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横濱：病気や障害と向き合う人に、医師は大きな影響力を持つ存在です。自分の家
族の経験から、患者やその家族を勇気づけられるような医師になりたいと強く思うよ
うになりました。将来は臨床医を目指しています。
星合：暁星には医師の息子さんが多く、進路を決める時期になると、同級生たちは「医
者になりたい」と言って受験勉強を始めます。そうした雰囲気もあって「僕も医者にな
ろうかな」と思ったのが医学部志望のきっかけです。高 2 のとき、祖父が病気になり、
お世話になった医師の姿を見て、「医師になりたい！」という決意が改めて固まりました。
須関：僕は父が医師なので、小さい頃から「医師になる」という選択肢はありました。
ドラマなどを見て、「かっこいい」という憧れも持っていました。
　病気や怪我で苦しむ人たちを治療して、彼らの心を動かせる医師を目指していま
す。たとえば音楽には、心を和ませたり気持ちを前向きにさせたりする効果がありま
すが、それと同じような役割を果たしたいと思っています。
S. F.：僕は小さい頃からサッカーをやっていて、怪我で病院に行く機会が多かったの
です。「将来何をしたいか？」と考えたとき、医師という選択肢が自然と浮かびました。
　自分なりに医師という仕事について調べて、患者の体だけでなく心もケアしなけれ
ばならないし、患者との信頼関係が大切だということも分かりました。大変な職業だ
からこそ、やりがいもあると思います。
藤井：患者の心のケアは大切だと思っています。特に子どもの頃の病気や怪我は、大
きな苦しみとして人生にのしかかります。僕自身が体の弱い子どもだったので、僕と同
じ境遇の子どもたちを適切にケアして彼らの苦しみを軽減したいと思っています。
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金田：僕も自分の経験がきっかけで医師を志しました。高 1のとき大学病院で手術を
受けました。執刀医の先生が丁寧に説明してくださったり、痛みがひどいときに麻酔
科の先生が真夜中にもすぐ来てくださったりして、その対応に安心感がありました。
医師の姿に感銘を覚えました。

横濱：中1の春に入塾しました。友人のお母さんに「グノーブルがいいわよ」と勧められ、
その友人といっしょに通おうと、迷うことなくグノに決めました。英語で入塾して、数学は、
最初は講習だけ受講しました。中2からは英数両方とも通常授業を受けてきました。
藤井：僕も友人のお母さんに勧められ、中 3まで通っていた塾から高 1 のときにグノ
に転塾しました。グノは宿題で拘束しないし、英単語の丸覚えもありません。そうい
うところも決め手でした。グノの先生は、楽しそうに活き活きと授業をされます。そ
んな先生のことを中心に、麻布のグノ生は学校でもグノの話題で盛り上がって笑い
合っていました。
星合：僕は高 2 になって受験を意識し始めたときに入塾しました。学年の成績上位層
にはグノ生がたくさんいました。しかもグノ生は全員、「今日はグノだ」とにこやかに
話していて、とても楽しそうでした。グノ生以外の人たちも「グノ生はみんなできる
よね」と話しているのを聞いて、「自分もグノに入ったら伸びそうだ」と思ったのです。
横濱：英語を受講しているグノ生たちは、成績が急上昇していました。だから、暁星
では「グノすごいな」という話題で持ちきりでした。
金田：駒東でも、成績上位者にグノ生が多かったので、彼らに憧れてグノに入塾する
人が後を絶ちませんでした。僕もその一人で高 1 の冬に入塾しました。当時の僕は
学校での英語の成績がだいぶ安定してきて、「学校プラスアルファで英語の力を伸ば
したいな」と思っていました。高 1の夏に手術を受けた後、「医師になりたい」という
目標もできたので、勉強を頑張り始めた時期でもありました。
須関：僕も高1 の冬に入塾しました。学校で実力テストが始まって、定期試験とは違っ
て点数をとれず、「そろそろ受験を視野に入れて塾に通った方がいいのかな」と感じ
ました。塾の評判を友達に聞いたりネットで調べたりしていたところ、グノの英語の
方針が目に留まりました。僕は暗記が苦手なので、英文を読みながら単語や文法を
覚えるという勉強法が魅力的でした。
　学校では模試の上位層にグノ生が多くて、他塾の人たちも「英語はグノが強い」
と口にしていました。
S. F. ：確かに開成では「グノは英語が強い」と評判でした。実際グノには友達がたく
さん通っていて、彼らはみんな楽しそうでした。彼らから、宿題の量が適切だという話
も聞いていました。それで僕も、高1の初めに英語と数学でグノに入りました。「入った
らどんな感じかな？」と期待を持ってグノに入って、結果は期待以上でした。

