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普通の解説は、受験に出そうなことに焦点が当たると思います。
でも、グノの解説は、英文をより味わったり、筆者の深い考えや思いを読み取ったり
することに焦点が当たっていました。解説を聞いて、教養も深められたと思います。
 川野 笑里さん（千葉大・吉祥女子）
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医学部を志望した理由

吉川：私の身近には医師が多くて、自然と医学に興味を持ったのがきっかけでした。私の父が医師で、
兄が２人とも医学部に進みました。
　私も自分の進路を考えたとき、父や兄たちと同じ道を進みたいと思い、小学生の頃から医学部に入
る決意が固まっていました。研究医を目指すつもりです。
飯塚：私は、親族に医師がいるわけではなく、幼い頃から人体の仕組みに興味を持っていたことが動
機です。高校進学後、将来のことを考えたとき、「大学では医学を学びたい」と思い始めました。
　その後、現場で働く医師の本などを読んで、人生を懸けて命を救う医師の姿に憧れ、「医師になりた
い」という気持ちが強まりました。最初は研究医を目指していましたが、今は臨床にも興味を持って
います。
山口：私も人体の話が好きでしたね。小学校時代から生物が好きで、大学でも生物、特に人体につい
て深く学びたいと思っていたので、医学部を目指すようになりました。臨床医になりたいと思ってい
ます。
最勝寺：私は幼い頃、喘息気味でよく病院に通っていました。そこでお世話になった女医さんに対す
る憧れが医学部を志望したきっかけです。
　高校進学後は生物が好きでよく勉強しました。生物を学び続けられる学部としても医学部は魅力的
です。
川野：私も、中学生のときにお世話になった整形外科医の先生がきっかけです。その先生は怪我の状
態や治療の選択肢などを丁寧に説明してくださいました。患者への思いやりに満ちた医師の姿に深い
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医 学 部 Part ❶感銘を受けました。

入塾のきっかけ

川野：兄＊がグノに通っていました。その兄が「授業が分かりやすくて、何より楽しい」と言ってい
たのを聞いて、私も高１の春に英語と数学でグノに入塾しました。
＊川

かわ

野
の

 潮
うしお

さん。Gno-let vol.17 合格者インタビュー「東京大学 文系 Part 1」にご出席いただきました。

山口：私の場合は、グノに通っている友達からの勧めでした。これがきっかけで高１のフレッシャー
ズ講座＊から参加して、そのまま入塾しました。春から数学、秋から英語を受講しました。講習の雰
囲気が良かったので、他塾と比較することもなくグノに決めました。
＊新高１生対象の春期講習。

最勝寺：私も、他塾との比較をせずに、中３の冬に入塾しました。私の学校は、多くの人たちが中１
から塾に通います。でも、私は塾に通っていなくて、高１になる前に「そろそろ塾に入った方がいい
かな」と感じました。そこで、好きな英語を伸ばすための塾を探しました。グノに決めた理由は、部
活の先輩＊が『グノレット』に載っていて親近感を抱いたからです。
＊田

た

鎖
ぐさり

 遥
はるか

さん。Gno-let vol.11 合格者インタビュー「医学部」にご出席いただきました。

飯塚：私も、他塾を考えないで、高２の４月から英語で通い始めました。学校の勉強だけでは物足り
なくなったとき、「もっと英語を伸ばせる塾がないかな」と思って、自分でネットを検索しました。グ
ノの HP の合格体験記に、「グノ大好き」とか「英語が楽しくて、スラスラ読めるようになった」と
か、たくさんの喜びの声があって、それが入塾の決め手になりました。
吉川：私は高２の春に大手予備校からグノに英語で移ってきました。前の予備校は授業が一方的でし
た。先生が生徒のことを全然見ていないし、計画通りに授業が進むだけだし、定刻通りにキッチリ終
わります。画面越しに授業を受けているような感じがあって、「あまり生徒のことを大切に思っていな
い」という印象が強かったです。
　それが肌に合わなかったので、自分が気に入りそうな英語の塾を他にもかなり回りました。
　グノの授業を受けてみて、ようやく受けたい授業にたどり着いたと思いました。グノに通っている
人たちが皆集中していて、「意識もレベルも高い」と思いました。
飯塚：確かにグノはレベルが高いですね。私は「英語が得意」と思っていましたが、入塾直後はα３＊

