


受験勉強を楽しむ姿勢が合格につながる

【司会】吉久 寛（ＳＥＧ化学講師）
※�東京大学理科Ⅲ類合格者の声は、理系号に掲載しています。
※�本文中に出てくる「青本」はＳＥＧ高２冬期〜高３春期の数学のテキスト、「クリーム本」はＳＥＧ高３・４―�６月期の数学のテキストです。

■ 青木  遼（あおき はるか）  ............................... 東京慈恵会医科大学医学部
■ 齋藤  絵里香（さいとう えりか）  .................... 慶應義塾大学医学部
■ 大樂  絵理奈（たいらく えりな）  .................... 東京医科歯科大学医学部
■ 中村  菫（なかむら すみれ）  ........................... 東京慈恵会医科大学医学部
■ 吉川  優香（よしかわ ゆか）  ........................... 筑波大学医学群
■ 渡邊  駿（わたなべ しゅん）  ............................ 東京医科歯科大学医学部 （敬称略）
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青木  遼
東京慈恵会医科大学医学部（海城高校）

齋藤  絵里香
慶應義塾大学医学部（白百合高校）

大樂  絵理奈
東京医科歯科大学医学部（桜蔭高校）

後輩に薦める
参考書は？

ＳＥＧのテキスト
『最短10時間で９割とれるセンター現
代文のスゴ技』（KADOKAWA）

『１対１対応の演習』（東京出版）
『化学の新演習』（三省堂）

『村瀬の地理Bをはじめからていねい
に』（ナガセ）

最近読んで
面白かった本は？

『Heart of a Samurai』（Margi Preus） 『乱反射』（貫井徳郎・朝日文庫） 『サイレント・プレス』（南杏子・幻冬舎）
『Me Before You』（Jojo Moyes）

座右の銘、
好きな言葉は？

我思う、故に我あり 運命と未来は変えられる 人事を尽くして天命を待つ

自分はどんな
ＳＥＧ生だった？

授業を全力で楽しめたＳＥＧ生 不真面目だがＳＥＧが大好きだった
ＳＥＧ生

チューター室でよく化学の質問をして
いたＳＥＧ生

目標とする人・
尊敬する人は？

南方熊楠 マザー・テレサ マリ・キュリー
私が自然科学に興味を持ったきっかけ
であり、研究に生涯を捧げた人だから。

大学生活の
魅力は？

いろいろな人と出会えること。 自由な時間が多く、自分のやりたいこ
とがやりたい時にできること。

様々な人に出会えること。

将来の夢は？ 研究医 患者さんを最優先する医師。 社会に貢献し、患者さんを尊重する医
師。
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 自 己 紹 介

ＳＥＧに入ったきっかけ
吉久　最初に自己紹介をお願いします。ＳＥＧに入っ
たきっかけも教えてください。
齋藤　齋藤絵里香といいます。出身高校は白百合学園
高校で、大学は慶應義塾大学医学部です。ＳＥＧに出
会ったきっかけは、中１のときの友だちの紹介で、多
読から受講し始めました。
渡邊　東京医科歯科大学の医学科１年の渡邊駿です。
開成高校出身です。数学が苦手で学校の成績も悪かっ
たのですが、高１のとき友人にＳＥＧを推薦され、１度
体験授業を受けて、それがとても分かりやすい授業
だったため、通うことに決めました。
大樂　桜蔭高校出身の大樂絵理奈です。東京医科歯科
大学に通っています。ＳＥＧに通っている友だちがい
て、良さそうな塾だなと思っていました。中３のとき
夏期講習に参加したところ、授業がすごく良かったた
め通うことにしました。
吉川　吉川優香です。出身高校は日本女子大学附属高
校で、大学は筑波大学医学群です。兄の紹介で中１の
春期講習を受講したのがＳＥＧに入ったきっかけで

す。最初は多読の受講から始めて、中３から数学を受
講していました。
中村　聖心女子学院高校出身で、現在、東京慈恵会医
科大学に通っている中村菫といいます。小学５年生の
夏休みに初めてＳＥＧを受講しました。当時は開講さ
れていた「小学生英語多読Ｐコース」です。小学６年
生からは定期的に通い始め、そのまま中１のクラスに
入り、ずっと多読を続けていました。
青木　東京慈恵会医科大学の青木遼です。海城高校出
身です。一応塾に通っていたのですが、あまり熱心で
はなく、成績が緩やかに下降してきたため、親が心配
してＳＥＧを勧めてくれました。高１の冬期講習で数
学の授業を受けたところ、ものすごく良かったため、
通うことにしました。

 Ｓ Ｅ Ｇ の ク ラ ス 分 け

悔しさに正面から向き合う
吉久　ＳＥＧではクラス分けがありますが、下がった
ときは、どのように気持ちを立て直したのか、教えて
ください。
渡邊　僕はクラスが落ちたことはありません。ずっと
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中村  菫
東京慈恵会医科大学医学部（聖心女子高校）

