
医学部 Part ❶

医学部を志望した動機

山田：僕はもともと小児喘息でした。小学４年生くらいまでは病院通いも多かったのですが、医師や
両親のサポートのお陰で、今では完治しています。自分のやりたいことを自由にやれる体になった時、
改めて周囲の人たちに感謝しました。同時に、他の人の役に立てる仕事をしたいと思って、直接人の
命に関われる医師の仕事に憧れを抱くようになりました。小学６年生の時、将来の夢に「医師」と書
いていましたが、「医学部を目指そう」と決意したのは高校１年生の時です。
磯島：僕の家族には医師、しかも同じ大学の医師が多いので、幼い頃から、怪我をしても病気になっ
ても大学病院に通っていました。医療に触れる機会が多く、医師の責任や忙しさも知っていたので、
自然と「医師になりたい」という気持ちが芽生えました。それから、中学２年生の時、祖母が大腸が
んにかかって厳しい状況になったのですが、大学病院の皆さんがとても親身に対応してくださいまし
た。医師だけでなく、看護師や療法士など、様々な専門分野の方々が協力して治療にあたってくださ
るのを見て、「自分もこの中で一緒に働きたい」と思いました。父が脳神経外科医なので、幼い頃から
外科医に憧れていました。さらに、順天堂大学の天野篤先生にも憧れており、心臓外科医になりたい
という気持ちもあります。いずれにしても、外科医として、手術で患者さんを救っていけるようにな
りたいです。
山田：磯島君と違って、僕は予防医学のプロフェッショナルを目指すつもりです。僕自身、アレル
ギー体質で花粉症がひどいので、アレルギーの予防に特に興味があります。また、現代は複雑な病気
が多くて、様々な要因が組み合わさって生活習慣病を引き起こしたり、それがさらに重病につながっ
たり、最悪、死に直結したりします。こうした複雑な病気の原因を的確に見抜くことが大切なので、総
合診療医の道にも魅力を感じます。

教室はいつもきれいだったし、余分な張り紙などもないので集中できました。
空調も整備されていて過ごしやすかったです。受付の方々は、
電話の時も実際にお話しする時も、とても親身になって応対してくださいました。
 磯島 晃太郎さん（東京医科歯科大・暁星）
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医学部 Part ❶入塾のきっかけ

磯島：暁星の生徒は大体、中学入学時に塾を探しますが、僕は塾探しをしていませんでした。そんな
僕の母に、「息子をグノーブルのスタートダッシュ講座＊に通わせるけれど、一緒にどう？」と声をか
けてくれたのが友人のお母さんでした。これがきっかけで、僕は数学のスタートダッシュ講座を受け
ることになりました。講座にはほぼ飛び入り参加でしたが、先生がすぐに名前を覚えてくださったこ
とにとても感動して、数学と英語でグノに通うことになりました。中学時代はグノの具体的な良さを
実感していたわけではありませんが、学年が上がっていくにつれて本当の素晴らしさに気づいていき
ました。
＊新中１生対象の講座（２～３月に開講）。

山田：僕は磯島君より入塾が遅くて、中３の冬期講習から通い始めました。とても英語が得意で仲の
良い先輩がグノに通っていたことがきっかけです。僕はもともと英語が苦手で勉強の仕方もわからな
かったのですが、実際に講習に通ってみると、アットホームなクラスの雰囲気と予習がなく問題を授
業中に解くというスタイルがとても気に入って、そのまま通うことにしました。
　駒東は他塾に通う人たちも多かったですが、他塾の噂はあまり聞きませんでした。一方、グノに
通っている人たちは、学校でグノの会話をしていることが多かったです。僕も後輩にグノの話をして
入塾させたくらいです（笑）。
磯島：暁星では、他塾に通っている人たちが、「宿題がつらい」「学校との両立がきつい」などと言っ
ていました。グノの評判はというと、「グノに通っている人は英語がものすごくできる」と言われるこ
とが多かったです。もともとグノに通っている人は少なかったんですが、良い噂が多かったためか、
高１高２から増えてきました。