からのスタートでした。自分が分からなかったところを他の生徒が答えているのを見て、「ああ、すご
いな」と感心していました。そういう経験が、「まだまだ上がいるんだな。がんばろう」という向上心
につながりました。
＊当時の通常授業は、α（最上位）、α１、α２、α３、α４の設定。６月以降α５増設。

最勝寺：同じ学校でグノに通っている友達は、英語ができる子ばかりでした。私はだいたいα１にい
ましたが、一度αに振り替えて出席したとき、周りの皆が出来過ぎて悲しくなりました（笑）。でも、
そのときの気持ちがさらにがんばるモチベーションになりました。
川野：私はα４から始まって、最後はα１まで上がれました。私は英語は好きなんですけれど、α１
でも、私よりも英語ができる人が何人もいました。その上にαがあることに対して、私は純粋に「す
ごい」と思っていました。こうした憧れの気持ちも勉強では大切です。
山口：私はα２から始まってα１の期間が長くて、最後はαまで上がれました。
　グノの優秀な人たちは、他塾の優秀な人たちと雰囲気が違っていました。桜蔭の優秀な人たちのう
ち、他塾の人たちは必死でがんばって何とか成績を維持している感じで、苦しそうでした。一方、グ
ノの友達はあまり苦労している感じがなく、楽しんでいるのに成績が良かったです。

グノーブルの評判

山口：桜蔭では、グノの評判が高いですね。「グノに通っている人は成績がいい人が多いよね」と他塾
の人たちの間でも噂になっていました。私が所属していた合唱部では、後輩にグノ生が多くて、グノ
の話題でよく盛り上がっていました。
川野：学年が上がるにつれて、グノに入ってくる生徒が増えました。高１のときはグノがほとんどい
ませんでしたが、高２の夏から、グノの講習を受けてそのまま入塾という子が結構いました。吉祥で
は、英語が得意で好きな人がグノに入って、どんどん英語が上達していくイメージがありました。
最勝寺：桜蔭でも、学年が上がると、グノ生がどんどん増えていきました。特に英語の評判が良くて、
他塾に通いながら英語だけグノに移ってくる子も多かったです。他塾の人たちから「グノはどうな
の？」とよく聞かれたので、私は「すごくいいよ」と答えていました。

最勝寺 裕美さん（横浜市立大・桜蔭）
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医 学 部 Part ❶飯塚：私は、誰かに聞かれてというよりも、自分からグノの宣伝をいっぱいしていました。英語がと
ても楽しいし、先生との距離も近かったので、「グノ大好き！グノをもっと広めたい！」と思っていま
した。私が「グノめっちゃいいよ！」と学校中で言っていたら、「グノって、そんなにいいんだ」とい
う雰囲気になり始めて、グノに入る人が一気に増えました。
吉川：私の学校は附属校なので、生徒の８割はそのまま系列の大学に進学します。だから、塾に通っ
ている人自体が多くなくて、グノに通っていた人も学年の中で４、５人ぐらいでした。グノに通って
いる人たちは、学校でも英語の成績は優秀だったと思います。

グノーブルの英語

吉川：他塾は予習が前提なので、忙しくて予習ができなかった日は、授業がすべて無駄になってしま
います。
　グノは授業の最初に演習をするのが良かったです。しかも、その場で添削していただけるので、「自
分がどうやってその答えにたどり着いたのか」を鮮明に覚えていて、添削後の答案を確認しながら

