうがない
よって。そうなりたくないから。他の人から見ても勉強して
るって見えるくらいに勉強して、2号館にいるのにマンス
リー載ってないっていう人もいたから、それを言われるん
ですよ。それが嫌だから、絶対に載らないことがないよう
に(笑)、絶対に上の方に載ってやるって。Ｍ1の人とかもい
たから、目標を見失わないで行けました。息抜きにするに
しても絶対に外には行かないって。授業終わって日曜日と
か空いてる時間だけ。夜9時半から12時までお風呂入る時
とかにスマホいじって、メリハリは出来てたと思います。
ライバルっていうか、ずっとA2で小島さん(小島さや加：東
邦大医学部進学)と一緒だったので小島さんにはやっぱり
負けたくないなあ、みたいな。負けたくないっていうかこ
の子に後れを取らないっていうか、物理と生物で違うけ
ど、とりあえずこの人出来るって分かってるから、みんなＡ
２の人たちもさやかちゃんがパ～ンと最初に１位を取っ
たから、それでＡ２は最初のマンスリーから秋山君（秋山
雄哉：愛知医科大進学）も関口君(関口大誠：東邦大医学
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部進学)もみんな載ってたんで、その中でとりあえずこれで
みんな最初から載ってるから私も載らないわけにはいか
ないってみんな、佐藤君（佐藤貴文：昭和大医学部進学）と
かも凄い、佐藤君は載る時はめっちゃ高いとこで載って、
で載んなかったりしても出来るってのは分かってたから、
口には出さなかったですけど、そういう感じでまとまりは
ありました。クラスも夏とかのクラス替えでバラバラには
なりましたけど、一学期はみんなまとまってました。入試は
成績取ることが全てだから。悔しいから、ライブとかもアイ
ドルとかすごい好きだから行きたかったんですけど、受
かってから行くぞって。

代官山ではみんな春からすっごく勉強してた、それ
が励みに。クラスは下からの方が馬力が出ます。
私の自習席は散らかってました(笑)。春は隣がＭ１の山岡
さん（山岡愛英：昭和大医学部進学）とか原木君（原木健
伍：日本医科大進学）：だったんですよ。ここの人ってみん
な春からすっごく勉強するから、とにかく勉強しないとって
気持ちになって。クラス分けで２号館行けたけどＭクラス
に入れなかったので親にめちゃくちゃ怒られて。とりあえ
ず次上がれるように頑張ろうってなって、次はＭ４に行け
たから、クラス替えはこのまま頑張ろうってやる気になりま
したよ。下から上がるほうが◎。最初から上のクラスだと
油断するし、下からの方が馬力が出ます。

入試中、石井先生に「全然うまくいかない」と泣き
ついたら、「ゲーム感覚でやりなさい」って。
親が厳しいから、コンビニで雑誌買って部屋に置いてい
ただけで、知らないものが増えただけで怒られてました。
だから何もしないでおこうって(笑)。遊んだら、入試の時あ
の時遊んだから落ちたんだって後悔しそうで。実際前半戦
はすごい緊張して、女子医の問題も家帰って解いてみたら

何でこれ本番で出来なかったんだろうって。全部ちゃんと
出来なくて、女子医は死んだわって思って一次も落ちた
し。すごく泣いた。前半戦は岩手は受かったけど数学が難
しかったから、一次受かっても多いから。それで喜べなく
て、獨協の前に石井先生の所に行って「出来ません！(泣）
」って。「全然上手くいかないんです」って。埼玉前期もその
時出来なくて一次で落ちて、そうしたら石井先生に「後期
は受かるでしょっ」て、「もう少しゲーム感覚でやりなさい
」って言ってくれて。「全部解けなくても受かるんだから」っ
て。そしたら後期は受かって、獨協も英語難しいの分って
たから、「最後まで解けるやつだけ解き切れば行けるから
」って石井先生に言われたから、わかるのだけ書くだけ書
いて。みんな大問１終わらなかったって。でもとりあえず全
部解き切ってたから、数学もみんな４割とか言ってたけ
ど、５割ちょっと取れたと思ったから。でも生物めっちゃ失
敗(笑)。でも化学が難しいけど解けたから。

自分の出来ないところをきちんと分析しよう
授業にはちゃんと出ること、朝は8時半よりは7時に来るこ
と、私は朝苦手だったんですけど、7時台には来た方がい
いです。過去問解きだしてからは頑張って6時半に来るっ
て約束してたから。あと数学か英語どっちも苦手だったら
無理だから捨てないでちゃんとやったほうがいいっての
と、あとは遊びに行かない方がいい。そして先生のいう事
を聞いておけばどうとでもなります。流れに乗っちゃえば
楽です。石井先生にもよく言われた通りバランスよくやっ
てました。一学期は数学メイン、英語は授業の予習復習。
代官山は一年で受かるけど、ここから一年で出るために
は、遊びとかは捨てたほうがいいです。私はよく石井先生
のところに呼ばれて、朝来るのが遅いんじゃないかと言わ
れてたけど。頑張れば受かります。

出来ることは全部やろう。これ以上勉強できないく
らい勉強した方がいい。
これ以上勉強できないくらい勉強した方がいい。今、なん
であんなに頑張れたんだろうって。出来ることは全部やろ
うって思ってたんで、悔いはないです。
こんなに受かっている予備校は他にないから、「日大でも、
また代官山？めっちゃ来るよねって(笑)」。ここ来て受から
ないなら、どこ行っても受からないと思う。だから惑わされ
ず、目の前のやるべきことをやった方がいいです。
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

杏林大医学部
獨協医科大医学部
金沢医科大

1回も休んでないです、代官山で。
切った授業とかないです。
当たり前ですけど（笑）。

1回も休んでないです、代官山で。
切った授業とかないです。
当たり前ですけど（笑）。

杏林大医学部進学　林 杏奈 さん(光塩女子学院高校卒)

後期2次合格
２次正規合格
前期2次合格

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

杏林後期補欠８番が４月２日に回って来て、びっく
り！！
一次通ったところは、埼玉の前期後期、金沢、えーっと、何
だっけ…獨協？あと、東医、で最後に杏林の後期です。一次
全部で６個ですね。で、二次が来たのが、獨協と金沢前
期、あと杏林の後期。あはは(笑)、良かったです、ホント～
(笑)。ほんとにもう、杏林補欠が回って来たの4月2日だった
ので…。８番だったんで、いやーもう、来ると思わなかった
(笑)。母が、電話取って、獨協の一人暮らしの買い物してる
途中にかかってきたんですよ(笑)。ニトリ行っててシャワー
カーテンとか買ってるなかに電話がきて～(笑)　もう、
え？っみたいな感じでした。え？じゃ買わなくていいんだっ
て、あと引越しの日程も全部キャンセルして(笑)　もう大変
でした(笑)。お母さん、喜んでました、すっごく、やっぱり。

杏林はけっこういて、代官山生がいっぱい居てみん
な仲いいです。
今バドミントン部に入って、吉村悠平先輩は同じ部活で。
杏林にも代官山生が結構いっぱい居て、６人？うん？？そう
ですね。岸川さん(岸川桃子)とか、部活も一緒で。病院実習
とかのグループも一緒で、なぜか接点が多いんです。安部
さん（安部由起）とか、詠美ちゃん(村山詠美)とかも。同い
年で2浪の女子多いんです（笑）。仲良いです。ここじゃな
かったら受かってなかったです。先生もいつもいて下さる
んで、いつでも分らなくなったら聞けるんで、本当に環境
に恵まれました。先生たちがすごく、これだけ頑張って下
さるから、これで受からなかったら申し訳ないってのもあ
りました。こんなに相談に乗ってもらって、アドバイスもし
て頂いて、それで受からなかったら申し訳ない、見せる顔
がないって。先生達がいたから友達は作らずにできまし
た。はじめからずっと一人で、食事も一人で食べてました。
たまに誘われた時に一緒になるくらいで。朝も一人で食
べて、終わったら即予習。なんか前の予備校で友達関係で
もめて来なくなっちゃった子がいて、そういうの絶対にや
だとか思って。なるべく最低限の人間関係でいようかなっ
て。でもすれ違ったらちょいちょい話す子はいたり（笑）。そ
ういえば、合格祝賀会の時、「獨協に決まりました、林です
」って言ってました。獨協一緒に行く子たちとも写真撮った
んですよ。杏林決まってこれどうしようって感じでした

（笑）。

テストが悪かったりクラスが下がったりして電車の
中で涙目みたいな…
現役の時は地元の塾に通ってました。あの、ほんとにもう、
地元の人しか知らない感じで。もちろん一次一個もでてな
くて、一浪のときは、他の医学部専門に行ってたんですけ
ど、少人数で、医学部専門予備校なんですけど、先生がい
つもいらっしゃるわけじゃなくて、質問したいなって時も、
なんか長野校とかいろいろあって、先生はそこと行き来し
ている…すごいちっちゃいビルなんですけど、だから聞け
ずに…。一浪のときに代官山来とけばよかったです、ほん
とに。でもなんで行ったんだろうそこ…(笑)えー、何でだ

ろ？　うーんたぶん、うたい文句に誘われたんだと思う。
なんか…。
代官山にきて、最初のクラス分けでA2になりました。最初
の偏差値47.3だったけ。一応、2号館だったんですけど。
で、もうほんと昨日のことのように覚えてるんですけど、も
うすごい…なんでMじゃないのーって思って、うーん、Mに
入りたかったんですほんとに。最初のマンスリー受けてM
だと…うふふ(笑)、なんか自信だけはあって、うん。でも2号
館だからまぁ。でもほんっとに、Mの授業受けたかったで
す。もうそれが、なんか…でも、自分の立ち位置だから…
しょうがないんですけど。まあ、受かったっちゃ受かったん
で別にもういいんですけど、ほんとにMの授業が楽しそう
でしょうがなかったです。この中に入りたかったって見てま
した。ほんとに寂しかったです。夏までA2で、夏明けがA3
になったんです。で、ショックで、お母さんはすごい凹んで
みたいな。こっちも、まあ悲しんでたんですけど、あんまり
感情表に出していなかったんですよ。先生と話すときぐら
いで、なんか…はい、いろんな先生と悩み相談話したり。
いっぱい話にいきました、お付き合いいただいて（笑）。先
生と話している時は抑えてたっていうか、あんまり泣かな
かったんですけど、家に帰ってテストが悪かったり、クラス
が下がったりで一人泣くみたいな。電車の中で涙目みた
いな（笑）。もう受かんないんじゃないかって。石井先生の
とこにも行って、気にすんなって、ただの立ち位置だからっ
て。あなたの場合は、人一倍のんびりしてるから、刺激に
なっていいかもよって、で、結果受かったんですけど(笑)、
受かるまでは本当に気が気じゃなかったですよ。ウィーク
リーとかもちゃんとやってました（笑）。英語もちゃんとやっ
てました。数学は載ったのが本当に少なかったです。朝は
7時半くらい？でも後半がちょっと。寒くなるにつれて、起き
れなくなっちゃったんです。夏の方が陽が長いんで。

卒 業 生 が 語 る
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杏林後期補欠８番が４月２日に回って来て、びっく
り！！
一次通ったところは、埼玉の前期後期、金沢、えーっと、何
だっけ…獨協？あと、東医、で最後に杏林の後期です。一次
全部で６個ですね。で、二次が来たのが、獨協と金沢前
期、あと杏林の後期。あはは(笑)、良かったです、ホント～
(笑)。ほんとにもう、杏林補欠が回って来たの4月2日だった
ので…。８番だったんで、いやーもう、来ると思わなかった
(笑)。母が、電話取って、獨協の一人暮らしの買い物してる
途中にかかってきたんですよ(笑)。ニトリ行っててシャワー
カーテンとか買ってるなかに電話がきて～(笑)　もう、
え？っみたいな感じでした。え？じゃ買わなくていいんだっ
て、あと引越しの日程も全部キャンセルして(笑)　もう大変
でした(笑)。お母さん、喜んでました、すっごく、やっぱり。

杏林はけっこういて、代官山生がいっぱい居てみん
な仲いいです。
今バドミントン部に入って、吉村悠平先輩は同じ部活で。
杏林にも代官山生が結構いっぱい居て、６人？うん？？そう
ですね。岸川さん(岸川桃子)とか、部活も一緒で。病院実習
とかのグループも一緒で、なぜか接点が多いんです。安部
さん（安部由起）とか、詠美ちゃん(村山詠美)とかも。同い
年で2浪の女子多いんです（笑）。仲良いです。ここじゃな
かったら受かってなかったです。先生もいつもいて下さる
んで、いつでも分らなくなったら聞けるんで、本当に環境
に恵まれました。先生たちがすごく、これだけ頑張って下
さるから、これで受からなかったら申し訳ないってのもあ
りました。こんなに相談に乗ってもらって、アドバイスもし
て頂いて、それで受からなかったら申し訳ない、見せる顔
がないって。先生達がいたから友達は作らずにできまし
た。はじめからずっと一人で、食事も一人で食べてました。
たまに誘われた時に一緒になるくらいで。朝も一人で食
べて、終わったら即予習。なんか前の予備校で友達関係で
もめて来なくなっちゃった子がいて、そういうの絶対にや
だとか思って。なるべく最低限の人間関係でいようかなっ
て。でもすれ違ったらちょいちょい話す子はいたり（笑）。そ
ういえば、合格祝賀会の時、「獨協に決まりました、林です
」って言ってました。獨協一緒に行く子たちとも写真撮った
んですよ。杏林決まってこれどうしようって感じでした

（笑）。

テストが悪かったりクラスが下がったりして電車の
中で涙目みたいな…
現役の時は地元の塾に通ってました。あの、ほんとにもう、
地元の人しか知らない感じで。もちろん一次一個もでてな
くて、一浪のときは、他の医学部専門に行ってたんですけ
ど、少人数で、医学部専門予備校なんですけど、先生がい
つもいらっしゃるわけじゃなくて、質問したいなって時も、
なんか長野校とかいろいろあって、先生はそこと行き来し
ている…すごいちっちゃいビルなんですけど、だから聞け
ずに…。一浪のときに代官山来とけばよかったです、ほん
とに。でもなんで行ったんだろうそこ…(笑)えー、何でだ

ろ？　うーんたぶん、うたい文句に誘われたんだと思う。
なんか…。
代官山にきて、最初のクラス分けでA2になりました。最初
の偏差値47.3だったけ。一応、2号館だったんですけど。
で、もうほんと昨日のことのように覚えてるんですけど、も
うすごい…なんでMじゃないのーって思って、うーん、Mに
入りたかったんですほんとに。最初のマンスリー受けてM
だと…うふふ(笑)、なんか自信だけはあって、うん。でも2号
館だからまぁ。でもほんっとに、Mの授業受けたかったで
す。もうそれが、なんか…でも、自分の立ち位置だから…
しょうがないんですけど。まあ、受かったっちゃ受かったん
で別にもういいんですけど、ほんとにMの授業が楽しそう
でしょうがなかったです。この中に入りたかったって見てま
した。ほんとに寂しかったです。夏までA2で、夏明けがA3
になったんです。で、ショックで、お母さんはすごい凹んで
みたいな。こっちも、まあ悲しんでたんですけど、あんまり
感情表に出していなかったんですよ。先生と話すときぐら
いで、なんか…はい、いろんな先生と悩み相談話したり。
いっぱい話にいきました、お付き合いいただいて（笑）。先
生と話している時は抑えてたっていうか、あんまり泣かな
かったんですけど、家に帰ってテストが悪かったり、クラス
が下がったりで一人泣くみたいな。電車の中で涙目みた
いな（笑）。もう受かんないんじゃないかって。石井先生の
とこにも行って、気にすんなって、ただの立ち位置だからっ
て。あなたの場合は、人一倍のんびりしてるから、刺激に
なっていいかもよって、で、結果受かったんですけど(笑)、
受かるまでは本当に気が気じゃなかったですよ。ウィーク
リーとかもちゃんとやってました（笑）。英語もちゃんとやっ
てました。数学は載ったのが本当に少なかったです。朝は
7時半くらい？でも後半がちょっと。寒くなるにつれて、起き
れなくなっちゃったんです。夏の方が陽が長いんで。
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杏林後期追加１０人のうち、４名が代官山から。
ほんとびっくりしました、最初の石井先生との面談時も、私
たち第一志望で全然違う学校出してたのに、何故か石井
先生が杏林の話してくださったんですよ。私達は杏林の事
な～んにも言ってないのに、杏林は、今は結構、上・中堅
で、昔は低かったらしいんですけど、中くらいでいい学校
だよって。問題傾向とかいろいろ言ってくださって、今考え
たら何か見えてたんじゃないって（笑）。山室先生にも
しょっちゅう呼ばれて数学アドバイスしてもらって、ちゃん
とテキストここからここまでやろうねって。だからちゃんと
繰り返して。それで杏林受かって、で後期代官山で定員１
０人のうち正規で3人も受かって、私は補欠8番で、こいこ
い！って思ってて、まわらないと思たけどきました。３人の
うち新井麻理佳さん（昭和大医学部進学）は昭和がきたん
で抜けちゃったけど。

授業中石井先生が言ってくれた話に、心打たれて
泣いちゃったこともありました。ここでくじけてちゃ
ダメだって、それで前向きになれました。
英語はやっぱり石井先生。石井先生は英語っていうか統
括、全ての統括をしていただきました。石井先生の授業は
本当に刺激になってました。先輩のお話とかもしてくだ
さったり、メンタル、生活習慣の事だったりとか心にズドン
ときました。たるんでる時とか、ここでしっかり朝来ないと
落ちるよとか言って下さったり。あと本当に一番印象に
残っているのは、本館に落ちた時。山室先生にも聞きに
いったんですよ、私本館ですかって。で本館ですって。凄い
ショックでそのこと石井先生も御存じで、ちょうどその時に
石井先生の授業があって、私を含めみんなに言ってくれた
言葉があって、クラスが思うようにいかなかった人に向
かって、ここで腐ってたらダメだ、後ろ振り向くな…、みた
いな、集団授業なのに私に向かって言ってくださっている
感じが…ズキッと、それで切り替わったっていうか。すごく
感動して、あ～ここでくじけてちゃダメだってって思って、そ
の話に心打たれて泣いちゃったことがあって、授業中だし
ワ―って声出したわけじゃなく、鼻すする感じで泣い
ちゃって（笑）。周りの4，5人は気づいていると思うんです
けど、凄い静かに泣いちゃったことがあって。結構前の方2
番目か3番目に座ってたから…。そのお話が今でも心に響
いています、忘れられないです。私はそんなに石井先生に
自分から行くって方じゃなかったんですけど、本当に困っ
た時には相談に乗って頂いたりして、そのたびにしっかり
アドバイスしてくださって、それで前向きになれました。

今思えば、クラス落ちや本館への自習室移動が
あったからこそ、1回落ちてそこで開き直ってやれて
から、上がれたって感じです。
そうやって先生方のおかげで、切り替えられたから12月の
マンスリーいい点とれたんです。化学以外、全部ランキン
グ載ったんですよ。それが結構大きかったなって。このま
ま行こう！って。落ちることとか考えずに行こうって。今思え
ば、クラス落ちや本館への自習室移動があったからこそ、

そこで1回落ちて、そこで開き直ってやったから、上がれ
たって感じです。たぶん、ずっと一回もクラス下がらなかっ
たら調子に乗って受かんなかったかもしれないです。石井
先生や山室先生の適正なクラス編成があって、都度自分
の立ち位置を教えてくれて、成績や生活態度でクラスが変
わったってことが、成績とか目に見える形になるからこそ
自分を客観視出来て、ちゃんと合格できたのかなって思い
ます。本館に落ちたのはショックでしたけど、切り替えられ
たんで、本館で一番になってやるって思ってました。みん
な直前期とか喋っちゃうじゃないですか。集中力切れたり
とかして。受験中も、あ～試験終わった～とかだべったりし
ちゃいがちなんですけど、私は明日も試験あるから見直
す！とか自習室に張り付いてて、絶対に本館で一番いいと
こに行ってやるとか、今思うと恥ずかしいけど本当にそう
思ってました。
あと朝岡先生は、一つの文章を凄い細かくやって下さっ
て、長文とか、ちゃんと一人ひとり生徒に当てて訳させたり
とか、単語一つとっても発音の話に飛んだり派生語に飛ん
だり、単語の由来とかに飛んだりして、1回の授業が凄い濃
かったなって。情報量が多いんですけど、単語とかまとめ
てくれるんで。1回話してくれたことも何回か先の授業でも
話してくれるんで、それで余計頭に残るんで。個人的にも
英語の相談に乗ってもらってて、10月11月頃の英語の成
績が本当にひどかったんですが、何がダメなんだろうって
いっぱい相談させて頂いて、今までの勉強法を話してどこ
を改善したらいいかをアドバイスして頂いて、何とか12月
も成績落ちる前の成績に戻せてました。

数学は平野先生と、あと山室先生です。
凄く数学苦手だったんですけど、本当にいろんな先生のお
陰でなんとか合格ラインに乗せることが出来たのかなっ
て思います。とくに平野先生はノートが、授業が本当に濃
くて、証明もきちんとやってくれる先生で、そうすると本当
に忘れないんですよ。公式とかでもあれなんだっけって
思っても、あっ、先生こういう風に導いていたからって、マ
ンスリーでもそれで解けたりして、あと2学期からマンツー
マンでもお世話になって、もちろん私苦手だったんでベー
シックのテキストやってくださって、同じとこ間違えちゃう
んだけど、そのたびにやったでしょって言いつつ何回も教
えて下さって。あと受験期のメンタルも平野先生に支えて
もらってました。あ～あそこ落ちた～とか、一次ダメだった
～受かると思ってたのに～とか半泣きになりながら言い
に行っても、次があるでしょ！って言ってくださって。次 ！々
明日に切り替えてって。いろんな面でお世話になりました。
今日も会いに行ってきました。今日来れてよかったです

（笑）。山室先生は、特殊な解き方を教えてくださって、本番
も本当に解けたんですよ、先生のやり方で。どこだっけな、
あっ金沢だ。数列の問題で1とか入れるやつで、私一瞬フ
リーズしちゃったんですけど、あれ思い出したら解けて、そ
れで一次通って二次も通りましたし。計算トレーニングも
私はもう好きでした、あの授業。難しかったんですけど、力
になりました。こういう問題が試験に出るんだなあって
思って。実際出ました。山室先生は授業中回って見てくれ
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て一人ひとりアドバイスしてくださるから好きでした。

緒方先生はすぐに私の名前を憶えてくださった。
緒方先生は、凄い授業分りやすかったです。どの先生もハ
ズレなしでみんな分りやすかったけど（笑）。その中でも緒
方先生は名前とかもすぐに憶えてくれる先生で、春に1回
さきどり課題の質問に行った時に名前聞いてくださって、
それで次の授業には憶えて下さってて。フレンドリーです
し、一人ひとりに質問の時も丁寧に答えて下さったりして、
手厚い先生だなって思いました。小テストいっぱいやって
くださいました、確認テスト。前回の授業の確認テストみ
たいなのが毎回あって、しかも点数を言わなきゃいけな
くって。悪いとえ～って。100点とか取るとほめてくれる
（笑）。そのために生物は勉強したって感じでした。遺伝が
苦手で深瀧先生に2学期のマンツーマンで克服して何と
か間に合わせました。深瀧先生、怖いっていうイメージで
したけど…慣れるまでは怖かったです。慣れるとホントに
面白い先生なんですけど、最初「生物を学ぶ心得」みたい
な紙を配って下さって。言葉の定義をちゃんと説明できる
ようにならないといけないとか、記述から逃げちゃいけな
いとか。生物は1浪の時から結構得意で、今年は数学と化
学に重きをおいてと思ってたんですけど、それで、あっ、生
物もちゃんとやんなきゃいけないなっていうのを緒方先
生と深瀧先生に気付かせて頂いたって感じです。深瀧先
生は本当にお世話になったんですけど、凄い厳しく言って
くださって、私厳しくしてくれないと自分に甘いんで、マン
ツーマンも絶対に厳しい先生でって決めてたんで、平野先
生と深瀧先生にお世話になったんですけど、深瀧先生も
記述とか書いて持ってくと、て・に・を・は、がおかしい、文