金田：高 1の前半に通っていた塾は大人数の授業で、生徒をきちんと見てくれません
でした。その点、グノは、先生が生徒一人ひとりに関心を示してくれます。添削もし
てもらえるし、授業中も指名してくれます。それから、グノの授業では、長時間なの
に本当に一生懸命になれたので、グノ生同士の一体感が生まれていました。
横濱：教室に教壇がないのもグノの特長でした。グノの先生は生徒と同じ目線で授業
してくれますから親近感が持てます。他塾には教壇があって、一段上から先生が授
業をするので、見下ろされているように感じられて、そこに距離が生まれてしまいます。
藤井：授業のときは結構みんな前に座っていて、それで物理的に先生との距離が近い
なというのと、先生たちが毎回添削してくれているので、生徒のことをよく分かりな
がら授業をしてくれるという意味でも近いと思います。勉強以外の個人的な話を先生
としている生徒もいて、それが気軽にできるところにもグノらしさがあると思います。

須関 大さん（千葉大・開成）

入塾のきっかけ

グノーブルの授業の魅力
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星合：グノの授業は先生と生徒との関係で成り立っています。先生が一方的にしゃ
べって、生徒が聞いているだけではないのです。
　たとえば数学の授業では、生徒たちが解いてきた宿題の結果について、「この人は
このようにできていて、このやり方はいいよね」と先生が講評してくださいます。「仲
間たちがどのくらいできるのか ？ 何ができていて何ができていないのか ？ どんな解き
方をしているのか？」を知ることは、自分の勉強にとても参考になります。一人で勉
強に打ち込んでいるだけでは得られないメリットでした。
横濱：英語では「単語帳不要」という方針で、単語を語源から教えてくれるのも斬新で
した。単語帳を暗記する時間を理科など他科目の勉強時間に回せたのが良かったです。
須関：他塾では単語帳のチェックテストが毎週あるという話をよく耳にしました。毎
週単語を暗記するのは負担になるので、それがないのは楽でした。それなのに、グノ
の授業を受けていると、英文を読めるようになっているのです。授業や音読を通して
自然に無理なく語彙が増えていて、「こんな勉強法もある」と感激していました。
S. F.：授業中に解いた問題を、すぐに添削してもらえて、すぐに解説を受けられるの
が僕としては一番嬉しかったです。他塾だと、宿題をやってきて塾でその解説という
スタイルだと思います。グノのやり方だと、すぐにコメントがもらえてモチベーション
が上がるし、課題も的確に指摘してもらえるし、疑問点が新鮮なうちに解説してもら
えます。授業に向かう気持ちに大きな違いができます。
　市販の単語帳を覚えるのは、僕も苦手だったので、グノの方針が肌に合っていま
した。単語帳の暗記は、印象に残らないし不毛だと思います。それに対して、グノの
授業で扱う英文はとても面白くて、楽しみながら何度も音読していると、英単語が自
然と頭の中に入ってくるのです。そもそも僕は「単語を覚えよう」とは一切考えてい
ませんでした。日本語を覚えようとしなくてもよく使われる言葉は頭に入っていくよう
に、面白い英文をどんどん楽しんで読んでいれば語彙は増えると考えていました。