「思考回路のどこが悪かったのだろう」と分析できます。
山口：予習中心の授業では、予習で理解できてしまうと授業が暇になります。逆に、予習で疑問点が
出てきても、授業までに時間が空くので、何ができなかったのかが分からなくなってしまいます。グ
ノにはそうしたロスがありませんでした。
飯塚：授業中に演習してすぐ解説を聞けるので、理解が抜群に深まるのは確かですね。
　それから英文がタイムリーで、前の週に起きた出来事のニュースがすぐ教材になるのも魅力的でし
た。お陰で、興味の幅が広がりました。受験勉強の一環でしかなかった英語の勉強が、将来にも活き
る勉強に変わりました。グノの英語は受験勉強という感じがしませんでした。
川野：普通の解説は、受験に出そうなことに焦点が当たると思います。でも、グノの解説は、英文を
より味わったり、筆者の深い考えや思いを読み取ったりすることに焦点が当たっていたと思います。
解説を聞いて、英文の内容にちょっと感動できるようになったことも何度もありました。背景知識も
解説していただけたので、教養も深められたと思います。
　英単語の解説も、英文を深く読むためのものだったので、語源から説明が始まって、日本語とは違
うイメージも先生が体も使ってやってみせてくれたので、すごく覚えやすかったです。私はもともと
市販の単語帳を使った暗記は大の苦手だったのですが、グノのやり方だと、とても覚えやすかったで
す。
最勝寺：先生が当ててくださるのも大きかったです。当てられる緊張感があると眠くなくなって、授
業に集中して取り組めます。他の人の答えが楽しかったり、「へぇー」と感心したり、びっくりさせら
れることもあります。授業が生き生きとしてきます。
山口：他塾の授業は、一方的に講師が話をして、生徒たちはただ機械的にノートを取っているだけで
した。グノの授業では、「知らなかった人はしっかりノート取ってね。分かっている人は黒板見ながら
どんな展開になるか先取りして」などと先生がおっしゃいます。そのため、自分の分かることと分か
らないこととを考えながら授業を受けられます。
　黒板の展開を見ているだけでも自分の頭が動き出して、「勉強になっているな」という実感がありま
した。
川野：学校の授業では、和訳のときにきちんとした日本語の文にして読まないといけないので、細か
い部分まで気が回らなくて、当てられて答えた後に「あそこはこうだったな」と後悔することがよく
ありました。
　グノの授業では、英文を訳す場合、上手い日本語に直すことよりも前から解釈することに重きが置
かれていました。英語の語順のままやっていけばいいので、変な緊張感がありませんでした。英文を
前から読んでいく授業スタイルが私には合っていました。
最勝寺：英文を前から理解するようにすれば、よけいなことを考えなくて済む分、英文の内容が頭に
すっと入ってきます。結果として速く読めるようになりました。長文問題を解く時はいちいち考え込
んでいると時間が足りなくなるので、グノの読み方は効果的です。
飯塚：グノに入ってからは、返り読みをしなくなったので、英文を英文のまま理解できるようになり
ました。普通の英文ならスラスラ読めるので爽快感があります。
吉川：私はもともと英語の本をたくさん読んでいました。そのため、グノに入る前から速読は割と得
意でした。グノでは、読解と並行して英文法を教えてくださるので、そのお陰でさらに読むスピード
がアップしましたし、正確な読み方ができるようになりました。
山口：私も文法の授業のお陰で、英文が読みやすくなりました。書くときにも文法を意識できるよう

山口 恵さん（東京医科歯科大・桜蔭）
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医 学 部 Part ❶になりました。
　グノの文法の授業は、文法問題を解くためというより、英文を語順のまま処理していくために、ま
た、ネイティブの感覚が私たちにも感じられるように工夫されていました。
　「前から読むのが良い」とか、「英語で考えながら書くのが良い」ということはグノに入る前から分
かっていましたが、実際に授業を受けて、「こういうことなんだ」と実感できるようになりました。

英語が伸びたと実感したとき

吉川：一番伸びたと思ったのは高２の夏です。入塾直後のクラス分けテストではα２になったことが
とてもショックでした。だから、必死で勉強して、α２からαまで一気にクラスアップしました。こ
のとき先生に何度も相談して、音読の方法についてアドバイスをいただきました。それをふまえて音
読と GSL ＊のシャドーイングに力を入れたら、英文の内容がスムーズに頭の中に入るようになって、
そこからぐんと伸びました。
＊ 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。