吉川  優香
筑波大学医学群（日本女子附高校）

渡邊  駿
東京医科歯科大学医学部（開成高校）

後輩に薦める
参考書は？

基本問題集（自習編）（ＳＥＧ）
化学チェックシート（ＳＥＧ）

『化学の新研究』（三省堂）

ＳＥＧのテキスト
『１対１対応の演習』（東京出版）

『ミラクル古文単語396』（旺文社）
『ニューグローバル』（東京書籍）

最近読んで
面白かった本は？

『蜜蜂と遠雷』（恩田陸・幻冬舎） 『知的複眼思考法』（苅谷剛彦・講談社） 『医者とはどういう職業か』（里見清一・
幻冬舎）

『サピエンス全史』（河出書房新社）

座右の銘、
好きな言葉は？

やらないで後悔するより、やって後悔
せよ

Seize the day. なんとかなるさ、とりあえずやってみよ
う

自分はどんな
ＳＥＧ生だった？

会 員番 号 が 早 いことが 誇りだった
ＳＥＧ生

友だちといつも楽しく授業を受けてい
たＳＥＧ生

とにかく先生に頼らせていただいて、
勉強方針を決めていったＳＥＧ生

目標とする人・
尊敬する人は？

マララ・ユスフザイ
自ら学び、強い意志を持って行動して
いるから。

羽生善治
生き様が格好良いから。

高校の生物の先生
自分の「好き」を押しつけるのではな
いが、それでいてこちらが尋ねるとそ
の世界についてどこまでも話をしてく
ださり、引き込んでいただいた。その
道については楽し気に努力していた。

大学生活の
魅力は？

いろいろな人と出会えること。 様々な専門分野を持った人と出会える
こと。

学ぼうと思えばいくらでも応えてくれる
（実験などもどんどんやらせてもらえ
る）。

将来の夢は？ 医師 大局観を持った医師になること。 研究医 or 臨床医

下のクラスだったので（笑）。開成ですから運動会が
５月まであり、それからあわてて勉強を始めたことも
要因かもしれません。夏休みの３回のテストであと１、
２点でクラスが上がるところまでいきましたが、結局
上がれませんでした。ただ実力自体はついているのを
感じていたため、あまり気にはしませんでした。
齋藤　高１、２のとき、毎年夏だけ、数学がＨからＧ
に落ちていました。遊んでいてあまり勉強してなかっ
たので当然なのですが、先生が変わるとクラスの雰囲
気も変わるので、けっこうショックでした。ただ、自
分でも勉強していない自覚があるため、Ｇのときには
すごくモチベーションが高くなります。ですから、頑
張って１回で必ずＨに戻るようにしていました。
大樂　高３の夏の最後のテストで、数学がＨからＧに
落ちて悔しい思いをしました。何が足りなかったのか
を分析したところ、勉強の時間はそれなりに足りてい
ましたが、やり方が自分に合った方法ではなかったな
ど、問題点を見つけることができました。そこで、２
学期からのテストゼミで目標とする点数を決め、それ

をどんどん上げていく作戦に変更しました。
吉川　高１のときに、７点の差でＨからＧに落ちまし
たが、ものすごく悔しかったですね。先生も変わるし、
緊張感がないと感じたため、また上のクラスに戻ろう
とすごく努力しました。その甲斐あって、次のテスト
では成績優秀者になりました。
中村　どの科目も波があり、ＦＧＨを行き来している
感じでした。落ちたときは、悔しいというより「まず
いな」という焦りが大きく、チューター室に行ってど
うしたらいいか質問攻めにしていました。本格的に受
験勉強に入る前は勉強方法をあまり考えませんでした
が、先生方のアドバイスで勉強の仕方を考えなければ
だめだということに気づいてからは、苦労はしました
が正しいやり方を見つけることができました。
青木　高３の２学期に、数学がＨからＧに落ちたので
すが、僕は逆になぜＨに行けたのか自分でも分からな
かったので（笑）、悔しさがなかったわけではありま
せんが、もともと実力が足りていない自覚もあったの
で、正直、それほどのダメージは受けませんでした。
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もっともクラス分けテストは勉強になるので、その後
も受け続けてはいました。

 苦 手 科 目 へ の 向 き 合 い 方

基礎を固めることが最善の道
吉久　苦手科目の対処法を教えてください。
中村　物理は学校の進度も遅く、基礎が埋まっていま
せんでした。そこで、『物理のエッセンス』を使い、
基礎をひたすらやりました。問題数は少ないですが、
反復することで、こういう理由があるからこう解くの
だということを、ひたすら身体にしみ込ませていくよ
うにしました。
青木　高２からＳＥＧで物理を受講しましたが、あま
り伸びないまま高３を迎えました。しかし、センター
の勉強を始めたところ、やっと基礎がしっかりしてき
ました。センター直前にも他大学の過去問などを活用
し、ギリギリで最低ラインにのせた感じです。やはり
基礎が身についてくると戦えるようになりますね。
渡邊　数学が苦手で、受験勉強の７割は数学に費やし
ていました。使っていたのは、クリーム本と夏期講習
のテキスト３冊です。金子先生から、いつ見ても解け
るようになるまで何度も何度も繰り返すようにアドバ
イスをいただき、多ければ７回、少なくとも２回は復
習しました。手を広げずに１つの問題に労力を注ぎ込
むことで、何とか苦手科目に立ち向かえました。
吉久　逆に決定的な得意科目がある人はいますか。
青木　倫理です。高３になってから、毎日歯を磨くと

きに倫理の本をずっと眺めていましたが、それでかな
り覚えて得意になりました。センターも倫政で受けて、
倫理で１～２問間違えたくらいです。もともと倫理は
好きでしたが、高３で覚醒しました。

 医 学 部 を 志 し た 理 由

誰かに喜んでもらいたい
吉久　皆さんは、なぜ医師になろうと思ったのですか。
齋藤　両親が医師で、小学生の頃から医師になるもの
と思っていました。途中で、国際弁護士や公認会計士