グノーブルの英語

磯島：グノの英語といえば、市販の単語帳を使わない点が特長です。僕は最初、単語帳を使わないこ
とに不安を感じて単語帳を始めたこともありました。でも、グノの先生方を信じて、語源からの説明
で理解した英単語を、グノで扱った英文を何度も読み込んで覚えていくように変えたら、英文に未知
の単語が出てきても困らなくなりました。語源から意味を推測できるからです。高３の夏以降は、単
語帳を使っていないことがかえって自信になったくらいです。
山田：僕も、語源から単語を覚えるのは本当に面白いと思いました。先生が黒板に図や絵を描いたり、
さらには体まで使ったりして単語のイメージを表現されるので、初めて授業を受けた時は、「面白い授
業だな」という印象を受けました。そんな先生のお陰で、単語がイメージとともに頭の中に湧き出る
ようになりました。中学の時は単語帳を使っていましたが、それよりもはるかに連想しやすくなって、
単語に関しては困りませんでした。
　それから、グノの教材は興味深いものばかりでした。AI のニュースや日野原重明先生の話題など、
時事的な英文や学術的な英文を読めてとてもうれしかったです。今度TOEFLⓇの受験を考えています
が、グノーブルで様々なジャンルの英文に慣れているので不安はありません。
磯島：グノの英語の授業では、英文と先生の解説を通じて時事的な話題、哲学、人生観など様々なこ
とを教わりました。受験勉強というより社会勉強に近いものがありました。僕の場合、英語を使って
教養を深めるのが楽しくて、そのために毎週通っていると言ってもいいくらいでした。
山田：確かに、グノの授業は、英語の勉強だけにとどまらず、医師に必要な教養までもが授業にちり
ばめられていたように思います。直前講習で扱ったアメリカの研修医のエッセイの内容はよく覚えて
います。そういう英文が医学部の面接で使えたり、小論文のネタになったりしました。
　グノで扱った英文の中には、論理的思考を鍛えるのに適しているものも多くありました。最初に問
題提起をして、それに対して後の文章で考察するというスタイルの英文を読んでいると、自分の思考
回路も英文の論理に近づいていくんです。僕は、面接や小論文の対策は特にしませんでしたが、普段
から英文を読む時に論理的に考えるようにしていたので、入試本番の面接ではスラスラと話せたり、
サラサラと小論文が書けたりしました。
磯島：先生はいつも要約の英文を解説する時に「トピックセンテンスが出てきたら、それに対して

『どういうことなの？』と思いなさい」とおっしゃっていました。これが面接でも役立ちました。僕は
最初に大切なことを言って、面接官が「どういうことなの？」と質問したくなるようにしたんですね。
すると、面接官とのやりとりが面白くなって、面接ではあまり緊張しませんでした。

山田 一真さん（千葉大・駒場東邦）
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医 学 部 Part ❶英語の勉強法

山田：英語の勉強の中心は音読です。先生方の解説は、英文を語順通り前から読んでいき、返り読み
することはほぼありませんでした。それを真似て、自分で読む時もいつも前から読んでいました。文
構造が複雑でも、何度も読んでいると理解できるので、その段階まできたらその日の音読はおしまい
にすることにして毎日音読に取り組みました。
磯島：僕も音読をして復習していましたが、最初の頃は、コツがつかめませんでした。たくさん音読
すればいいんだと思い込んで、ひたすら声に出して英文をどんどん読み飛ばしていました。そんなこ
とをやっていたら、一時期、かえって英語が全然読めなくなってしまったんです。
　悩んで先生に相談したら、「量を減らして、よく理解できている英文、例えば要約の英文だけに絞っ
て、内容を人に読み聞かせるつもりで読んでみましょう」とアドバイスをいただきました。その後、音
読の前に熟読して授業内容を頭にとどめてから、英文の内容を自分が喋っているつもりになって音読
するようにしました。このやり方には効果がありました。英文の内容がどんどん頭に入ってくるよう
になったんです。
　誰も相手がいないと読みづらい気がしたので、人形を前に置いて、それに聞かせるつもりで音読も
しました。それから、自分がステージに立っている様子を思い浮かべながら、椅子の上に立って音読
するのも楽しかったです。「自分は英語でスピーチできるんだぞ」という高揚感に包まれ、モチベー
ションアップにもつながりました。慣れてくるとスラスラ読めるようになって、「英語ができるように
なった」という自己肯定感を得られました。
山田：僕の場合は普通に座って英文を読んでいましたけど（笑）、誰かに読み聞かせる意識は大切にし
て音読していました。

英語が伸びた時期

山田：高１高２の頃は、グノの授業を休むことはなかったのですが、部活優先でした。真面目に取り
組むことを決めたのは部活引退後で、高２の 10 月からは GSL ＊や音読に毎日取り組みました。効果
が表れたと実感できたのは高３の夏です。この頃には、英文をスラスラ読めて、内容もすぐに頭に
入ってくるようになっていて、「英語が得意になったな」と自信も持てるようになりました。
＊ GSL（Gnoble Sound Laboratory）：中１から高３までの６学年すべてにオリジナルの英語音声教材を用意しています。