飯塚：入った当初はα３でした。その直後のテストでαに上がれましたが、高２の４月から 12 月ま
でαの基準点ギリギリで、クラスの人たちの高いレベルについていくのがやっとでした。でも、音読
を 10 か月くらい続けていたら基準点＋ 20 点くらい取れるようになりました。
　グノのクラス分けテストは、問題文が難しいのに時間が短くて、すごく厳しいテストだと思います。
知識量だけでは点が取れないので、「音読を続けて良かった」と手応えがあり自信につながりました。
最勝寺：私は高１のとき、グノに入塾して早い段階で伸びを実感しました。毎回の授業でディクテー
ションの「お帰り問題」があって、その対策をしていたら成績が上がりました。
　対策はやはり音読です。音読だけでちょっと不安になることもありました。でも、「先生がお勧めす
るんだから大丈夫」という気持ちで音読を続けたら、結果がついてきました。
山口：私は逆に、入塾直後は音読をしていませんでした。授業を受けて宿題に取り組むだけで学校や
模試で好成績を維持できていて、問題を感じていなかったからです。
　でも、高２の夏頃に成績の伸びが頭打ちになりました。私をグノに誘ってくれた友達はずっと音読
を続けていて、その子と自分とを比べたとき、英文を読むスピードが決定的に違うことに気づきまし
た。私は読むのが遅かったのです。それが悔しくて音読を始めたら、英語の成績がまた伸び始めまし
た。
川野：高１でグノに入りましたが、音読をあまりしていませんでした。それでも、高３の夏前にα１
にクラスアップして授業を受けて、「今のままではついていけない」という危機感を覚えました。それ
からです、毎日音読するようにしたのは。そうしたら高３の 11 月頃にやっと、「英語のまま読めてい
る」と思えるようになりました。
　私は、朝起きてすぐ、朝食前の時間を使って、家の廊下を歩き回りながら音読をしていました。歩
き回りながらの方が歴史などの暗記物を覚えやすかったので、音読も同じやり方で取り組みました。
山口：私は寝る前に音読をしました。それから、「勉強やりたくないな」と思ったとき、勉強への導入
として音読を利用していました。
最勝寺：私も、他の科目の息抜きとしても音読をしました。机に向かってガリガリ問題集を解くだけ
の勉強だと苦痛ですが、音読は楽しかったからです。
飯塚：私は、毎日お風呂で30分音読すると決めていました。それから、通学時には、イヤホンでGSL
を流しながらシャドーイングしていました。英文を暗記するくらい何度も聞きました。
吉川：私も基本的には通学時間を使いました。駅から学校までの歩いている時間や満員電車で立って
いる時間に、スマホで GSL を聞いていました。机に向かっている時間は数学などに費やしたかった
ので、スキマ時間に英語をやるようにしました。

グノーブルの数学

山口：私は、高１のときに数学のフレッシャーズ講座＊を受講してそのままグノに入塾しました。当
時は数学が一番苦手で、「伸ばすならとりあえず数学」と思っていました。英語にはそんなに問題意識
がなくて、最初は英語を受講しませんでした。
　グノの数学は、ただ問題を解くだけでなく、「なぜそういうアプローチをするのか？」を詳しく教え
ていただけるのが魅力でした。
＊新高１生対象の春期講習。

川野：私も高１から数学を受講しました。私は数学がとても苦手で、兄は数学がとても得意でした。

吉川 優香さん（筑波大［公募制推薦］・日本女子大学附属）
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医学部 Part ❶その兄がグノの数学を絶賛していたので、迷わず受講しました。先生が一人一人の生徒の癖などを把
握してくださいます。それに基づいたアドバイスは本当に的確でした。
　それから、セルフチェックシートが役立ちました。数学に苦手意識があった分、書くべきことはた
くさんありましたが、「全部埋めるまで書こう」と思ってシートを埋めていく中で、自分のミスを分析
したり見つめ直したりする習慣が身につきました。自分の癖に気づくきっかけになって、失敗した経
験を次に活かせるようになっていきました。
　グノの先生のアドバイスも的確でしたけれど、自分で自分のことに気づけるようになったのは大き
かったと思います。
山口：最初はセルフチェックシートに抵抗感がありました。「どうしてこんなことやらなきゃいけな
いの？」と不満でしたが、書いているうちに慣れていって、抵抗感もなくなりました。それと同時に、
自分のできないところを見つめるきっかけとして、セルフチェックシートを活用できるようになりま
した。
　数学が伸びたのは直前期です。高３の秋頃に繰り返し復習するようにしたら、解法を選ぶときに自
信を持てるようになりました。
川野：私は数学が得意になったわけではないし、受験直前も解けない問題がたくさんありました。ク
ラスの人たちのレベルも高くて、私は全然できない方だったと思います。でも、学校の授業や模試で
は数学の成績の伸びを実感できました。