●センター対策としてしたことは？
　 12月中旬からはセンターの勉強のみに絞る。数

学は主にデータの分析と苦手分野を鍛える。あ
とは時間配分の確認をすれば過去問４年分くら
いで大丈夫。国語の現代文は『最短10時間で９
割とれるセンター現代文のスゴ技』がオススメ。
古典はある程度できるようなら４年分で大丈夫。
現代文は練習時間があるならできるだけ解いた
方がいい。英語は２年分だけでも問題ないが、
苦手なら時間配分を徹底して固めること。物理・
化学や社会選択は練習を積めば積むほど良いと
思う。

●�学力が伸びたと手応えのあった時期とその勉強
方法は？

　 高３の12月～１月。12月の中盤以降をセンター
の過去問、間違えた問題の復習にあて、理解の
浅かった科目や分野の基礎を固めた。基礎をしっ
かりと身につけたおかげで、今まで全く分からな
かった問題にある程度抵抗できるようになった。
12月の序盤、センター終了後の１月はいろいろ
な大学の過去問を解いた。学校ごとに難しい問
題の分野が違うので、非常に力がついたと思う。

青木  遼

科�目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★ ＳＥＧのクリーム本を繰り返し勉強した。本番に出てきても手も
足も出ない問題は頭の混乱を避けるため諦めた。

英 語 ★★★★ 単語帳や文法書はやらずに長文をひたすら読んだ。

物 理 ★★ センターの問題でとにかく基礎を固めた。大学の過去問は基
本的な問題をこなせるようになった高３の11月くらいに解き始
めた。

化 学 ★★★ 無機はセンター予想問題、有機はＳＥＧの有機化学問題集で勉
強した。無機・有機ともに問題を解きながら知識を身につけた。

生 物 ★★ とにかく図説を見る。

国 語 ★★★ 古文・漢文は単語や句形を高１までに全力で完成させた。現代
文は『最短10時間で９割とれるセンター現代文のスゴ技』を読
んで過去問や予想問題を最低10回分は解いた。

倫理、
政治・経済

★★★★ 高３になって、夜寝る前に歯を磨きながら参考書を読んだ。セ
ンター予想問題は多めに購入した。

受 験 までの私の学習
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に憧れたこともありますが、最終的には医師に落ち着
きました。環境が導いてくれたようです。
吉川　私も親が医師で、２人の兄も医学部に進学して
いますから、その一連の流れで自分も同じ道に進むの
だと、幼いころから感じていました。
中村　母方の祖父が医師でしたが、直接は会っていま
せん。ただ、母から医師のやりがいなどについて話を
聞き、自分でも将来の職業を考えるうちに、人に貢献
したいという気持ちを強く感じるようになりました。
しかし、大学進学段階で職業を決めることに抵抗があ
り、高３の春までは宇宙天文学との間で悩んでいまし
た。最終的には、自分が誰かの役に立てているという
実感を得られる医師という職業を、将来の職業の選択
肢から外すことはできないと考えて決断しました。
青木　身近に医師はいませんし、最終的に医学部に決

めたのも、高３のセンターが終わってからです。それ
までは理Ⅱか医学部で迷っていました。生物が好きで、
理Ⅱで生物系の研究をしたいという気持ちもあったか
らです。しかし、自分が人の笑顔を見ることが好きな
ことを思い出し、それなら研究ではなく、人と直に接
する仕事がいいと医学部に決めました。
渡邊　家で「人のからだ」という図鑑をよく読んでい
たため、医師や生物系の仕事に親近感を抱いていまし
た。中学高校では地歴と生物が得意でしたが、仕事に
活かすときの喜びを考え、生物系を選びました。次に
理Ⅱか医学部かで迷いましたが、端的に言えば、ミト
コンドリアを追い回すより病気を直す研究がしたいと
（笑）。また、人に役立つとか人の笑顔に直結する方
が、モチベーションが維持でき、楽しそうだとも思い
ました。
大樂　小学生の頃から自然科学に興味があり、宇宙飛
行士や獣医などの理系分野に関心を持っていました。
本格的に医師になりたいと思ったのは小学６年生のと
きですが、高１で吉久先生の化学の授業を受けてから
は化学も好きになり、化学か医学の研究をしたいと思
うようになりました。やがて、化学物質の研究よりは、
人体に関わる研究や、薬がどう効くのかといった研究
がしたいと思うようになり、医学部に決めました。

 英 語 の 勉 強 法

速読力は大きな武器になる
吉久　では具体的な科目ごとに、勉強法をお聞きした
いと思います。まずは英語からお願いします。
齋藤　高１まで多読に通っていたため、速読力は早く
から身につけることができました。慶應の入試では速
読力が求められるため、この点は非常に良かったと思

●�過去問はいつ頃から何年分くらい解
いた？

　 志望校を決定するために、高３の夏
休みに私立医学部の過去問を１年分
ずつ解きました。本格的に過去問を
解き始めたのは１０月頃です。６校受
験する予定だったので、その過去問
をそれぞれ５年ずつくらいやりまし
た。

●�学力が伸びたと手応えのあった時期
とその勉強方法は？

　 夏休み明けに数学と化学の成績が大
きく伸びました。夏休み中に力を入
れた教科は、確実に秋以降伸びてく
ると思います。

齋藤  絵里香

科�目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★ 普段はＳＥＧのテキストの予習や復習に重点をおき、自分の苦手分野や私
立医学部で頻出の数Ⅲ分野などは『１対１対応の演習』を使って反復演習し
ていました。また高３の２学期以降は、テストゼミで扱った問題を解けるよ
うになるまで何度もやり直しました。

