
医学部 Part ❸

医学部を志望した動機

畑：父が医師で、医師という職業を身近に感じていたことがきっかけです。私は独創的に何かをする
のが得意でないので、そういうことよりも人との協調性や人への思いやりの方が大事になる職業であ
る医師が向いているんじゃないかな、と思ったのもあります。
田浦：僕も畑さんと同じく、父が医師で母も看護師なので、家庭で医療の話を聞く機会が多くありま
した。医学を学んで、それを人の役に立てる形で還元できる職業に憧れを抱いて医師を志しました。
他の学部も検討はしましたが、自分の性格や向き不向きを考えた上で、最終的には医学部が一番適し
ていると思いました。
白石：弟が心臓にある症状を持っています。重い病気ではありませんが、それが原因で循環器にトラ
ブルを抱えていて、「弟を救いたい」という気持ちが医師を志すきっかけになりました。総合内科で患
者さんをトータルにサポートしたいです。
　それから、僕は小５の時、ニューヨークから日本に帰ってきました。ニューヨークでの生活を経験
して、「強くなりたい」と思ったことも動機になっています。外圧や人間関係で潰されそうになった時
も、そういう逆境に負けずに仲間を支えていく大人に憧れています。医師はそんな強さを身につける
覚悟のある人がなる職業だと思っています。
浅野：高２の時、同居していた祖父と叔父が同時に他界しました。主治医の方が本当に優しくて素晴
らしい方で、２人を適切に治療してくださっただけでなく、僕たち家族にも優しい言葉をかけてくだ
さいました。医師は死に立ち会ったり、死と向き合ったりする職業です。主治医の先生の姿を見て、や
りがいのある大切な仕事だと実感したのが医学部志望の動機です。それから、高２の時、学校でプラ

高３になってからは、数学のセルフチェックシートで自分のミスを確認できたのが
勉強になりました。最初はそのシートを書くだけでかなりの時間が掛かりました。
ケアレスミスが多い私には、その作業はとても役立ちました。

畑 史織さん（東京医科歯科大・女子学院）
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医学部 Part ❸ナリアの研究をして、幹細胞が再生医療に役立つかもしれないと思ったことも、医療への興味をさら
に深めるきっかけになりました。
中田：私の母は、私を出産する際に出血が止まらず、なんとか一命をとりとめたもののなかなか体力
が回復しなかったそうです。この話を聞いた当時はとてもショックでしたが、そのショックが医学部
受験の動機になったのも確かです。命懸けで子どもを産むお母様方を、女性である自分が支えていけ
たらと思って、産婦人科医を志望しています。
白石：僕は最初、商社マンになりたかったんです。身近な人の中に、貿易や会計監査など、経済寄り
の職業の人が多かったからです。例えば、叔父は商社マンで、サウジアラビアで働いています。僕自
身も海外生活での経験を活かしたいと思い、高１の夏までは東大を目指すつもりでした。でも、改め
て自分の将来を考えた時、自分の経験を活かせて人の役にも立てる医師を目指すことに決めました。
浅野：僕は小学生の頃、素粒子物理学が好きで、「物理学者になろう」と決めていました。でも、筑駒
に入ったら、そこには優秀な人たちがたくさんいて、物理学者の夢を断念しました。研究職は上位
１% が動かしていく世界で、「自分はその１% に入れないな」と思ったからです。その時に先ほどお
話しした主治医の先生と出会い、臨床医に心惹かれました。臨床医なら、人とコミュニケーションを
とるのが好きな自分の性格も活かせると思っています。
畑：東日本大震災がきっかけで建築系に進みたいと思った時期もありました。でも、建築だとデザイ
ンの要素も入ってくるので、それよりも自分の得意なことを活かした方がいいと考えて、「建物よりも
人をみよう」と気持ちが変わりました。「医学部に進学しよう」と決めてからは、心がぶれたことはあ
りません。