グノーブルの国語と小論文

最勝寺：医学部志望者の多くがセンター試験の国語で苦しみます。センターの国語は１問７､ ８点で、
１問落とすことが命取りになるからです。
　私はセンターでしか国語を使いませんでしたが、理科が忙しくない高１のうちに古文と漢文を固め
ようと思って国語を受講しました。高１や高２で受講できるグノの講座は、医学部志望者にもぴった
りの授業でした。
吉川：グノの小論文では、「マトリックス」に従って自分の考えを組み立てていきます。「マトリック
ス」は、上手く文章を書くための型です。
　最初に現状を考えて、次にそれを一般化して、最後に「未来はどうなるか？」そして「問題を解決
するにはどうすべきか？」を考える、という順番で組み立てていきます。実際に「マトリックス」を
使ったら、思ったよりも上手く書けてびっくりしました。
　私は、本番で小論文を使いませんでした。でも、グノで習得した意見の組み立て方は面接で活きま
した。
最勝寺：グノの小論文は書き方を教えてくれるので、内容以外のところで悩まなくて済みます。その
ため、内容を充実させることに集中できました。
　大学の中には、小論文を重視している大学があるかもしれません。そういう可能性を考えれば、小
論文を練習しておくといいです。受験会場でいきなり 1,000 字以上書くとなると、ほとんどの受験生
は思ったほど書けないはずです。普段から定期的に練習しておくことをお勧めします。

グノーブルの先生

最勝寺：グノの先生方は、初回から生徒全員の名前と顔を覚えてくださって、しかも授業中に当てて
くださいます。それがうれしくて、「がんばろう」というモチベーションにつながりました。もちろん、
自信がない問題には「当てられたくない」と思いますが、私は間違えることにそこまで嫌な思いはあ
りませんでした。
吉川：私も当ててもらえるところが良かったと思います。自分が当てられるのを待っていたとは言え
ませんが（笑）、他の人が先生とやり取りしているのを聞いていろいろ学んでいました。「ここまで考
えられなかった自分はヤバイ！」と、よく奮起材料にしていました。
飯塚：私は当てられたくてずっと１列目に座っていました（笑）。
　それから、私はよく質問するタイプでしたが、どの先生もどんなに質問が長くなってもつきあって
くださいました。他塾に通う友達は、「質問するのは授業で理解できていないからだ。それならクラス
を落とせ」と講師に言われたらしくて、「怖くて質問できない」と言っていました。それに比べて、グ
ノは質問大歓迎な雰囲気だったので、私はとても感謝しています。
　先生に関しては特に印象に残っていることがあります。要約の答案が的外れで点数になっていなく
て、すごく落ち込んでいたときのことです。授業が終わると、先生の方から声をかけてくださったん

飯塚 友理子さん（東北大・吉祥女子）
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医学部 Part ❶です。私の話に耳を傾けて、励ましてもくださいました。それで気持ちがとても楽になりました。
川野：数学は３、４人の先生方に教わりましたし、英語はα４からα１まで経験しているので、もっ
と多くの先生方に教わりました。それにもかかわらず、嫌いな先生や苦手な先生は一人もいらっしゃ
らなくて、皆尊敬できる方たちでした。
　先生方は、英語や数学の知識だけでなく教養も深くて、生徒から見ても常に研鑽されているのが感
じられました。だからこそ、「自分がサボったら申し訳ない」という気持ちになって、いっそうがんば
れました。
山口：グノの先生方は、ご自身が教えている教科が本当にお好きなんだと思います。数学の先生から
も、英語の先生からも、それが伝わってきました。学校でもグノ生の間で、先生方のことを話題にし
ていました。「先生が好きな科目なら、私も勉強してみよう」と科目に好意的になれて、単なる受験科
目ではなくなりました。
　それから、他塾では受験直前期になると「合格するようにがんばれ」という話ばかりですが、グノ
では直前期でもそういう話があまりありませんでした。むしろ、「合格した後どうするか」という話が
多くて、「合格がゴールではない」という先生方の思いが伝わってきました。

グノーブルの柔軟性

山口：他塾だと授業の振り替えができないので、部活を休んで塾に行くか塾を休んで部活に行くかを
選ぶことになります。部活を休むと楽しくないし、塾を休むとその単元だけすっぽり抜けて後で苦労
します。こうした悩みを解決してくれるのがグノの振替システムでした。学校生活と塾とを上手く両
立できるのはグノだけです。
川野：私も同じく振替を利用して、１回も休まずに学校と塾とを両立できました。私の部活は高３の
５月までありましたし、委員会活動で部長をやっていました。そのため、運動会や球技大会の時期は
忙しかったり、毎週部会で放課後残らなければならなかったりしました。そういうときは、時間をず
らして授業を受けさせてもらいました。
最勝寺：グノでは、高２まで前コマと後コマに分かれているので、部活のある人は後コマに出れば授
業を休まなくて済みました。塾にも行けるし部活もできるというのはグノ生の特権でしたね。
飯塚：振替の柔軟性という点では、高３の英語の場合、週に５日、毎日開講しているのも良かったで
す。
吉川：私は推薦入試だったので、学校の成績もかなり必要でした。だから、定期試験の時期は塾の授
業を振り替えて、試験勉強に打ち込みました。