英 語 ★★★★★ 英語は得意科目だったので、高３に入ってからはあまり学習していません。
高２までに多読で速読力を鍛えるとともに文法を整理し、早い段階で過去
問に取りかかっていました。高３はスキマ時間に英単語を覚えていました。

化 学 ★★ もともと化学が一番苦手な教科だったので個別指導に通い、典型問題を徹
底的に演習しました。夏休みには『新演習』を２周し、夏休み後にもう２周
しました。

生 物 ★★★★ 生物は高２の冬から『標準問題精講』を解き始め、受験までに２周ほどしま
した。慶應は記述が多いので、普段から自分の言葉で説明できるようにな
るまで理解するようにしていました。

受 験 までの私の学習
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います。文法に関しては、１年間で対策できると思い、
高１の終わりから高２にかけて学校の勉強である程度
押さえておきました。ですから高２の段階で英語の受
験勉強はほぼ終わり、高３では単語を少し見るだけで
した。英語に割いている時間がもったいないと思った
からです。
渡邊　10 か月間、アメリカに交換留学したため、読
む力や聴く力のベースはそこで培えました。そこで
ＳＥＧの多読で読む力の強化を図ることにしました。
しかし、高３の夏くらいになると、文脈だけで理解す
ることに限界を感じ、単語の勉強も始めました。持論
ですが、単語が分かると長文読解のコスパが良くなり
ます。文脈から単語を想像するよりは、単語を知って
いた方が圧倒的に速く読めるからです。文法は抜けた
ままでしたが、医科歯科大は文法問題がないため、セ
ンターの過去問を 10 年分くらい解く程度の準備で大
丈夫でした。
大樂　英会話教室に通っていたため、リスニングと文
章を読んで意味を想像することは得意でした。しか
し文法が弱かったため、『総合英語 Forest』を２回読
んで基礎を固め、間違えたら『Forest』に戻るという
練習を繰り返しました。単語だけを覚えることが苦手
だったため、電車の行き帰りなどにいろいろな分野の
洋書を読み、分からない単語の意味を推測しては、あ
とで調べるという方法で単語を覚えていました。
吉川　中３までＳＥＧの多読に通い、多読でかなり速

読力がついたためか、中３のときにセンターで９割は
超えました。英検の２級もほぼ満点で合格したため、
高校では少し文法を勉強する程度で、高３のときはほ
とんど英語の勉強はせずに、理系科目に費やしました。
吉久　英語はブランクがあっても落ちないものですか。
齋藤　落ちません。ただ、少しは心配だったため、ちょ
こちょこと過去問はやっていましたが、受験してみた
ら、普通に読めたので大丈夫だと思います。
中村　高１まで多読に通い、英語を英語のまま理解し

●�繰り返し使っていたテキスト・問題集
とその活用方法は？

　 繰り返し使っていたのは、どの科目も
ＳＥＧのテキストです。

●�過去問はいつ頃から何年分くらい解
いた？

　 センターは11月下旬から解きました。
医科歯科大は12月中旬に１回解き、
センター後から本格的に解きました。

大樂  絵理奈

科�目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★ 単に公式を当てはめて問題を解くのではなく、公式の意味の理解など基礎
を重視していました。クリーム本は２、３周することを目標に解いていまし
た。過去問はセンターを12年分、医科歯科大を８年分解きました。

英 語 ★★★★ 多読と音読を繰り返し行いました。幅広い分野の文章をたくさん読みまし
た。音読では、文章が表すイメージを大切にして、思い浮かべながら音読
しました。単語は文章を読みながら覚えるようにしていました。過去問はセ
ンターを12年分、医科歯科大を８年分解きました。

物 理 ★★★ 物理の一つひとつの現象をイメージしながら問題を解きました。苦手な分
野は基本問題からだんだんと難易度を上げて解くようにしました。
過去問はセンターを12年分、医科歯科大を８年分解きました。

化 学 ★★★★★ 丸暗記するのではなく、理論の理解を重視していました。知識同士を関連
づけながら覚えるようにしました。苦手な分野はチェックシートや入試演習
のテキストを繰り返し解きました。覚えていなかったことや間違えたこと
はノートにまとめ、試験前に読むようにしていました。過去問はセンターを
25年分、医科歯科大を８年分解きました。

国 語 ★★★ 現代文はセンターの過去問を解き、文章の要旨をまとめるなどしていまし
た。古文・漢文は過去問を解いて分からなかったことや知らなかったこと
を参考書で調べて復習しました。センターの過去問は８年分解きました。

地 理 ★★★ 参考書を２回読んだ後、センターを解いて知識の穴を埋めました。
センターの過去問は13年分解きました。

受 験 までの私の学習
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てイメージをつかめるようになったため、そこからは
文法を埋めることにしました。私も単語だけを覚える
勉強に抵抗があり全くしませんでしたが、イメージを
つかむ勉強と文法だけで英語はほぼできるようになり
ました。ですから高２の途中からはあまり勉強しませ
んでした。英語を英語のまま読む能力は一度身につく
ともう落ちないため、あとは受験勉強としての英語を
身につけるということを優先しました。
青木　幼稚園の頃から英会話の教室に通い、外国人の
ネイティブの家庭教師にもついたため、リスニング力
は何とかなりました。受験対策として高２から塾に通
いましたが、毎週長文を読むうちに、何となく意味が
分かるようになりましたし、繰り返し出てくる難しい
単語も覚えてきたため、単語の勉強もとくにはしてい
ません。『鉄壁』も買いましたし、学校からも単語帳
が配布されましたが、ほとんど利用しませんでした。