金田：グノは音読にウェイトを置いています。学校でも「音読は大切」と言われてい
ましたが、グノほど徹底して音読を勧めて、効果のあるやり方を明快に指導してくれ
るところは他にないと思います。
　僕にも音読は合っていましたね。音読をしていれば、無理なく語彙も身につくし、
読むスピードも正確さも上がります。通学の電車の中でマスクをつけて音読しました。
行きの 30 分と帰りの 30 分が音読の時間でした。
　グノの授業で扱う英文はとても興味が持てるものばかりだったし、先生の丁寧な
解説を聞いていると深い内容まで分かって英文がさらに面白いものに変わっているの
で、楽しく音読を続けられました。
S.F.：僕もかなり音読をやっていました。夜寝る前に、口の体操もかねて音読しました。
最初は意味が分かっていないところで詰まりますが、何回か音読していくうちにスラス
ラ読めるようになります。テキストを見なくても英文が出てくるくらい読み込みました。
どんなに夜遅くても音読だけはやりました。そしていつしか「音読をこれだけやっておけ
ば落ちないだろう」と思えるようになりました。センター試験直前は英語ではなく国
語や社会に力を入れましたが、「二次での英語力が落ちたら嫌だな」と思って音読
だけは継続しました。
藤井：音読を習慣化すると、次の日に英語が伸びている気がしました。逆に、音読を
しない日があると不安になりそうなので、僕もとにかくルーティーンとして毎日繰り返
しました。
星合：僕は高2の冬に英語を受講し始めましたが、クラスはα4※からのスタートで、「こ
の塾の言うことをきっちり守って上のクラスに行こう！」とやる気を持って始めました。グ
ノで英語を勉強している学校の友人を見てみると、全員成績がいいのに苦しそうではなく、

「音読にはきっと何かがあるはずだ」と音読を信じていました。

藤井 昇太郎さん（慶應義塾大・麻布）

英語の音読
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　でも、最初のうちは、音読しても内容が掴めなかったので自分なりの工夫をしました。
まずは、一文ずつ英語を読んでは和訳を言って、また英文を一文読んで和訳を言ってと
続けてみました。慣れてきたら、それを一段落ごとにして、そうしているうちに、和訳を言っ
てみなくても内容を意識して最後まで読み切れるようになりました。
　当初は、ひとつの文章を10回くらいは読みました。後半は理科などの勉強で忙しくなっ
たので、ひとつの文章を読むのが 5回くらいになりましたが、どんなにつらい日でも音読
は徹底してやりました。

横濱：中 2 から中 3 にかけて毎日音読をしていましたが、高 1と高 2 の時期に、部活
に重きを置いているうちに音読の習慣を失ってしまいました。それでも、クラスが下
がることもなかったので、受験学年になってもあまり音読をしていませんでした。そ
うしたら授業中の演習で 0 点や 2 点を連発するようになってしまいやっと危機感を抱
きました。
　夏休みには1日1時間は音読に取り組みましたが、音読を続けていれば、実際に大
きな効果があると思います。以前に比べて格段に英文を正確に読めるようになりました。
須関：僕が音読を始めたのは高 3 になってからです。その意味では、みんなと比べた
ら熱心ではなかったかもしれません。それでも、毎日必ず、学校へ通っていた時期は
夜に音読して、学校が無くなった受験直前期は昼と夜に1回ずつ音読しました。
　グノの英文は面白いので、内容を楽しみながら読めたのは良かったです。

横濱：英語が伸びたと感じたときは 2 回あります。1回目は中 3 のときです。音読をた
くさんやっていたので、英語の文章を読めるようになって、学校のテストでも点数が
アップしました。意味が取れてスラスラ読めたので楽しかったです。
　その後、音読をサボっていたら、難度の上がった英文に歯が立たなくなってしまい
ましたが、高 3 の夏休みに音読を再開したら、レベルが高くても英文を読むスピード
が速くなって、「やっぱり英語は楽しい」と感じました。英語は勉強という感覚があま
りなく、将来も使えるスキルなので興味も持てました。
藤井：僕の場合、高 1 で入塾したときは本当に英語ができなくて、「英語は要らない
言語だ！」と嫌悪していたくらいです（笑）。もちろん読解は全然できませんでした。
でも、しっかり文法事項を学んでいくうちに「知識が定着しているな」という手応え
があって、英文も徐 に々読めるようになりました。
　英語を楽しいと感じたのは、高 3 の後半です。英語の成績が安定してきて、英文
をスラスラ読めるようになったからです。何回も音読して文章を理解するという勉強
法が効果を発揮しました。
須関：グノに来て結構早い段階から、単語の解説はいつも面白いと思っていました。
単語の語源を理解すると、一見全く異なる単語同士に共通点が見えてきて、それに
はいつも好奇心を刺激されます。
　でも、英語の力が伸びたと思えたのは、高 3 の直前講習でした。それまでは、演
習時間内に全然解き終わらないし、答えも的外れなことが多くて、「英語はダメだ。も
う無理かな」と諦めかけていました。直前講習の演習では余裕を持って英文を読め
るようになっていて正解率も良かったです。このとき「僕は意外とできる！」と自信を
持てました。
金田：僕は、グノでは英語が劇的に伸びたという経験はないです。グノには英語の優
秀な人がたくさんいるし、演習もいつも10 点中 3 点か 2 点で「僕は英語が全然でき
ないな」と悲観していました。
　でも、模試では手応えを味わえたし、点数にも表れていたので確実に力はついて
いたと思います。特に和訳問題では「できた」という感覚を何度も味わいました。単
語の訳を一対一の対応ではなく、「語源を踏まえて単語の意味を文脈で捉える」とい