入塾のきっかけ

白石：中学１年の夏に入塾しました。グノの説明会で清水先生のお話に感動したのがきっかけです。
僕はニューヨークに住んでいたので、当時は英語に自信があっておごっていました。そんな僕でした
が、僕自身が日本の中学校の授業で不満に思っていたことを清水先生がおっしゃっているのを聞いて、

「ここで英語を勉強したら伸びそうだし、知らないことを学べるんじゃないかな？」と強く心惹かれま
した。母は他塾も検討していましたが、僕は自分の強い意志でグノに決めました。
田浦：僕は、中２の時に、親の勧めで入塾しました。当時は理系科目が得意で、英語が不得意でした。
だから、「塾に入って英語を勉強したい」と親に相談しました。親は、グノに通っている友達のお母さ
んから評判を聞いていたみたいです。
畑：私はおふたりと違って、中３の冬に数学で入りました。私の学校は数学の進度が遅くて、他塾で
は三角比のサイン・コサイン・タンジェントを知っている前提で授業が進む中、それを知らない私は
授業についていけませんでした。だから、最初は他塾の授業についていきたくて、グノで三角比の講
習を受講しましたが、結局グノの方が気に入って転塾しました。数学の授業を受けているうちに「こ
こだったら続けられる」と思って、高１で英語も受講することにしました。
浅野：高１の夏まで、別の塾の英語に通っていました。そこで偏差値 30 台をたたき出してついていけ
なくなり、転塾することにしました。親の知り合いが「グノは先生がいい」と言っていたり、受験を終
えた人が「グノの先生は素晴らしい」と話していたので、講習を受けてみてから入塾を決めました。
　残念ながら現役では志望大学に合格することができず、次の１年も別の予備校に通いながら英語だ
けはグノに通い続けました。
中田：私は中３の夏に入塾しました。自分では「塾に行こう」とすら考えていませんでしたが、英語
が苦手だったこともあり、評判のいいグノを父に勧められたんです。
　私も現役時に結果を出せず、予備校に席を置きながら英語はグノに通い続けました。

グノーブルの評判

中田：私の学校では、グノに通っている人が多かったわけではありませんが、通っている人は英語の
成績が皆良かったんです。その中にグノのファンが一人いて、その人が高３英語の読解担当の先生の
ことが大好きだったんです。会うたびにその先生の話をしていたことを覚えています。他の通ってい
た人たちも本当にグノが大好きでした。
畑：女子学院でも、最初のうちはグノに通っている人はあまりいませんでした。それが段々と増えて
きて、最終的には相当な人数になっていました。グノ生の中から「授業がつまらない」という声は聞
いたことがありません。
白石：海城も同じで、中学の時はグノに通う人は少なかったんですが、段々と増えていきました。

田浦 弦太さん（東京医科歯科大・筑波大学附属駒場）

白石 耕太郎さん（北海道大・海城）
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医学部 Part ❸通っている人は皆楽しく通っていて、学校の休み時間にも「今日は数学の宿題を皆でやろう」という
勉強会が開催されたりして、グノ生が集まって勉強していました。そんな環境だったので、グノで中
等教育を終えたという感じすらあります。
田浦：僕の学校では、英語や数学に加えて、「古文が良かった」という評判をよく耳にしました。実際、
古文に通っている人も多かったです。
浅野：僕の代の筑駒では、同級生のグノ生が３、４人集まって、その週の授業の話で盛り上がったり
していました。「めちゃくちゃ面白い」という声は上がっても、文句や不満は一切出てきたことがあり
ませんでした。宿題も他塾よりは少なくてやりやすいですし、毎週の授業をきちっとやれば力がつく
ので、グノ生は全員感謝していました。