 数 学 の 勉 強 法

基礎を固めた上で実戦力を
吉久　数学の勉強法についてはいかがですか。
齋藤　数学は高３の夏からやっと伸びてきて、そこか
らは何とかなりましたが、それまでがひどく模試でも
考えられないような偏差値でした。
吉久　ＳＥＧで上のクラスにいても、模試で点が伸び
ないこともあるのですね。
齋藤　ＳＥＧの点の取り方はマスターしたのに、根本
的なことが理解できていない、みたいなところでしょ
うか。表面を確実に取って……という（笑）。そこで、
夏休みはクリーム本と『１対１対応の演習』をずっと
やっていました。基礎は理解できていても、入試問題
はパターンへの対応が求められる部分も大きいため、

それを夏に強化した形です。おかげで、その後の模試
では偏差値 75 くらいまで持っていけました。
渡邊　僕は基礎が全くない状態だったため、夏の終わ
り頃までクリーム本で基礎を固める作業を行い、いろ
いろな大学の過去問が載っている夏休みのテキストで
応用的な問題を学んでいく方法を取りました。
大樂　数学の勉強では公式を覚えて当てはめるのでは
なく、公式の意味を理解することを重視していました
が、問題を解くときにそれを実践できていない実感が
ありました。また、速く解こうとして焦ってしまう傾
向もありました。とくに模試のときなど、全問解く必
要はないのに、全問解こうとしてしまうのです。です
から、その精神的な部分をどう変えていくかを課題に
して、普段の勉強でも模試感覚で、たとえば２時間で
６問と設定したら、全部解かないまでも１問１問の完
成度を高めることで課題を克服していきました。
吉川　ＳＥＧのテキストを中心に、授業で扱った問題
と補充問題、宿題をそれぞれ５周ずつくらいやりまし
た。授業が終わった直後とクラス分けテストの直前で
追い込むと同時に、夏休みは市販の問題集『１対１対
応の演習』を使って苦手な分野だけ対策しました。
中村　基礎を固めないと何も始まらないと思ってい
ました。クリーム本や青本も使いましたが、基礎が
ないので手応えを感じられません。ですから「自習
編」（サブテキスト）を延々とやっていました。数Ⅲ
と数Ⅰ・Ⅱのそれぞれについて、できる問題とできな
い問題を分け、できない問題がなくなるまでやってい
ました。じっくり時間をかけて問題を解くクリーム本
と、基礎的な定石を身につけるための『１対１対応の
演習』を併用して勉強していました。
青木　僕も数学は苦手でしたが、クリーム本を３周く
らい回して、あとは最初志望していた東大の過去問を
やっていました。時間は全く気にせずに、どこまで解
法を絞り出せるかを考えて勉強していました。

 理 科 の 勉 強 法

間違いノートをフルに活用
吉久　次に理科の勉強法を教えてください。最初に物
理と化学を選択した人からお願いします。
大樂　自然科学が好きで、物理の勉強自体は苦ではあ
りませんでしたが、公式を覚えて当てはめるだけとい
う傾向がありました。しかしＳＥＧの授業を受けて、
公式の裏の意味や公式同士のつながりの重要性が分
かったため、以後は最低限の公式だけを覚え、試験中
に導くことにしました。また、苦手な単元に関しては、
基礎的な問題から徐々に難易度を上げていきました。
　化学はすごく好きなので、気を抜くと化学に走って
しまいます（笑）。ですから化学は時間配分に気をつ
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けながら、現象の関わりについての理論を押さえたう
えで、丸暗記ではなく必要な部分を暗記する方針で、
覚える量を極力抑えるようにしました。春休みから夏
休みにかけて理論、無機、有機全ての授業ノートを見
返し、まとめノートを作って理論や知識を整理しまし
た。また、間違えたところは専用のノートに一問一答
形式でまとめ、隙間時間に確認していました。
中村　物理は本当に苦手だったため、公式も含めて当
たり前のことを理解して、問題の解き方の定石をきち
んと身体にしみこませることを目標にしていました。
慈恵大の物理は特殊な問題が多く、後半は本当に物理
が得意でないと解けません。そこで、人ができている
ところができればいいというスタンスをとりました。
　化学も出来、不出来の波が激しかったのですが、吉
久先生のテストゼミで「当たり前を増やせ」と仰った
言葉が印象的だったため、テストゼミでできなかった
問題は、これが最後のチャンス、ここで覚えられな
かったら一生覚えられないと思い、帰宅してすぐでき
なかった問題をチェックし、『化学の新研究』で確認
していました。また、全科目共通のミスノートに自分
が解けなかった問題や注意点などを書き込んだり、『新
研究』にマーカーを引いて見出しをつけたりといった
ことを毎週やって、成績を上げていきました。
青木　物理は僕も苦手だったため、高３で基礎固めを
しっかり行いました。ＳＥＧの授業では、問題文から
どんな現象が起きているのか分かっていることを書き
出し、それを数式化して解いていく考え方を学びま
した。
　化学は、有機以外は得意だったため、その得意な化
学を完成させようと、川原先生の「速修」を取りまし
た。丸暗記は得意ではないため、無機・有機になった
ら、身近なイメージと結びつけて覚えることにしまし