磯島：「単語帳を使わない方がいい」と納得できたのは、グノで新高３になった冬期講習から担当して
いただいた先生の解説に、ものすごく説得力があったからです。その前までは単語帳の暗記にも力を
入れていて、他の人が知らない単語を知っていることで点数をとっていたくらいです。
　でも、新高３の授業が始まると、毎回の演習で、自分の力のなさと向き合わなくてはなりませんで
した。市販の単語帳で覚えた知識だけでは対応できない英文がどんどん出てきました。英語と日本語
の対応で単語を覚えるやり方では応用力もなくて、添削対象の要約も毎回のように撃沈でした。
　「本当にマズイ」と危機感を募らせ、「先生のおっしゃる通りにしよう」と思ってグノの方針に切り
替えました。その結果、夏休みの全統模試で良い結果が出ました。
　でも、２学期になるとグノで扱う英文のレベルが上がり、またまた毎週グノの要約で打ちのめされ
ることになりました。この時の先生から受けたアドバイスが、先ほども話した「よく理解できている
英文を人に読み聞かせるつもりで」というものでした。このアドバイスのお陰で、冬から受験直前期
にかけて英文をスラスラ読めるようになりました。グノでは毎回かなりの量の英文が用意されており、
それらをすべて消化できるようになって、模試でも英語の成績が安定しました。
　ただその後も、音読ができなかったり、英語に触れない期間が続いたりすると、英文を読んでも文
字を目で追っているだけの状態になって、内容が頭に入ってこなくなることを経験しました。ですか
ら、短時間でも英語には毎日必ず触れるように心掛けていました。
山田：僕も高３の秋にそういう時期がありました。英語が安定してきたので、受験勉強の後半では、理
科の勉強にウェイトを置いたんです。音読できない日が続くと、英語が読めなくなってしまいました。
でも、防衛医科大とセンターを受験した後から、過去問を解き始めたら、また英語を読めるようにな
りました。私立入試でも英語がスラスラ解けて、受験本番では英語に助けられたくらいです。過去問
演習で英語に触れる時間が増えたのが良かったのだと思います。グノで最初に英語をやりこんでいた
ので、英語に触れない期間に停滞しても、英語の勉強を再開すれば力が元に戻ったのだと思います。

磯島 晃太郎さん（東京医科歯科大・暁星）
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医 学 部 Part ❶グノーブルの数学

山田：数学は新高３の冬期講習から受講し始めました。グノに通っている仲の良い友達が「グノの数
学は面白い」と言っていたのが受講のきっかけです。グノは英語の塾という印象が強かったので、数
学をグノにするかどうかで最初は悩みました。でも、実際に講習を受けてみたら、先生の数学に対す
る愛がひしひしと伝わってきて、「この授業はとても面白い」と思って１年間の受講を決めました。
　もともと数学は得意科目でしたが、グノの授業では結構打ちのめされました。問題集に載っている
のと似たような問題にばかり取り組んでいたから得意な気になっていただけで、実は基本的な数学の
考え方や方針の立て方すらできていない、ということを実感させられました。そんな自分の本当の姿
を認識できたのはセルフチェックシートのお陰です。最初は「こういう問題が来たらこういう方針で
解く」などとシートに書いていましたが、最後の方では「方針は立てられたけれど、繁雑な計算でミ
スをした」などと書くことが多くなりました。「計算ミスだからいいや」と軽く考えていたことと向き
合い、「自分はケアレスミスが多い」と強く自覚するようになったら、計算ミスが減りました。セルフ
チェックシートは自分を客観視できるという点で優れていると思います。
　数学で伸びたのも高３の夏です。東大模試を受けてみたら数学の偏差値が 65 だったので、「数学が
できる」という自信につながってますます数学が好きになりました。その後、解かなくていい難問に
チャレンジするなど、数学は趣味みたいになっていきましたし、入試本番まで実力を維持することも
できました。

グノーブルの先生

磯島：高２までは「様々な先生がいらっしゃるな」と思っていました。それぞれの授業で雰囲気も
違っていたからです。和

わ

気
き

藹
あい

々
あい

としているクラスもあれば、静かに集中しているクラスもありました。
そして、高３の英語で読解の先生のクラスを受けたところ、「すべての先生の魅力がこの先生にはあ
る」と思い、また、グノには統一された軸があることもその時に気づきました。
山田：どの先生も、授業を通して勉強の楽しさを伝えてくださいました。勉強を嫌々やるのではなく、