グノーブルの英語

畑：英文を後ろから返り読みしないで前から読む力がしっかり定着したことが良かったと思っていま
す。私は入塾時から自分なりに、英文を頭から読もうとしていましたが、最初は何となくのフィーリ
ングで読んでいるだけでした。読めない英文に出会うと返り読みして日本語で考えたりもしていまし
た。
　前から読む力を身につけられたのは、グノでちゃんと英文法を学べたからです。グノの授業では、
文法用語での説明を重視するのではなく、英語の語順のままに処理することが重視されていました。
基本構文の Sentences for Workout は GSL＊にもなっていたので、耳からも文法を定着させられま
した。
　授業が演習から始まって、そこで解いたものをその場で添削していただけるのもうれしかったです。
自分の課題がはっきりしている段階で解説が聞けるので、英文全体がすっきり理解できて復習もとて
もやりやすかったです。
＊ 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。

中田：グノの特長は１回の授業の内容の濃さです。先生方は添削を通して私たちの課題を把握されて
から解説をされるし、私たちも知りたいところがはっきりしている状態で解説に集中できるので無駄
がないのだと思います。
　英文全体の主旨や構成を深く理解するために、先生はその英文の背景的な部分にも時間を掛けて、
興味深いお話をしてくださいました。英語の知識だけでなく様々な考え方もたくさん学べる授業でし
た。受験勉強はもっと苦しいものだと思っていましたが、グノの英語はとにかく面白かったです。
　私は高３までグノ以外の塾に通ったことがありませんでした。１年浪人することになって、初めて
大手予備校で英語の授業を受けましたが、進度は遅いし、１回の授業の演習量も少なくて……。その
時初めてグノのすごさを実感してグノに戻ることにしました。
浅野：グノの授業の質は本当に高いです。他とは比べものになりません。確かに外部にも良い授業は
ありますが、グノの授業はそれらをはるかに超えるものがありました。先生方が本当にすごいと思い
ます。特に読解の先生からあふれ出す知識がとても深くて、直近の１年間はそれを生きがいにして
通っていました。使う教材が分厚いテキストとして固定化されているのではなく、薄い冊子とプリン
トなので、常に最新の話題を英語で読めたのもすごいことでした。
　授業の仕組みも独特です。一般的な授業は、集中するために生徒側がかなりがんばらないといけま
せんが、グノの場合、最初の要約演習から自然と集中できます。演習した答案はすぐに添削してもら
えるので、自分の英語の調子をチェックできたし、同じクラスの中での自分の位置を知る指標にもな
りました。記憶が新鮮なうちに解説を受けられるので、解説にも自然に集中できました。
　僕は、復習の中心を要約で扱った英文の音読に絞っていました。要約演習の B5 用紙１枚を深く掘
り下げながら音読していましたが、これを１年間継続したら英語の力がものすごく伸びました。
田浦：読解の授業でも英作文の授業でも、最初に問題を解いて、直後に添削されて返却していただけ
たのが良かったです。できていたらうれしいし、できていなかったら「どこができなかったのか？」
と思って先生の話を集中して聞けます。できてもできなくてもモチベーションアップにつながりまし
た。
白石：音読は大切だと思います。だから、修学旅行先でもディズニーランドでも、友達と音読してい
ました（笑）。グノに入塾した当初は文法のテキストが中心でした。その時、先生から文法のテキスト
を声にだして読むように言われて、Sentences for Workout を音読するようにしました。その結果、
口も頭も英語のリズムで回るようになりました。
　ニューヨークから帰ってきてからは、インターナショナルスクールの英語力を保持するクラスに
通っていましたが、そこは座学重視で中学受験や高校受験を目指す雰囲気がありました。「音読をやる