た。とくに有機はＳＥＧで配られたテキストが非常に
役立ちました。しかも有機は、解き方を一度マスター
するとあとは考え方が似ているため、結局入試では、
有機を得意分野にして臨む形になりました。
吉久　では、生物と化学を選択した方、お願いします。
齋藤　生物と化学を選択したのは医学にも関係する
し、努力に比例するのではないかと思ったからです。
ただ、生物基礎が抜けた状態で授業が始まった感じ
だったため、個別指導の塾に通って自分が理解できて
いないところを指摘してもらい、その部分を補ってい
きました。
　化学は、高１のときにＳＥＧに通っていましたが、
全然勉強せずひどい成績でした。しかし、高２の冬く
らいからきちんとやるようになり、『重要問題集』や
『新演習』を、何度も解き続けました。高３の夏休みは、
数学の『１対１対応の演習』と『化学の新演習』をひ
たすらやっていた感じです。
渡邊　生物は得意でしたし、学校でも何がポイントか
をきちんと見極められる授業をしてくれたため、まず
は学校の授業を中心にしました。その後、『ニューグ
ローバル』を使って知識の確認を行い、たまに教科書
を読んでは再整理のようなことをしていました。
　化学は、高２の５月までアメリカにいて基本的な部
分が抜けていたため、塾に通って知識を入れてから、
『エクセル』という参考書で勉強しました。９月から
はテストゼミの授業でそれまで学んだことを整理し、
試験で使える力をつけるようにしました。
吉川　高１、高２は化学に専念し、阿部先生の授業ノー
トとチェックシートで何度も復習しました。そこで化
学はだいたい終わらせておいて、高３は生物９割、化
学１割くらいの比率で勉強していました。私も中村さ
んと同じような間違い直しノートを作り、一度間違え

●�過去問はいつ頃から何年分くらい解
いた？

　 過去問を解いても実力はつかないの
で、センターを除いて、２～３年分確
認して形式をみる程度で良いと思う。

●�学力が伸びたと手応えのあった時期
とその勉強方法は？

　 テストゼミの時期、穴を埋める最後
のチャンスだと思って復習をひたすら
繰り返した。

中村  菫

科�目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★ 一番波の激しい科目だった。授業の予習・復習をして、定石の理解を徹底
した。

英 語 ★★★★★ 他塾の予習・復習をしていれば、成績が落ちることはなかった。

物 理 ★★ 初めは本当に苦手だった。問題をたくさん解くよりも、一つひとつの問い
の解き方を理解することを大切にした。

化 学 ★★★★ 基本事項をきちんと確認し、覚えたり理解すべきものを把握したら成績が
伸びた。

国 語 ★★★ 古文は単語を覚え、センターの過去問をひたすら解いた。

倫理、
政治・経済

★★ テキストに印をつけ、何回も見直しした。

受 験 までの私の学習
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た問題は一問一答形式で書き込み、オリジナルの問題
集のようなものを作って復習していました。

 セ ン タ ー 試 験 の 対 策

過去問をしっかり解く
吉久　国語や社会のセンター試験対策についても聞か
せてください。
渡邊　地理を選択しました。地理は得意で学校のテス
トでも良い成績を取っていましたが、センター地理は
ちょっと特殊で、データ読み取りと地形図が出題され
ます。そこで、学校で配られた参考書を２周くらいし
てセンター形式の問題に慣れた後、過去問を 10 年分
くらいやりました。得意科目なため、息抜き的にやっ
ていた面もあります。
　国語については、古文・漢文はさぼりにさぼってい
ました。結局、体系的な理解のないまま、古文単語や
漢文の句形を暗記し、過去問を 23 年分解いて、物量
で押し切った形です。現代文は得意ですし、23 年分
もやると、出題者の意図が透けて見えるようになりま
した。
大樂　私も地理です。参考書を２回くらい読むと、化
学が好きなこともあって、地理と化学の関連性も見え
てきました。覚えなければならない知識はありますが、
気候などはその背景に何があるかを理解していると覚
える量を少なくできます。こうして理解を中心にしな
がら、知識の穴を埋めるために過去問を 13 年分くら

い解き、地図もしっかり確認していました。
　国語の現代文に関しては、過去問を解いているうち
に、どの選択肢が絶対に間違いなのかが分かるように
なりましたし、ときどきは文章の要旨をまとめる練習
もしました。古文・漢文については学校で大量に読ま
されていたため、句形を覚えたというより経験的に理
解できるようになっていました。センターは記述がな
く、そうした理解だけで太刀打ちできるため、量をこ
なすことは大切だと思います。
吉川　国語は、高２の夏から高３の６月まで塾に通い
ました。センター対策のクラスをとると、小手先にな
りそうだったため、早慶の文系クラスにわざわざ通い、
文法や敬語などをしっかり固めて過去問も全部解いた
ところ、点数が安定してきました。
　社会は高３の６月まで地理を選択するつもりでした
が、青木亮二先生に「倫政に今すぐ変えなさい」と言
われ、ゼロからやり始めました。地理は勉強に時間が
かかるうえに点数も安定しないが、倫政なら短時間で
ある程度の点数が取れるので効率的だからとのことで
した。そこで『点数が面白いほどとれる本』を読み、
センター用の問題集を解く勉強を繰り返しました。
中村　私も倫政で、吉川さんと同じ参考書を使ってい
ました。しかし、理系の勉強をしていると丸暗記に慣
れていないため、丸暗記は短期記憶に頼ることにしま
した。苦労して自分だけが分かるような語呂合わせを
作り、センターの各科目を１か月間で 20 年分くらい
解き、前日まで全範囲をさらいました。