章がつながらない、相手に伝わらないってすごい酷評さ
れるんです。だからちゃんと書こうって思って。そう言ってく
ださる先生がありがたかったです。細かくて、これは何でこ
れを選んだのって、言葉に詰まるとじゃあ分かってない
ねって、もう一回説明するから今すぐ頭に入れてって。でも
絵とかも先生自分で描くんで、頭にすごい残りました。深
瀧先生絵上手いです、びっくりします、ほんとに。私も見よ
う見まねで。クエン酸回路で、本当に同化異化が苦手過ぎ
て、毎授業先生が描いてくださるんですよ。そのたびに私
も真似して描いてたら、ソラでも描けるようになって、それ
で試験本番になっても頭で描けるんで、分からなくなって
も手が動くようになりました。自習中だと自ら描こうと思わ
ないじゃないですか。授業で先生が描いてくださるから私
も真似して描くっていう描く機会を作って下さってる。手を
動かして描く機会が。だから私は授業ちゃんと出てました。
私1回も休んでないです、代官山で。切った授業とかない
です。当たり前ですけど（笑）。

やらなきゃいけない環境が整ってるんで、ここで苦
手に背向けてたら絶対にダメだってことをいろんな
先生から教わったんです。目の前の問題に全力出
そうって。
やっぱり苦手なことに目を背けなくなったってことが、一
浪目とは全然違うなって思いました。やらなきゃいけない
環境が整ってるんで、ここで苦手に背向けてたら絶対にダ
メだってことをいろんな先生から教わったんです。だから
逃げないで今年一年はちゃんとやろうっていう姿勢が、自
分でも一浪目の時とは全然違うなと思います。数学とか
も、一浪目の時はもういいやって捨ててたんですけど、取
れるとこだけ取れればいいやって感じで（笑）、代官山は授
業もすっごい分かりやすいんで、ちゃんとやろう、テキスト
解いてこようっていう気に、勉強しようって気になれまし
た。そういうとことか本当に環境に助けられました。これ以
上ないくらい、悔いないくらい勉強しました！こんだけいっ
ぱいちゃんと授業受けて、ちゃんと自分の自習席で12時間
いて、それで受かんなかったら何なの？って思ってたんで、
これで受かんなかったら無理だって思ってました。一浪の
時と比べて、精神的に強くなった、本当になりました。試験
受けてても、ダメだった教科ってあるじゃないですか。例え
ば1限が数学だったとすると、昭和とかそうだったんです
けど、ダメだもう無理だって思ってたんですけど、じゃあ残
りの3教科で満点取ってやるって思うようになって。獨協と
かもそうだったんですけど、数学が終わらなさ過ぎて獨協
にも受からないのって思ってたんですけど、じゃあ残り3教
科で合格最低点越えてやるって、切り替えは上手くなった
なって思います。この1年間で。マンスリーとかもあったん
で、強くなれたかなって思います。今までは会場の雰囲気
に圧倒されてました。あの雰囲気がダメで（笑）。こんだけ
いて上位100人になんかなれないって思ってしまって。100
人どころか一次の上位300人400人にもなれないって。そ
れでダメだって感じだったんですけど、今年は上位300人
とか関係なく、目の前の問題に全力出そうって気持ちで毎回
TOCに行ってました。もう2度と行きたくないですけど（笑）。
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杏林後期追加１０人のうち、４名が代官山から。
ほんとびっくりしました、最初の石井先生との面談時も、私
たち第一志望で全然違う学校出してたのに、何故か石井
先生が杏林の話してくださったんですよ。私達は杏林の事
な～んにも言ってないのに、杏林は、今は結構、上・中堅
で、昔は低かったらしいんですけど、中くらいでいい学校
だよって。問題傾向とかいろいろ言ってくださって、今考え
たら何か見えてたんじゃないって（笑）。山室先生にも
しょっちゅう呼ばれて数学アドバイスしてもらって、ちゃん
とテキストここからここまでやろうねって。だからちゃんと
繰り返して。それで杏林受かって、で後期代官山で定員１
０人のうち正規で3人も受かって、私は補欠8番で、こいこ
い！って思ってて、まわらないと思たけどきました。３人の
うち新井麻理佳さん（昭和大医学部進学）は昭和がきたん
で抜けちゃったけど。

授業中石井先生が言ってくれた話に、心打たれて
泣いちゃったこともありました。ここでくじけてちゃ
ダメだって、それで前向きになれました。
英語はやっぱり石井先生。石井先生は英語っていうか統
括、全ての統括をしていただきました。石井先生の授業は
本当に刺激になってました。先輩のお話とかもしてくだ
さったり、メンタル、生活習慣の事だったりとか心にズドン
ときました。たるんでる時とか、ここでしっかり朝来ないと
落ちるよとか言って下さったり。あと本当に一番印象に
残っているのは、本館に落ちた時。山室先生にも聞きに
いったんですよ、私本館ですかって。で本館ですって。凄い
ショックでそのこと石井先生も御存じで、ちょうどその時に
石井先生の授業があって、私を含めみんなに言ってくれた
言葉があって、クラスが思うようにいかなかった人に向
かって、ここで腐ってたらダメだ、後ろ振り向くな…、みた
いな、集団授業なのに私に向かって言ってくださっている
感じが…ズキッと、それで切り替わったっていうか。すごく
感動して、あ～ここでくじけてちゃダメだってって思って、そ
の話に心打たれて泣いちゃったことがあって、授業中だし
ワ―って声出したわけじゃなく、鼻すする感じで泣い
ちゃって（笑）。周りの4，5人は気づいていると思うんです
けど、凄い静かに泣いちゃったことがあって。結構前の方2
番目か3番目に座ってたから…。そのお話が今でも心に響
いています、忘れられないです。私はそんなに石井先生に
自分から行くって方じゃなかったんですけど、本当に困っ
た時には相談に乗って頂いたりして、そのたびにしっかり
アドバイスしてくださって、それで前向きになれました。

今思えば、クラス落ちや本館への自習室移動が
あったからこそ、1回落ちてそこで開き直ってやれて
から、上がれたって感じです。
そうやって先生方のおかげで、切り替えられたから12月の
マンスリーいい点とれたんです。化学以外、全部ランキン
グ載ったんですよ。それが結構大きかったなって。このま
ま行こう！って。落ちることとか考えずに行こうって。今思え
ば、クラス落ちや本館への自習室移動があったからこそ、

そこで1回落ちて、そこで開き直ってやったから、上がれ
たって感じです。たぶん、ずっと一回もクラス下がらなかっ
たら調子に乗って受かんなかったかもしれないです。石井
先生や山室先生の適正なクラス編成があって、都度自分
の立ち位置を教えてくれて、成績や生活態度でクラスが変
わったってことが、成績とか目に見える形になるからこそ
自分を客観視出来て、ちゃんと合格できたのかなって思い
ます。本館に落ちたのはショックでしたけど、切り替えられ
たんで、本館で一番になってやるって思ってました。みん
な直前期とか喋っちゃうじゃないですか。集中力切れたり
とかして。受験中も、あ～試験終わった～とかだべったりし
ちゃいがちなんですけど、私は明日も試験あるから見直
す！とか自習室に張り付いてて、絶対に本館で一番いいと
こに行ってやるとか、今思うと恥ずかしいけど本当にそう
思ってました。
あと朝岡先生は、一つの文章を凄い細かくやって下さっ
て、長文とか、ちゃんと一人ひとり生徒に当てて訳させたり
とか、単語一つとっても発音の話に飛んだり派生語に飛ん
だり、単語の由来とかに飛んだりして、1回の授業が凄い濃
かったなって。情報量が多いんですけど、単語とかまとめ
てくれるんで。1回話してくれたことも何回か先の授業でも
話してくれるんで、それで余計頭に残るんで。個人的にも
英語の相談に乗ってもらってて、10月11月頃の英語の成
績が本当にひどかったんですが、何がダメなんだろうって
いっぱい相談させて頂いて、今までの勉強法を話してどこ
を改善したらいいかをアドバイスして頂いて、何とか12月
も成績落ちる前の成績に戻せてました。

数学は平野先生と、あと山室先生です。
凄く数学苦手だったんですけど、本当にいろんな先生のお
陰でなんとか合格ラインに乗せることが出来たのかなっ
て思います。とくに平野先生はノートが、授業が本当に濃
くて、証明もきちんとやってくれる先生で、そうすると本当
に忘れないんですよ。公式とかでもあれなんだっけって
思っても、あっ、先生こういう風に導いていたからって、マ
ンスリーでもそれで解けたりして、あと2学期からマンツー
マンでもお世話になって、もちろん私苦手だったんでベー
シックのテキストやってくださって、同じとこ間違えちゃう
んだけど、そのたびにやったでしょって言いつつ何回も教
えて下さって。あと受験期のメンタルも平野先生に支えて
もらってました。あ～あそこ落ちた～とか、一次ダメだった
～受かると思ってたのに～とか半泣きになりながら言い
に行っても、次があるでしょ！って言ってくださって。次 ！々
明日に切り替えてって。いろんな面でお世話になりました。
今日も会いに行ってきました。今日来れてよかったです

（笑）。山室先生は、特殊な解き方を教えてくださって、本番
も本当に解けたんですよ、先生のやり方で。どこだっけな、
あっ金沢だ。数列の問題で1とか入れるやつで、私一瞬フ
リーズしちゃったんですけど、あれ思い出したら解けて、そ
れで一次通って二次も通りましたし。計算トレーニングも
私はもう好きでした、あの授業。難しかったんですけど、力
になりました。こういう問題が試験に出るんだなあって
思って。実際出ました。山室先生は授業中回って見てくれ
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て一人ひとりアドバイスしてくださるから好きでした。

緒方先生はすぐに私の名前を憶えてくださった。
緒方先生は、凄い授業分りやすかったです。どの先生もハ
ズレなしでみんな分りやすかったけど（笑）。その中でも緒
方先生は名前とかもすぐに憶えてくれる先生で、春に1回
さきどり課題の質問に行った時に名前聞いてくださって、
それで次の授業には憶えて下さってて。フレンドリーです
し、一人ひとりに質問の時も丁寧に答えて下さったりして、
手厚い先生だなって思いました。小テストいっぱいやって
くださいました、確認テスト。前回の授業の確認テストみ
たいなのが毎回あって、しかも点数を言わなきゃいけな
くって。悪いとえ～って。100点とか取るとほめてくれる
（笑）。そのために生物は勉強したって感じでした。遺伝が
苦手で深瀧先生に2学期のマンツーマンで克服して何と
か間に合わせました。深瀧先生、怖いっていうイメージで
したけど…慣れるまでは怖かったです。慣れるとホントに
面白い先生なんですけど、最初「生物を学ぶ心得」みたい
な紙を配って下さって。言葉の定義をちゃんと説明できる
ようにならないといけないとか、記述から逃げちゃいけな
いとか。生物は1浪の時から結構得意で、今年は数学と化
学に重きをおいてと思ってたんですけど、それで、あっ、生
物もちゃんとやんなきゃいけないなっていうのを緒方先
生と深瀧先生に気付かせて頂いたって感じです。深瀧先
生は本当にお世話になったんですけど、凄い厳しく言って
くださって、私厳しくしてくれないと自分に甘いんで、マン
ツーマンも絶対に厳しい先生でって決めてたんで、平野先
生と深瀧先生にお世話になったんですけど、深瀧先生も
記述とか書いて持ってくと、て・に・を・は、がおかしい、文

章がつながらない、相手に伝わらないってすごい酷評さ
れるんです。だからちゃんと書こうって思って。そう言ってく
ださる先生がありがたかったです。細かくて、これは何でこ
れを選んだのって、言葉に詰まるとじゃあ分かってない
ねって、もう一回説明するから今すぐ頭に入れてって。でも
絵とかも先生自分で描くんで、頭にすごい残りました。深
瀧先生絵上手いです、びっくりします、ほんとに。私も見よ
う見まねで。クエン酸回路で、本当に同化異化が苦手過ぎ
て、毎授業先生が描いてくださるんですよ。そのたびに私
も真似して描いてたら、ソラでも描けるようになって、それ
で試験本番になっても頭で描けるんで、分からなくなって
も手が動くようになりました。自習中だと自ら描こうと思わ
ないじゃないですか。授業で先生が描いてくださるから私
も真似して描くっていう描く機会を作って下さってる。手を
動かして描く機会が。だから私は授業ちゃんと出てました。
私1回も休んでないです、代官山で。切った授業とかない
です。当たり前ですけど（笑）。

やらなきゃいけない環境が整ってるんで、ここで苦
手に背向けてたら絶対にダメだってことをいろんな
先生から教わったんです。目の前の問題に全力出
そうって。
やっぱり苦手なことに目を背けなくなったってことが、一
浪目とは全然違うなって思いました。やらなきゃいけない
環境が整ってるんで、ここで苦手に背向けてたら絶対にダ
メだってことをいろんな先生から教わったんです。だから
逃げないで今年一年はちゃんとやろうっていう姿勢が、自
分でも一浪目の時とは全然違うなと思います。数学とか
も、一浪目の時はもういいやって捨ててたんですけど、取
れるとこだけ取れればいいやって感じで（笑）、代官山は授
業もすっごい分かりやすいんで、ちゃんとやろう、テキスト
解いてこようっていう気に、勉強しようって気になれまし
た。そういうとことか本当に環境に助けられました。これ以
上ないくらい、悔いないくらい勉強しました！こんだけいっ
ぱいちゃんと授業受けて、ちゃんと自分の自習席で12時間
いて、それで受かんなかったら何なの？って思ってたんで、
これで受かんなかったら無理だって思ってました。一浪の
時と比べて、精神的に強くなった、本当になりました。試験
受けてても、ダメだった教科ってあるじゃないですか。例え
ば1限が数学だったとすると、昭和とかそうだったんです
けど、ダメだもう無理だって思ってたんですけど、じゃあ残
りの3教科で満点取ってやるって思うようになって。獨協と
かもそうだったんですけど、数学が終わらなさ過ぎて獨協
にも受からないのって思ってたんですけど、じゃあ残り3教
科で合格最低点越えてやるって、切り替えは上手くなった
なって思います。この1年間で。マンスリーとかもあったん
で、強くなれたかなって思います。今までは会場の雰囲気
に圧倒されてました。あの雰囲気がダメで（笑）。こんだけ
いて上位100人になんかなれないって思ってしまって。100
人どころか一次の上位300人400人にもなれないって。そ
れでダメだって感じだったんですけど、今年は上位300人
とか関係なく、目の前の問題に全力出そうって気持ちで毎回
TOCに行ってました。もう2度と行きたくないですけど（笑）。
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にも受からないのって思ってたんですけど、じゃあ残り3教
科で合格最低点越えてやるって、切り替えは上手くなった
なって思います。この1年間で。マンスリーとかもあったん
で、強くなれたかなって思います。今までは会場の雰囲気
に圧倒されてました。あの雰囲気がダメで（笑）。こんだけ
いて上位100人になんかなれないって思ってしまって。100
人どころか一次の上位300人400人にもなれないって。そ
れでダメだって感じだったんですけど、今年は上位300人
とか関係なく、目の前の問題に全力出そうって気持ちで毎
回TOCに行ってました。もう2度と行きたくないですけど

（笑）。

自分の弱みと一番向き合えた1年です。
今振り返っても、自分の弱みと一番向き合えた1年だった
かもしれないです。朝起きられないとか、集中力が続かな
いとか、色々あった中でも克服できたかはちょっと分らな
いけど、この1年は自分の弱いところに向き合って改善しよ
うって思えるようになったんで、それをちゃんとできた1年
かなって思います。苦手だとすぐに捨ててしまってたんで
すけど、今年はそれやってたら落ちるとか思って、それに
背けずにちゃんと勉強できたから、なんとか合格できたの
かなって思います。ギリッギリでしたけど（笑）。まあでも一
番振り返ってやっぱり授業が一番楽しかったですね、上だ
ともっと楽しかったと思いますけど（笑）。夏からはちょっと
でもMにかじりつきたいって。試験会場で戦うのってMの
人たちじゃないですか。だからクラスはA2とかA3だけど
マンスリーでは越してやる！って。そういう感じでA3の時は
やってました。それがかえって、良かったと思います。凄い
モチベーションになったんで。クラス編成で一緒に本館に
来た吉江さん(吉江満里奈：日本大医学部進学)を意識して
て、一緒に２号館から本館へ落ちた組で連帯感あって、絶
対受かろうね！みたいな（笑）。こんな思いさせられて落ち
たら悲しいだけだから受かってやろうみたいな。2号館の
人たち見返してやろうみたいな感じで。で、ほんとに受
かった子も多くて。冨永さん(冨永玲子：聖マリアンナ医科
大)とかも受かって。冨永さんは試験直前に超仲良くなりま
した。帝京とかで辛いこととか言いまくって、今日の試験で
きなかったよね、難しかったよねとか。でも切り替えよう
ね、頑張ろうねってそういう話とかもできて。先生と話すの
もそうなんですけど、結構元気づけられました、冨永さん
に。良い子です、今でもたまに連絡とってて。同い年なので
話も合って。

面接は圧迫じゃなくてよかったです。
どこも圧迫じゃなかったです。結構周りは圧迫だったって
聞くんですけど、私は当たらなかったです。普通に練習通
りで。小論文もちゃんと書きました。特に杏林の後期が印
象に残ってるんですけど、800字じゃないですか、普通600
字なのに200字多いんですけど、本当に小論文の授業も
欠席せずに受けてたから、自分で言うのも変ですけどすっ
ごい良い出来で、これお手本じゃないみたいな（笑）。二次
では落ちないかもって思いました。「流行に乗ることにつ

いて」、800字で述べなさいっていう1行問題で。1行問題っ
て対策してないと難しいんで、授業中に先生がやってくだ
さったのはありがたかったです。休まず受けて良かったで
す。その時になって初めて小論文の授業の大切さを思い
知って、良かった～私受けておいてって（笑）。それまでは
書くのも凄い時間かかっちゃうし、つらいしやだな～って
思ってたんですけど。毎週毎週やんなくていいんじゃな
い？2週間に一度でいいんじゃない？って思ってたんです
けど、でもやっぱり書く癖は付けておいた方がいいなって
思いました。毎週毎週、時間内で書くように、最初は辛かっ
たんですけど後期は何とか仕上がるようになって、そのま
ま受験の時も行けたんで良かったです。
授業はしっかり集中して、その場で頭に入れること。あと今
年に限る話かもしれないんですけど、医学部の試験が凄
い立て込んでいたじゃないですか、連続で。私も精神的に
も体力的にも疲れてて、大変だったんですけど、最後、前
期の試験が全部終わった時、私地方しか合格でなかった
じゃないですか、その状態で後期、それも都内2つだけで、
これ無理じゃない？杏林、募集定員10人だし、とか思って
て、でも地方に行くのは、はっきり言って嫌で、絶対に都内
に行くって強い気持ちがあって、絶対に受かってやるって
感じで、最後まで集中して粘り強くやったおかげで、なんと
かギリギリではあるけど杏林の合格勝ち取れたんで、そう
いう執念深さは大事みたいなので凄い受験では大事だ
なって思いました。本当にあんなこと私二度と出来ない

（笑）、自分でも前期終わった時点では受かると思ってな
かったんですけど、最後の最後は何も考えずに試験中に
問題を解くことしか考えてなくって、前日も9時くらいまで
予備校に残ってて、多分周り見ても私1人だけだったんで、
恥ずかしいなって思ってたんですけど、これで受からな
かったら事務の方々に申し訳ないなって思ってたんです
けど、最後何とか杏林、補欠できたんで、そういうのは本当
に大事だなって思いました。メンタルボロボロになること
もあるんですけど、そこで解けるはずの問題も解けないと
すごいもったいないんで。とにかく失点を一つでも減ら
すってことだけを考えて。時間配分も前日に過去問解い
て。杏林受かりたかったんで、時間割も試験に合わせて。9
時からなら自分も9時から過去問解いてって。前日は本当
に受かることしか考えてなかったです。

卒 業 生 が 語 る
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

自分の弱みと一番向き合えた1年です。
今振り返っても、自分の弱みと一番向き合えた1年だった
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いとか、色々あった中でも克服できたかはちょっと分らな
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でもMにかじりつきたいって。試験会場で戦うのってMの
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時からなら自分も9時から過去問解いてって。前日は本当
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

1年目で一次出たけど結局落ちて、今年は3校2
次合格できた。
一次は聖マ、北里、杏林前期、福岡、愛知です。二次は
愛知、杏林、聖マです。
俺今陸上部いるんすけど、同学年が５人居て俺だけっす
よ生物。たまたまなのかもしれないですけど。今日やっ
た実習のグループだと、6人中２人生物みたいな。代官山
からだと生物・物理あんま偏りないっすけど、森本（森
本紘平）と若山（若山健太郎）は生物でしょ。冨永（冨
永怜子）も大坪（大坪快）も物理。聖マ全体だと生物少
ないんですよね。

苦手だった英語は毎日。理数２科目の一日三科
目やりました。
みんな四科目やってたけど、自分は同時にやるってこと
ができなくて。良くないとは思いつつ、できて三科目み
たいな。英語は苦手だったので、英語だけは間を開けな
いように。そもそもじっくりやりたい体質なんですよ
ね、良くないんすけど。数学も考えたいってなっちゃっ
てゆっくりやるから、点数取れたり取れなかったり。で
も代官山は時間の流れがすごい速いから、これでも自分
も少し速くなったとは思うんすけど。

慣れたことによって、マンスリーでの点数が上
がった。
数学は最初は酷かったっす。取れるようになったのは、
試験慣れってのが結構あるかな。受けると、大体ここ何
点とか想像できるようになって、できないと思ったとこ
ろで時間食っちゃうより、他やったほうがいいなって、
他の問題で点数稼いだり。そうやって得点を稼いでい
くってことをマンスリーで体得できたと思う。これは
あっさりできないって切るってこともできるように(笑)。
初めはできないところがあると心理的に、さすがにやら
れるけど。
英語も初めは45.9で後半になって60を超えたり超えな
かったりですかね。多分、感覚がつかめた感じじゃない
ですかね。ある程度読みこみしてたから。マンツーマン
でお世話になった岩瀬先生が良かったのもあると思う
し、授業を受けてて読み方も慣れてきたかなって。省略
して読めるようになりました、要らないところ。意外と
読めるもんで、しかもやっぱ授業で大学別の授業、文章
題解くじゃないですか。そしたら、例えば東邦だったら
段落に１個問題があるみたいな。で、見て、一段落読ん
だら問題飛んでこんな内容だったって選んでみたいな。
結構最後安定してたんですよ。英語は。
マンスリーで緊張したことないです。ホントに。あんま
意識しない。落としたらそこを復習すれば良いしみたい
な。そんなネガティブにならないっすね。うわあこのま
まじゃ未来お先真っ暗じゃーってオーラ出してる人がい
るけど。自分の場合は、生物に関しては俺が分かんない
問題は誰もわかんないんじゃねみたいな(笑)。それくらい
普段やんなきゃ。

化学はテキストの復習を５周もして取れるよう
になった。
化学はめっちゃやりました、テキストの復習をして、自
分ではセミナーは授業で扱った問題に近いものをちょこ
ちょこ解いてく感じっすね。俺、セミナーより代官山の
テキスト派でした、1学期は特に。先生たちにも言われて
たし、１学期を何回も回した方が良いかなって感じです
ね。５周は余裕でしてますよ。てかテキストやるのが一
番効率が良いかなって。授業でやるのもそうだし、復習
するのもそうだし、あちこちやるよりはテキストやった
方が良いかなって。