英語力の伸びや面白さを感じたとき

※この学年の英語は、高1までα（最上位）から、α1、α2、α3の設定。高 2 からα４、α５が順次追加されました。

星合 亮尚さん（慶應義塾大・暁星）
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うのは、授業中に相当に鍛えられていましたから、それが功を奏していました。
星合：α4 からクラスが上がっていく中で英語の伸びを感じていました。αに行くまで
は、英語という科目の勉強をして得点力が伸びることの嬉しさを味わっていたのです。
　αに上がって受けた授業の衝撃は今も忘れられません。その授業は英語自体を教え
るというよりも、英語で教養を教える授業だったからです。話題に広がりがありました。
それまでずっと「英語を勉強しよう」と頑張っていましたが、「英文の内容を理解して、
自分の教養を深めるために英語を使いこなせるようになろう」という意識にシフトチェ
ンジしました。その瞬間に「英語は面白い！英語じゃないと知ることのできない面白い
ものがある！」と痛感し、以来英語を学ぶのが苦ではなくなりました。
S.F.：高 1で入塾したときは下のクラスだったのですが、とにかく宿題と復習を頑張っ
たらすぐにαまで上がれました。そのときの先生に音読の習慣をつけてもらいました。
英語の土台もその頃に築けました。
　高 3 のときは、僕は先生の話を聞くために英語の授業に出席していました。英語力
にさらに磨きをかけたり、英語で教養を深めたりするためで、英語の問題を解くため
ではありませんでした。「どんな英文に出合えるんだろう。どんな興味深い話が聞け
るんだろう」と、毎週の授業がとても楽しみでした。

S.F.：グノで扱っている文章は本当に難しくて、単語のレベルも高いです。辞書で調べ
ても印※がついていない語もよくあって、先生も普通の単語として解説します。僕も、受
験に出ない単語だからと無視することなく覚えてきました。そのおかげで、受験レベルよ
りはるかに高度な語彙力を習得できました。
　僕は医科歯科（東京医科歯科大学）も志望していたので、直前期には長い文章を読む
練習として『Scientific American』や『The New York Times』を結構読みました。そ
ういうのを読んでいると、授業で扱った単語によく出合いました。グノの英語で学んだこ
とが実用的であることの証拠でした。

金田：グノの英語は基本的に全部楽しかったです。中でも高 3 の授業が最高でした。
目的ではなく手段として英語を学び、その英語を駆使して自分の知らないことを知っ
ていくというスタンスが面白かったです。
　グノで学ぶことで、目指す方向が見えてきたと思います。英語力だけを上げても、
思考力や教養がなければ表面的なことしか理解できないし、中身のあることを話すこ
とはできません。手段としての英語を磨きながら、好奇心や探究心を大切にしていき
たいと思います。
須関：グノの英語は、受験のためだけの英語ではありません。むしろ、受験が終わっ
た後に、「これからも勉強していこう」と思える授業でした。
藤井：確かに、グノの英語は今後のモチベーションにつながりますね。僕の場合は受
験レベルを超えて英語力が伸びた実感を最後まで得られませんでしたが、これから
学び続けるための土台は、グノの授業で築くことができたと思っています。
星合：これからは自分たちで英語を勉強していかなければなりませんが、グノで、英
文の読み方や書き方の大切な姿勢を学べました。いちいち日本語に置き換えながら
ではなく、英語で書かれているものを英語で理解していくやり方とか、英文を書くと
きにも、一度日本語で考えてそれを英語にするのではなくて、英語で考えて書いてい
く、というやり方をグノで学べたということです。
横濱：グノの授業では、英語の基礎力と、英語を学ぶ基本姿勢を培えました。
　受験が終わって、受験参考書や問題集はもう捨ててしまいましたが、グノの英文プ
リントだけは保管しています。これからも、基本姿勢を振り返りたいときに読み返すつ
もりです。