中田 理々子さん（群馬大・晃華学園）
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医学部 Part ❸といい」とは誰も教えてくれず、そのため英語を話す力も英語で考える力も衰えてしまったんです。
貴重なニューヨークでの経験を無駄にしかけていましたが、グノに救われました。
畑：音読は大切です。特に高３の冬期講習が終わってからの受験直前期は、GSL を全部ウォークマン
に入れて集中して取り組みました。そのお陰で、入試本番は数学で失敗しましたが、英語は手応えを
ちゃんと感じられる結果になりました。音読のお陰で、安定した英語力が身についたと思います。
田浦：僕も高３になってからは、最寄り駅と家の行き帰りの道で GSL を聞きながら、口を動かすの
を習慣にしていました。授業で扱って意味を理解している英文を耳や口を使って何度も繰り返して復
習することで、単語などの知識も定着させられましたし、英語の感覚を研ぎ澄ましていくこともでき
ました。
浅野：他塾でも音読を勧められることがありますが、やるかどうかは本人任せです。効果の上がる英
文や音声も準備されていて、やり方まで具体的に指導してくれるのはグノだけだと思います。
　先生からは、「GSL を使って耳と口を鍛えるのは肉体的訓練。人に英語のまま伝えるつもりの音読
は頭の訓練」で、どちらも大切だと言われていました。また、「語学は楽器やスポーツの練習と同じだ
から毎日繰り返そう」とも言われていました。
中田：実際、私も気に入った英文を数十回読み込んでいました。読み込んでいくうちに活き活きと読
めるようになるし、演習時に読み飛ばしていた箇所にも気づけます。音読をしていると、英語の感性
が磨かれていくと思います。授業でも、「音読をきちんとしている人なら、ここは読み間違えないと思
います」と先生がおっしゃることもあって、音読の成果を確認できる機会がよくありました。
畑：頭で理解しているだけのことと、体になじんでいることは全然違うことだというのを、グノの音
読を通して実感していました。音読を習慣化できていなかった時期は、読み間違えたり浅い読み方し
かできていなかったりで、要約でもいい点数はとれていませんでした。音読を習慣化したら、要約で
もいい点数がとれるようになりましたし、医科歯科大の長い英文をしっかり読む「英語体力」みたい
なものも培えたと思います。
　音読の前提には、授業があります。授業中に残したメモや、蛍光ペンで線を引いたトピックセンテ
ンスなどを見ながら、メリハリをつけた音読をすると効果が上がるのだと思います。
白石：音読は授業あってのものです。グノでは、例えば、科学者の研究の紹介や文豪の書いたエッ
セーなども英語で読みます。自分一人でただ読んでも、何も内容を理解できないことはよくありまし
た。背景になる知識や経験が読み手に欠けていると解釈できません。皮肉表現が見抜けないことや、
伏線が張ってあることを見落としてしまうこともあります。そういう気づきにくい点まで先生が授業
で指摘してくださいます。
　学年が上がるにつれて、授業で扱う英文の深みも増していきますが、先生の解説が巧みなので、苦
しまずに楽しく授業を受けられました。解説を聞いて十分に理解できている英文を繰り返し音読する
と、僕たちの中に英文がなじんでいき、読解力の向上につながっていくのだと思います。

英語が伸びた時期

畑：高３になってから、同じ学校のものすごく英語ができる人と同じ曜日に通って並んで授業を受け
るようになりました。彼女は 10 点満点の要約の問題で８点以上の成績ばかりとっていたので、いつ
も良い刺激をもらっていました。彼女に引っ張られて、受験学年になっても徐々に力は伸びていたと
思います。ただ、急に伸びた時期はなかったかもしれません。
田浦：僕も、急激に伸びた時期を実感したことはありません。緩やかに少しずつ伸びていったので
しょう。ただ、高３の初夏に行われたクラス分けテストでクラスがひとつ落ちてしまった時は、希望
者だけが受けられる８月末のテストで、α（最上位のクラス）に上がることを目標に復習をがんばり
ました。その結果αに復帰できたので、その時は伸びたとも言えるかもしれません。
浅野：僕は浪人時の５月に伸びを実感しました。それまでは要約で 10 点中３点とか４点とかでした
が、５月以降は合格点をとれることが多くなりました。一読して主旨や全体の流れが見えてくる感覚
がつかめるようになりました。その頃、先生からも「きれいに読めるようになったね」と言っていた
だけて、英語に自信を持てるようになりました。
　英文を「大きく読む」ことができるようになったのもその時期です。文と文、段落と段落のつなが
りを常に頭の中心におきながら読めるようになりました。
白石：僕が伸びたなと感じたのは高２の時でした。グノで習った語源の知識をもとに、語源とそこか
ら派生する単語のリストをエクセルで作りました。当時はまだ大学受験が具体的に目の前に見えてい
なかったので、「覚えよう」という姿勢で単語と向き合えていませんでした。でも、語源ノートを作る
ことで単語の抜けが消えて、つながりが見えるようになり、新しい境地に達しました。