英語は単語命、単語帳が指の垢で黒くなるくら
いやりました。
ウィークリーそんな良くないっす俺。一応受ける前に勉
強はしてましたけど、受けた後のほうがやってた、
ウィークリーの“復習”。ウィークリー終わって、で解答
見て、知らないこと書きだして、自分のまとめノートに
追加していくみたいな。無機と有機は特に作っていまし
た。英語は単語、単語。単語詰めて文章読んで単語詰め
て。文章読んでって、繰り返し。どこら辺りにあの単語
が入っているみたいなのが想像できるくらい。結構やり
こみました。普通に指の垢で黒くなりましたもん。単語
帳が。普通に結構黒くなりました。ページの特に手で持
つところが黒くなって。そんくらいやりましたね。

石井先生は重要なことは何回も言うので、頭に
残る。
自分一人だったら、受かるまでもっと長く、年数かかっ
てたと思います。俺、途中から俺一番前で受けてたんで
すよ、石井先生の授業。大体2学期ぐらいから。もちろん
いっぱい当てられました。答えられましたよ、予習して
たし。石井先生って結構何回も重要なこと言う、それで
見覚えがあるなみたいな。何回も言って聞かせてくれ
る、大事な事たくさん、英語だけじゃなく、ほんといろ
んなこと。復習はやってましたね。ノート取って、辞書
使って、マーカーで線引いて、で大体一週間中に三回く
らいやった問題、文章を目通して、次の週もう一回通し
て。文章を徹底的に読んで。テキストの内容はよく覚え
てます、長文の内容とか。

数学もテキストを何周も繰り返しました。
数学は、どうなんでしょうね。1年目は丸山先生にお世話
になりました。すげー優しかったです。基本は問題をひ
たすら解く感じっすね、数学も。テキスト解いて、でも
なんかあんまり2年目はハイで難しいからー、最初から。
予習しても分かんねーってなって。だから解説メインで
聞いて。あと何回も解き直しして。前期の数学5周やりま
したよ、テキスト。難しかったっす、本当に。ハイの問
題を何周もすると、ビビんなくなりますよ。大体の問題
は。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

マンツーマンの授業はどう効率よく使うかを考
えた。
分かんない問題は数学とかハマん無い時あるじゃないす
か。ハマん無い時はもう放置してみたいな。次解いてみ
たいな。あ、もちろん解決しないまま受験に行っては無
いですよ。
マンツーマン取ったのも、数学と英語だけ取っていたの
で、マジでわかんないとこはマンツーで聞こうみたい
な。そんくらいのスタンスですね。英語の質問もマン
ツーマンでしてましたね。ここわかんねえって。質問に
行く＝考えていない　では無いと思いますけど、やっぱ
考える癖つけた方が良いです。マンツーマンって一番質
問するべきとこだと思うので。最初から質問ある状態の
方が、時間節約になるし、最初から解説の方が先生暇に
させないし。単純に自分がなんかマンツーマンをどう利
用しようかなって考えたらそれかなって思ったんで。

ちゃんと勉強しに行こうかなって思えるのは良
いんじゃないですか。
代官山は、ちゃんと勉強しに行こうって思えるのが良い
んじゃないかな、当たり前なんですけど、なんていうか
やっぱ、塾来れば、先生も周りもすごいやってるから勉
強頑張る気になれたし。強制力があるのも良いと思う
し。単純にやれっていうだけじゃなくて、やんなきゃと
思わせてくれる先生がいっぱいいる、石井先生とか、緒
方先生とか。先生が結構構ってくれるとこなんだなって
入塾したとき思って。自分は質問行かなかったけど(笑)。
自分から行かないけど、会ったら先生たちから話してく
れたり。だから結構構ってくれるとこだなって。そうい
う環境が救われたっていうか、良かったと思います。

スマホはやめた方が良いと思います。
周りが昼飯食いに行こうぜって言っても行かなかった
し、コンビニで済ませるみたいな。多少の息抜きはして
ましたよ。息抜きっても、LINEはしない。スマホNGだと
思います。ガラケっすよ俺。スマホ持ったのは、やっと
今年3月っすよ、マジで。スマホいじってるヤツ、大丈夫
かって思ってましたもん。実際スマホ持ってみて、LINE
見るかインスタ見るかあとYouTube見るか(笑)。食事付き
寮に入ってましたけど、持っちゃうとそうなりますよ
ね、そういう状況で俺は勉強できない。スマホあったら
絶対LINEもするしYouTubeも見るじゃん(笑)。スマホはや
めた方が良いと思います、絶対。俺寮だったし、食事は
全部出てくるし、塾行く以外特にないし、スマホあった
ら、生活ヤバかったと思う。

友達に惑わされるのは良くない。流されたら負
け
俺は大手だったら多分煙草吸って多浪してたんじゃない
ですかね(笑)。代官山はそういう人いなかったから良かっ
たと思います。俺流されやすくて。代官山はランキング
とか載ったり、クラス替えあって、次また頑張ろうって
思えるイベントとか、先生たちの授業が楽しみだった。
だからあんま人を妬んだり、悪口とか人を恨まない方が
良いかなと思います。マンツーマンでこの先生取れな
かったけどアイツ取れてるみたいな。そう言うことじゃ
なく、自然体でやれって後輩には言いたいです。友達に
惑わされるのは良くない。流されたら負けっすね。だっ
て、受かってるのって流されない人なので。先生達が声
かけてくれたり、いろいろ構ってくれるから、そこに
乗っかって。俺は自分に甘いタイプだったからわかるけ
ど、先生を頼りにマンツーとか有効活用してぜひ頑張っ
てください。
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た。英語は単語、単語。単語詰めて文章読んで単語詰め
て。文章読んでって、繰り返し。どこら辺りにあの単語
が入っているみたいなのが想像できるくらい。結構やり
こみました。普通に指の垢で黒くなりましたもん。単語
帳が。普通に結構黒くなりました。ページの特に手で持
つところが黒くなって。そんくらいやりましたね。

石井先生は重要なことは何回も言うので、頭に
残る。
自分一人だったら、受かるまでもっと長く、年数かかっ
てたと思います。俺、途中から俺一番前で受けてたんで
すよ、石井先生の授業。大体2学期ぐらいから。もちろん
いっぱい当てられました。答えられましたよ、予習して
たし。石井先生って結構何回も重要なこと言う、それで
見覚えがあるなみたいな。何回も言って聞かせてくれ
る、大事な事たくさん、英語だけじゃなく、ほんといろ
んなこと。復習はやってましたね。ノート取って、辞書
使って、マーカーで線引いて、で大体一週間中に三回く
らいやった問題、文章を目通して、次の週もう一回通し
て。文章を徹底的に読んで。テキストの内容はよく覚え
てます、長文の内容とか。

数学もテキストを何周も繰り返しました。
数学は、どうなんでしょうね。1年目は丸山先生にお世話
になりました。すげー優しかったです。基本は問題をひ
たすら解く感じっすね、数学も。テキスト解いて、でも
なんかあんまり2年目はハイで難しいからー、最初から。
予習しても分かんねーってなって。だから解説メインで
聞いて。あと何回も解き直しして。前期の数学5周やりま
したよ、テキスト。難しかったっす、本当に。ハイの問
題を何周もすると、ビビんなくなりますよ。大体の問題
は。
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マンツーマンの授業はどう効率よく使うかを考
えた。
分かんない問題は数学とかハマん無い時あるじゃないす
か。ハマん無い時はもう放置してみたいな。次解いてみ
たいな。あ、もちろん解決しないまま受験に行っては無
いですよ。
マンツーマン取ったのも、数学と英語だけ取っていたの
で、マジでわかんないとこはマンツーで聞こうみたい
な。そんくらいのスタンスですね。英語の質問もマン
ツーマンでしてましたね。ここわかんねえって。質問に
行く＝考えていない　では無いと思いますけど、やっぱ
考える癖つけた方が良いです。マンツーマンって一番質
問するべきとこだと思うので。最初から質問ある状態の
方が、時間節約になるし、最初から解説の方が先生暇に
させないし。単純に自分がなんかマンツーマンをどう利
用しようかなって考えたらそれかなって思ったんで。

ちゃんと勉強しに行こうかなって思えるのは良
いんじゃないですか。
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んじゃないかな、当たり前なんですけど、なんていうか
やっぱ、塾来れば、先生も周りもすごいやってるから勉
強頑張る気になれたし。強制力があるのも良いと思う
し。単純にやれっていうだけじゃなくて、やんなきゃと
思わせてくれる先生がいっぱいいる、石井先生とか、緒
方先生とか。先生が結構構ってくれるとこなんだなって
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今年3月っすよ、マジで。スマホいじってるヤツ、大丈夫
かって思ってましたもん。実際スマホ持ってみて、LINE
見るかインスタ見るかあとYouTube見るか(笑)。食事付き
寮に入ってましたけど、持っちゃうとそうなりますよ
ね、そういう状況で俺は勉強できない。スマホあったら
絶対LINEもするしYouTubeも見るじゃん(笑)。スマホはや
めた方が良いと思います、絶対。俺寮だったし、食事は
全部出てくるし、塾行く以外特にないし、スマホあった
ら、生活ヤバかったと思う。

友達に惑わされるのは良くない。流されたら負
け
俺は大手だったら多分煙草吸って多浪してたんじゃない
ですかね(笑)。代官山はそういう人いなかったから良かっ
たと思います。俺流されやすくて。代官山はランキング
とか載ったり、クラス替えあって、次また頑張ろうって
思えるイベントとか、先生たちの授業が楽しみだった。
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なく、自然体でやれって後輩には言いたいです。友達に
惑わされるのは良くない。流されたら負けっすね。だっ
て、受かってるのって流されない人なので。先生達が声
かけてくれたり、いろいろ構ってくれるから、そこに
乗っかって。俺は自分に甘いタイプだったからわかるけ
ど、先生を頼りにマンツーとか有効活用してぜひ頑張っ
てください。
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

帝京大医学部
岩手医科大医学部

石井先生は「君はここから
最後まで伸びていくから頑張れ！」

って励ましてくださいました。
帝京大医学部進学　冨田 龍一郎くん（鎌倉学園高校卒）

2次正規合格
2次合格

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

帝京大では軽音とゴルフ部に入りました。
一次は岩手医科と北里、帝京の３校出ました。二次受
かったのが帝京と岩手です。もし北里に行っていた
ら、堀之内（堀之内達大：北里大医学部進学）とばっ
かりつるんでダメだったと思います (笑)。岩手は繰り
上げの電話きたのが３月のおわり頃でした。結局帝京
に進学しました。今家から通ってます。横浜からって
いうと「えっ!?」みたいな感じで。池袋から埼京線で十
条、で十条から歩いて10分くらい。部活は、軽音とゴ
ルフ部に入ってます

代官山のカリキュラムや12時間勉強できるの
を見て、すぐに決めました。
代官山を知ったのは、母親が入試の時に配ってた入試
攻略本を見て、カリキュラムとか毎日12時間勉強でき
るとか自分の自習席が固定されてるってのを気に入っ
て、すぐに決めました。父もかなり熱心でした。クラ
スは最初がA4で、夏にA5に落ちて、そこで二号館から
本館に落ちて冬の１２月に最後A3に上がって、でも２
号館には上がれなかった(笑)。最終的にA3です。A３か
ら受かってる人多いですね。A3ほとんど全員受かって
ますよね。新井さん(新井麻理佳：昭和大医学部進学）
とか昭和だし。

帝京大の入試では、数学がほぼ満点。他科目も
バランスよく取れたので正規出ました。
帝京は、英語と数学と化学で受けました。2日目は数学
が結構取れて多分ほぼ満点ぐらいだろうと。｢数学で満
点取らないと正規はない｣と聞いてはいたので。英語の
満点は無いですけど(笑)、多分他科目もバランスよく取
れたのかも。周りは必須の英語以外では数＋理選択と
理科２科目選択が半々くらいです。国語選択は一人し
か会ってません。帝京の年齢層ですが、36歳の人が３
人います。2浪3浪も多いです。現役もある程度はいる
んですが、多分推薦なのかな。それ以外はあんま聞か
ないです。代官山からも現役の岸川さん（岸川桃子：
杏林大医学部進学）が帝京に合格したけど、結局杏林
に行っちゃったし。自分と同じ1浪が一番多くて、その
あとに2浪がちょっといて3浪4浪はポツポツいて、もっ
と上の再受験生みたいなって感じで。全部で130人くら
いです。あっ、留年組入れてです。留年生は5人くらい
です。最近帝京が留年緩くなったらしくて。そろそろ
ヤバいみたいな話になったみたいで進級を楽にしてる
らしくて、１学年5人くらいしか落ちないみたいです。

夏に落ちたクラスから最後は復活。おかげで精
神力が鍛えられた（笑）
代官山に入ってクラスが最初A4、夏にA4からA5に落ち
て、最後はA3に上がりました。夏に２号館から本館に
落ちたけど、本館と2号館って雰囲気違いますね…。2
号館の方が張り詰めた雰囲気で、いるだけで勉強しな
いとだめなんだっていう雰囲気もありました。でも本

館に落ちてから、2号館にいる人以上に頑張って絶対に
受かろう！って思ってました。
マンスリー、メチャメチャ緊張しました、入試本番よ
り（笑）。おかげで入試は肩の力抜いて気楽にできま
した。クラス分けテストが１回落ちたトラウマで、マ
ンスリー最後まで苦痛でしたね（笑）。ランキングも
１回しか載ってないです。でも最後にクラス復活した
ので、精神力は鍛えられたのかも(笑)。代官山のテキス
トはやり尽くしましたね。一番やったのは数学の前期
のテキスト。死ぬほどやりました。ウィークリーも
ちゃんと。ウィークリーは後期の化学がめちゃめちゃ
難しかった。後期の化学の知識問題が全然分からなく
て、これで受かるのかなぁって、ちょっと思ってまし
た。だから復習をしっかりやり尽くしました。

クラス落ちた後の石井先生からの励ましの言葉
のおかげで、逆に頑張れた。
石井先生は単語をただ日本語に直すだけじゃなくニュ
アンスも、例えば「病気」って単語でもdiseaseと
illnessの違い、同じ訳でもニュアンスの違いとかまで
説明してくれました。それでただ読むだけでなく、そ
の背景も説明してくれて、状況把握しやすくなりまし
た。あと授業中よく当てられてたんで。前期はちょっ
と後ろの方だったんですけど、後期は前から3番目くら
いには座るようにしたら結構当てられるように。分
かっている時は当てられなくて、逆にヤバいこれマズ
イって時に当てられて(笑)。石井先生凄いなって思いま
したね。後期は特にほぼ毎時間当てられて、質問も毎
回行ってました。でも石井先生に当てられても、期待
に沿える解答が出せず、何度期待を裏切ったかってい
う感じですね。一度、俺がこれは出来るなって思って
石井先生の方にちょっと目を向けた時に当てられて、
自信満々に言った答えがまったく間違っててすごい恥
ずかしかった事があって。当ててくれたのにすみませ
んって(笑)。石井先生は後期僕がクラス落ちた事を知っ
てて、「クラス落ちたけど、君はここから最後まで伸
びていくから頑張れ！」って励ましてくださいまし
た。その言葉を胸に、絶対今まで以上に頑張ろうって
思えたので、それが逆に良かったかなって思います。
もしあのまま2号館だったら、どこかで油断してたかも
しれないです。

平野先生の授業で必ず当てられたので、その分
野が強くなりました。入試本番でも的中！
復習と予習だと科目にもよるけど、平野先生の数学の
時は必ず当てられるんで(笑)、平野先生の数学の時は特
に予習全部問題解いて答え合わせまでしてたんで、そ
の分野が特に強くなりました。解法も最終的には全部
覚えました。１集と3集だったんですけど、そこから入
試本番でも的中しました。本番ちょっと震えました
ね。英語の青葉先生にも色々お世話になりました。過
去問からなる文法プリントがあって、選択した問題が
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

なぜ間違ってるのかを全部理由を付けて説明しなけれ
ばいけなかったんですけど、それを繰り返しているう
ちに理解が深まりました。毎授業宿題が出されて、マ
ンツーの時にも宿題が出されて、間違った選択肢なぜ
ダメなのが、逆にここはなぜ正解なのかを全部理由付
けして説明させられたので、それが文法に強くなった
きっかけでした。栗原先生の長文の読み方は、この文
章が来たら次はこう予想できる、予想を立てる読み方
で、その論理をつかむ方法を独自のプリントにしてく
れました。そのプリントがすごい分かりやすくて、長
文が一番苦手だったのに、長文の全体像を理解出来る
ようになりました。本番でも「あ、あのパターンだ
」ってすぐに分かりました。

理解力の乏しい自分に、様々な解法で説明して
くれた野村先生。
物理は野村先生と小澤先生にはお世話になりました。
野村先生は夏からマンツーずっと取ってたんですけ
ど、理解力が乏しい自分に様々な解法で説明してくれ
ました。野村先生はホント天才なんで、俺が分かって
ないのをすぐ察してくれて、すぐに違う解法ですぐ説
明してくれて「あ、今度は分かった」っていうのを何
度も繰り返してました(笑)。もしそれがゆっくり解く解
法だとしたら、早く書く力を身に着けるやり方で頑張
りました。野村先生にも何度も何度も質問しました。
「お前大丈夫か？」っていうぐらい（笑）。小澤先生
は、自分が電磁気を全く分かってなかったので、電磁
気だけの問題集めてプリントにしてくれて、それを全
部解いたら電磁気が一番得意になりました。マジ全部
解きました。400題以上あったかな。解説付きのプリン
トで、全てのありとあらゆる問題集から先生が自分一
人のために選んでくれて。

毎週のWTと毎月のMTで、自分の努力や得意
苦手分野を把握できた。
代官山に来てから、“現実”を知ることができました。
クラスの変動とか毎月のテストとかで自分がこの一か
月どれだけ努力してきたかとか、その問題に自分が相
性がいいのか悪いのかっていうのを。現役時に行って
た駿台とかだと、模試も一年に3回くらいで、それだと
自分の把握がし辛いと思うんです。代官山では毎週の
ウィークリーテスト自分は得意苦手分野が分かって、
本番形式のマンスリーテストではどういう問題が解け
てどういう問題が解けないんだろうっていうのを毎月
把握できたのが大きいですね。マンスリーは本当に緊
張してましたね。返される日もホント吐きそうでし
た。放送で「マンスリー返却します」って聞いた瞬間
に「まじかぁ～、今日かぁ～。」みたいな（笑）。返
却は実施翌週の月曜日なんですけど、月曜日とかもう
朝から行くのがもう憂鬱で。今回のマンスリーは自分
の予想得点はこうなんだけど、どうなんだろうみたい
なこと、ずっと考えてました(笑)。最初は点数が悪かっ
たんですけど、数学は4回か5回ぐらいランキング載っ
て嬉しかったです。堀之内が最初同じクラスで一番仲
良かったんですけど、彼は２号館でクラスもA1まで上
がって、ランキングもよく載ってたんで、絶対に負け
たくないなって。結局勝てなかったっスけど(笑)。あい
つは北里、愛知、岩手受かりましたね。本館に来てか
らは、あえて友達をそれほど作りませんでした。２号
館に戻りたかったので。

人間、こんなに勉強するんだなって。
多分、代官山に来てなかったら間違いなく一年で受
かってないと思います。それは本当に。人間って、こ
んなに勉強するんだなってって自分で思いました。11
月頃、「俺これ大丈夫だろうか」、「本当にいつ死ぬ
のか分かんねえな」ってレベルで勉強してて。使った
テキストは代官山のだけで。あとは補助教材としても
らったセミナー化学くらい。前期テキストは基本的な
問題が多かったのでセミナーの応用問題もやってまし
た。ここのテキストレベルはすごいです。クオリ
ティー高いです。１年で6周か7周やりましたよ。とに
かく化学はセミナーとテキストしかやらなかった。石
井先生から夏の面談で「とにかく英語と化学を得意に
しろ」って言われて。英語はまだその時長文も読めて
なかったので、まずは化学をとにかくこの夏に得意科
目にして安定して得点を取れる科目を作ろうって思っ
て、高橋龍先生に見てもらいながらセミナーを死ぬほ
どやりました。

大きくて使いやすい専用自習机、大事な事を書
いた付箋をめちゃめちゃ貼ってました。
自習室の専用机はかなり大きかったんで使いやすかっ
たんですけど、片付けが下手くそな俺かはかなり物置
いてました。あの大きい机の3/4に物が置いてあって、

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

1/4ぐらいのスペースで勉強してました。一週間に一回
荷物の雪崩が起きてました（笑）。あと机に大事な事
をかいた付箋をめちゃめちゃ貼ってました。新井さん
（新井麻理佳：昭和大医学部進学）だったかな、あん
なに貼ったらどれが重要か分かんないんじゃない？っ
て言われました。あと青色の小さいノート作って、科
目に分けて大事なことを書いてました。入試本番の時
には全教材持って行けないじゃないですか。でも今思
えば、落ちてから、落ちたからそういう風にノートも
作ろうとか工夫や習慣付けをするようになってました
ね。あと、数学で出来なかった問題をコピーして切り
取って箱に入れるのもやってました。あと、分からな
い問題があったら、考えすぎる前に早く質問した方が
いいと思います。あの、自分の習ってる先生がいな
かったら違う先生でもいいので。休み時間とかしょっ
ちゅう先生のところに行っていたので、アイツまたい
るじゃんって思われていたかも(笑)。分からないところ
をスルーしてたら、分からない事があったことすら忘
れてしまうんで。

寝る前にその日の学習内容を思い返すと、記憶
が定着する。
朝、早く来るのは良いことだとけど、睡眠時間を削っ
てまでは意味がないっす。あと電車で通ってるんだっ
たら、電車内でやることを必ず決めて書いておくのが
いいかもしれません。帰宅後は、ご飯食べてお風呂
入って寝るだけの生活だったんですけど、寝る前に必
ずその日の学習内容を思い返すと記憶が定着します。
あの「今日は何を習得した」とかね。

家でもスマホに触らなかった。6月に届いた
LINEを3月に返信（笑）
家から遠かったけど、電車の時には単語とかやるべき
ことを必ず決めてやっていました。通学に時間を取ら
れる分、家に帰ってからはすぐ寝てしまうので、スマ
ホに触る事すらしませんでした。友達のLINEとかも全
く返信してなかったので、１年間で3500件くらい未読
（笑）。返信も受験終わってから「やっと終わった、
スマン」みたいな感じで(笑)。6月にきてたLINEに3月
にやっと返信したっていう（笑）。皆に謝ったんです
けど、しょうがないなぁって言ってくれました。高校
のクラスで医学部に受かったのは俺一人ですし。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

なぜ間違ってるのかを全部理由を付けて説明しなけれ
ばいけなかったんですけど、それを繰り返しているう
ちに理解が深まりました。毎授業宿題が出されて、マ
ンツーの時にも宿題が出されて、間違った選択肢なぜ
ダメなのが、逆にここはなぜ正解なのかを全部理由付
けして説明させられたので、それが文法に強くなった
きっかけでした。栗原先生の長文の読み方は、この文
章が来たら次はこう予想できる、予想を立てる読み方
で、その論理をつかむ方法を独自のプリントにしてく
れました。そのプリントがすごい分かりやすくて、長
文が一番苦手だったのに、長文の全体像を理解出来る
ようになりました。本番でも「あ、あのパターンだ
」ってすぐに分かりました。

理解力の乏しい自分に、様々な解法で説明して
くれた野村先生。
物理は野村先生と小澤先生にはお世話になりました。
野村先生は夏からマンツーずっと取ってたんですけ
ど、理解力が乏しい自分に様々な解法で説明してくれ
ました。野村先生はホント天才なんで、俺が分かって
ないのをすぐ察してくれて、すぐに違う解法ですぐ説
明してくれて「あ、今度は分かった」っていうのを何
度も繰り返してました(笑)。もしそれがゆっくり解く解
法だとしたら、早く書く力を身に着けるやり方で頑張
りました。野村先生にも何度も何度も質問しました。
「お前大丈夫か？」っていうぐらい（笑）。小澤先生
は、自分が電磁気を全く分かってなかったので、電磁
気だけの問題集めてプリントにしてくれて、それを全
部解いたら電磁気が一番得意になりました。マジ全部
解きました。400題以上あったかな。解説付きのプリン
トで、全てのありとあらゆる問題集から先生が自分一
人のために選んでくれて。