●�繰り返し使っていたテキスト・問題集
とその活用方法は？

　 入試直前期まで青本を定期的に復習
し、基礎を確認していました。

●�過去問はいつ頃から何年分くらい解
いた？

　 高３の４月に１年分解き、問題形式や
時間配分を確認しておきました。９月
頃から過去問10年分を分析し、頻出
分野を重点的に復習しました。

吉川  優香

科�目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★ ・ＳＥＧのテキストや授業で配布されるプリントを繰り返し復習した。
・苦手な分野のみ、市販の問題集で演習した。

英 語 ★★★★★ ・通学時間、スキマ時間にリスニングや音読をしていた。
・なるべく単語帳は使わず、一つひとつの言葉が持つ語感をつかむように

意識した。

化 学 ★★★★ ・夏までは理論化学を中心に、夏以降は無機・有機化学を中心に勉強した。
・普段から時間を計りながら問題を解くようにし、できるだけ近道で正答に

たどり着けるように工夫した。

生 物 ★★★ ・入試問題をできるだけ多く解いた。
・解けなかった問題は１冊のノートにまとめ、いつでも見直せるようにして

いた。
・資料集を頻繁に見るようにし、図や写真などで視覚的に覚えるように意

識した。

国 語 ★★★ ・高２の夏から本格的に対策を始め、高２のうちに完成させた。
・高３は古文・漢文の知識を忘れないように確認した。
・センターの過去問は全て解き、完璧にした。

倫理、
政治・経済

★ ・参考書を読んだうえで、過去問の演習を行った。
・過去問でつまづいたときは、参考書を再度確認しもう一度解き直す、と

いう作業を繰り返した。

受 験 までの私の学習
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　国語は、後半になると時間がなくなるから高２の冬
に古文単語だけはやっておくといいとの先輩のアド
バイスに従い、『読んで見て覚える重要古文単語 315』
を２周しましたが、古文の文法や漢文はほとんどやり
ませんでした。現代文については、過去問を使って選
択肢のはじき方をマスターする練習をする程度で、国
語の勉強とはいえないものでしたが、本番では満足の
いく結果が出ました。
青木　倫理はさきほど歯磨きの話をしましたが（笑）、
過去問を解いた結果、選択肢は一番常識的なものを選
べば大丈夫なことが分かりました。ただ、選択肢は単
語帳だけで記憶していると見事に引っかかるように
なっています。ですから、この思想はどんな意味があ
るのかを理解するように努めました。そのため、倫理
の単語帳を使うことはあまりお勧めしません。
　国語は、学校の先生の影響で中２から古文・漢文を
全力でやったため、高２以降は古文・漢文はやってい
ません。国語はセンターの過去問で毎回 200 点満点中
150 点くらい取れたので、『最短 10 時間で９割とれる
センター現代文のスゴ技』という参考書を使いました。
これがとても分かりやすく、無事に高得点をマークで
きました。

 面 接 ・ 小 論 文 の 対 策

出題傾向に応じた対策を
吉久　ほとんどの医学部で面接や小論文が課されます
が、どのような対策を行ったのか聞かせてください。
齋藤　二次試験の対策はしていません。面接では、誠
実に答えること、声を大きくはっきり話すことだけは
気をつけましたが、質問には自分が思った通りに答え
ました。特別に医療系のことを調べたりもしていませ
ん。また、作文が得意だったため、小論文対策もしま
せんでした。正直、合格には一次試験の結果が前提で、
二次試験はそれほど重視されないだろうと考えていま
した。であれば、それに時間を割くより、しっかり勉
強しようと思ったのです。
渡邊　医科歯科大は、前期が面接のみ、後期は小論文
も課されますが、前期の面接は３分で終わるため、普
通に受け答えができれば絶対に落ちません。ただし、
後期の面接は２回あり、１回目は受験者１人に対して
面接官が９人です。それ自体も圧迫ですが、こちらの
答えをさらに深く追究するような質問でとにかく追い
詰められるため、それに負けない精神力と医療者的な
意見を述べられるかどうかが問われます。一方、小論
文のテーマはユニークで、今年は財政に関することが
出題されました。学校の先生のアドバイスで、どんな
テーマが出てきても、医療者として求められる資質に
うまくつなげて書くことを意識していました。