畑 史織さん（東京医科歯科大・女子学院）
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医 学 部 Part ❸中田：中３の夏からグノに通っていましたが、高３の１学期まで勉強の癖がついていなくて怠けてい
ました。その期間は本当に復習していなかったので、当然伸びはありませんでした。でも、高３の夏
から「そろそろヤバイ！」と思って、GSL や音読を始めました。電車の中でも歩いている時にもずっ
と口パクをやっていたくらいです。シャドーイングにも力を入れていました。そうしたら、英語の見
方が変わって、英文をスラスラ読めるようになったんです。

グノーブルの数学

畑：中３の時は、解けたら手を挙げて先生に見てもらいながらどんどん進めていこう、という授業で
した。最初は補習クラスだったので、どんどん解けて「私、意外といけるじゃん！」と思っていまし
た。その後、クラス分けを経て上のクラスに上がってからは、周りの人たちと比べて、「私、解けない
じゃん！」となりましたが、この時期に楽しく解かせてもらえたお陰で基礎が固まったのだと思いま
す。
白石：グノの数学は、先生に直接アウトプットするところを見ていただけるのが特長です。中学の時
は先生がノートを見てくださり、学年が上がってもテスト演習の答案などで先生が一人ひとりのアウ
トプットを見てくださいました。解けない問題や考え方がわからなかった問題も多かったのですが、
そういう時も先生が的確な助言をくださいました。
畑：高３になってからは、セルフチェックシートで自分のミスを確認できたのが勉強になりました。
最初はそのシートを書くだけでかなりの時間が掛かりました。問題を解くよりも時間が掛かったくら
いです。
　でも、ケアレスミスが多い私には、その作業はとても役立ちました。問題を解く最初の段階で、面
積を求める対象の図形を間違えるというような根本的なミスを、「ケアレスミスだから仕方ない」と
思っているだけでは、ミスはなかなかなくなりません。セルフチェックシートにミスの内容を具体的
に記述し、何を心掛けるべきかを書くことでミスを減らせました。そのうちに、自分の傾向を一般化
し、それに対しての心構えも書くようになっていきました。
白石：セルフチェックシートは一目見ただけで、解いた問題を一気に復習できるメリットがあります。
書くのに時間はかかりますが、時間をかけた分だけ受験直前に活きてきます。トータルで見ると時間
の節約になりますし、数学の力も身につきます。
　最初は何を書いたらいいかわからなくて、具体的なことに終始していました。でも、毎週書いてい
ると、一般化できるようになっていきました。先生は一般化できているセルフチェックシートを「大
人のチェックシート」と呼んでいらっしゃいました。その言葉が僕の心に刺さって、「大人になろ
う！」と思って極力具体的なことから一般性を帰納的に引き出して書くように心掛けました。
　僕は札幌で受験したので、荷物をたくさんは持って行けませんでしたが、セルフチェックシートは
持っていきました。直前でどうしても不安になる時、セルフチェックシートを最初から読んで、高校
時代の楽しかったことや悲しかったことも振り返りつつ、自分が歩んできた数学の道を見直していま
した。

グノーブルの小論文

畑：グノでは小論文も受講していました。先生は、最近のニュースなどについて「知っていることあ
る？」と生徒に聞いた後、それに関連する話をいろいろしてくださいました。雑学教室みたいな側面
もある授業で、先生のお話が楽しかったです。
　授業ではいろんな方面への興味が湧いたり、素養のようなものが身につけられただけではなく、論
理的な文章の書き方も教わりました。「第一段落はこのくらいの分量でこういう内容を書く」といった
型を提示していただけて、その型に倣って文章を組み立てる練習をしていきました。文章を書くのが
得意でなかった私でも論理的な文章をたくさん書けるようになりました。
　グノの小論文で習ったことは、私大の小論文だけでなく、面接でも役立ちました。