毎週のWTと毎月のMTで、自分の努力や得意
苦手分野を把握できた。
代官山に来てから、“現実”を知ることができました。
クラスの変動とか毎月のテストとかで自分がこの一か
月どれだけ努力してきたかとか、その問題に自分が相
性がいいのか悪いのかっていうのを。現役時に行って
た駿台とかだと、模試も一年に3回くらいで、それだと
自分の把握がし辛いと思うんです。代官山では毎週の
ウィークリーテスト自分は得意苦手分野が分かって、
本番形式のマンスリーテストではどういう問題が解け
てどういう問題が解けないんだろうっていうのを毎月
把握できたのが大きいですね。マンスリーは本当に緊
張してましたね。返される日もホント吐きそうでし
た。放送で「マンスリー返却します」って聞いた瞬間
に「まじかぁ～、今日かぁ～。」みたいな（笑）。返
却は実施翌週の月曜日なんですけど、月曜日とかもう
朝から行くのがもう憂鬱で。今回のマンスリーは自分
の予想得点はこうなんだけど、どうなんだろうみたい
なこと、ずっと考えてました(笑)。最初は点数が悪かっ
たんですけど、数学は4回か5回ぐらいランキング載っ
て嬉しかったです。堀之内が最初同じクラスで一番仲
良かったんですけど、彼は２号館でクラスもA1まで上
がって、ランキングもよく載ってたんで、絶対に負け
たくないなって。結局勝てなかったっスけど(笑)。あい
つは北里、愛知、岩手受かりましたね。本館に来てか
らは、あえて友達をそれほど作りませんでした。２号
館に戻りたかったので。

人間、こんなに勉強するんだなって。
多分、代官山に来てなかったら間違いなく一年で受
かってないと思います。それは本当に。人間って、こ
んなに勉強するんだなってって自分で思いました。11
月頃、「俺これ大丈夫だろうか」、「本当にいつ死ぬ
のか分かんねえな」ってレベルで勉強してて。使った
テキストは代官山のだけで。あとは補助教材としても
らったセミナー化学くらい。前期テキストは基本的な
問題が多かったのでセミナーの応用問題もやってまし
た。ここのテキストレベルはすごいです。クオリ
ティー高いです。１年で6周か7周やりましたよ。とに
かく化学はセミナーとテキストしかやらなかった。石
井先生から夏の面談で「とにかく英語と化学を得意に
しろ」って言われて。英語はまだその時長文も読めて
なかったので、まずは化学をとにかくこの夏に得意科
目にして安定して得点を取れる科目を作ろうって思っ
て、高橋龍先生に見てもらいながらセミナーを死ぬほ
どやりました。

大きくて使いやすい専用自習机、大事な事を書
いた付箋をめちゃめちゃ貼ってました。
自習室の専用机はかなり大きかったんで使いやすかっ
たんですけど、片付けが下手くそな俺かはかなり物置
いてました。あの大きい机の3/4に物が置いてあって、

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

1/4ぐらいのスペースで勉強してました。一週間に一回
荷物の雪崩が起きてました（笑）。あと机に大事な事
をかいた付箋をめちゃめちゃ貼ってました。新井さん
（新井麻理佳：昭和大医学部進学）だったかな、あん
なに貼ったらどれが重要か分かんないんじゃない？っ
て言われました。あと青色の小さいノート作って、科
目に分けて大事なことを書いてました。入試本番の時
には全教材持って行けないじゃないですか。でも今思
えば、落ちてから、落ちたからそういう風にノートも
作ろうとか工夫や習慣付けをするようになってました
ね。あと、数学で出来なかった問題をコピーして切り
取って箱に入れるのもやってました。あと、分からな
い問題があったら、考えすぎる前に早く質問した方が
いいと思います。あの、自分の習ってる先生がいな
かったら違う先生でもいいので。休み時間とかしょっ
ちゅう先生のところに行っていたので、アイツまたい
るじゃんって思われていたかも(笑)。分からないところ
をスルーしてたら、分からない事があったことすら忘
れてしまうんで。

寝る前にその日の学習内容を思い返すと、記憶
が定着する。
朝、早く来るのは良いことだとけど、睡眠時間を削っ
てまでは意味がないっす。あと電車で通ってるんだっ
たら、電車内でやることを必ず決めて書いておくのが
いいかもしれません。帰宅後は、ご飯食べてお風呂
入って寝るだけの生活だったんですけど、寝る前に必
ずその日の学習内容を思い返すと記憶が定着します。
あの「今日は何を習得した」とかね。

家でもスマホに触らなかった。6月に届いた
LINEを3月に返信（笑）
家から遠かったけど、電車の時には単語とかやるべき
ことを必ず決めてやっていました。通学に時間を取ら
れる分、家に帰ってからはすぐ寝てしまうので、スマ
ホに触る事すらしませんでした。友達のLINEとかも全
く返信してなかったので、１年間で3500件くらい未読
（笑）。返信も受験終わってから「やっと終わった、
スマン」みたいな感じで(笑)。6月にきてたLINEに3月
にやっと返信したっていう（笑）。皆に謝ったんです
けど、しょうがないなぁって言ってくれました。高校
のクラスで医学部に受かったのは俺一人ですし。
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

東京慈恵会医科大
昭和大医学部
日本医科大
東京医科大
東邦大医学部
東京女子医科大
杏林大医学部

代官山の授業が楽しくて好きで、
自習室にも朝学校行く前にも

来ちゃうくらい。
東京慈恵会医科大進学　鈴木 理咲子さん（学習院女子高校卒）

2次合格
I期2次合格
前期2次合格

2次合格
2次合格

2次正規合格
前期2次正規合格

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

杏林大医学部
帝京大医学部

代官山にいると自分から
勉強やりたいって思えた。

杏林大医学部進学　岸川 桃子さん（洗足学園高校卒）

前期2次合格
2次合格

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

東京慈恵会医科大
昭和大医学部
日本医科大
東京医科大
東邦大医学部
東京女子医科大
杏林大医学部

代官山の授業が楽しくて好きで、
自習室にも朝学校行く前にも

来ちゃうくらい。
東京慈恵会医科大進学　鈴木 理咲子さん（学習院女子高校卒）

2次合格
I期2次合格
前期2次合格

2次合格
2次合格

2次正規合格
前期2次正規合格

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

杏林大医学部
帝京大医学部

代官山にいると自分から
勉強やりたいって思えた。

杏林大医学部進学　岸川 桃子さん（洗足学園高校卒）

前期2次合格
2次合格
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

慈恵に受かるなんて、自分でもびっくり。
鈴：私は最終合格まで行ったのが７校で東邦、昭和、日医、
慈恵、杏林前期、えーっと何だっけ、あ、あと女子医、東医で
す！　１次だけの合格は順天と国際です。
2次の話をすると、慈恵の面接は、なんかよく出来たのか
悪いのかよく分からなかった。時間が余っちゃって、面接官
の人に、「時間余ってるけど、すごいまとまっていい意見だ
と思うから大丈夫だよ」みたいに言われて、すごい優しく
て。あと小論は本当に最後の文字までいっぱいいっぱい
書いた。2400字のところ2400字ぴった（笑）。慈恵になると
受ける層も高くなるからどうかなとは思いましたけど、通
るかなって思ってました。補欠46番です。3月12日に来た。
慈恵に受かるなんてびっくりした、自分でも。あと東邦の2
次では、絵を見て４人で討論して最後発表みたいな。発表
までたどり着く前に時間が終っちゃって。というか、その４
人中３人が代官山生。私と、若林さん（若林桃子：日本医科
大進学）と、黄川田さん（黄川田祥子：帝京大医学部進
学）。一人だけが知らない男の人。すごくないですか？だか
ら緊張しすぎずに話し合いができて。男の人はわからない
けど、受かったから発表までできなくても大丈夫ってこと
なのかも。
岸：私は、えっと一次出たのは帝京と北里と杏林。で二次
出たのが帝京と杏林。英語苦手だったから。岸川家は伝統
的に英語がダメなんです。だから妹は今留学行ってて、英
語ペラペラになって帰ってくる予定なんです（笑）。

高校は附属の大学へ進学する子が多く、高2入塾
時は、受験勉強ゼロの状態で入塾。
鈴：代官山MEDICALを知ったきっかけは私高1の時、お姉
ちゃんが二次対策と後期の対策で受けて良かったって。お
姉ちゃんがちゃんと医専でやった方がいいんじゃないかっ
て。お姉ちゃんは、結構いろんな塾行っていたんですよ、い
くつも。お姉ちゃんは勉強好きで、結構自分でいろいろ問
題集買ってきてやるタイプで現役で東邦入ったんですけ
ど、あんまり精神的にうまくいかなかったって。だから私は
１個の塾にして、もう徹底して全部教えてくれるところに
行った方がいいんじゃないかってことで代官山にきまし
た。私はお姉ちゃんと違って、自主的にすごい勉強するタ
イプではないし、言われたらちゃんとやるけど。学校のこと
は一応やってましたけど、みんなそのまま学習院上がっ
ちゃう子がほとんどだから受験勉強っていう雰囲気は全
然。ゼロの状態で代官山に来ました。ゼロです（笑）。代官
山MEDICAL入って最初、みんな仲いいなって思いました。
みんな２つ目の学校に来てるみたいな感じ。だからすぐ
溶け込めて。岸川は私の後から入ってきたよね。
岸：うん、高3の春から通い始めました。３月まで部活やっ
てて、でも５月体育祭練習があって、それまでは私も勉強
してなかった(笑)。

代官山の授業が楽しくて好きで、自習室にも朝学
校行く前にも来ちゃうくらい。
鈴：私は先生達の授業が楽しくて大好きで。友達もいたし、

塾で勉強するってなってるから、逆に学校は結構遊んで。
メリハリがついて。朝から晩まで一日自習とか絶対無理

（笑）。授業が楽しみになった。早く授業受けたいって。予習
も何番やってきてっていわれるしクラスは少人数だし、先
生とも仲良くなれるし。平野先生とか仲良い感じ、医学部
の傾向とかたくさん知ってるし。私複素数が本当に苦手
で。1学期に学校で複素数やったんですけど、全然わかり
にくくって、嫌いになるっていう(笑)。代官山でやるときそ
れを平野先生に言って、本当に嫌いって(笑)。結構苦手な
人多いと思うんですけど。だから先生がいっぱいやってく
れて、得意になったかは分らないけど、基本というか、出来
なきゃいけない問題は出来るようになりました。嫌いとか
苦手とか平野先生はちゃんと聞いてくれました。
それに自習室も自分の席があるからほんとすごく活用して
ました。朝から来てました。夏休みからは6時に来るように
なって、そのまま2学期も6時に来てたんです、学校前に。ウ
トウトしてしまう時もあったけど、講習期間ずっと6時に来
てたから続けてやろうって。6時に来て8時前に出て、2時間
弱。8時25分からなんで、学校の授業が。部活は高2の2月
までだったけど、学校では全く勉強は…、休み時間も普通
に友達と遊んでるし、授業でも先生の誕生日会企画したり
(笑)。みんな受験じゃないんで、医学部志望10人いるかい
ないかだし、ここでやってもしょうがないって。だから朝代
官山来て勉強して、帰りも急いで来てました。メリハリがつ
いてたかな、塾が勉強する場所だって。
岸：私は普通に遠いっていうか、めっちゃ遠回り。学校を越
してになっちゃうんですよ。朝来て間に合うの？学校。
鈴：間に合う。夏から朝来てやるのを初めて今更これやめ
るのもどうかなって。頑張った感はあるよ。朝来て２時間
弱。２時間は出来ないけど。予習とかしてました、授業の。
岸：私は学校では塾に備えて寝るか授業受けてるか。割と
難しいことやってたからそれをやって。部活は３月には辞
めてて、塾に来たときは全部辞めてたんですけど５月くら
いまで体育祭の練習があって、あんまり勉強はしてなかっ
た。体育祭終わってからはって、自分で決めてたんですよ。
５月からは！って。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

数Ⅲをやっていなかった私でも、先生の言うことを
素直に聞けば、慈恵に現役で受かる。
鈴：代官山に入って、やっぱ朝やるようになったし、先生に
言われたことは、言われるがままにやる、素直になるって
いう。本当に先生の言うこと聞いてれば受かるって思って
たし、こうして結果出たし、先生が一番見てきてるから、生
徒を、だから絶対に受かるだろうなって信じさせてくれて
た。先生を信じる、それを大事にしてました。そこは譲らな
い。それは絶対に。これからの人たちに伝えたいんですけ
ど、浪人生と比べると高校生活であんなに時間がなくって
も、そうやれば慈恵に受かるよって。高２で代官山来たと
き、私積分とか学校でやった事なかったんですよ。数Ⅲ
やってなかったから。数Ⅲもゼロ。みんなやってるからや
んなきゃって。先生たちが具体的に言ってくれるし、小テス
トいっぱいあるから、テキストの問題を何度もやってまし
た。積分のページが何ページもあったじゃないですか。あ
れをやって、その後で授業で積分やった時とかは、他の人
に差がある、置いてかれてるかなってのはなかった。塾と
学校の両立は、後期から２学期からは大変でした。最初の
方は授業までの時間も結構あったし、近いから自習室着く
のも他の人より早かったんですよ。４時前には着いてたか
も。チャイムを目安にしてて、少し休憩して、そこからガーっ
てやって。時間はその辺あった。
岸：私も。自習室で涼んで、授業出て。同じくらいに着いて
たよね。私はマンツーでやってもらって、文法はたくさん
やってできるようになったんです。マンツー取るとモチ
ベーション上がる、やらなきゃって。まあ推薦もあったし。
最後は薄先生取って。数学は最初から好きだったから、薄
先生の授業でも私達が、みんなよりは出来たよね（笑）。
鈴:出来るようになったかな（笑）。まあ数学は。

薄先生や平野先生は、一人ひとりにプリントをいっ
ぱい配ってくれた。
岸：薄先生が「解けた人（手挙げて）」みたいになって、で一
番前の席に座ってて、で手を挙げて、それでめっちゃ褒め
られたよね。
鈴：めっちゃ褒められるのがうれしくって頑張った。
岸：薄先生は一つの事を教えて全部の事をやるし、全部の
事を解けるようにするみたいな。覚えることが少ない。苦
手なところとかを言ったら、プリントとか一人ひとりにいっ
ぱい配ってくれるし。
鈴：分野別でくれるのは平野先生じゃない？演習バーン
と。こんな出来ないよ～みたいな(笑)。
岸：平野先生はしかも持って来てって言うから、絶対持って
行かないといけないって全部やりました。
鈴：そう、分野別になってるプラス、本当に量も多いんで
す。てか終わると次が来る。エンドレスなんです、エンドレ
ス。結構ペースは速くやってた方だと思います。そのプリン
トは結構難しくて、全然出来なくて。でも後半にもう一回
やってみたら結構出来る問題が増えてて、それで成長を感
じた。

MTで私達2人が10位以内に入ったのを報告した
ら、「お前らのせいで浪人生が落ち込んでるよ」って
(笑)
岸：そう、成長！。私伸びたわ～って（笑）。それはすごく思い
ました。私は薄先生の授業が一番良かったんですよね

（笑）。授業中もずっと話しかけてくれてて、なんだろ。やる
気を出させてくれる。で数学でマンスリーでいい点数取っ
たら、先生に言いに行くと、「見たよ」みたいな。ランキング
何位だったって、一緒に見に行ってくれたことあったよね。
鈴：そう、なんかね～11月かな？
岸：そう、2人で初めて、11月？12月？　最後か最後から二
番目かのマンスリーで、2人で10位以内に入ってて、先生
に報告しに行ったら、「見たよ～」って、「お前らのせいで浪
人生が落ち込んでるよ～」って、めっちゃ嬉しすぎて、「じゃ
見に行こうか」って、もう1回ランキング一緒に見に行って
くれて、だからまた勉強したもん。その後で私が推薦終
わってヤバいってなってた時期、電車の中でも長文2個く
らい読んでたんですよ高速で（笑）。そしたら薄先生とたま
たま同じ車両に乗ったことあって、その時私電車の中でペ
ン持って長文読んでて。「それ見た時に、岸川受かると思っ
たんだよね。絶対受かるってその時確信した」って。そうい
うことを言われて、あ～頑張ろうって。クリスマスの時！絶対
そう。クリスマスって覚えてた。最後のマンスリーだ。
鈴：でもその時にさ、いや～お前ら伸びたよ～って。言った
だろ？お前ら伸びるって。めっちゃ嬉しかったよね。
岸：化学は、三上先生の授業もすごい分りやすくて、解き方
とかも先生の見たらめっちゃ簡単じゃん、自分が予習して
きたやつより凄いスマートに式を解くんですよ。
鈴:順序立ってるよね三上先生は。ひとつの式に全部、立式
に理由があるって、こうしてこうしてこうしてだからこれっ
て。すごく分りやすかった。私はまんまやってた。考え方が
一貫してるっていうか、どういう問題でも。岸川化学得意
だったよね。
岸:でも最初4点とかでしたよ（笑）。最後の方、ほぼ全部
勝ってたよ（笑）。三上先生はずっとセミナー、セミナーとテ
キストでいいって言われてたから、セミナーは発展問題も
全部やりましたよ。10周はしてると思う、多分。

現役は仲良いけど、成績ではライバル視していた。
鈴:凄いね。最高記録じゃない？ でも現役みんな仲はいい
けど、成績ではライバル視している所はあったよね。特に
最初は数学も化学も岸川はできてたんで、化学とか私より
出来てたし、数学も難しい問題とかできるし、知識とかも
多いし経験も多いし。化学は何度か負けた。
岸:でも最後は同じ点数だったよね。同率だったね～。あと
最後、奈良君（奈良禄太郎：北里大医学部進学）めっちゃ出
来たよね。最後のほう伸びすぎて、焦った(笑)。女子全員、
最近奈良君すごくない？って（笑）。ヤバい負ける負けるっ
て（笑）。
鈴：うちら奈良君を勝手にライバル視してたんです(笑)。奈
良君頭いいなって、授業で当てられてるの聞いてても頭の
良さそうな返しをするんです。ポンって受かっちゃいそうっ
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慈恵に受かるなんて、自分でもびっくり。
鈴：私は最終合格まで行ったのが７校で東邦、昭和、日医、
慈恵、杏林前期、えーっと何だっけ、あ、あと女子医、東医で
す！　１次だけの合格は順天と国際です。
2次の話をすると、慈恵の面接は、なんかよく出来たのか
悪いのかよく分からなかった。時間が余っちゃって、面接官
の人に、「時間余ってるけど、すごいまとまっていい意見だ
と思うから大丈夫だよ」みたいに言われて、すごい優しく
て。あと小論は本当に最後の文字までいっぱいいっぱい
書いた。2400字のところ2400字ぴった（笑）。慈恵になると
受ける層も高くなるからどうかなとは思いましたけど、通
るかなって思ってました。補欠46番です。3月12日に来た。
慈恵に受かるなんてびっくりした、自分でも。あと東邦の2
次では、絵を見て４人で討論して最後発表みたいな。発表
までたどり着く前に時間が終っちゃって。というか、その４
人中３人が代官山生。私と、若林さん（若林桃子：日本医科
大進学）と、黄川田さん（黄川田祥子：帝京大医学部進
学）。一人だけが知らない男の人。すごくないですか？だか
ら緊張しすぎずに話し合いができて。男の人はわからない
けど、受かったから発表までできなくても大丈夫ってこと
なのかも。
岸：私は、えっと一次出たのは帝京と北里と杏林。で二次
出たのが帝京と杏林。英語苦手だったから。岸川家は伝統
的に英語がダメなんです。だから妹は今留学行ってて、英
語ペラペラになって帰ってくる予定なんです（笑）。

高校は附属の大学へ進学する子が多く、高2入塾
時は、受験勉強ゼロの状態で入塾。
鈴：代官山MEDICALを知ったきっかけは私高1の時、お姉
ちゃんが二次対策と後期の対策で受けて良かったって。お
姉ちゃんがちゃんと医専でやった方がいいんじゃないかっ
て。お姉ちゃんは、結構いろんな塾行っていたんですよ、い
くつも。お姉ちゃんは勉強好きで、結構自分でいろいろ問
題集買ってきてやるタイプで現役で東邦入ったんですけ
ど、あんまり精神的にうまくいかなかったって。だから私は
１個の塾にして、もう徹底して全部教えてくれるところに
行った方がいいんじゃないかってことで代官山にきまし
た。私はお姉ちゃんと違って、自主的にすごい勉強するタ
イプではないし、言われたらちゃんとやるけど。学校のこと
は一応やってましたけど、みんなそのまま学習院上がっ
ちゃう子がほとんどだから受験勉強っていう雰囲気は全
然。ゼロの状態で代官山に来ました。ゼロです（笑）。代官
山MEDICAL入って最初、みんな仲いいなって思いました。
みんな２つ目の学校に来てるみたいな感じ。だからすぐ
溶け込めて。岸川は私の後から入ってきたよね。
岸：うん、高3の春から通い始めました。３月まで部活やっ
てて、でも５月体育祭練習があって、それまでは私も勉強
してなかった(笑)。

代官山の授業が楽しくて好きで、自習室にも朝学
校行く前にも来ちゃうくらい。
鈴：私は先生達の授業が楽しくて大好きで。友達もいたし、

塾で勉強するってなってるから、逆に学校は結構遊んで。
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も何番やってきてっていわれるしクラスは少人数だし、先
生とも仲良くなれるし。平野先生とか仲良い感じ、医学部
の傾向とかたくさん知ってるし。私複素数が本当に苦手
で。1学期に学校で複素数やったんですけど、全然わかり
にくくって、嫌いになるっていう(笑)。代官山でやるときそ
れを平野先生に言って、本当に嫌いって(笑)。結構苦手な
人多いと思うんですけど。だから先生がいっぱいやってく
れて、得意になったかは分らないけど、基本というか、出来
なきゃいけない問題は出来るようになりました。嫌いとか
苦手とか平野先生はちゃんと聞いてくれました。
それに自習室も自分の席があるからほんとすごく活用して
ました。朝から来てました。夏休みからは6時に来るように
なって、そのまま2学期も6時に来てたんです、学校前に。ウ
トウトしてしまう時もあったけど、講習期間ずっと6時に来
てたから続けてやろうって。6時に来て8時前に出て、2時間
弱。8時25分からなんで、学校の授業が。部活は高2の2月
までだったけど、学校では全く勉強は…、休み時間も普通
に友達と遊んでるし、授業でも先生の誕生日会企画したり
(笑)。みんな受験じゃないんで、医学部志望10人いるかい
ないかだし、ここでやってもしょうがないって。だから朝代
官山来て勉強して、帰りも急いで来てました。メリハリがつ
いてたかな、塾が勉強する場所だって。
岸：私は普通に遠いっていうか、めっちゃ遠回り。学校を越
してになっちゃうんですよ。朝来て間に合うの？学校。
鈴：間に合う。夏から朝来てやるのを初めて今更これやめ
るのもどうかなって。頑張った感はあるよ。朝来て２時間
弱。２時間は出来ないけど。予習とかしてました、授業の。
岸：私は学校では塾に備えて寝るか授業受けてるか。割と
難しいことやってたからそれをやって。部活は３月には辞
めてて、塾に来たときは全部辞めてたんですけど５月くら
いまで体育祭の練習があって、あんまり勉強はしてなかっ
た。体育祭終わってからはって、自分で決めてたんですよ。
５月からは！って。
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い。それは絶対に。これからの人たちに伝えたいんですけ
ど、浪人生と比べると高校生活であんなに時間がなくって
も、そうやれば慈恵に受かるよって。高２で代官山来たと
き、私積分とか学校でやった事なかったんですよ。数Ⅲ
やってなかったから。数Ⅲもゼロ。みんなやってるからや
んなきゃって。先生たちが具体的に言ってくれるし、小テス
トいっぱいあるから、テキストの問題を何度もやってまし
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のも他の人より早かったんですよ。４時前には着いてたか
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先生の授業でも私達が、みんなよりは出来たよね（笑）。
鈴:出来るようになったかな（笑）。まあ数学は。