医学部の面接

吉川：筑波大の面接は 10 分程度の個別面接です。私は推薦だったので、学校の担任の先生から推薦
書が大学に提出されて、面接ではそれに基づいた質問をされました。たとえば、「自治活動では何を
やっていたか？」「部活では何をやっていたか？」などを詳しく聞く質問が多かったです。
　私は、「アフガニスタンサポートメンバー」という、アフガニスタンからの留学生の受け入れ態勢を
整える委員会で活動していました。そのことについて、いろいろと聞かれました。「アフガニスタンの
医療についてどう思うか？」「アフガニスタンと日本の医療を比較しなさい」などです。私は充分な知
識がなかったので困りましたが、アフガニスタンで活躍していらっしゃる医師を一人知っていたので、
その医師の活動内容と、自分が医学部を志望した理由に結びつけて何とか乗り切りました。
　面接対策として、夏休みのオープンキャンパスで研究所を回りました。そのときに興味を持ったこ
とに関して、自分でレポートを作って学校の先生に提出して、推薦書を書いてもらいました。他には、
筑波大で行われている研究と研究者の名前を一通り頭に入れて、できるだけ個人名を出しながら具体
的に説明できるようにしました。
飯塚：東北大の面接は、５人の面接官１人ずつと１対１で５分間×５回行われます。前日に「小作文」
と言われる課題が３題出されて、１題 10 分で解答していきます。小作文担当の面接官が１題につき
１人ずついます。他の２人の面接官は、学生生活などについて質問する雑談系でした。
　小作文は、１問目が、街中で人が倒れていて、その人を囲んでいる人たちの心情を書く問題でした。
２問目は、入院治療が必要な 60 代の女性が病院に運ばれてきたけれど、その女性は「入院治療をし
たくない」と言っている場面について、それに続く会話を書く問題でした。３問目は、近視が回復す
る飲料があるとして、それについて何を知りたいか、また、なぜそれを知りたいと思うかを箇条書き
でできる限り書くという問題でした。どの問題でも、面接官から、かなりいろいろな角度から突っ込