グノーブルの先生

浅野：受験指導をしてくれる人としてはもちろん、教育者として、知識人として、人間としてあらゆ
る面で尊敬できる先生の存在は大きかったです。「こんな大人になりたいな」とずっと思っていました。
白石：同感です。とにかくいろんな魅力をお持ちの先生がグノにはそろっていて、大学入試という目標
を実感していなかった中学時代も、「来週も先生の話を聞きたい」とか「先生に自分のことを話したい」

白石 耕太郎さん（北海道大・海城）

浅野 峻さん（千葉大・筑波大学附属駒場）
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医 学 部 Part ❸とか、そういう気持ちでグノに通えました。先生方は人生の先輩として話を聞いてくださいました。友
達とずっと残って先生と話していたこともあります。お陰で、抵抗感なく勉強に取り組めました。
田浦：印象的だったのは、高３カリキュラムの初回授業で、そのクラスを初めて担当される先生がク
ラス全員の顔と名前を添削が終わった時にはもう覚えていらっしゃったことです。生徒にかける情熱
がすごいと感じました。
畑：先生方は最初の授業で顔と名前を覚えてくださいますが、それだけではありません。私は高３の
直前講習の時、高校生になってからは教わっていない先生と久しぶりにお会いしたんです。そうした
ら、「畑さん！」と覚えていてくださって声をかけていただけました。とてもうれしくなりました。
中田：私も畑さんと同じ経験があります。今年合格の報告に行った時、１年半くらい会っていなかっ
た先生に声をかけていただきました。グノの先生方は、しばらく会っていない生徒のことも忘れてい
ないんです。そのくらい生徒思いの先生ばかりで、生徒に対して真剣に向き合って、同じ目線に立っ
てくださいます。
白石：そういう意味で、グノの先生方は、僕にとってカウンセラーみたいな存在でもありました。高
校３年になると目標が目の前に迫ってくるので、精神的に厳しくなります。そんな時は、先生方が空
いている時間に話を聞いてくださいます。数学の先生に至っては、僕のためだけに北大の問題を 50
年分さかのぼって分析した上で、的確なアドバイスをくださいました。
中田：私は受験直前期に先生に添削を頼みました。夕方に出した添削がその夜のうちにメールで返っ
てきてびっくりしました。こんなに早く対応してくださる先生方は、本当に生徒思いです。他塾では、
先生と添削をメールでやりとりすること自体考えられません。
畑：どの先生も添削が丁寧で、感謝の気持ちしかありません。数学のセルフチェックシートやテスト
演習の添削が速達で送られてきたこともあって、本当に驚きました。質問した時も、模試のことを相
談した時も、親身になっていろいろなアドバイスをくださって、とても助かりました。

グノーブルの環境

白石：傘を貸していただけたのがありがたかったです。夏のいきなり大雨が降った時、先生が「傘を
持って行ってください」とおっしゃっていて、グノから濡れずに帰ることができました。グノには、に
わか雨に備えて傘がたくさん用意されているんです。それから、グノは他塾に比べて教室が明るくて
すっきりしているので、気持ちも明るくなれたし、勉強だけに集中できました。
畑：私は高１高２で部活が忙しかった時期、振替を利用させてもらいました。夏休みはほとんど毎日
レッスンが入っていて、なかなか時間を調整できませんでした。その時は２日で１セットになってい
る講習を１日単位で分割して、７月と８月に割り振るなど、ぐちゃぐちゃに振り替えました。それで
も受付の方は全然嫌な顔をせずに対応してくださいました。定期テスト期間中は、通常月曜日に通っ
ていた授業を金曜に振り替えることもありました。振替の自由が利くことがとても良かったです。他
塾では振替の授業はなく、代わりに画質の悪い映像は見られましたが、効果は全く違いました。
浅野：筑駒は高３の 11 月に文化祭があって、行事と塾との両立が難しいんです。でも、同じ週の中
ならどこでも振替可能なグノだったので両立が可能でした。受付をはじめ、職員の方々全員が優し
かったし、教室もきれいで、環境的にも素晴らしかったです。
田浦：僕も文化祭の準備が忙しかった高３の 10 月は大変でした。でも、グノだと後コマに出られる
し、振替も自由が利いたので助かりました。
中田：私も突然体の具合が悪くなって、当日の授業開始１時間前くらいに受付に電話をしたことがあ
りましたが、受付の方から「お大事に」と優しく言っていただけました。
　空き教室が自習室になるのも良かったです。誰もいない教室で自分一人だけで自習できることも
あって、とても集中できました。