薄先生や平野先生は、一人ひとりにプリントをいっ
ぱい配ってくれた。
岸：薄先生が「解けた人（手挙げて）」みたいになって、で一
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わってヤバいってなってた時期、電車の中でも長文2個く
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うことを言われて、あ～頑張ろうって。クリスマスの時！絶対
そう。クリスマスって覚えてた。最後のマンスリーだ。
鈴：でもその時にさ、いや～お前ら伸びたよ～って。言った
だろ？お前ら伸びるって。めっちゃ嬉しかったよね。
岸：化学は、三上先生の授業もすごい分りやすくて、解き方
とかも先生の見たらめっちゃ簡単じゃん、自分が予習して
きたやつより凄いスマートに式を解くんですよ。
鈴:順序立ってるよね三上先生は。ひとつの式に全部、立式
に理由があるって、こうしてこうしてこうしてだからこれっ
て。すごく分りやすかった。私はまんまやってた。考え方が
一貫してるっていうか、どういう問題でも。岸川化学得意
だったよね。
岸:でも最初4点とかでしたよ（笑）。最後の方、ほぼ全部
勝ってたよ（笑）。三上先生はずっとセミナー、セミナーとテ
キストでいいって言われてたから、セミナーは発展問題も
全部やりましたよ。10周はしてると思う、多分。

現役は仲良いけど、成績ではライバル視していた。
鈴:凄いね。最高記録じゃない？ でも現役みんな仲はいい
けど、成績ではライバル視している所はあったよね。特に
最初は数学も化学も岸川はできてたんで、化学とか私より
出来てたし、数学も難しい問題とかできるし、知識とかも
多いし経験も多いし。化学は何度か負けた。
岸:でも最後は同じ点数だったよね。同率だったね～。あと
最後、奈良君（奈良禄太郎：北里大医学部進学）めっちゃ出
来たよね。最後のほう伸びすぎて、焦った(笑)。女子全員、
最近奈良君すごくない？って（笑）。ヤバい負ける負けるっ
て（笑）。
鈴：うちら奈良君を勝手にライバル視してたんです(笑)。奈
良君頭いいなって、授業で当てられてるの聞いてても頭の
良さそうな返しをするんです。ポンって受かっちゃいそうっ
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て(笑)。奈良君、座談会の時も、岸川さんと鈴木さんは全然
レベルが違うから自分は～とか言ってましたけどマンス
リーは取れてること多かったよね。でも私は浪人生の山岡
さん（山岡愛英：昭和大医学部進学）のことも意識してまし
た（笑）。山岡さん、数学ができるし目立ってたから。存在感
あるんです。特に凄いライバル視とかじゃないけど、私の
目標として1回は一番を取るっていう、どっかの科目で。結
局取れなかったんですけど。二番2回くらい取ったくらい
で。そういうのは思ってました、浪人生に負けてもいいか
なっていうのはなかったです。

日々成長を感じることができた。
岸：1日4科目やってた。やることを全部書いて。結果も書い
て線引いて。長文2個読むとか詳しく書くように先生に言
われてました。
鈴：私は何やるかは朝決めて。でもセミナーとかは何日に
やったとかテキストに書いて。
岸：問題に○とか△とか×とか書いてたんです。だから復
習していくと一つの問題に○が何個もあって。なんか×だ
け付けるのが嫌で、○もちゃんと付けたかったんです。や
る気になれるから。そうしたら成長がみれるんです。×か
ら△から○になったりしていくのが楽しかった（笑）。成長
感じない事なんてなかったです。
鈴：なかったね～。
岸：最初がひどいから特に（笑）。別に超停滞とかもなかっ
たよね、最後のほうになったらマンスリーでだんだん載れ
るようになったし、最初は全然載れなかったけど、夏一生
懸命やっていつのまにか。
鈴：そうだね。なんか、いつの間にかって感じでした。蓄積
できたのかなって。それに去年1年間はすごい素直になれ
た、私。自分で言うとなんか…（笑）。先生に言われたことを
真に受けて全部やったし、なんか真面目にできまし。周り
の友達も良かったし先生も良かったし環境も良かったし。
全部良かったです。
岸：普通に楽しかったよね。物理も小澤先生がすっごい丁
寧に最初から教えてくれるんです。問題をやる前に、円運

動だったら円運動について全部まとめてくれたりして、で
なんか問題数は少ないんですけど、割と網羅してくれてる
みたいな。であとはもう演習。小澤先生の授業で基礎とか
考え方を身につけて、演習はセミナー解いて持っていく。
鈴：私は演習は代官山で配られた良問と名門。セミナーは
基礎問題くらい。繰り返しているうちに覚えたりするのも
あって出来るようになっていきました。小澤先生の授業聞
くとどの問題に対してもベースになるんです。だからちょっ
と特殊な条件が入って、初見だと解きにくいときでも、解
説読むと小澤先生と変わらないじゃんって。小澤先生のや
り方でいいんだなっていう…。慈恵の問題も、そのベース
が活きてくるから、何問か大問がある中で途中までは大体
できた。全部できる必要はないと思います。それでも受
かったんで。物理は半分くらい取れてる気がする。でもそ
の時は受かるとは思ってなかったですけど。
岸：私は、学校では上位50人に入れればいいなって思って
て、一応その蓄積があった。高2とかもめっちゃ遊んでたん
ですけど、高3の1年間ガーっとやったら伸びて。代官山は
先生がすごく良いから。
鈴：私も、代官山に来る前は予習も復習も一切やらなかっ
たです。ここ来る前は一応河合に行ってたんですけど毎学
期最後にテストがあって…。授業は出てるけど復習する気
になれず、してないからなんも出来ない（笑）。

現役合格に大事な事は先生の言う事だけを聞いて
身をまかせる事が大事。
鈴：本当に先生の言う事を聞くことだと思います。代官山
なら先生の言う事だけを聞いていれば、先生に身をゆだ
ねてやっていればいいと思う。自分で考えたりする方が時
間がもったいないから。だから身を任せて先生がやれって
いたことを、やれって言われた回数以上にやる、そういう
気合でやる。先生たち、三上先生とか特に、現役時間そん
なにないから、そんなに、現役はやんなくていい、1回復習
するくらいでいいって。だからそれは絶対にやった、ホント
に。私塾にいる時間しかやってないけど、それは終わらせ
てた。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

岸：土日丸一日あるしね。
鈴：そもそも時間は作れるじゃん？時間ないっていっても
あるよね。
岸：ちゃんとやる時間はあるよね。

代官山にいると自分から勉強やりたいって思えた。
鈴：それにここにいると勉強好きになると思います。なん
か私全然難しい問題とか、あんま出来ないっていうか、簡
単なのはちゃんとできるけどっていうタイプだったんです
けど、薄先生に教えてもらって、結構なんか、解いてて薄先
生の言葉が聴こえてくるじゃないけど。「ここ気を付けろ！
」っていうのが。蘇る感じ。印象がもう。平野先生は、私を精
神面で助けてもらったんで、メチャメチャ。（笑）なんかそ
んなに他の先生には、ちょっとしんどいとか言うのも、あん
ま言わなかったし見せないようにしてたんですけど。い
や、なんかそれは、昔からなんですけど。なんか、自分で解
決できちゃえばいいかなって。そんな悩まないようにして
た。悩んでる時間もったいないなって思うから。すぐ答え
見ちゃったりとか。だけどなぜか平野先生には、１回夏に
なんかめっちゃ泣いてからよく話せるようになったし。私
そんなに、自分から先生に話かけるタイプではないから、
質問もしないし。平野先生から話してくれるんですよ。「大
丈夫か。やるしかないぞ！」みたいな感じで（笑）それで、だ
から先生のとこ行って勝手に励まされるっていう。
岸：代官山にいると、自分からやりたいって思えた、先生に
これ提出するから早く終わらせたいって思うし、予習もや
んなきゃって。
鈴：予習やってて解けた時とか、しかも先生とやり方が同
じだった時の喜びが凄い（笑）。
先生達、本当に尊敬してます。良い先生に出会えて、育てて
もらって感謝です、本当に。幅広く問題を解けるようになる
方法を教えてくれたし、あと凄い勉強が好きになれるって
いうか、授業も印象的だし、毎回の授業が発見ていうか、
毎週教えてもらって、あっそういう事だったんだっていう、
それで楽しくなってくる、だんだん分かることが増えてい
くっていうのが実感できる授業でした。だから凄い楽し
かったし、毎週の授業が楽しみでした。
東邦の数学は授業でやった問題とか繋がる問題とか多く
て、嬉しかった解いてて。わあ～出来る問題いっぱいある
～って(笑)。それから化学が浪人生に差を付けられるほど
難しくなかったっていうのも運良かったのかな。難しい問
題だと浪人生より出来るかって言ったら出来ないんで。化
学も高2の時勉強ゼロだったんで、数学はまだ貯蓄（？）、
少し蓄積されてた分があったんですけど、ほんとに化学は
高2の2月くらいの河合の模試がめっちゃ悪くて。50切って
たかな。うろ覚えですけど。ひどいですよね。で、代官山来
て。代官山は簡単なことを何度もめっちゃやらせる感じ
じゃないですか。それでなんかいつの間にか出来るように
なってたかな。言われたことをやればいいだけだから、む
しろ何回やったっていうのは自分の中でゲーム感覚、「何
回やった？」とか友達と話して。ほんと良かったです。物理
は、まとめてくれるんですよ、小澤先生が。解き方の順序
を。だから慈恵の問題とかでも落ち着いてできたし、これ

やったから次はこうしようっていう流れっていうのが、流れ
を覚える、繰り返し。なんかノートを写経してたんですよ。
他の科目も。プロセスみたいのを覚えたっていうか、写し
てて染み込ませた、身体に染み込ませた感じです。写して
染み込ませたって感じです。
三上先生のは、自分が予習で違う解き方でやってても、三
上先生の解き方を真似してそれをなんどもやる、そうやっ
てました。それで大体解けちゃうし。暗記はそこまで得意
な方じゃないんで、だから書いて覚える。家だったら書い
て喋りながら覚えるし、自習室だったらとにかくひたすら
書く、で覚える。

やるって決めたらやり続けることが大事。尊敬でき
る『先生』の存在が大きかった。
鈴：現役合格には、自分で悩む前に先生の言う事を聞くっ
ていう事が大事だと思います。悩む時間なんてないし、相
談するなら平野先生。いちばん優しいから、ほんと優しい
(笑)。あとは、本当に予習と復習。繰り返し。復習の繰り返し
です。予習は1回だから、復習は出来るなら何度でもした
ほうがいいと思います。結構前やったのって忘れていく
じゃないですか。それも時間あけて何度もやるのは必要で
す。ノートもとってありますよ、数学化学は残してます(笑)。
それから朝はしんどければ来なくてもいいと思う。でもや
るって決めたらやり続けることが大事だと思います。本当
に先生たちのお陰って感じです。だって、自分で受け身で
やってただけだから。割と時間というより、やることとか、全
部、内容は自分で考えないで与えられたものを自分が出
来る限りたくさんやろうっていうのがすごい良かったで
す。本当に教材いいです、本当に間違ってない。代官山
MEDICALがすごい楽しかった。本当に良かったです。来な
かったら慈恵は絶対に受かってなかったし友達もできた
し、本当に尊敬できる先生、『先生』って呼べるちゃんとし
た先生がいっぱいいる。友達の延長みたいな学校の先生
とは違う。それはそれでいいけど。代官山は本当に尊敬で
きる先生たちがいる場所でした。
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て(笑)。奈良君、座談会の時も、岸川さんと鈴木さんは全然
レベルが違うから自分は～とか言ってましたけどマンス
リーは取れてること多かったよね。でも私は浪人生の山岡
さん（山岡愛英：昭和大医学部進学）のことも意識してまし
た（笑）。山岡さん、数学ができるし目立ってたから。存在感
あるんです。特に凄いライバル視とかじゃないけど、私の
目標として1回は一番を取るっていう、どっかの科目で。結
局取れなかったんですけど。二番2回くらい取ったくらい
で。そういうのは思ってました、浪人生に負けてもいいか
なっていうのはなかったです。

日々成長を感じることができた。
岸：1日4科目やってた。やることを全部書いて。結果も書い
て線引いて。長文2個読むとか詳しく書くように先生に言
われてました。
鈴：私は何やるかは朝決めて。でもセミナーとかは何日に
やったとかテキストに書いて。
岸：問題に○とか△とか×とか書いてたんです。だから復
習していくと一つの問題に○が何個もあって。なんか×だ
け付けるのが嫌で、○もちゃんと付けたかったんです。や
る気になれるから。そうしたら成長がみれるんです。×か
ら△から○になったりしていくのが楽しかった（笑）。成長
感じない事なんてなかったです。
鈴：なかったね～。
岸：最初がひどいから特に（笑）。別に超停滞とかもなかっ
たよね、最後のほうになったらマンスリーでだんだん載れ
るようになったし、最初は全然載れなかったけど、夏一生
懸命やっていつのまにか。
鈴：そうだね。なんか、いつの間にかって感じでした。蓄積
できたのかなって。それに去年1年間はすごい素直になれ
た、私。自分で言うとなんか…（笑）。先生に言われたことを
真に受けて全部やったし、なんか真面目にできまし。周り
の友達も良かったし先生も良かったし環境も良かったし。
全部良かったです。
岸：普通に楽しかったよね。物理も小澤先生がすっごい丁
寧に最初から教えてくれるんです。問題をやる前に、円運

動だったら円運動について全部まとめてくれたりして、で
なんか問題数は少ないんですけど、割と網羅してくれてる
みたいな。であとはもう演習。小澤先生の授業で基礎とか
考え方を身につけて、演習はセミナー解いて持っていく。
鈴：私は演習は代官山で配られた良問と名問。セミナーは
基礎問題くらい。繰り返しているうちに覚えたりするのも
あって出来るようになっていきました。小澤先生の授業聞
くとどの問題に対してもベースになるんです。だからちょっ
と特殊な条件が入って、初見だと解きにくいときでも、解
説読むと小澤先生と変わらないじゃんって。小澤先生のや
り方でいいんだなっていう…。慈恵の問題も、そのベース
が活きてくるから、何問か大問がある中で途中までは大体
できた。全部できる必要はないと思います。それでも受
かったんで。物理は半分くらい取れてる気がする。でもそ
の時は受かるとは思ってなかったですけど。
岸：私は、学校では上位50人に入れればいいなって思って
て、一応その蓄積があった。高2とかもめっちゃ遊んでたん
ですけど、高3の1年間ガーっとやったら伸びて。代官山は
先生がすごく良いから。
鈴：私も、代官山に来る前は予習も復習も一切やらなかっ
たです。ここ来る前は一応河合に行ってたんですけど毎学
期最後にテストがあって…。授業は出てるけど復習する気
になれず、してないからなんも出来ない（笑）。

現役合格に大事な事は先生の言う事だけを聞いて
身をまかせる事が大事。
鈴：本当に先生の言う事を聞くことだと思います。代官山
なら先生の言う事だけを聞いていれば、先生に身をゆだ
ねてやっていればいいと思う。自分で考えたりする方が時
間がもったいないから。だから身を任せて先生がやれって
いたことを、やれって言われた回数以上にやる、そういう
気合でやる。先生たち、三上先生とか特に、現役時間そん
なにないから、そんなに、現役はやんなくていい、1回復習
するくらいでいいって。だからそれは絶対にやった、ホント
に。私塾にいる時間しかやってないけど、それは終わらせ
てた。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

岸：土日丸一日あるしね。
鈴：そもそも時間は作れるじゃん？時間ないっていっても
あるよね。
岸：ちゃんとやる時間はあるよね。

代官山にいると自分から勉強やりたいって思えた。
鈴：それにここにいると勉強好きになると思います。なん
か私全然難しい問題とか、あんま出来ないっていうか、簡
単なのはちゃんとできるけどっていうタイプだったんです
けど、薄先生に教えてもらって、結構なんか、解いてて薄先
生の言葉が聴こえてくるじゃないけど。「ここ気を付けろ！
」っていうのが。蘇る感じ。印象がもう。平野先生は、私を精
神面で助けてもらったんで、メチャメチャ。（笑）なんかそ
んなに他の先生には、ちょっとしんどいとか言うのも、あん
ま言わなかったし見せないようにしてたんですけど。い
や、なんかそれは、昔からなんですけど。なんか、自分で解
決できちゃえばいいかなって。そんな悩まないようにして
た。悩んでる時間もったいないなって思うから。すぐ答え
見ちゃったりとか。だけどなぜか平野先生には、１回夏に
なんかめっちゃ泣いてからよく話せるようになったし。私
そんなに、自分から先生に話かけるタイプではないから、
質問もしないし。平野先生から話してくれるんですよ。「大
丈夫か。やるしかないぞ！」みたいな感じで（笑）それで、だ
から先生のとこ行って勝手に励まされるっていう。
岸：代官山にいると、自分からやりたいって思えた、先生に
これ提出するから早く終わらせたいって思うし、予習もや
んなきゃって。
鈴：予習やってて解けた時とか、しかも先生とやり方が同
じだった時の喜びが凄い（笑）。
先生達、本当に尊敬してます。良い先生に出会えて、育てて
もらって感謝です、本当に。幅広く問題を解けるようになる
方法を教えてくれたし、あと凄い勉強が好きになれるって
いうか、授業も印象的だし、毎回の授業が発見ていうか、
毎週教えてもらって、あっそういう事だったんだっていう、
それで楽しくなってくる、だんだん分かることが増えてい
くっていうのが実感できる授業でした。だから凄い楽し
かったし、毎週の授業が楽しみでした。
東邦の数学は授業でやった問題とか繋がる問題とか多く
て、嬉しかった解いてて。わあ～出来る問題いっぱいある
～って(笑)。それから化学が浪人生に差を付けられるほど
難しくなかったっていうのも運良かったのかな。難しい問
題だと浪人生より出来るかって言ったら出来ないんで。化
学も高2の時勉強ゼロだったんで、数学はまだ貯蓄（？）、
少し蓄積されてた分があったんですけど、ほんとに化学は
高2の2月くらいの河合の模試がめっちゃ悪くて。50切って
たかな。うろ覚えですけど。ひどいですよね。で、代官山来
て。代官山は簡単なことを何度もめっちゃやらせる感じ
じゃないですか。それでなんかいつの間にか出来るように
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

伊：私はふらふらせずにガチでやってました。
数学でトップ取れたときはとても気持ち良かっ
たです。
伊：自分が思っていたよりマンスリー取れなかったで
すね。本番取れないタイプかも。ダンスは全く緊張し
ないんですけど、勉強面だとダメなんです。なんでだ
ろう。
西：私は結構取れました。数学でトップを取ったとき
はとても気持ち良かったです。上のクラスのみんなが
意識してた菅波くん（菅波賢真　日本医科大進学）を
倒せたので(笑)。
今思うと愛知推薦ちょっともったいなかったかな。ダ
メもとで受けたんやけど。ダメやったら一般で頑張れ
ばいいやくらいで。でも早く終わりたいっていうのも
ありました。
伊：二次がなかなか出ない時、三ツ橋先生なんか毎日
校舎に来て気にしてくれていたみたいで。代官山は良
い先生がたくさんいて。深瀧先生はちょっと怖いんで
す(笑)。言葉が心に刺さるんです(笑)。みんなに対して
もズバズバ言うんですけど、怖くても何度も行ってい
るうちに大丈夫になる(笑)。大丈夫になれば、とても分
かりやすかったなあって。板書の図もすごい綺麗で頭
に入りました。

テキストを信じて何周もすることが大事。
伊：テキストは代官山MEDICALのだけで、セミナーは
有機以外だったら3～4周くらい。苦手な所はそれくら
い。かなり時間かかったけどやりきれた。
西：私も3～4周。英語は本当に頑張ったつもりだった
けど。自分の期待した伸びには今イチだったけど伸び
ていることは実感できた。朝岡先生にいろいろ質問に
行きました。私はたくさん読んだ方がいい派でした。
テキストの文章はたくさん読んで復習しました。
伊：予習じゃなくて復習をメインにやってください。
私は復習メインにしてから安定しました。

西：私もたくさん派。だけど石井先生のテキストはひ
たすら音読していました。テキストだけだと不安かも
しれないけど、ここのテキストだけで絶対受かるの
で、ここを信じて頑張ってください。みんな受かって
いるし。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

クラスは近かったけどお互い意識はしていな
かった。
伊：私は最終的にクラスがM3まで上がっていくことが
できた。
西：私はM2。友達は、一番仲良かったのは若林さん。
（若林桃子：日本医科大学進学）伊藤さんとは去年あ
んまりしゃべらんかった。
伊：今が一番話している気がするね。私、友人は10人
ぐらい。
西：最初のクラスはM4。最終的に2コあがりました。
私、ここ入る時、山室先生が面談してくれたの覚えて
る。来て良かったです。1年で終わったし。母も喜んで
います。「家から近い方がいいので」って推薦受けさ
せたので。愛知医大すごくキレイです。校舎も新しい
し。
西：私の他に愛知医科大に進学したのは、渡辺くん
（渡辺秀知：愛知医科大進学）と太田くん（太田秋一
郎：愛知医科大進学）と秋山くん（秋山雄哉：愛知医
科大進学）。代官山生いると心強い。
伊：結構いるね。私は6年後に帰ってきます。宿も決め
ました。学校の近く。たまり場にならないように寮で
す。ちょくちょく帰ってきますよ。後輩のためにも。
実家の犬にも会いたいし。

朝はきちんと来ていましたが、最初の頃は色々
あって覚えてないです(笑)。
伊：私、お父さんの友達の田崎さんって方の息子さん
（田崎翔太：東京慈恵医科大進学）が居て、親がもう
ここに入れたいってことで来ました。押し強いんで。
(笑)
西：私はお母さんが色々調べてここに決めました。
入って1学期始まって、最初の頃はいろんなことが初め
てだったので覚えてない(笑)。それぐらい必死だった。
伊：もう忙しすぎて、なんかやることが多すぎて逆に
何やればいいのかわかんなくて。
やる順番が何やっていないのかわからなくなっちゃっ
て。復習しなきゃいけないし、予習もしなきゃいけな
いし、で、最初の方、予習に重点を置いちゃって復習
がちょっと追いつかなくて、それで各教科いろんな先
生に相談して解決できましたけど、大変だった。
西：私は朝早く来てました。自習室を見回すと割と早
い方だったかも。そこはしっかりこだわって続けまし
た。
伊：私も早かったと思う。6時45分とか。6時半から開
いてましたけど。

理科の先生には大変お世話になりました。
伊：印象に残った先生はやっぱり緒方先生。説明の仕
方が今までの先生と全然違って。で、知らないこと沢
山あったのが分かって、緒方先生についていけば生物
は大丈夫って思ってました。で、実際そうでした。ま
とめ方がうまいです。コンパクトで。それをひたすら

復習してました。そしたら生物伸びました。
西：私はインパクトで言えば、寺澤先生（笑）。代官
山入ってさきどりの課題やっている時に質問に行っ
て、物理の先生いますかって聞いたら、いますよって
言われて、寺澤先生に聞きに行ったらすっごい声がデ
カくて（笑）。質問した内容については丁寧に教えて
くれてよく分かったんですけど。とにかくビックリし
ました。
授業で言ったら、三上先生が一番分かりやすい。化
学ってこんなんやったんや～って思いました。三上先
生って、この問題はこれで解きなさいって言ってくれ
て、やり方を確立してくれるところが良かった。いっ
ぱいいろんなこと一度に教えられても、私は覚えられ
ないし、混乱すると思う。三上先生には毎日質問に
行ってました。軽いストーカーです(笑)。でもちゃんと
答えてくれるんです。三上先生は怖いって、浪人年数
が増えると怖くなるって、言っている人いましたけ
ど、怖い事された事ないことはない。怒られはせーへ
んけど、何回も同じ間違いをすると、ちょっと不機嫌
になるぐらいで(笑)。
伊：ちょっと怖い時があった。やったところが出来な
いとちょっと怒られた。もっと出来てくれないとっ
て、怖いんですよ。怒鳴られたりはしないけど。雰囲
気がピリっと(笑)。