川野 笑里さん（千葉大・吉祥女子）
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医学部 Part ❶んだ質問を受けました。
　面接の傾向は事前に知っていましたが、毎年テーマが変わるので、「対策は要らない」と思っていま
した。そもそも対策のしようがありません。とにかく相手の質問にキッチリ答えられることが大切だ
と思います。小作文では翌日の面接で多角的な質問をされます。そういうのが苦手な人は対策をした
方がいいかもしれませんが、初対面の人と話すのに自信のある人は問題ないと思います。
最勝寺：横浜市立大の面接は、面接官３人と私とで10分くらい行われました。志望理由に加えて、私
は地域枠でも出願していたので、地域医療について聞かれました。短い面接時間に、志望理由を言え
るようにはしましたが、それ以外の対策はあまりしませんでした。
　横市以外にもいくつかの私立を受けたので、その面接対策はそれなりに行いました。大学のパンフ
レットで教育理念を把握したり、大学別に過去の質問内容をまとめたサイトを利用して予習したりし
ました。
　４､ ５分の面接を４､ ５回繰り返す私大があって、そこでは答えのない問題について質問されまし
た。たとえば、お母さんと赤ちゃんのどちらかを助けられるけれど両方は助けられないという状況下
で、産婦人科の医師としてあなたならどうしますか、というような問題です。こういう面接では、自
分の出した答えを論理的に説明できれば大丈夫だと思います。
　集団面接の大学もありました。そのときは雄弁な人に圧倒されてしまい、とてもきつかったです。
ただ、頭が真っ白になったとしても、黙っているのが一番良くありません。前の人の意見に賛成する
とか、何か言った方がいいです。
川野：私は千葉大と国際医療福祉大を受けましたが、どちらも個人面接でした。
　千葉大は５分程度の面接を３人の面接官のローテーションで行います。それぞれにテーマがあって、
ケーススタディーを読んで問題点と解決策を述べる形式です。１つ目のケーススタディーは、医療関
係者ではない先輩から「来週プレゼンがあるけれど間に合わないから、インフルエンザの診断書を書
いてほしい」と頼まれた場合、医師としてどう対応するか、という内容でした。２つ目は、同僚の医
師が患者の目の前で上司に怒鳴られて、その上司との関係が上手くいかなくなったとき、その対処に
ついて同僚から相談された場合どうするか、という内容でした。３つ目は、無医村の地域に赴任する
ことになって要望を１つ出して良いとなった場合、何を要望するか、という内容でした。東北大と同
じで対策のしようがありませんでした。千葉大の場合も、自分の意見を論理的に言えれば問題ないと
思います。
　国際医療大は 30 分の面接が２回でした。１回目の面接では医学部にありがちな志望理由を聞かれ
て、２回目は時事問題や自分の教養について聞かれるのは知っていました。ただ、新設だったので過
去問がなく、どうすれば良いのかは具体的に分かりませんでしたし、「30 分をどう埋めるんだろう」
という不安はありました。
　実際に面接を受けてみて、１回目は、自分の志望理由を言えれば問題ないと思いました。２回目は、
最初に自分が気になっているニュースをいくつか挙げて、それらについて掘り下げた意見を述べる形
式でした。新聞やニュースを毎日見ながら、医療ニュースだけでなく国際情勢などについても万遍な
く情報収集していたので、それが面接本番で活きました。
山口：医科歯科大の面接は、５分から 10 分と時間が短く、コミュニケーションができれば問題ない
と聞いていました。ただ、医療系の知識が求められるという情報があったので、医療系の小論文の本
を１冊買って、よく聞かれる質問については解答を作っておきました。どうしても分からない質問を
受けた場合は、「よく知りません」と答えるつもりでした。
　慈恵医大は今年から傾向が変わりました。７分×５回のローテーションで面接が行われます。志望
理由などを聞かれる普通の面接に加えて、社会問題や倫理がテーマだったり、統計資料を読み取った
りする面接もありました。社会問題や倫理をテーマにした面接では、正解があるわけではないので、
自分の考えをきちんと述べられれば大丈夫だという印象を受けました。

後輩へのアドバイス

山口：英語にしても数学にしても、最終的にはグノの先生のアドバイス通りに勉強しましたが、最初
からそうしていたわけではありません。英語に関していえば、私は音読が少なかったので、スピード
では最初から音読していた人たちを最後まで追い越せませんでした。この失敗経験から言えるのは、
グノの先生の言うことは最初からきちんと聞くべきだということです。
川野：私も同じで、音読を始めるのが遅かったことを後悔しています。グノを最大限に活用するには
音読をきちんとやるのが一番です。
　それから、グノは数学もお薦めです。自分の癖を見つめるという習慣が身につけば、数学以外の場

山口 恵さん（東京医科歯科大・桜蔭）

最勝寺 裕美さん（横浜市立大・桜蔭）
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医学部 Part ❶面でも応用が利きます。
　医学部受験では、センター試験がとても重要です。グノには振替制度があるので、それを利用しな
がら、学校の授業も大切にしてほしいと思います。
最勝寺：高３になる前に英語と数学を固めるべきです。中３とか、高１とか、早い段階からコツコツ
勉強する習慣をつけた方が後から楽になります。そのためにグノの授業を楽しみながら活用しましょ
う。医学部というと難関のイメージがありますが、私の場合は、早い段階からコツコツやることで上
手く準備ができたと思っています。
飯塚：私は、グノで英語を徹底的に鍛えたお陰で、「英語はできる」「英語だけは大丈夫」という安心
感を得られました。
　本番の入試では、最後の１秒まで諦めずに１点を奪いに行くことが大事です。自信と貪欲さを持っ
て受験を乗り切ってください。
吉川：英語は、一度安定すると成績が乱高下しない科目です。だから、まずは英語から固めてほしい
と思います。そして、グノの英語は、受験勉強という枠を超えて、教養を深めるのにも役立ちます。小
論文や面接にも生きてきます。受験勉強で視野を狭めるのではなく、グノの授業から興味分野を広げ
て、学ぶことの楽しさを味わってください。 吉川 優香さん（筑波大［公募制推薦］・日本女子大学附属）
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