「これは楽しそうだから解いてみようかな」と思えるようになったのがありがたかったですね。興味の
あるものはやはり集中して取り組めますから、興味を持てるとそれが一番の強みになります。
磯島：先生方は全員名前をすぐ覚えてくださいますし、先生が指名して生徒が答えるというコミュニ
ケーションもあって、授業がとても楽しいものでした。生徒が変なことを言っても、先生方は優しく
受け入れてくださるのも安心感がありました。
　他の塾に通っている同級生と比べても、やはり「僕の方が勉強を楽しんでいるな」という自信があ
りました。グノの英語の授業には、理科や数学や哲学など、他領域の知識もちりばめられています。だ
から、グノで学んだことが他教科でも出てくると、知識のつながりを実感できてうれしくなることが
よくありました。そのたびにグノの英文をもう一回読み直していたので、英語は定着するし、他教科
の勉強も捗るし、とても良いサイクルが出来上がりました。
山田：授業の楽しさは、自分の担当科目を愛する先生方の熱意から来るんだと思います。先生方が全
員、黒板に絵を描いたり、科目の面白さが伝わる雑談をしたりと、生徒がどうやったらその科目を好
きになってくれるのかを考え抜いて、その結晶みたいなものを授業で提供してくださいます。いろい
ろな工夫をしながら科目の面白さを生徒に伝えたいんだという熱意が伝わってきました。
　数学の先生方は、ご自身でもたくさん問題を解いた上で良問を精選されていて、しかも毎回手書き
でびっしり書かれた解答解説をコピーして配ってくださいました。「手間がかかっているな」とわかる
教材をいただくと、先生への感謝の気持ちが生じて、僕も自主的に勉強する気になりました。「先生が
これだけがんばっていらっしゃるのに、生徒である自分ががんばらなくてどうするんだ！」といつも
思っていました。
磯島：グノの HP には、先生方の挨拶文のコーナーがあって、そこに「皆さん一人ひとりと向き合い
ながら」というようなことが書かれています。まさにその言葉通りの授業でした。さらには、先生方
の優しさにも心打たれました。特に印象的だったのは、英語の要約の授業です。毎回クラス内の点数
分布表が黒板に書かれて、右側は点数の良い人、左側は点数の良くなかった人に分かれます。先生は

「左側にいる人たちの方が得るものが多いんだと考えてください。点数が低いということは課題がた
くさん見つかったということです。解説を参考にそれを力に変えていけます」とおっしゃって、点数
が低い生徒のやる気を盛り上げてくださるんです。高い点をとれればやる気につながるし、低い点を
とっても先生に励ましていただけて、どんな点数でも自然と「がんばろう」と思える雰囲気がありま
した。

山田 一真さん（千葉大・駒場東邦）

39



医 学 部 Part ❶山田：熱意は授業時間の延長という形でも表れていました。高３英語は２コマ連続で最初は結構きつ
いのではないかと予想していました。でも、実際に２コマ連続を受けてみて、体は疲れても精神的な
疲れは全くなくて、毎週授業後は充実感や達成感で満たされていました。特に読解の授業は、演習時
間が短く感じられるし、自分が知りたいところが次々と解説されていくので夢中になれるし、時間の
長さを感じずに最後まで集中して授業を受けていました。

グノーブルの環境

磯島：教室はいつもきれいだったし、余分な張り紙などもないので集中できました。空調も整備され
ていて過ごしやすかったです。受付の方々は、電話の時も実際にお話しする時も、とても親身になっ
て応対してくださいました。筆記用具を忘れた時も、受付に相談すると貸していただけるので、安心
して授業に臨めました。
山田：僕も受付には随分とお世話になりました。高１高２の時は、部活で振替が多く、いつも受付に
電話していました。それにもかかわらず、受付の方は親切に応対してくださって、気軽に振り替えら
れました。もちろん、頻繁な振替は迷惑だとわかっていましたが、それを気兼ねなくできるグノのシ
ステムのお陰で本当に助かりました。