石井先生の授業は緊張もしたけど、色んな話が
聞けました。
伊：石井先生の授業は緊張が過ぎました。よくでもな
いけど結構当てられました。答えられた時と答えられ
ない時があった。私、違っても言っちゃう方でした
(笑)。私あんまり物おじしないけど、でもすごい緊張は
した。
西：日頃の生活態度とかの話も、自分がちょっとダレ
てきたなって時に話してくれたから、モティベーショ
ンアップにつながった。私、夏明け頃ダレてた。その
タイミングで言ってくれて助かった。
伊：私はたまに自習室で眠い時とかはあった。でも隣
の若林さんとかは寝てなかったんで私も寝ないよう頑
張りました。自習室の席、逆側の隣は白須（白須大
士：東邦大進学）。あと百瀬（百瀬あゆこ：埼玉医科
大進学）でみんな頑張ってました。

周りに帰るのがバレるのが嫌で帰らずに頑張っ
た。
伊：代官山では朝から夜まで授業が詰まってる所が良
かったです。
西：伊藤さんと似たような感じだけど、拘束時間が長
いところ。あとは自習室に自分専用の席があったか
ら、帰ると周りの人にバレるんで、帰れなかった(笑)。
拘束時間長いと眠いときもあるけど、やらんよりはマ
シかなって(笑)。寝ないように頑張って、眠くなったら
立ち上がって歩いて。
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いところ。あとは自習室に自分専用の席があったか
ら、帰ると周りの人にバレるんで、帰れなかった(笑)。
拘束時間長いと眠いときもあるけど、やらんよりはマ
シかなって(笑)。寝ないように頑張って、眠くなったら
立ち上がって歩いて。
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卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

北里大医学部
獨協医科大

現役は最後まで伸びる！
北里では物理満点、化学も９割。

日々のテストを頑張って、
「自信を持つ」ことが一番大切。

北里大医学部進学　奈良 禄太郎くん (本郷高校卒)

2次合格
2次合格

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

埼玉医科大

医学部受験を知り尽くした
先生たち、信じ合える仲間。

こんな良い環境、他にはないです。
埼玉医科大進学　荒井 陽菜穂さん（田園調布雙葉高校卒）

前期2次合格

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

伊：私はふらふらせずにガチでやってました。
数学でトップ取れたときはとても気持ち良かっ
たです。
伊：自分が思っていたよりマンスリー取れなかったで
すね。本番取れないタイプかも。ダンスは全く緊張し
ないんですけど、勉強面だとダメなんです。なんでだ
ろう。
西：私は結構取れました。数学でトップを取ったとき
はとても気持ち良かったです。上のクラスのみんなが
意識してた菅波くん（菅波賢真　日本医科大進学）を
倒せたので(笑)。
今思うと愛知推薦ちょっともったいなかったかな。ダ
メもとで受けたんやけど。ダメやったら一般で頑張れ
ばいいやくらいで。でも早く終わりたいっていうのも
ありました。
伊：二次がなかなか出ない時、三ツ橋先生なんか毎日
校舎に来て気にしてくれていたみたいで。代官山は良
い先生がたくさんいて。深瀧先生はちょっと怖いんで
す(笑)。言葉が心に刺さるんです(笑)。みんなに対して
もズバズバ言うんですけど、怖くても何度も行ってい
るうちに大丈夫になる(笑)。大丈夫になれば、とても分
かりやすかったなあって。板書の図もすごい綺麗で頭
に入りました。

テキストを信じて何周もすることが大事。
伊：テキストは代官山MEDICALのだけで、セミナーは
有機以外だったら3～4周くらい。苦手な所はそれくら
い。かなり時間かかったけどやりきれた。
西：私も3～4周。英語は本当に頑張ったつもりだった
けど。自分の期待した伸びには今イチだったけど伸び
ていることは実感できた。朝岡先生にいろいろ質問に
行きました。私はたくさん読んだ方がいい派でした。
テキストの文章はたくさん読んで復習しました。
伊：予習じゃなくて復習をメインにやってください。
私は復習メインにしてから安定しました。

西：私もたくさん派。だけど石井先生のテキストはひ
たすら音読していました。テキストだけだと不安かも
しれないけど、ここのテキストだけで絶対受かるの
で、ここを信じて頑張ってください。みんな受かって
いるし。

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

埼玉医科大

医学部受験を知り尽くした
先生たち、信じ合える仲間。

こんな良い環境、他にはないです。
埼玉医科大進学　荒井 陽菜穂さん（田園調布雙葉高校卒）

前期2次合格
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

やってんだよ～って言われて。あと授業中に無機の基
本問題すら答えられなかったり、あまりにも出来なさ
すぎで三上先生に見捨てられるのが怖かったから(笑)、
夏に三上先生のテキスト全部覚えて、結果誰よりも無
機は出来るようになったんです。直前期のテストゼミ
では、友達たちとずっと競い合ってました。あわせて
前期のテキストを完璧に覚えました。解けるようにと
かじゃなくて完璧に覚えました。前期のテキスト完璧
にすれば、昭和の問題も解けます。物化は短期間で伸
ばしやすいと思う。あとマンスリーに慣れていれば、
入試本番の物理も簡単に感じますよ。

医学部受験を知り尽くした先生たち、こんな良
い環境、他にはないです。
荒：まず先生たちがめっちゃ良い。三上先生も小澤先
生も青葉先生も、私が関わった先生みんな医学部受験
を知り尽くしてるし、曖昧なことは絶対に言わない。
あとこの環境も。自習室に自分専用席があってみんな
ちゃんと勉強してるし。こういう良い予備校は他には
ないなって。ホントにここめっちゃ大好きなんです
よ。だからチューターやりたいんです（笑）。
奈：あ、俺もチューターやりたい（笑）。代官山の良
さですけど、授業の人数が多すぎず少なすぎず、あと
自習室の専用席が良いですね。もちろん授業の質も
めっちゃ高いし。良い授業を受けて、自分の自習席で
しっかり復習、最強じゃないですか。

出来る現役生でも、所詮同い年。自信を持つこ
とが一番大切。
荒：現役生へのアドバイスは、入れればどこでもいい
じゃなくって、恥ずかしいかもしれないけど自分の志
望校を周りに宣言した方が良いと思う。あとは先生た
ちの言うことを真面目に聞いた方がいいです。
奈：現役生は無機化学は夏からしっかり。それと前期
の理論化学の復習をしっかりすれば、日大レベルの問
題は余裕で解けます。それと勉強は質を高めること。
勉強方法を一ヶ月に一回くらい先生の所に持って行っ

て見直すとより良い勉強になると思います。一番大事
なのは自信を持つこと。鈴木さんとか岸川さん（岸川
桃子　杏林大医学部進学）がめっちゃできてて、現役
生の中でも二人は別格みたいなところがあって、でも
自分は負ける気はしなかった。こう言う風に思うよう
になったのは山室先生のおかげなんです。夏に山室先
生が、でも所詮同い年じゃん、変わんないじゃんっ
て。それで自信が持てるようになったんです。周りか
らは受からないと思われていたかもしれないけど、僕
は受かると思ってやってたんで、自信持つのが一番大
切だと思います。だからタイトルは「自信を持って」
にしてください（笑）。

信じ合える仲間が代官山にはいた、その子たち
のおかげ。
荒：友達との関わり方も大切だよね。学校とかで何か
言われてもそこでめげずに、塾に来て私も小澤先生の
ところに行って泣いたりしてたけど、自分と協力しあ
える信じ合える仲間が代官山にはいたから、合格はみ
んなのおかげでもあるんです。
奈：あと夏前に苦手な科目をしっかり固めておくこ
と。特に物理とか英語とかはちょっとでも遅れるとや
る時間なくなります。僕は受験期、これ嫌だなとかこ
れ出て欲しくないなってのはなかったんですよ。苦手
なところがなくて、全教科全科目余裕みたいな。唯一
高分子だけ克服しきれなかったけど、出ても完答まで
はカバーできるくらいには。有機が分からない人は、
早急に三上先生に相談してください（笑）
荒：基本的に代官山のカリキュラム通りにやっていけ
ば大丈夫だと思います。私も、高分子はもっと早くか
らやっておけばよかったなって思ってました。夏まで
は推薦狙ってたんで、学校の家庭科とかもめっちゃ高
得点とって（笑）、全科目90点以上取ってたんですけ
ど、ふた開けたら北里の学校推薦自体がなくなってい
たという（笑）。まじかよ～（涙）って。だから推薦
だけじゃなくて一般もちゃんと対策してくれる代官山
で良かった(笑)。本当にありがとうございました。

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

杏林大医学部

受かっている人って、
自習席にいた人だなって。

基本みんな動かないんですよ。

受かっている人って、
自習席にいた人だなって。

基本みんな動かないんですよ。
杏林大医学部進学　村山 詠美 さん(西武学園文理高校卒)

後期2次正規合格

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

最初は勉強を舐めてた。部活と塾との充実生活
に酔ってただけ(笑)
奈：僕は兄（奈良自由造　日本大医学部進学）から代
官山を勧められました。兄弟で仲良いんですよ。兄は
代官山まで自転車で通ってましたけど（笑）、自分に
は考えられないです。兄が「代官山なら現役で受かん
じゃね？」って言ってくれて。結果、１年ここにいて
現役で受かりました。良かったです。入塾したのは高
２の冬ですね。実際には部活があったので、本格的に
は年明けになってからです。でも前期は勉強を舐めて
ましたね。部活やって塾行って毎日充実してるな～っ
て、それで満足してました。充実してる自分に酔って
ました(笑)。前期はマンスリーテストで点数気にしなく
ていいからって言われてたんで、でも夏くらいに200点
超えてる人がいて、俺120点くらいなんだけどって
（笑）。次のマンスリーは柔道の最後の大会で受けら
れませんでした。都大会で勝ったんですよ。団体がベ
スト8で個人がベスト16で。でも途中で先生とか兄貴に
マンスリーもう少し気にしたらって言われて、夏明け
から気にし始めたんですよ。125点から175点、一回で
50点伸びたんです。だから現役合格して満足です。

高2時代の得意科目は国語、英語、日本史
(笑)。現役合格は難しいかな～って思ってた。
荒：私はもともと別の予備校に行ってて、でも集団授
業の方がいいかもって思って探してたら、部活の先輩
の高橋沙里さん(北里大医学部進学）に勧められて説明
会に来ました。高２の冬前くらいだったかな。私は理
系科目めっちゃ苦手で、得意科目は国語と英語と日本
史っていう（笑）。現役医学部合格は難しいのかな
～って思ってたんです。推薦も意識していて、英検一
級取りました。英検は調査書に書かれるじゃないです
か、英検二次のためにいろいろ頑張ったり、学校の勉
強も評定平均もそれなりに取れるように頑張って、あ
とスピーチコンテストの都大会にも出て３位になりま
した。全教科を代官山で受け始めたのは夏からで、そ
こからめっちゃやり出して、学校では夏の中旬から本
気で勉強していない子たちとは距離を置くようにしま
した。12月のマンスリーは現役にしてはまあまあな点
数が取れました。

現役は最後まで伸びる！北里では物理満点、化
学も9割。
奈：現役は最後まで伸びます！間違い無いです。12月
の面談で英語できてない、やれって言われたんですけ
ど、ちゃんと伸びました。高校受験したから文法は自
信あって、単語がダメだったんで、夏にめっちゃ単語
やりました。北里は3月26日繰り上げ回ってきたんで
す。夜7時半くらいに電話きて。獨協はその後でした。
北里は物理ガチで満点でしたよ。化学も９割は取って
たと思います。数学は難しくって、みんな取れてな
かったみたいだったんで、合格を確信してました。

埼玉医科の英語最高得点、あれ私です(笑)
荒：私は国際医療福祉大の本番で、隣の人のペン音と
自分の眠気で失敗して、人生で初めて英語の試験が最
後まで終わらなかったんですよ。で帰ってきて青葉先
生の前で号泣しました。量も多いし文の質も高くて、
英検一級レベルですね、あれは。でも他の大学はどこ
受けても８割か８割５分取れて、時には９割も超えて
たと思います。埼玉医科の大学ホームページに載って
る英語最高得点、あれ私です（笑）。大学の英語の先
生に、最初から「荒井さんは有名だからね」って言わ
れて（笑）。実は阿部さん（阿部有理加：国際医療福
祉大医学部進学）と一緒のインターナショナルスクー
ルだったんですよ。

小澤先生の解き方を完全コピーしたら、マンス
リーテストで2位を獲れた。
奈：俺、マンスリーで物理２位獲ったじゃないです
か。最初物理が苦手で、物理は自信がなかったので、
授業の復習と言われた通りセミナーだけをひたすら２
週間で１単元やって、それも１セクションでなくて２
週間で力学全部やってって感じで。解き方も小澤先生
の解き方を完全コピーでやりました。セミナーは答え
だけを確認して。解き方分らなかったら小澤先生のと
ころに持っていっての繰り返しで。そうしたら２位に
なりました。現役生って時間ないじゃないですか、あ
れこれ手を出したら絶対に身につかないと思うんです
よ。鈴木さん（鈴木理紗子　東京慈恵会医科大学）が
現役で慈恵受かったのは、言われたこと、決めたもの
だけ徹底的に復習してたからだと思うんです。

小澤先生と野村先生二人についていた私、最強
じゃんって(笑)
荒：物理は小澤先生の授業がめっちゃ分かりやすかっ
たです。板書がめっちゃ分かりやすいし、やる気もで
る。マンツーの野村先生も分かりやすくって、二人に
ついてもらっていたから、私最強じゃんって（笑）。
それまでは物理が大っ嫌いでいつも後回しにしていた
んですけど、その気持ちも無くなりました。セミナー
も何周もしたし、マンスリーのランキング載るのは無
理だと思ってからは、ウィークリー復習テストだけは
絶対に毎回満点取ろうって思ってて。だから基本問題
がしっかり取れるようになりました。

前期のテキストを完璧にすれば、昭和の問題も
解けます。
奈：化学はやっぱり三上先生です。めっちゃ分かりや
すい。化学は自信あったので前期はあまり復習しな
かったんですけど、夏明けに三上先生のテストゼミが
あって、先生にやれって言われてたのにそこで16点と
か取ってヤバイって（笑）。そこからめっちゃやり始
めました。有機化学の構造決定、初回全然できなかっ
たんですよ。自分流の解き方で解いていたら、お前何

卒 業 生 が 語 る

WAY TO SUCCESS

合格への
軌跡 2019年

北里大医学部
獨協医科大

現役は最後まで伸びる！
北里では物理満点、化学も９割。

日々のテストを頑張って、
「自信を持つ」ことが一番大切。

北里大医学部進学　奈良 禄太郎くん (本郷高校卒)

2次合格
2次合格
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

競ってたんじゃないかなって。清水（清水諒：埼玉医科大進
学）とも。清水あいつ生物すごい出来てましたよね。何で
そんな問題できんの？だれも解けないような問題を、緒方
先生のクラスの小テストで一人だけ解けたみたいな。内
山は2学期からぐーんて伸びて、清水は最初から出来たん
ですよ。僕は斜めの成長曲線で（笑）。最後は3人とも同じ
くらいになってたのでは？やってる奴、できる奴が周りに
いるからすごく刺激になっていました。

楽しさだけではなくキツさも重要。
自分で考えて生きていく必要があるって考えさせられまし
たね。高校までボーッと生きてたんで（笑）。何でも親に決
めてもらったりで、それだと受からないですよ、医学部に
は。代官山に来てはじめて、先生からのあの厳しさのお陰
で考えることの大切さを知ったっていうか。最終的に自分
で考えて考えてもそう言われたんで、さらに考えなきゃい
けないんだなあって。正直、きつかった。あ、でも半分半分
ですかね、きつい時はきついし、楽しい時は楽しいし。授
業は面白かったんで。テストがきつかったんですよ（笑）。
マンスリーもウィークリーも。テスト系はしんどかったで
す。もちろん頑張ってましたけど。マンスリーは月1回だし。
ウィークリーは週1回。でも、そのキツさがないと受からな
いですね、きつさが重要。獨協でも2浪3浪で入ってきた人
は予備校が楽しかったって言ってるんで、やっぱり予備校
や浪人生活を楽しんだら1年じゃ受からない。俺も半分楽
しんだんですけど、彼らはほとんど楽しんでたっていう。

集団授業で多少無理しないと伸びないです。
現役の時は結構感情的になることが多かったですけど、
代官山に来てすぐに投げ出さなくなりました。キレるとい
うよりは、全然伸びねえなとか。やらなかったからというの
もあるんですけど、現役で行っていた予備校が、東大に行
く人たちをターゲットにしている教材が多くて、どうしても
ちょっと伸びずらいというか、難しかったですね、問題は。
問題も全部東大形式なんで、大問五問あって。あと理科は
個別で教わってたんですよ。でもオールマンツーは良くな
いですね。やっぱり集団授業がなく自分のペースだけで
やってくってのは、モティベーション続かないっていうか、
なかなか進まない。多少無理しないと伸びないですね。代

官山は全く無駄がないですね。無駄なく一つ一つ分から
ないところを潰していったっていうか。

みんなと同じく日記を書くことはやってて良かったです。
やってて良かったことは、座談会でみんな言っていたよう
に、日記を書くことですかね。授業のやった事とか予習復習
も書いて。終わったら線引いて。女子のみんな、例えば吉江
さん（吉江満里奈：日本大医学部進学）とかが自習席に貼る
の流行ってましたね。あと質問内容とかも。何でこうなるの
かとかも。終わったら線引いて。大学でもやった方が良さそ
うですね。2年から授業が厳しくなってきますからね。

石井先生の授業はモチベーションを保たせてくれます。
石井先生の授業は、医学部受験に向けてモティベーション
を保たせてくれます。どうしても夏とかダレちゃうんで、秋
とかもですけど、そういう時にでも当てられて答えられな
くて悔しくてまた勉強して。石井先生も岩崎先生もなんで
こんなに細かくやるんだろう、こんな知識いらねえじゃん
なんて最初は思ってたんですけど、そういう知識が重要な
んだなって。岩崎先生の授業を通して石井先生の授業の
凄さを知るみたいな（笑）。また岩崎先生が出てきちゃった
けど（笑）。結構リンクしてたんですよ。片方の授業で学ん
だことを活かしたりして。あと英作文の時は岩崎先生に
習ったことを活かしてバーッて書けるようになりました。

合格の軌跡が道しるべでした。
授業は絶対出た方が良いです。これは出る、これは出ない
とかは良くないです。自分で決めていること自体が間違っ
ている。代官山の授業、面白いんで。授業でリフレッシュす
るみたいな。あと僕は結構落ち込む方だったんですけど、
落ち込むのは時間の無駄だと思います。人間なんで落ち込
むときはあるとは思うんですけど、そういう時はなるだけ
気楽に考えた方が良いかなと。ネガティブなのは良くない
です。時には自分を律することも大事ですけど。落ち込んだ
時、僕は『合格への軌跡』を読んでました。読むとモティ
ベーション上がりますね。電車の中でも読んでました、代官
山通信を。結構読んでましたよ、本当に良かったです。
この軌跡、来年誰かが読んでくれるんでしょうか。獨協なん
で読んでくれるか分からないですけど（笑）。合格への軌跡
はめちゃくちゃ役に立ってましたよ。共感するところとか、こ
うすればいいんだとか、そう思うよなとか。マンスリーの後
とか成績が伸びなくて落ち込んだ時とか読んでました。後
半のマンスリー後はいつも。

『諦めないこと』
諦めないことが人生では何よりも大事ってのを代官山で
学びました。そうは思っても諦めたくなる時があると思う
んですけど、それでも諦めず粘り強く。そうなれる環境が
代官山にはあるから！本番ではどの教科が出来なかったと
かあってもすぐに忘れて、次また毎月のマンスリーみたい
に極限まで頑張る。それで乗り切りました。そういう気持ち
が大切です。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

入試の結果は一次6校、2次は3校も合格。
一次通ったところは、まず岩手医科大、獨協医科大、聖マリ
アンナ医科大、杏林大の後期、埼玉医科大の前期後期両
方。一次は６校です。二次きたのは、最初にきたのは獨協
医科大、その次にきたのは岩手医科大、最後に聖マリアン
ナ医科大がきました。受かったところは、あ、これ来たなっ
ていう自信があったんですよ。僕は結構生物で稼いだなっ
て。受かってる人はみんな生物簡単だったって。数学は結
構マニュアル化したのはできましたね。

代官山MEDICALには実家から通ってました。
親がいっぱい調べたらしくって、ここが一番いいんじゃな
いかって。それに知り合いで埼玉医科受かった子のお父さ
んと母が知り合いで、代官山MEDICALは結構いいところ
だって。埼玉医科の後期終わった直後くらいですね。そこ
から代官山で勉強し始めました。夏前までずっとA５でし
た。夏明けてからA３に上がって、最後A１まで行けて。
代官山MEDICALまでの通学時間は片道２時間です。宇都
宮から大宮まで新幹線で30分くらい、その前に宇都宮駅
に行くのに車で30分かかるんですよ。毎日送ってもらって
ました。帰りもめちゃくちゃ遅かったです。下宿は考えませ
んでした。武蔵高校でも通えたし、家の布団で寝たいし。
２時間の通学時間は高校の時の気持ちで行ってました。
高校の方が朝早くて、学校が8時20分からで、5時半に起き
て6時に出てました。ここも8時半前には着いてました。時
間を作るのが大変だったから20分間の休み時間をフルに
使ってましたね。昼休みは50分ありますし、２限の前の休
み時間に飯食って、昼休みはがっつり勉強するみたいな。
質問もしやすいんですよね。先生も優しいんで、飯食いな
がら教えてくれるんで、すげえいい時間なんですよね、勉
強するには。
授業と自習室と質問を行ったり来たりで。授業も休んだこ
とないです。代官山にいる時間の方が長かったですね、電
車で往復4時間だし。家は寝るだけ。家じゃなくて寝床でし
た（笑）。入試本番も通いました。五反田TOCは東京まで行
けば近かったんですよ。

岩崎先生の精読は本番で一瞬で出来るようになる
ための練習なんですよ。
岩崎先生の精読は今までの先生とはレベルが違ったとい
うか。板書の色がカラフルで細かくて、あれ凄いんですよ。
本番で一瞬で出来るようになるための練習なんですよ。そ
うしたら、読めない英語なんてないですよ。本番も一瞬で
色がつきますね。どれが主語か1秒で見つけて。どんなに
長い文でも動詞はここだって。それくらいやってると、たい
てい読めるっていうか。本番はそこまでクォリティー高く細
かくないんだけど、練習の時にクォリティー上げておくこと
で、本番は緊張している中でも力を出せるという。深いん
ですよ。
あの精読の精度が高いのがお気に入りですね、もちろん
テクニックとかも重要なんですけど、設問から読んでいく
とか、そういうことしなくてもすぐ読めたりするので。

薄先生は受験前のナーバスなときに声を掛けてく
れて吹っ切れた。
数学はマンツー取ってたのが典先生、直前期以外は典先
生取ってました。典先生は天才の一言につきますよね。そ
んな解き方があるのっていう。結局、３割くらいしか体現
できなかったです。普通にいい人だったんで取ってました