グノーブルの英語で学んだこと

※辞書のマーク（ジーニアス英和辞典の例）：⁑= 中学学習語（約 1,100 語）、 * = 高校学習語（約 3,400 語）、 
† = 大学生・社会人に必要な語（約 5,100 語）、無印 = その他の語（約 69,400 語）

横濱 尭さん（筑波大・暁星）
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横濱：中 2 からは数学でも通常授業に通い始めました。先生の親しみやすさと距離の
近さは大きなメリットでした。
　授業で扱う問題の選択も適切でした。いくつものテーマがひとつの問題に含まれて
いることもあって、そういう問題は解いていても面白いし、復習を通していろいろ学
べました。他塾に通っている人の中には予習に苦労している人もいましたが、グノは
復習だけで済んだので、家庭学習の面でも効率的でした。
S.F.：高1のとき、「数学の先生が面白い」という評判を聞いて、その授業を受けたい
がために数学も受講しました。授業中に問題を解いてその場で見てもらうというスタイ
ルも好きでした。自分のペースで進めるし、競い合う感覚もあるので夢中になれます。
　実際に先生のキャラクターも明るくて、それも楽しかったのですが、質のいい問題が
たくさん選ばれていたので、どんどん解くことを楽しめたのだと思います。僕は、問題
を解いてから何日も経って解説を受けるのが嫌でした。分からない状態を引きずりたく
なかったのです。だから、その場で演習できるグノのスタイルが合っていました。
星合：高 2 のときは数学が極端にできませんでした。学校で数Ⅲがスタートしたこと
もあり、「数学を固めた方がいいな」と思って塾選びをしました。そして、数学からグ
ノに入塾したのです。
　高 2 の授業は、とにかく一人ひとりのペースでどんどん問題を解いて、必要な部分
では先生の解説に耳を傾けて、分かっていれば先に進んでいく、自分の実力に合わ
せて進度を調整するシステムでした。個別の問題の解き方や、基本になる計算力を、
生徒のペースで鍛えていける授業だったと思います。
　高 3 は、個別に問題に当たって行くのではなく、受験で必要な数学全体の概念を
頭の中に構築していこうとするので、授業の形式はガラッと変わりました。公式丸暗
記の数学ではなく、状況に合わせて戦略を練っていくという、より高次の視点に立つ
数学を学ぶための授業でした。「敵を知って戦術を選ぶ」、「己を知ってさらに高みを
目指す」という方法論に引き込まれました。以来数学への取り組み方が変わりました。
　高 3 のカリキュラムに入った最初の授業では、これまでの数学観を崩さなくてはい
けないぐらいの衝撃もありましたが、僕自身「数学ができる」とは思っていませんで
したので、先生の言葉を真摯に受け止め、数学をやり直すつもりで奮起しました。そ
れまでのやり方に固執するよりも、プロの先生のやり方を理解して、それを体感した
方が学ぶことが多いと考えていました。
金田：グノの数学がなかったら、医学部に受かっていなかったはずです。とても感謝
しています。
　特に数Ⅲの先生はとても分かりやすく教えてくださいました。学校では「数Ⅲは難
しい」と嘆く人もいましたが、僕はグノのおかげで数Ⅲが武器になりました。扱う問
題もレベルが高く、応用力も鍛えられました。

横濱：高 1 のときに古文を受講しました。先生が体を張って授業してくださったのが
印象的でした。古文単語も丸暗記ではなく、イメージを大切にした覚え方を教えてい
ただけたので、記憶に残りやすかったです。
須関：小論文の授業はとても楽しかったです。僕はもともと考えることが好きで、「こ
ういう原因があるからこうなる。だったら、こういう対策を立てればいいのかな？」と
いう感じで、普段からさまざまなことを考えています。
　小論文の授業では社会的な問題に当てはめながら頭を使えました。授業に行くた
びに新しい問題が提示されて、その問題点や原因、視点を変えた捉え方や考え方が
聞けました。毎回、新しい世界が目の前に広がっていく感覚があって楽しかったです。
　与えられるテーマに対して、もし授業中に書き切れない場合は持ち帰っていました