医学部の面接

畑：順天堂大や慈恵医大の面接に比べると、医科歯科大の面接は「あれ？」という感じで終わりまし
た。医科歯科大は、医学部の志望動機や高校でがんばったことを聞かれただけでした。
田浦：医科歯科大の面接は本当にあっけなかったです。１対３で順々に先生方が質問をして、５分程
度で終わります。最初に１分程度で自己紹介をして、他は医学部の志望理由しか聞かれませんでした。
受け狙いで話すと再面接に引っかかるという噂もありましたが、とにかくこれといって問題のない面
接でした。
　一方、慶應大は待ち時間の長さが大変でした。大部屋でも移動先の廊下でも待たなくてはなりませ

田浦 弦太さん（東京医科歯科大・筑波大学附属駒場）
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医 学 部 Part ❸んでした。出願順で面接の順番が決まるので、慶應大の医学部を受験する人は、早めの出願をお勧め
します。面接自体は１対２で基本的に２回行います。医科歯科大に比べると時間も長いですが、ひ
ねった質問はなくて、普通に対策しておけば十分です。受け答えができて、きちんとした志望理由が
あれば大丈夫だと思います。３回面接になった友達もいましたが、その中には落ちた人も特待生に
なった人もいたので、３回目の面接が行われる理由についてはよくわかりません。
白石：北大では、海外経験のことなど、聞いてほしいことを聞いていただけました。僕が医科歯科大
で Global Communication Workshop に参加した時のことも聞いてもらえました。このワーク
ショップでは、大学生がメインの中に高校生の僕も参加させていただき、英語でアフリカの医療問題
について議論しました。
　直前期は面接対策にかなり時間を割きました。友達から「そんなに面接対策に時間を割いても大丈
夫なのか？」と心配されたほどです。というのも、学校によっては、面接点が理科と同じ配点だった
からです。対策としては、外部の医学部生用の講座に参加して、新聞記事をもとに先生と生徒とで討
論しました。その講座でもらった情報をもとに自分で調べることが大切だと思います。自分で調べた
方が知識は記憶に残るし、深めることもできるからです。
中田：群馬大は面接が点数化されないこともあって、面接対策にはそこまで力を入れませんでした。
いろんな大学の面接を紹介している冊子を読んで、「自分だったらどう答えるかな？」というシミュ
レーションをしたくらいです。他には、朝日新聞の『天声人語』を２、３年分読んでいました。
　実際の面接は、先生３人と生徒３人で、個人面接をまとめて行う形式でした。大学の志望理由と医
師の志望理由は聞かれるので、それだけはきちんと言うべきことを決めていました。他の質問は行き
当たりばったりで答えました。
　実際に聞かれて一番焦ったのは、産婦人科の倫理問題に関する質問です。遺伝子操作や出生前診断
について聞かれて、その場では即答できない質問もあったからです。３人の先生のうち、最後の先生
だけは圧迫感がありましたが、落ち着いて答えることを心掛けていました。
浅野：僕も、面接や小論文の対策はほぼしませんでした。面接については、医学部を選んだ理由と大
学を選んだ理由の２つは絶対に聞かれるので答える内容を準備し、それをアウトプットする練習をし
ていました。小論文は文字数が埋まれば大丈夫だと思ったので特に対策はしませんでした。
　千葉大の面接では、話の内容よりも普段からの人柄が大切だと思って臨みました。きちんと相手の
目を見てとか、落ち着いてゆとりを持ってとかです。僕は、面接官を患者さんだと思って真摯な気持
ちで受け答えをするように心掛けていました。
　慈恵医大では少し緊張が高まる思いもしました。グラフを見て意見を述べる質問で、僕の答えに対
して、ある面接官から「それなら小学生でも答えられる。それがここで求められていることだと思い
ますか？」と言われました。僕の知り合いで同じ大学を受験した４人全員が同じことを言われたみた
いでした。何を言われても冷静でいられることが大切なのかもしれません。