（笑）。後はやっぱり薄先生ですかね。これは数学だけの話
ではなくて、直前期に、あー試験が始まっちまうよって感じ
で落ち込んでた時期があったっんですけど、そしたら薄先
生が声かけてきてくれて、お前は大丈夫だよって言われた
んですけど、いや～本番何が起こるかわからないんで何も
言えないですって言ったら、ここで諦めたら人生はもっと
大変だから、諦めないことが一番大事だって言われて、勉
強以上に諦めない姿勢を見せることが一番大事だって言
われて、確かにって思って、それですごい吹っ切れました
ね。それでどこでも頑張れました。直前期、キツくなった時
はその言葉を思い出して、よっしゃ残りやるぞって。メンタ
ル面は本当に薄先生のおかげです。直前結構弱ってまし
た。あんまり表には出さないタイプなんですけど(笑)。後は
平パンもよく声をかけてくれて。あと、埼玉の後期で数学
全然分からなくなっちゃって、後期が難しくってやばくっ
て、残り1分くらいで、これ計トレ（計算トレーニング）のあ
の知識を使えば何も考えなくてもできるって思って、やっ
てみたら全部バーッて埋まって、それで一次通ったと思う
んですよ。計トレは、本当に困った時の最終手段みたいな
感じで。その最終手段が合否を決めるっていう。奥深いっ
すよね（笑）。

化学はセミナーに始まってセミナーに終わりました。
セミナーは最初2周目標でやってて、途中で結構挫折し
ちゃった所があったんですけど、本当に本当の直前で化学
が伸び悩んだとこがあって、なんでだろうって思った時、
やっぱ基礎知識が抜けるんだなあって思って、それで最後
にセミナーのプロセスをバーッてやってみたんですよ。そう
したら、結構間違ってたんですよ。普通に忘れてて。またセ
ミナーをやり直しました。直前期もやってました。試験本番
でもセミナー持って行って。最後の最後で極限までセミ
ナーをやってました。結局最後はセミナーなんだ、基本なん
だなって。セミナーに始まってセミナーに終わるみたいな。

生物は深瀧先生とライバルに鍛えられました。
生物は、代官山で伸びが加速しました。僕は深瀧先生を一
番お勧めします。深瀧先生、怖いんですけど、逆にその怖
さが愛情に見えてきました（笑）。成績凄い伸びたんで、こ
ういうことか！って。2学期からマンツー取ってて、冬のマン
ツーで、これ何でこうなると思う？って聞かれて、なんとな
くって言ったら、なんとなくじゃねえよ！って、これはこうな
んだよ！って、なんとなくじゃダメなんだよ、ちゃんと説明で
きるんだよって。それで説明できるようになったら同じよう
な問題もできるって。その繰り返しで。
生物けっこう成績良かったんですけど、内山（内山幸洋：東
邦大医学部進学）も結構生物出来たんですけど、本番では
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

競ってたんじゃないかなって。清水（清水諒：埼玉医科大進
学）とも。清水あいつ生物すごい出来てましたよね。何で
そんな問題できんの？だれも解けないような問題を、緒方
先生のクラスの小テストで一人だけ解けたみたいな。内
山は2学期からぐーんて伸びて、清水は最初から出来たん
ですよ。僕は斜めの成長曲線で（笑）。最後は3人とも同じ
くらいになってたのでは？やってる奴、できる奴が周りに
いるからすごく刺激になっていました。

楽しさだけではなくキツさも重要。
自分で考えて生きていく必要があるって考えさせられまし
たね。高校までボーッと生きてたんで（笑）。何でも親に決
めてもらったりで、それだと受からないですよ、医学部に
は。代官山に来てはじめて、先生からのあの厳しさのお陰
で考えることの大切さを知ったっていうか。最終的に自分
で考えて考えてもそう言われたんで、さらに考えなきゃい
けないんだなあって。正直、きつかった。あ、でも半分半分
ですかね、きつい時はきついし、楽しい時は楽しいし。授
業は面白かったんで。テストがきつかったんですよ（笑）。
マンスリーもウィークリーも。テスト系はしんどかったで
す。もちろん頑張ってましたけど。マンスリーは月1回だし。
ウィークリーは週1回。でも、そのキツさがないと受からな
いですね、きつさが重要。獨協でも2浪3浪で入ってきた人
は予備校が楽しかったって言ってるんで、やっぱり予備校
や浪人生活を楽しんだら1年じゃ受からない。俺も半分楽
しんだんですけど、彼らはほとんど楽しんでたっていう。

集団授業で多少無理しないと伸びないです。
現役の時は結構感情的になることが多かったですけど、
代官山に来てすぐに投げ出さなくなりました。キレるとい
うよりは、全然伸びねえなとか。やらなかったからというの
もあるんですけど、現役で行っていた予備校が、東大に行
く人たちをターゲットにしている教材が多くて、どうしても
ちょっと伸びずらいというか、難しかったですね、問題は。
問題も全部東大形式なんで、大問五問あって。あと理科は
個別で教わってたんですよ。でもオールマンツーは良くな
いですね。やっぱり集団授業がなく自分のペースだけで
やってくってのは、モティベーション続かないっていうか、
なかなか進まない。多少無理しないと伸びないですね。代

官山は全く無駄がないですね。無駄なく一つ一つ分から
ないところを潰していったっていうか。

みんなと同じく日記を書くことはやってて良かったです。
やってて良かったことは、座談会でみんな言っていたよう
に、日記を書くことですかね。授業のやった事とか予習復習
も書いて。終わったら線引いて。女子のみんな、例えば吉江
さん（吉江満里奈：日本大医学部進学）とかが自習席に貼る
の流行ってましたね。あと質問内容とかも。何でこうなるの
かとかも。終わったら線引いて。大学でもやった方が良さそ
うですね。2年から授業が厳しくなってきますからね。

石井先生の授業はモチベーションを保たせてくれます。
石井先生の授業は、医学部受験に向けてモティベーション
を保たせてくれます。どうしても夏とかダレちゃうんで、秋
とかもですけど、そういう時にでも当てられて答えられな
くて悔しくてまた勉強して。石井先生も岩崎先生もなんで
こんなに細かくやるんだろう、こんな知識いらねえじゃん
なんて最初は思ってたんですけど、そういう知識が重要な
んだなって。岩崎先生の授業を通して石井先生の授業の
凄さを知るみたいな（笑）。また岩崎先生が出てきちゃった
けど（笑）。結構リンクしてたんですよ。片方の授業で学ん
だことを活かしたりして。あと英作文の時は岩崎先生に
習ったことを活かしてバーッて書けるようになりました。

合格の軌跡が道しるべでした。
授業は絶対出た方が良いです。これは出る、これは出ない
とかは良くないです。自分で決めていること自体が間違っ
ている。代官山の授業、面白いんで。授業でリフレッシュす
るみたいな。あと僕は結構落ち込む方だったんですけど、
落ち込むのは時間の無駄だと思います。人間なんで落ち込
むときはあるとは思うんですけど、そういう時はなるだけ
気楽に考えた方が良いかなと。ネガティブなのは良くない
です。時には自分を律することも大事ですけど。落ち込んだ
時、僕は『合格への軌跡』を読んでました。読むとモティ
ベーション上がりますね。電車の中でも読んでました、代官
山通信を。結構読んでましたよ、本当に良かったです。
この軌跡、来年誰かが読んでくれるんでしょうか。獨協なん
で読んでくれるか分からないですけど（笑）。合格への軌跡
はめちゃくちゃ役に立ってましたよ。共感するところとか、こ
うすればいいんだとか、そう思うよなとか。マンスリーの後
とか成績が伸びなくて落ち込んだ時とか読んでました。後
半のマンスリー後はいつも。

『諦めないこと』
諦めないことが人生では何よりも大事ってのを代官山で
学びました。そうは思っても諦めたくなる時があると思う
んですけど、それでも諦めず粘り強く。そうなれる環境が
代官山にはあるから！本番ではどの教科が出来なかったと
かあってもすぐに忘れて、次また毎月のマンスリーみたい
に極限まで頑張る。それで乗り切りました。そういう気持ち
が大切です。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

入試の結果は一次6校、2次は3校も合格。
一次通ったところは、まず岩手医科大、獨協医科大、聖マリ
アンナ医科大、杏林大の後期、埼玉医科大の前期後期両
方。一次は６校です。二次きたのは、最初にきたのは獨協
医科大、その次にきたのは岩手医科大、最後に聖マリアン
ナ医科大がきました。受かったところは、あ、これ来たなっ
ていう自信があったんですよ。僕は結構生物で稼いだなっ
て。受かってる人はみんな生物簡単だったって。数学は結
構マニュアル化したのはできましたね。

代官山MEDICALには実家から通ってました。
親がいっぱい調べたらしくって、ここが一番いいんじゃな
いかって。それに知り合いで埼玉医科受かった子のお父さ
んと母が知り合いで、代官山MEDICALは結構いいところ
だって。埼玉医科の後期終わった直後くらいですね。そこ
から代官山で勉強し始めました。夏前までずっとA５でし
た。夏明けてからA３に上がって、最後A１まで行けて。
代官山MEDICALまでの通学時間は片道２時間です。宇都
宮から大宮まで新幹線で30分くらい、その前に宇都宮駅
に行くのに車で30分かかるんですよ。毎日送ってもらって
ました。帰りもめちゃくちゃ遅かったです。下宿は考えませ
んでした。武蔵高校でも通えたし、家の布団で寝たいし。
２時間の通学時間は高校の時の気持ちで行ってました。
高校の方が朝早くて、学校が8時20分からで、5時半に起き
て6時に出てました。ここも8時半前には着いてました。時
間を作るのが大変だったから20分間の休み時間をフルに
使ってましたね。昼休みは50分ありますし、２限の前の休
み時間に飯食って、昼休みはがっつり勉強するみたいな。
質問もしやすいんですよね。先生も優しいんで、飯食いな
がら教えてくれるんで、すげえいい時間なんですよね、勉
強するには。
授業と自習室と質問を行ったり来たりで。授業も休んだこ
とないです。代官山にいる時間の方が長かったですね、電
車で往復4時間だし。家は寝るだけ。家じゃなくて寝床でし
た（笑）。入試本番も通いました。五反田TOCは東京まで行
けば近かったんですよ。

岩崎先生の精読は本番で一瞬で出来るようになる
ための練習なんですよ。
岩崎先生の精読は今までの先生とはレベルが違ったとい
うか。板書の色がカラフルで細かくて、あれ凄いんですよ。
本番で一瞬で出来るようになるための練習なんですよ。そ
うしたら、読めない英語なんてないですよ。本番も一瞬で
色がつきますね。どれが主語か1秒で見つけて。どんなに
長い文でも動詞はここだって。それくらいやってると、たい
てい読めるっていうか。本番はそこまでクォリティー高く細
かくないんだけど、練習の時にクォリティー上げておくこと
で、本番は緊張している中でも力を出せるという。深いん
ですよ。
あの精読の精度が高いのがお気に入りですね、もちろん
テクニックとかも重要なんですけど、設問から読んでいく
とか、そういうことしなくてもすぐ読めたりするので。

薄先生は受験前のナーバスなときに声を掛けてく
れて吹っ切れた。
数学はマンツー取ってたのが典先生、直前期以外は典先
生取ってました。典先生は天才の一言につきますよね。そ
んな解き方があるのっていう。結局、３割くらいしか体現
できなかったです。普通にいい人だったんで取ってました

（笑）。後はやっぱり薄先生ですかね。これは数学だけの話
ではなくて、直前期に、あー試験が始まっちまうよって感じ
で落ち込んでた時期があったっんですけど、そしたら薄先
生が声かけてきてくれて、お前は大丈夫だよって言われた
んですけど、いや～本番何が起こるかわからないんで何も
言えないですって言ったら、ここで諦めたら人生はもっと
大変だから、諦めないことが一番大事だって言われて、勉
強以上に諦めない姿勢を見せることが一番大事だって言
われて、確かにって思って、それですごい吹っ切れました
ね。それでどこでも頑張れました。直前期、キツくなった時
はその言葉を思い出して、よっしゃ残りやるぞって。メンタ
ル面は本当に薄先生のおかげです。直前結構弱ってまし
た。あんまり表には出さないタイプなんですけど(笑)。後は
平パンもよく声をかけてくれて。あと、埼玉の後期で数学
全然分からなくなっちゃって、後期が難しくってやばくっ
て、残り1分くらいで、これ計トレ（計算トレーニング）のあ
の知識を使えば何も考えなくてもできるって思って、やっ
てみたら全部バーッて埋まって、それで一次通ったと思う
んですよ。計トレは、本当に困った時の最終手段みたいな
感じで。その最終手段が合否を決めるっていう。奥深いっ
すよね（笑）。

化学はセミナーに始まってセミナーに終わりました。
セミナーは最初2周目標でやってて、途中で結構挫折し
ちゃった所があったんですけど、本当に本当の直前で化学
が伸び悩んだとこがあって、なんでだろうって思った時、
やっぱ基礎知識が抜けるんだなあって思って、それで最後
にセミナーのプロセスをバーッてやってみたんですよ。そう
したら、結構間違ってたんですよ。普通に忘れてて。またセ
ミナーをやり直しました。直前期もやってました。試験本番
でもセミナー持って行って。最後の最後で極限までセミ
ナーをやってました。結局最後はセミナーなんだ、基本なん
だなって。セミナーに始まってセミナーに終わるみたいな。

生物は深瀧先生とライバルに鍛えられました。
生物は、代官山で伸びが加速しました。僕は深瀧先生を一
番お勧めします。深瀧先生、怖いんですけど、逆にその怖
さが愛情に見えてきました（笑）。成績凄い伸びたんで、こ
ういうことか！って。2学期からマンツー取ってて、冬のマン
ツーで、これ何でこうなると思う？って聞かれて、なんとな
くって言ったら、なんとなくじゃねえよ！って、これはこうな
んだよ！って、なんとなくじゃダメなんだよ、ちゃんと説明で
きるんだよって。それで説明できるようになったら同じよう
な問題もできるって。その繰り返しで。
生物けっこう成績良かったんですけど、内山（内山幸洋：東
邦大医学部進学）も結構生物出来たんですけど、本番では
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競ってたんじゃないかなって。清水（清水諒：埼玉医科大進
学）とも。清水あいつ生物すごい出来てましたよね。何で
そんな問題できんの？だれも解けないような問題を、緒方
先生のクラスの小テストで一人だけ解けたみたいな。内
山は2学期からぐーんて伸びて、清水は最初から出来たん
ですよ。僕は斜めの成長曲線で（笑）。最後は3人とも同じ
くらいになってたのでは？やってる奴、できる奴が周りに
いるからすごく刺激になっていました。

楽しさだけではなくキツさも重要。
自分で考えて生きていく必要があるって考えさせられまし
たね。高校までボーッと生きてたんで（笑）。何でも親に決
めてもらったりで、それだと受からないですよ、医学部に
は。代官山に来てはじめて、先生からのあの厳しさのお陰
で考えることの大切さを知ったっていうか。最終的に自分
で考えて考えてもそう言われたんで、さらに考えなきゃい
けないんだなあって。正直、きつかった。あ、でも半分半分
ですかね、きつい時はきついし、楽しい時は楽しいし。授
業は面白かったんで。テストがきつかったんですよ（笑）。
マンスリーもウィークリーも。テスト系はしんどかったで
す。もちろん頑張ってましたけど。マンスリーは月1回だし。
ウィークリーは週1回。でも、そのキツさがないと受からな
いですね、きつさが重要。獨協でも2浪3浪で入ってきた人
は予備校が楽しかったって言ってるんで、やっぱり予備校
や浪人生活を楽しんだら1年じゃ受からない。俺も半分楽
しんだんですけど、彼らはほとんど楽しんでたっていう。

集団授業で多少無理しないと伸びないです。
現役の時は結構感情的になることが多かったですけど、
代官山に来てすぐに投げ出さなくなりました。キレるとい
うよりは、全然伸びねえなとか。やらなかったからというの
もあるんですけど、現役で行っていた予備校が、東大に行
く人たちをターゲットにしている教材が多くて、どうしても
ちょっと伸びずらいというか、難しかったですね、問題は。
問題も全部東大形式なんで、大問五問あって。あと理科は
個別で教わってたんですよ。でもオールマンツーは良くな
いですね。やっぱり集団授業がなく自分のペースだけで
やってくってのは、モティベーション続かないっていうか、
なかなか進まない。多少無理しないと伸びないですね。代

官山は全く無駄がないですね。無駄なく一つ一つ分から
ないところを潰していったっていうか。

みんなと同じく日記を書くことはやってて良かったです。
やってて良かったことは、座談会でみんな言っていたよう
に、日記を書くことですかね。授業のやった事とか予習復習
も書いて。終わったら線引いて。女子のみんな、例えば吉江
さん（吉江満里奈：日本大医学部進学）とかが自習席に貼る
の流行ってましたね。あと質問内容とかも。何でこうなるの
かとかも。終わったら線引いて。大学でもやった方が良さそ
うですね。2年から授業が厳しくなってきますからね。

石井先生の授業はモチベーションを保たせてくれます。
石井先生の授業は、医学部受験に向けてモティベーション
を保たせてくれます。どうしても夏とかダレちゃうんで、秋
とかもですけど、そういう時にでも当てられて答えられな
くて悔しくてまた勉強して。石井先生も岩崎先生もなんで
こんなに細かくやるんだろう、こんな知識いらねえじゃん
なんて最初は思ってたんですけど、そういう知識が重要な
んだなって。岩崎先生の授業を通して石井先生の授業の
凄さを知るみたいな（笑）。また岩崎先生が出てきちゃった
けど（笑）。結構リンクしてたんですよ。片方の授業で学ん
だことを活かしたりして。あと英作文の時は岩崎先生に
習ったことを活かしてバーッて書けるようになりました。

合格の軌跡が道しるべでした。
授業は絶対出た方が良いです。これは出る、これは出ない
とかは良くないです。自分で決めていること自体が間違っ
ている。代官山の授業、面白いんで。授業でリフレッシュす
るみたいな。あと僕は結構落ち込む方だったんですけど、
落ち込むのは時間の無駄だと思います。人間なんで落ち込
むときはあるとは思うんですけど、そういう時はなるだけ
気楽に考えた方が良いかなと。ネガティブなのは良くない
です。時には自分を律することも大事ですけど。落ち込んだ
時、僕は『合格への軌跡』を読んでました。読むとモティ
ベーション上がりますね。電車の中でも読んでました、代官
山通信を。結構読んでましたよ、本当に良かったです。
この軌跡、来年誰かが読んでくれるんでしょうか。獨協なん
で読んでくれるか分からないですけど（笑）。合格への軌跡
はめちゃくちゃ役に立ってましたよ。共感するところとか、こ
うすればいいんだとか、そう思うよなとか。マンスリーの後
とか成績が伸びなくて落ち込んだ時とか読んでました。後
半のマンスリー後はいつも。

『諦めないこと』
諦めないことが人生では何よりも大事ってのを代官山で
学びました。そうは思っても諦めたくなる時があると思う
んですけど、それでも諦めず粘り強く。そうなれる環境が
代官山にはあるから！本番ではどの教科が出来なかったと
かあってもすぐに忘れて、次また毎月のマンスリーみたい
に極限まで頑張る。それで乗り切りました。そういう気持ち
が大切です。

卒 業 生 が 語 る
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受かっている人って、
自習席にいた人だなって。

基本みんな動かないんですよ。

受かっている人って、
自習席にいた人だなって。

基本みんな動かないんですよ。
杏林大医学部進学　村山 詠美 さん(西武学園文理高校卒)
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典先生は複数の解き方を提示してくれたので、
本番で詰まっても安心だった。
数学は典さん（笑）。典さんはうーんなんて言ったら
よいんだろ。解りやすい。解き方を…、解く時に複
数、２つ以上提示してくれて、私が予習で解いてきた
やり方で間違っていたとしても、解き方があっていれ
ばじゃあそれで最後までやってみようかって。計算ミ
スっていたらそこから解きなおして。途中で変だった
らそこから解きなおして。それで答えが出て。でも俺
はこっちの方が良いって言って別の解き方で解いて。
だから本番で、もう１個知っていると詰まったときに
こっちがあるって思えるから。詰まったら数学は終わ
るから。典さん、優しく鍛えてくれました。

大っ嫌いだった化学が、めちゃめちゃ解りやす
い三上先生の授業で希望が持てるように。
化学元々大っ嫌いだったんですけど、初めの授業化学
だしみたいな。と思ったら、三上先生の化学めちゃめ
ちゃ解りやすくて。あっ、この先生だったら解るかも
しれないって。最初って周期表とかそのあたりがよく
わかってなかったんですよ。何もよくわかってなかっ
たからホント嫌いで。一気に希望が持てた。

どんな質問でも納得させてくれた原先生。
あと原先生は教え方が丁寧です。原先生はわかんない
とこ聞くと私が分かったっていうまでじっくり教えて
くれる先生でした。なんか、私の聞き方も悪くて、揚
げ足じゃないけどそういう感じの聞き方をしちゃうん
ですけど、それでも付き合ってくれるところが良かっ
た。なんでこれはダメなんですかみたいな聞き方に、
『こうだから』で終わらせるんじゃなくて、ちゃんと
納得させてくれる。ほんと、高校とは違って、何聞い
ても応えてくれる感じが違って、その質問?みたいなど
んな些細なことでも、ホント分かんないこととかを聞
きに行きやすかったです。

毎回点数を発表される小テスト、生物得意って
言った手前ひたすら頑張った。
緒方先生はテストめっちゃするんです、クラス授業で
毎週毎週テスト。前の時間にやった内容をテストし
て、で、全部点数を聞くんですよ。誰が満点で誰が点
低くてっていうのが全部わかるんで恥ずかしいし、生
物得意って言っているから、やっぱ満点取んなきゃ
なってひたすらやってました。
マンツーマンでは石原先生に資料集を一から最後まで
説明してもらって。それを私が覚えてきて今度は私が
石原先生に説明するんです。で、まあそうするとツッ
コまれるんですよ。その繰り返し、ツッコミが
（笑）。あとは考察問題をどんぐらいだろう、すごい
プリントの数を持ってきてもらって、医学部だけじゃ
なくて。全部やりました。考察は万全に。

小論文でリフレッシュ、杏林でもガッツリいけ
ました。
最初小論ってよくわかんないですよね、書き方が。不
思議。最初全然よくわかんなかった。でも代官山入っ
て、1学期から小論の授業あって、話聞いてもよくわか
んなかったのが、徐々にわかってくるとなんかもう週
１回書くって楽しい！結構リフレッシュな感じ、普段
数字とアルファベットの生活してて、そこでちょっと
違う志向の、「命」とか「医療」を考えるとか、深い
ことができるのが良い感じ。いや私２年目の一番最
初、小論３回テストあるじゃないですか。その一回目
で既卒で１位だったんですよ点数。90点ですよ。おか
げで、杏林は小論良かったと思います。ガッツリいけ
ました。後期は『流行を追うことについて書け』でし
た。ちゃんと書けましたよ。

上位校受かった人は基本自習席から動かなかっ
た。そんな周りに影響されて自分もやれた。
結局、より受かっている人って、自習席にいた人だ
なって思ってて。私２号館に行ったときに井上君と前
後で、その近くに途中から小川さんが来て。で、三好
君（三好哲平：獨協医科進学）もその間に居て。基本
彼ら動かないんですよ自習席から。小川さんとか寝な
いし。私の隣は慈恵に行った鈴木さん、あの子もい
て。で、その子がめちゃめちゃ勉強してて。ホント
ビックリするぐらい勉強してて。朝私が行ったときに
居るんですよ、高3なのに。で、8時半ぐらいに学校に
出かけて。学校行く前にここ来るって、多分6時半ぐら
いから勉強してて、8時ぐらいに行ってみたいなこと
やっているのを見てたりとかしたんで、すごく影響受
けてました、やんなきゃって。たまに外じゃないけ
ど、教室やラウンジいる人とか見るけどそういうの良
くないんだろうなって思ってた。やっぱり自習室で勉
強している人のほうがちゃんと受かってる。自習室っ
て全部自分の物置いてあるんで調べたいときにすぐ全
部調べられるから、他のとこ行くと一々戻って、取っ
てとかそういうの無駄だと思う。自習室で勉強できる
人の方が受かりやすいと思います。
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杏林大受かってほんと嬉しい。いい大学です。 
杏林受かってほんと嬉しいです。代官山MEDICALか
ら、後期だけで4人も受かりましたもんね。1400人受
けて10人の枠に,４人。 ほんとすごいですよね(笑)。誇
りです。しかも、正規。私一次でさえ受かるとは思っ
てませんでした(笑)。正規はあと、山本さん(山本奈津
子)と新井さん（新井麻理佳）、正規3人で、あと、補
欠で林さん（林杏奈）。仲良くやってます。