グノーブルの国語

S. F. さん（慶應義塾大[特待]・開成）

金田 賢一さん（横浜市立大・駒場東邦）

グノーブルの数学
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が、帰りの電車の中でも夢中になってあれこれ考え込んでいました。考えているうち
に新しいアイデアが見つかったり、考え方の新たな道筋が見えたりして、本当に楽し
かったです。

金田：先生が楽しそうに授業されているという印象をいつも持っていました。同時に
生徒一人ひとりを見てくださる真剣さもひしひしと伝わってきました。添削でも指名
でもそうでした。特に指名では、分からないところに限って当てられましたが（笑）「、自
分のことを理解してもらえている」と嬉しくなりました。先生が一方的に授業をする
のではなく、先生と生徒が一緒に作り上げる授業でした。
星合：先生が授業外でも話しかけてくださるので、先生と生徒との間にいい意味でのつ
ながりができます。そうすると、ますます「先生の話を聞こう」という気持ちになります。
先生と生徒の関係が生まれれば、「サボろう」なんて気持ちにはなりませんから、授業が
さらに効果的になります。先生の期待に応えたいという気持ちも芽生えます。
　先生の期待以上の答えを出して、「ぎゃふんと言わせてやるぞ！」という思いも持って
いました（笑）。
S.F.：「先生の話が面白い」といつも思っていました。どの先生も、テキストや問題の
解説に留まらずに背景や周辺の解説もしてくれたので、おかげで僕の教養も深まった
気がしています。
須関：確かにグノの先生方は博識でした。英文の内容を解説される際も、スポーツの話
や映画の話など、日常生活の話題に関連させて、分かりやすい例を挙げてくれます。小
論文の先生は、この問題は海外の新聞ではこう報道されているとか、日常の話題を知ら
ない視点から解説してくださいました。知識も視点も増えていく楽しみがありました。
横濱：尊敬できる先生がいるというのは大切なことだと思います。自分の知らないこ
とを先生がたくさん教えてくださると、先生の教養の深さに驚かされるだけじゃなく
て、知的好奇心が刺激されて楽しくなるし、こちらの意欲が高まります。
藤井：授業の雰囲気を明るくするのは、グノの先生方の特技でしたね。先生の発言が
面白くて、みんなが笑うシーンもよくありました。生徒全員が先生に注目するのは先
生の魅力の証だったと思います。
星合：個性的な先生が多かったです。学校でグノの先生の物まねが流行るくらいでし
た（笑）。基本にあるのは、先生が授業に打ち込んでいて、決しておざなりな授業を
していないということだと思います。先生が真剣に授業に向かうので、その先生の個
性も表れてくるし、それで、僕たちも惹きつけられて話に耳を傾けやすいです。頑張っ
て集中する必要なんてありません。
横濱：直前期に大量の英作文を添削していただけたのもありがたかったです。英作文
は自分で採点できないので助かりました。先生のためにもやろうという気持ちが湧く
とますます頑張れます。
S.F.：僕も、直前期には、かなりの量の添削をしてもらいました。慶應 5 年分と医科
歯科 8 年分見てもらいました。解説や解答を見ての見直しには限界があります。英
作文は添削を受けないと正しく書けているか心配ですし、和訳でも先生の指摘を受
けて初めて気づけることがいくつもありました。特に医科歯科の要約は、書くときの
留意点などを細かく指導してもらえて、それを参考にして次の年度に挑むというのを
8 年分やれて、それでかなり成長できたと思います。授業以外でここまで面倒を見てく
れるのはグノ以外にはありえないと思います。感謝しています。

横濱：振替が自由にできるのが魅力です。部活の関係で登録している曜日に行けない
ときも、電話一本で受付の人が対応してくださいました。
金田：僕の周りでも、部活が忙しい人たちが振替を利用していました。僕自身は、体

須関 大さん（千葉大・開成）

グノーブルのシステム

グノーブルの先生方



1国公立・慶應大学医学部

46

育祭のときは大変でしたが、受付に相談に行くと親身に対応してくださいました。
S.F.：空き教室を自習室として利用していました。授業開始より早めに来ても、勉強
する場所があるので安心でした。
星合：行事の前で授業に出られなかった人たちのために数学の補講があった、という
話を耳にしました。僕の場合も、慶應の受験前に数学の補講をしてもらえました。生
徒がお願いすると、先生たちは献身的に助けてくれます。グノ全体にそういう雰囲気
があって、その話を他塾の人にすると「すごいね！」と驚かれます。