後輩へのアドバイス

白石：１日 15 分でも 30 分でもいいので、自分で気づいた自分の課題への対策をコツコツやってく
ださい。毎日コツコツ自分で工夫しながら積み上げることで気持ちの余裕も生まれます。直前期には
細かなことがたくさん気になって気持ちが揺らぎます。「この問題ができなかった」とか「ここで計算
をミスした」とか……。でも、それまで積み上げてきたことがあれば、その事実が自分を支えてくれ
ます。目の前の細かなことから視野を広げて、自分が歩んできたことを振り返って、「あんな課題もこ
んな課題も乗り越えてきた」と自分に言い聞かせられるように、コツコツやることをお勧めします。
田浦：理科やセンター試験対策は高３でがんばるとして、高２までに英数を固めておくことが大事で
す。高３になってからも英数を伸ばすことはできますが、他の科目にリソースを割かなければならな
くなるので、それまでに土台を築いておかないと厳しいです。逆に土台が築かれているものは本番で
活きます。僕はセンター試験の理系科目を大失敗しましたが、英語の筆記は満点、リスニングも１ミ
スで救われました。
中田：医学部志望の人は、とにかくセンター試験対策をきちんとすべきです。私の場合はセンターの
国語で全然得点できなくて、浪人時も現役時と変わらない点数でした。第一志望の二次試験すら受け
られず、とても悔しい思いをしました。センターで良い点数をとれれば、国立医学部の合格はある程
度決まります。けっして、「センターは運が良ければいける」と思わずに、文系科目をおろそかにしな
いで勉強してください。
畑：やはり、早いうちに英語と数学をある程度できるようにした方がいいです。英数で「これ以上は
下回らない」というラインを作っておくと、安心して受験できるからです。それから、グノは宿題が

中田 理々子さん（群馬大・晃華学園）
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医 学 部 Part ❸多くないので大丈夫だと思いますが、学校の授業で塾の内職をやるのは良くないと思います。学校生
活も塾の勉強も両立すると、勉強面でも力がつくし、荒んだり不安に苛まれる心も穏やかになるはず
です。
浅野：僕が１年間の浪人生活で実感したのは、先生や友人、家族など、多くの人たちに支えらえてい
るということです。家族には１年分多く学費を払ってもらっていますから、勉強しなければいけない
のはあたりまえですが、僕もコツコツやっていけば絶対力になると信じて、毎日がんばっていました。
でも、時々は本を読んだり、映画を見たり、博物館に行ったりという時間は必要です。「浪人すると成
長する」と言う人がいますが、ただ浪人しただけでは成長しません。勉強しつつも視野を広げていく
ことで、１年間与えられた時間を有意義なものに変えられます。
　特に、医師は人の生死を扱う職業ですから、医学部は安易に選択していい学部ではありません。東
大なら２年間のモラトリアムがありますが、医学部にはそれもありません。18、19 歳で決めるのは
難しい学部ですが、だからこそ、僕はこの１年間でたくさんのことを考えました。貴重な経験ができ
たと思っています。

畑 史織さん（東京医科歯科大・女子学院）
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