医学部の面接

山田：まずは千葉大の面接についてですが、例えば、「患者さんが友人からある薬を勧められたが、あ
なたは医師としてその薬のことを知らない。この時、あなたは患者さんにどう対応するか？」という
ような、設定の問題についてその場で考えさせられました。面接官と１対１のこうした面接を３回繰
り返しました。問題について３分間考えて、残り７分で自分なりの答えを述べます。
　面接官は、受験生の解答に対して「でも、こういう場合だったらどうしますか？」と追い打ちをか
けてくるので、心が揺さぶられる感じがありました。僕は少しあたふたしてしまった場面もあり、「失
敗したかな？」と思ったくらいです。でも、面接が終わると、面接官が「次もがんばってください」
と声をかけてくださったので、本当は優しい方々だったんだと思います。千葉大の面接は、受験生が
難しい状況でも落ち着いて対応できるかどうかを見ているのかもしれません。
　その他にも４校の面接を経験しました。防衛医科大、東京医科大、順天堂大、慈恵医大です。防衛
医科大は特殊で、「どうして医師になりたいか？」以外に、「どうして自衛官になりたいのか？」も聞
かれました。「親の同意を得ているか？」という質問もありました。
　東京医科大は医師適性を調べる面接でした。人と森と家のある絵を描かされたり、「彼女はいます
か？」と質問されたり、300 問くらいのマークシートを記入させられたりと、何がどう医師適性と関
係するのかよくわからない試験でした。
　順天堂大は、自分の経歴を PR する面接なので、持参していったトロフィーなどについて面接官か
ら質問をうけました。面接官は５人いますが２人は何もしません。その２人は精神科医で学生の反応
を細かく観察しているという噂もあったので、とても怖い面接でした。
　慈恵医大は、去年から小論文を導入し始めて、さらに５回面接するシステムになりましたが、千葉
大と似たような内容でした。世界の人々の幸福度と労働賃金のグラフを見せられて、「このグラフにつ
いてどう思うか？」という漠然とした質問を投げかけられました。
　面接対策としては、市販の面接対策のガイドブックや大学のパンフレットを読んでその学校の PR
ポイントを確認したり、「医学部入学後に何をしたいか？」「その学校になぜ入りたいのか？」など、一
般的な質問に対してイメージを固めたりするくらいでした。また、過去問についてネット上でも情報
収集していたので、こういうある程度のシミュレーションはしていました。でも、それ以上の対策は
しませんでしたし、それでもあまり失敗した印象はありませんでした。
磯島：医科歯科大の面接は、私立に比べて時間は短く、聞かれる内容もかなりシンプルで、軽い印象
でした。最初に自己 PR を 30 秒間で行って、その後は調査書に関する質問や「なぜ医師を志望した
か？」「なぜこの大学を選んだのか？」「大学に入ってから何をしたいか？」といったベーシックな質
問が続きます。とても楽でした。
　一方、私立は面接重視の傾向があります。医療についての知識や関心を問われることもありますし、
何よりも受験生の人となりや医師としての適正を見るために、かなり凝った質問をしてくるんです。
もちろん、そうした私立の姿勢はとても大切だと思います。医師は、医療技術を身につけていること
を前提として、人間として患者さんに寄り添えないとダメだと僕は思います。将来的には医療でも AI
と人間の医師との役割分担が進むでしょうから、医師には、患者さんに心から寄り添う気づかいや思
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医 学 部 Part ❶いやりがより強く求められるようになるはずです。私立の面接は、そうした時代の流れを踏まえたも
のなのかもしれません。
山田：将来のことといえば、医療費が高くなることが予想されます。そうなると、重病の患者さんが
増えていくでしょう。僕自身もかなりつらい状況で入院したこともあるので、患者さんの考えや気持
ち、立場がとてもよくわかります。今のこの気持ちを忘れない医師になりたいです。医師からしたら

「これくらいは大丈夫だろう」と思っても、患者さんにとってはそれがとても深刻な問題だということ
もあります。僕は、常に患者さんの立場に立って考え、患者さんが安心して自分の体を預けられる包
容力を持った医師を目指します。

後輩へのアドバイス

山田：グノの先生方は全員、プロフェッショナルです。自分の担当教科に精通しているだけでなく、
長年受験生を指導してきた経験をお持ちです。だから、どうやったら生徒が伸びるのか、どんな勉強
法が適切なのかといったことを熟知されていて、僕たちの質問にも嫌な顔ひとつせず丁寧に応えてく
ださいます。勉強法に悩んでいたり、成績が伸びずに困っていたりする人は、先生に質問してみてく
ださい。先生の助言に従って真面目に手を抜かずにやっていれば成績は伸びます。グノの先生方を信
じていけば大丈夫です。
磯島：受験本番は近づいてくると、かなり不安になって、「本当にこれで大丈夫か？自分の勉強法は正
しいのだろうか？」と疑心暗鬼になります。そんな状況下でも、気持ちを明るく持ってほしいと思い
ます。僕の体験ですが、気持ちを明るく持った時の入試はかなり結果が良かったです。そして、気持
ちを明るく持つためにも、何かを信じることはとても大切です。グノに通っているのですから、グノ
を信じてひたむきにがんばってください。
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