金田：横市（横浜市立大学）よりも私立の方が面接はやりやすかったですね。答えに
くい質問もありましたが、答えの内容よりも、きちんとコミュニケーションを取れるこ
とが重要だと思います。面接は、医師としての適性を見ることが目的のようです。面
接のために特別な対策は要らないのではないでしょうか。
藤井：慶應はかなり準備していきました。前年度や前々年度の質問に対して自分の回
答を書き出して、それを頭に入れておきましたが、一問か二問しか一致しませんでし
た。予想外の質問の中には、「医者以外だったら何になりたいか？」「友人以外の人に
はどのように思われているか？」などの質問がありました。
須関：千葉の面接は 3 回です。1回ごとにテーマがあります。短時間でそのテーマに
ついて問題点と解説策を考える時間が与えられ、3 分間で話します。
　グノの小論文の授業で培った考え方や手法が丸々頭に入っていたので、何も対策
しませんでした。授業が本当に役立ちました。面接の後半では、医師の志望理由や
大学の志望理由など、あらかじめ答えを準備していたことが聞かれました。
S.F.：僕は慶應と医科歯科を受けました。医科歯科は不適格者を排除するためだけ
に面接を行っている気がしました。面接時間は 5 分で、聞かれたことも医学部の志
望動機や学校行事のことだけでした。対策はしていませんでした。
　慶應ではいろいろ聞かれました。慶應の面接は2回なのに、僕の場合はなぜか 3回。

「君は大学に入ったらどういう役割を担いたいか？」というオーソドックスな質問に対
しては、運動会で応援団長をやった経験について話しました。「開成にあって麻布に
ないものは？」という意味不明な質問もありました（笑）。
　特に多く聞かれたのは奨学金についてでした。僕が奨学金の候補になったからで
す。「慶應と医科歯科の両方に受かった場合どうするか？」と質問されて、僕は「金
銭面から医科歯科にします」と答えました。そうしたら、「奨学金があるけどどうする？」
とさらに聞かれました。
　僕は、医学部の志望動機、大学の志望動機、自分の長所・短所くらいしか面接の
質問対策をしていませんでした。普通にコミュニケーションを取れれば問題はないと
考えていました。詰まっても焦らず「一度考えさせてください」と言えれば問題ない
と思います。
星合：僕は 4 校受けました。最初の面接は順天堂でした。過去問を確認して傾向を
把握してから臨みました。順天堂は、どんな質問でも「3 つ答えなさい」なのです。
そのため、質問に対しては 3 つずつ答えを用意するという練習をしていました。
　慈恵（東京慈恵会医科大学）はグループ面接で、何が質問されるか分からないので、
準備は特にしませんでした。実際の面接では、ひとつの問題に対して多角的な視点
から問いかける質問ばかりでした。「これに対してはどう思うか？」という質問がいく
つもなされて、最後に「それらの視点を全部合わせて考えるとどうですか？」と問わ
れました。
　医科歯科は志望動機とクラブ活動を聞かれたくらいで終わりました。面接を重視し
ていない印象でした。
　慶應の一次面接は、志望動機や高校のことを重点的に聞かれました。僕は、スキー
部の合宿を計画する担当だったので、そのときにやったことを書類に書いておきまし