１浪目で１次受かったことを過信ではなく自信
にして。
　ここに来た時はホントひどかったですよね。1年頑
張って、１年目１次出たとき、出ました！川崎(笑)。
で、回って来ると思っちゃったんで（笑）。本田さん
（本田香織：岩手医科進学）や奈良君（奈良自由造：
日本大医学部進学）山﨑さん（山﨑あすか：帝京大医
学部進学）とか周りも結構受かってたから。３月終わ
りになって、ああ無理かって。３月全く勉強しなかっ
たので２浪目はA8スタートになってしまいましたが、
去年一次貰えたのが自信に変わって(笑)、だからスター
トのクラスはあんまり。受かったのも２次来なかった
のもまぐれとかではなく自分の力だと思うようにし
て。2次受からなかった、ではなく、今から2次まで伸
ばせる部分があると前向きに考えて、一次受かったこ
とに“過信”ではなく“自信”を持ってやっていけるように
なりました。Ａ８のメンバーは,小川さん(小川胡桃：東
京慈恵医科大進学)とか。井上瑞木(日本医科大特進進
学)とか。角田麻子(日本大医学部進学)。なんかすごい
ですよねＡ８みんな受かってて。今年の私は後期で受
かって、後期は140倍とか言われてましたが。受験期に
なって浮足立って勉強しないのではなく、そこで勉強
したら回ってくるとか1校だけ後期で受かるということ
もあるので、『２次合格』という文字が出るまではみ
んなにも諦めずに勉強してほしいと思います。

２年目は始発に乗って、毎日決まった時間に登
校した。
　一応朝は7:30。そんな早くないです。二号館だった
からもっと早く来てた人もいたし、自習室自体もっと
早く空いてたけど、通学に1時間掛かるんです。朝5時
に起きて、6時過ぎぐらいに始発で家を出て。着くのが
7時半前ぐらいに。私としては最大限やりました。夜は
塾でギリギリまでやってました。そうやって2年目は結
構決まった時間で来れてました。先生達から決まった
時間帯でやれって言われてたから。先生たちの言うこ
とは守ってました。スマホとかここでは一回も使わな
かったです。ずっとカバンの中入れて。私, 家では一切
勉強しない分ここでやるって決めていて、月曜日の
ウィークリーテストの前に「快速」(快速熟語構文:文英
堂)を見るぐらいはやってましたけど、基本もう家で勉
強しようって思うとこっちで勉強しなくなるから。メ
リハリつけて、携帯で遊びたいとか、そういうのは全
部家でやっていました。

マンスリーテスト貼り出されるから、頑張ろ
うってなる。
　ランキングを見て自分より上に居る人を気にしてい
ました、で、今まで自分より上に居なかった人が上に
来たりすると、あっヤバいみたいな。やんなきゃ。そ
ういう人の名前覚えます、覚えます。マンスリーテス
ト貼り出されるから、頑張ろうってなる。前回の見ら
れるじゃないですか。で見比べてあっヤバいみたい
な。

もうちょっと興味を持とう、考えようと言われ
たことで、頑張って成績はちょっとずつ上がっ
ていった。
　石井先生の授業ではよく当てられました。当てられ
て間違えてイジられました(笑)。もうちょっと興味を持
とう、考えてみようと言われました。でも言われちゃ
うのは事実だししょうがなくて。だから頑張って
ちょっとずつは上がってきてた、英語の成績は。私、
英語のθの授業好きだった。石井先生を怖いと思った
ことがなくて。楽しい授業だし、英語以外の話もいっ
ぱいするから、すごく楽しかった。すごい為になっ
た。あと青葉先生も好き。青葉先生は受験で聞かれて
苦手でも最低限取れば良いところを教えてくれまし
た。特徴的、なんか板書をバーッて書いてノートにま
とめる感じではなくて、話して言って、これなんだと
思うって聞かれて答えて違うでしょみたいなそういう
会話みたいな感じで進んでいくんで。

WAY TO SUCCESS合格への軌跡

典先生は複数の解き方を提示してくれたので、
本番で詰まっても安心だった。
数学は典さん（笑）。典さんはうーんなんて言ったら
よいんだろ。解りやすい。解き方を…、解く時に複
数、２つ以上提示してくれて、私が予習で解いてきた
やり方で間違っていたとしても、解き方があっていれ
ばじゃあそれで最後までやってみようかって。計算ミ
スっていたらそこから解きなおして。途中で変だった
らそこから解きなおして。それで答えが出て。でも俺
はこっちの方が良いって言って別の解き方で解いて。
だから本番で、もう１個知っていると詰まったときに
こっちがあるって思えるから。詰まったら数学は終わ
るから。典さん、優しく鍛えてくれました。

大っ嫌いだった化学が、めちゃめちゃ解りやす
い三上先生の授業で希望が持てるように。
化学元々大っ嫌いだったんですけど、初めの授業化学
だしみたいな。と思ったら、三上先生の化学めちゃめ
ちゃ解りやすくて。あっ、この先生だったら解るかも
しれないって。最初って周期表とかそのあたりがよく
わかってなかったんですよ。何もよくわかってなかっ
たからホント嫌いで。一気に希望が持てた。

どんな質問でも納得させてくれた原先生。
あと原先生は教え方が丁寧です。原先生はわかんない
とこ聞くと私が分かったっていうまでじっくり教えて
くれる先生でした。なんか、私の聞き方も悪くて、揚
げ足じゃないけどそういう感じの聞き方をしちゃうん
ですけど、それでも付き合ってくれるところが良かっ
た。なんでこれはダメなんですかみたいな聞き方に、
『こうだから』で終わらせるんじゃなくて、ちゃんと
納得させてくれる。ほんと、高校とは違って、何聞い
ても応えてくれる感じが違って、その質問?みたいなど
んな些細なことでも、ホント分かんないこととかを聞
きに行きやすかったです。

毎回点数を発表される小テスト、生物得意って
言った手前ひたすら頑張った。
緒方先生はテストめっちゃするんです、クラス授業で
毎週毎週テスト。前の時間にやった内容をテストし
て、で、全部点数を聞くんですよ。誰が満点で誰が点
低くてっていうのが全部わかるんで恥ずかしいし、生
物得意って言っているから、やっぱ満点取んなきゃ
なってひたすらやってました。
マンツーマンでは石原先生に資料集を一から最後まで
説明してもらって。それを私が覚えてきて今度は私が
石原先生に説明するんです。で、まあそうするとツッ
コまれるんですよ。その繰り返し、ツッコミが
（笑）。あとは考察問題をどんぐらいだろう、すごい
プリントの数を持ってきてもらって、医学部だけじゃ
なくて。全部やりました。考察は万全に。

小論文でリフレッシュ、杏林でもガッツリいけ
ました。
最初小論ってよくわかんないですよね、書き方が。不
思議。最初全然よくわかんなかった。でも代官山入っ
て、1学期から小論の授業あって、話聞いてもよくわか
んなかったのが、徐々にわかってくるとなんかもう週
１回書くって楽しい！結構リフレッシュな感じ、普段
数字とアルファベットの生活してて、そこでちょっと
違う志向の、「命」とか「医療」を考えるとか、深い
ことができるのが良い感じ。いや私２年目の一番最
初、小論３回テストあるじゃないですか。その一回目
で既卒で１位だったんですよ点数。90点ですよ。おか
げで、杏林は小論良かったと思います。ガッツリいけ
ました。後期は『流行を追うことについて書け』でし
た。ちゃんと書けましたよ。

上位校受かった人は基本自習席から動かなかっ
た。そんな周りに影響されて自分もやれた。
結局、より受かっている人って、自習席にいた人だ
なって思ってて。私２号館に行ったときに井上君と前
後で、その近くに途中から小川さんが来て。で、三好
君（三好哲平：獨協医科進学）もその間に居て。基本
彼ら動かないんですよ自習席から。小川さんとか寝な
いし。私の隣は慈恵に行った鈴木さん、あの子もい
て。で、その子がめちゃめちゃ勉強してて。ホント
ビックリするぐらい勉強してて。朝私が行ったときに
居るんですよ、高3なのに。で、8時半ぐらいに学校に
出かけて。学校行く前にここ来るって、多分6時半ぐら
いから勉強してて、8時ぐらいに行ってみたいなこと
やっているのを見てたりとかしたんで、すごく影響受
けてました、やんなきゃって。たまに外じゃないけ
ど、教室やラウンジいる人とか見るけどそういうの良
くないんだろうなって思ってた。やっぱり自習室で勉
強している人のほうがちゃんと受かってる。自習室っ
て全部自分の物置いてあるんで調べたいときにすぐ全
部調べられるから、他のとこ行くと一々戻って、取っ
てとかそういうの無駄だと思う。自習室で勉強できる
人の方が受かりやすいと思います。
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杏林大受かってほんと嬉しい。いい大学です。 
杏林受かってほんと嬉しいです。代官山MEDICALか
ら、後期だけで4人も受かりましたもんね。1400人受
けて10人の枠に,４人。 ほんとすごいですよね(笑)。誇
りです。しかも、正規。私一次でさえ受かるとは思っ
てませんでした(笑)。正規はあと、山本さん(山本奈津
子)と新井さん（新井麻理佳）、正規3人で、あと、補
欠で林さん（林杏奈）。仲良くやってます。

１浪目で１次受かったことを過信ではなく自信
にして。
　ここに来た時はホントひどかったですよね。1年頑
張って、１年目１次出たとき、出ました！川崎(笑)。
で、回って来ると思っちゃったんで（笑）。本田さん
（本田香織：岩手医科進学）や奈良君（奈良自由造：
日本大医学部進学）山﨑さん（山﨑あすか：帝京大医
学部進学）とか周りも結構受かってたから。３月終わ
りになって、ああ無理かって。３月全く勉強しなかっ
たので２浪目はA8スタートになってしまいましたが、
去年一次貰えたのが自信に変わって(笑)、だからスター
トのクラスはあんまり。受かったのも２次来なかった
のもまぐれとかではなく自分の力だと思うようにし
て。2次受からなかった、ではなく、今から2次まで伸
ばせる部分があると前向きに考えて、一次受かったこ
とに“過信”ではなく“自信”を持ってやっていけるように
なりました。Ａ８のメンバーは,小川さん(小川胡桃：東
京慈恵医科大進学)とか。井上瑞木(日本医科大特進進
学)とか。角田麻子(日本大医学部進学)。なんかすごい
ですよねＡ８みんな受かってて。今年の私は後期で受
かって、後期は140倍とか言われてましたが。受験期に
なって浮足立って勉強しないのではなく、そこで勉強
したら回ってくるとか1校だけ後期で受かるということ
もあるので、『２次合格』という文字が出るまではみ
んなにも諦めずに勉強してほしいと思います。

２年目は始発に乗って、毎日決まった時間に登
校した。
　一応朝は7:30。そんな早くないです。二号館だった
からもっと早く来てた人もいたし、自習室自体もっと
早く空いてたけど、通学に1時間掛かるんです。朝5時
に起きて、6時過ぎぐらいに始発で家を出て。着くのが
7時半前ぐらいに。私としては最大限やりました。夜は
塾でギリギリまでやってました。そうやって2年目は結
構決まった時間で来れてました。先生達から決まった
時間帯でやれって言われてたから。先生たちの言うこ
とは守ってました。スマホとかここでは一回も使わな
かったです。ずっとカバンの中入れて。私, 家では一切
勉強しない分ここでやるって決めていて、月曜日の
ウィークリーテストの前に「快速」(快速熟語構文:文英
堂)を見るぐらいはやってましたけど、基本もう家で勉
強しようって思うとこっちで勉強しなくなるから。メ
リハリつけて、携帯で遊びたいとか、そういうのは全
部家でやっていました。

マンスリーテスト貼り出されるから、頑張ろ
うってなる。
　ランキングを見て自分より上に居る人を気にしてい
ました、で、今まで自分より上に居なかった人が上に
来たりすると、あっヤバいみたいな。やんなきゃ。そ
ういう人の名前覚えます、覚えます。マンスリーテス
ト貼り出されるから、頑張ろうってなる。前回の見ら
れるじゃないですか。で見比べてあっヤバいみたい
な。

もうちょっと興味を持とう、考えようと言われ
たことで、頑張って成績はちょっとずつ上がっ
ていった。
　石井先生の授業ではよく当てられました。当てられ
て間違えてイジられました(笑)。もうちょっと興味を持
とう、考えてみようと言われました。でも言われちゃ
うのは事実だししょうがなくて。だから頑張って
ちょっとずつは上がってきてた、英語の成績は。私、
英語のθの授業好きだった。石井先生を怖いと思った
ことがなくて。楽しい授業だし、英語以外の話もいっ
ぱいするから、すごく楽しかった。すごい為になっ
た。あと青葉先生も好き。青葉先生は受験で聞かれて
苦手でも最低限取れば良いところを教えてくれまし
た。特徴的、なんか板書をバーッて書いてノートにま
とめる感じではなくて、話して言って、これなんだと
思うって聞かれて答えて違うでしょみたいなそういう
会話みたいな感じで進んでいくんで。
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

石井先生の英語θを一文一文訳した。
12月のマンスリーで英語が下がってしまったので、さ
すがにヤバいので英語強化週間をつくろうと思って、
石井先生に相談に行って、英語だけしか1週間しかやら
なかった時があって。それは僕にとって吉と出たんで
すけど。石井先生のθの勉強しようみたいな感じの指
示がでて。テキストを音読しながらノート見直してい
ました。メモを取り逃しているところが結構あって。
合格者座談会で、「思ったことはメモをしろ」って誰
か言ってるのを思い出して。ブースで音読しながら
やってて。それでわからない所があったら、先生に
「ここはどういう文法かわからないんですけど」っ
て、質問しに来てました。あれは結構効果があったん
ですよね。θを丸っきり一文一文文法的に訳せるよう
にしようとしました。θの授業は、1学期は窓側の3番
目に座ってて、夏からそこが取れなくなって。で、2列
目の逆サイドの壁から3番目に座ってました。前にいる
とよく絡まれるじゃないですか。それによって、モ
ティベアップじゃないけど…。絡まれないと気がたる
んじゃうじゃないですか。いつ当たるか分からないか
ら予習を頑張ろうという気持ちになりました。

野村先生特製のプリントをやったら物理はあが
りました。
物理は夏から野村先生のマンツー取って、野村先生特
製プリントみたいなのを渡されるんですよ、70枚ぐら
い。それを全部やったら上がりましたね。全部やって
解説もしてもらいました。毎授業3枚～4枚ぐらい解い
て、それで解説してくれるんですけど、そのプリント
が初歩からムズイのまで載ってて。空気抵抗のグラフ
で。斜面を何度にすると力のつり合いがどうなるみた
いな問題があって、それでグラフを作れみたいな問題
があって書かされるんですけど、その補足説明で積分
するとこういう公式になるんだよって言われて。数学
が得意だった僕にはとても相性が良かったです。だか
らマンツーは苦手な英語だけで十分かなと過信してた
けど、物理も取って正解でした。数学は1回、1回だけ
悪い点を取ってたんですけど、それを除いてランキン
グに載ってはいました。載ってるとはいっても大体下
の方ですけど。10番以内とかも、2回ぐらいあったん
じゃないかな。75点取って。自分はテキストはベー
シックしかやってないです。あ、丸山先生のプリント
でBasicの問題の類題をいっぱいだしてくれて。授業で
配ってくれるんですよ。僕と大坪君（大坪快：聖マリ
アンナ医科大進学）が問題を早く終わってたんで、そ
れ解いてたこともありました。そういう自分に合わせ
た課題をどの先生も出してくれるので安心して勉強に
集中できました。

最初A9だったけど合格できた。
クラスは、えーと、『Ａ9』でしたね。今年の座談会で
は、僕は最初は『9』でしたって言っときました。僕と

金子さん（金子江舞：日本大医学部進学）で『9』をア
ピールしておきました。だから頑張れと。夏前は『8』
に上がって、その後に『7』に上がって、で、そこを
キープ。下のクラスでもちゃんと復習して、先生達の
課題を自分の自習室でやっていれば受かります。今岩
手には代官山生もいっぱいいますよ。大場さん（大場
崇弘：岩手医科大進学）はアイスホッケーを考えて
るって言ってましたね。平井君（平井拓真：岩手医科
大進学）はテニス部か卓球部って言ってましたね。青
木さん（青木成曉：岩手医科大進学）も今はよく話し
ます。

現役の時と比べて、時間の使い方は改善できた。
朝早く来て夜遅くまでやろうっていう、時間面での意
識は変わりました。自習室で寝るといけないので、空
き教室で勉強したりとかそういう工夫はしてました。
特に朝は危ないので必ず教室で。4月の始まる前の面談
で石井先生に「自分で起きなさい」って言われてから
は朝はちゃんと自分で起きました。最後の方は大坪君
と岩科君（岩科夏二朗：埼玉医科大進学）で過去問演
習していました。2人はライバルだったんですけど、得
意科目がみんな違ってたので、過去問演習するたびに
刺激しあってたと思います。代官山の一年って最初は
きつかったんですけど、習慣化されるにつれて、出来
ることをやろうって思ってやってました。浪人がきつ
いとは思わなかったです。

テキストを復習すること、日記を書いて授業を
思い出すことがとても大事｡
一日を無駄にしないために、予定を立てろと言われま
した。必ずしも予定通りにはできていなかったのも
あって、日記も書いていました。一つの授業、例えば
山室先生の計トレでこういう事を話していた、こうい
う解き方を教わった、何言ってんだこの人とか（笑）
書いてたんですけど、そういう風に授業の感想を付け
ることによって、あの授業でこういうことをやったみ
たいに思い出せるようにという指導でした。
自分が合格できた秘訣は英語を超苦手からちょっと足
を引っ張る程度に抑えられたことと、二番目に苦手
だった物理が克服出来たってことですね。野村先生の
プリントから岩手は2問出たんで。1問はほぼ数値変え
ただけみたいな。もう1問は類題みたいでしたけど。そ
れは自信ありました。
物理は何度も言いますけど、野村先生のプリントです
（笑）。あと授業の復習もちゃんとやってましたよ、
間違えたとこ。田山先生や野村先生によく質問しまし
た。他のは全く使ってないです。それだけで受かりま
した。

卒 業 生 が 語 る
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逆転合格の秘訣は時間の有効活用
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WAY TO SUCCESS合格への軌跡

石井先生の英語θを一文一文訳した。
12月のマンスリーで英語が下がってしまったので、さ
すがにヤバいので英語強化週間をつくろうと思って、
石井先生に相談に行って、英語だけしか1週間しかやら
なかった時があって。それは僕にとって吉と出たんで
すけど。石井先生のθの勉強しようみたいな感じの指
示がでて。テキストを音読しながらノート見直してい
ました。メモを取り逃しているところが結構あって。
合格者座談会で、「思ったことはメモをしろ」って誰
か言ってるのを思い出して。ブースで音読しながら
やってて。それでわからない所があったら、先生に
「ここはどういう文法かわからないんですけど」っ
て、質問しに来てました。あれは結構効果があったん
ですよね。θを丸っきり一文一文文法的に訳せるよう
にしようとしました。θの授業は、1学期は窓側の3番
目に座ってて、夏からそこが取れなくなって。で、2列
目の逆サイドの壁から3番目に座ってました。前にいる
とよく絡まれるじゃないですか。それによって、モ
ティベアップじゃないけど…。絡まれないと気がたる
んじゃうじゃないですか。いつ当たるか分からないか
ら予習を頑張ろうという気持ちになりました。

野村先生特製のプリントをやったら物理はあが
りました。
物理は夏から野村先生のマンツー取って、野村先生特
製プリントみたいなのを渡されるんですよ、70枚ぐら
い。それを全部やったら上がりましたね。全部やって
解説もしてもらいました。毎授業3枚～4枚ぐらい解い
て、それで解説してくれるんですけど、そのプリント
が初歩からムズイのまで載ってて。空気抵抗のグラフ
で。斜面を何度にすると力のつり合いがどうなるみた
いな問題があって、それでグラフを作れみたいな問題
があって書かされるんですけど、その補足説明で積分
するとこういう公式になるんだよって言われて。数学
が得意だった僕にはとても相性が良かったです。だか
らマンツーは苦手な英語だけで十分かなと過信してた
けど、物理も取って正解でした。数学は1回、1回だけ
悪い点を取ってたんですけど、それを除いてランキン
グに載ってはいました。載ってるとはいっても大体下
の方ですけど。10番以内とかも、2回ぐらいあったん
じゃないかな。75点取って。自分はテキストはベー
シックしかやってないです。あ、丸山先生のプリント
でBasicの問題の類題をいっぱいだしてくれて。授業で
配ってくれるんですよ。僕と大坪君（大坪快：聖マリ
アンナ医科大進学）が問題を早く終わってたんで、そ
れ解いてたこともありました。そういう自分に合わせ
た課題をどの先生も出してくれるので安心して勉強に
集中できました。

最初A9だったけど合格できた。
クラスは、えーと、『Ａ9』でしたね。今年の座談会で
は、僕は最初は『9』でしたって言っときました。僕と

金子さん（金子江舞：日本大医学部進学）で『9』をア
ピールしておきました。だから頑張れと。夏前は『8』
に上がって、その後に『7』に上がって、で、そこを
キープ。下のクラスでもちゃんと復習して、先生達の
課題を自分の自習室でやっていれば受かります。今岩
手には代官山生もいっぱいいますよ。大場さん（大場
崇弘：岩手医科大進学）はアイスホッケーを考えて
るって言ってましたね。平井君（平井拓真：岩手医科
大進学）はテニス部か卓球部って言ってましたね。青
木さん（青木成曉：岩手医科大進学）も今はよく話し
ます。

現役の時と比べて、時間の使い方は改善できた。
朝早く来て夜遅くまでやろうっていう、時間面での意
識は変わりました。自習室で寝るといけないので、空
き教室で勉強したりとかそういう工夫はしてました。
特に朝は危ないので必ず教室で。4月の始まる前の面談
で石井先生に「自分で起きなさい」って言われてから
は朝はちゃんと自分で起きました。最後の方は大坪君
と岩科君（岩科夏二朗：埼玉医科大進学）で過去問演
習していました。2人はライバルだったんですけど、得
意科目がみんな違ってたので、過去問演習するたびに
刺激しあってたと思います。代官山の一年って最初は
きつかったんですけど、習慣化されるにつれて、出来
ることをやろうって思ってやってました。浪人がきつ
いとは思わなかったです。

テキストを復習すること、日記を書いて授業を
思い出すことがとても大事｡
一日を無駄にしないために、予定を立てろと言われま
した。必ずしも予定通りにはできていなかったのも
あって、日記も書いていました。一つの授業、例えば
山室先生の計トレでこういう事を話していた、こうい
う解き方を教わった、何言ってんだこの人とか（笑）
書いてたんですけど、そういう風に授業の感想を付け
ることによって、あの授業でこういうことをやったみ
たいに思い出せるようにという指導でした。
自分が合格できた秘訣は英語を超苦手からちょっと足
を引っ張る程度に抑えられたことと、二番目に苦手
だった物理が克服出来たってことですね。野村先生の
プリントから岩手は2問出たんで。1問はほぼ数値変え
ただけみたいな。もう1問は類題みたいでしたけど。そ
れは自信ありました。
物理は何度も言いますけど、野村先生のプリントです
（笑）。あと授業の復習もちゃんとやってましたよ、
間違えたとこ。田山先生や野村先生によく質問しまし
た。他のは全く使ってないです。それだけで受かりま
した。
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