医学部の面接について

藤井 昇太郎さん（慶應義塾大・麻布）
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た。そこをいろいろ質問されました。二次面接は志望動機を聞かれた後、時間が余っ
てしまったみたいでした。「逆に聞きたいことはありますか？」と面接官に質問された
ので、「入学までにやることはありますか？」と聞いてみました。そうしたら、面接官に「遊
んでいていいよ。医者は俊敏性が大切だから、大学に入ってからババッとやる力が
大事だから」と言われました（笑）。
　４校の面接を振り返ってみると、どこの医学部も、聞きたいのは志望理由です。志
望理由を明確に答えた後は、柔軟に対応すれば大丈夫です。突拍子のない質問はそ
こに重点を置いていなさそうなので、的確に質問に答えられればいいのだと思います。
横濱：筑波の面接は配点が 200 点ありますが、数分で終わりました。何を見られたの
かはよく分かりませんでした。
　たとえば、調査書の総合活動のところに、北海道に行った修学旅行に関して書か
れていたらしく、「アイヌの民族博物館に行ったとありますが、博物館で何をしました
か？」と質問されました。僕は答えを用意していませんでしたし、博物館のことは記
憶になかったので困りました。そこで、「すみません。ちょっと覚えていません」と答
えたら、「ああ、そうなの」とそれ以上は聞かれませんでした。こんなやりとりでも無
事に合格しました。
　日医（日本医科大学）では、30 分のグループ面接で、僕は緊張して二言か三言し
か発言できず、しかも議論を逸らしてしまいました。それでも合格したので、日医も
面接を重視していないみたいです。
　筑波も日医も面接で失敗しましたが、合否に影響はありませんでした。緊張しても
気負わずに面接に臨めば大丈夫だと思います。

横濱：過去問を早めに見て、どういう問題が出ているのかを把握しておきましょう。
　筑波は、基本的な問題が多く出題されます。それにもかかわらず、僕は応用的な
問題をやり過ぎてしまい、時間と労力をやや無駄にしました。筑波を受ける人は、応
用力よりも基礎力を固めるべきです。
須関：グノの小論文を受講しておくのはお勧めです。社会問題や医療問題の知識をイ
ンプットできるし、考え方も身につくし、面接で自分の意見も言えます。さらにいうと、
グノの小論文は、受験だけでなく、今後医師として活動していく上でも活きてくると
思います。
　僕は勉強を心から楽しめたわけではありません。だからこそ「、医学部に行きたい！」
という気持ちをはっきりさせて、それをモチベーションに勉強に打ち込みました。つ
らい受験勉強を乗り切るには、強い意志が大切です。
星合：私大は問題自体が独特で、臨機応変に対応する力が求められます。医学部受
験で大切なのは、1 科目だけ秀でていることではないと思います。得意科目に賭けて
受験するのではなく、どの科目も合格最低点プラス1 割くらいを目指して、全科目を
万遍なく勉強するのが一番です。
藤井：夏休みに特定の教科だけに力を入れる、というような勉強法はお勧めしません。
僕自身、英語を勉強しなかった時期があります。「グノの講習だけ通えばいいかな」
と思っていたのです。そうしたら全ての単語が飛んでゾッとしました（笑）。
　加えて、センターの社会は、できれば夏休みくらいから取り組むべきです。受験直
前の 11 月や 12 月から始めても、あまり点が伸びないからです。早い段階から社会を
勉強して、センター本番で高得点を狙うのが賢明です。
S.F.：「数学で失敗して落ちた」という話をよく聞きます。「数学が得意」と自負する
受験生ほど、本番で数学ができずに失敗しています。数学は安定する科目ではないの
で、数学に頼った受験をしてはいけません。
　一方、英語と理科はぶれないので力を入れて勉強するべきです。英語は急激には
伸びませんが、コツコツ取り組むことが大切です。高1と高2で土台を作るといいでしょ

医学部を目指す後輩へのメッセージ

星合 亮尚さん（慶應義塾大・暁星）

横濱 尭さん（筑波大・暁星）
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う。また、現役生は理科が後手に回りがちです。でも、理科は最後の最後まで
伸びる科目ですから、諦めずに勉強し続けてほしいです。
　それから、センターで 850 点くらいとれれば、医科歯科の後期はほぼ受かる
と思います。こういう事情もありますから、医学部を目指すならセンター試験を
大切にしてください。中でも、国語と社会は付け焼刃では何ともなりません。夏
から対策を始めるといいです。文系科目を侮らずに勉強してください。
金田：センターから第一志望合格までの戦略を作ってほしいと思います。僕は英語
が得意だったので、英語の配点比率が高くて英語重視の横市を第一志望にしました。
私立は精神安定剤にしたかったので、「英語が難しい日医を絶対に押さえよう」とい
う気持ちで受験しました。
　センター試験は重要です。だから、僕は、センター本番まではセンターの勉強だ
けに集中しました。その後は日医の勉強をして、他の私立は軽く流して横市に全部
使うという戦略で直前期を乗り切りました。
　私立と国公立は、受験者層や入試問題、要求されるスキルも違います。気持ち
を切り替えて国公立に向かうのがいいと思います。