大樂　渡邊君の言う通り、後期は確かに掘り下げられ
ます。私が研究に興味があると言ったら、臨床医と研
究医の給料の差についての考えや具体的な研究のイ
メージなども聞かれました。また、なぜ生物ではなく、
化学グランプリなのかも聞かれました（笑）。ただ、
自分がどんな医師になりたいのかが根底にあれば、ど
んな質問にも答えられると思います。面接対策として
は、想定問答を作ったり、大学のアドミッション・ポ
リシーを読んだりしていました。小論文は、テーマに
よって、医師や社会貢献などに絡めて書けるように意
識的に練習していました。
吉川　私が受けた推薦入試は、願書に書く志望理由
が 600 字とかなり多いため、夏休み明けから徐々に考
え始め、添削を受けて何度も書き直しました。面接に
ついても学校で練習をしてもらいました。医師志望理
由と筑波大学志望理由は毎年聞かれるため、しっかり
対策したほか、内申書からの質問にもきちんと答えら
れるようにしておきました。とくに筑波大学で学びた
いということを強くアピールすることを心がけ、カリ
キュラムや将来所属したい研究室などの情報を収集
し、具体的に説明できるように準備しました。
中村　面接は大学によって聞かれる内容やどれくらい
重視するかも違います。しかも、今年の慈恵大は形式
を大きく変えており、例年の形式に合わせればいいと
いうものでもありません。私の場合は「理想の医師像」
「本学志望理由」など絶対聞かれると思われる質問を
まとめたノートを作成して、いつ聞かれても答えられ
るようにしていました。また、時事問題も問われるた
め、ニュースにも注意を払いました。慈恵大では今年
から小論文も課されるようになりましたが、対策が立
てられず、面接の方に力を入れていました。
青木　慈恵大の面接は、今年からMMI というタイプ
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に変わり、実際に医療現場でどう対応するかといった
ようなことが聞かれるようになりました。過去問は全
く見つかりませんでしたが、英語で探したところ練習
問題がたくさん出てきたため、それで練習しました。
小論文は、慈恵大対策ではなく、順天堂対策としてか
なりこなしました。風景や人などの画像をパソコンで
検索し、それらを見て何を感じるかを思い描いたうえ
で、ポジティブに書くことを心がけました。

 夏 休 み の 過 ご し 方

集中力の維持が勝負を決める
吉久　高３の夏休みが大事だと言われますが、みなさ
んは夏休みをどのように過ごしましたか。
齋藤　実はスタートに失敗して、だらだら過ごしてし
まいました。しかし、８月に入ってからは自分で計画
した通り勉強できました。十分な睡眠時間が必要なタ
イプですから、10 何時間も勉強できませんが、８～
９時間は必ず集中して、決めた問題集を最後までやり
切ることができました。それですごく成績が伸び、結
果的には良かったと思っています。
渡邊　夏休みの勉強時間は 10 時間くらいを目標に、
化学と数学の基礎固めに費やしました。毎回ＳＥＧの
自習室を使いましたが、入室してすぐ積分の計算問題
を 30 分くらいやり、調子が上がってきたところで数
学に入るといったルーティーンを作っていました。一
度ルーティーンを作って固定させると、あとは辛さを
感じることなく、淡々とこなすことができました。
大樂　だらけないように、毎日、自分が何をしたのか
を意識するようにしていました。夏休み前に物理の基
礎固めができていないことが分かっていたため、授業
ノートを復習し、それまで受け身だった化学は、テス

トゼミ前までに理論をたたき込むつもりで勉強しまし
た。また、化学グランプリの二次審査に通ったため、
１泊２日で４時間の実験をして帰ってきましたが、そ
れがいい息抜きになった気がします。
吉川　１週間ごとにやることを決め、毎朝、今日やる
べきものを山積みにして、それを無心でこなすという
ことをやっていました。睡眠時間もちゃんと確保しつ
つ、１日 15 時間くらいやっていました。息抜きの日
も作りましたが、どうしても焦ってしまうため、12
時間は勉強していました。
中村　家にいると寝たりして誘惑も多いため、夏休み
は開室から閉室まで１日中ＳＥＧの自習室で勉強して
いました。計画を立てて勉強していたのですが、なか
なか計画通りには進まず、渡邊君と同様、これだけは
やるというルーティーンを決め、それに夏期講習の予
習・復習を加えたものを最低限として、残りの時間は
苦手分野の克服に回していました。
青木　僕は睡眠大好きなため、夏休みも８時間は絶対
寝るようにしていましたし、疲れて集中力が落ちた場
合は、さらに 30 分～１時間の睡眠を取り、集中力を
保つことに重きを置いていました。夏休み前に計画は
立てましたが、１日の最低限の分量だけを決め、時折
りテレビで野球を見てリフレッシュしたりして、集
中力とモチベーションを維持しながら過ごしていま
した。

 受 験 期 を 振 り 返 っ て

思ったより楽しく成長できた
吉久　受験勉強や入試を振り返って、今どんなことを
思っていますか。
齋藤　受験勉強は楽しいものではありませんでした
が、周りもみな同じで、高３の１年間はそういう生活
だと思っていたため、辛いとは感じませんでした。学
校行事もきちんとこなし、今よりも時間を活用できて
いたと思います。入試には思ったよりもリラックスし
て臨めました。ただ、慈恵大が第一志望だったため、
２週間後の慶應で緊張が緩み、一気にテンションが下
がってしまいました。結果は合格でしたが、自分の甘
さを最後に痛感して終わった受験でした。
渡邊　基本的に楽しかったのですが、模試の判定が好
転することはなく、合格できるだろうかという不安が
常にありました。しかし、いい調子で英語の長文が読
めたとか、校内模試の順位が上がったといった、いい
部分を見るようにしていました。受験期を通して、自
分は努力できる人なんだと思えたことは収穫です。自
分は勉強しようと思えばできるんだと自信になりま
した。
大樂　受験は辛いというより「自分自身に腹が立った」
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という感じです。本格的な受験勉強に入る前に自分の
弱さを痛感したからです。逃げたくなったり見て見ぬ
ふりをしたりする自分の甘さに腹を立てていました。
こうした時期を経て、現在では周りの人に感謝するよ
うになりました。自分一人ではできないことがあるこ
とも分かり、友だちや先生方、家族に支えられてでき
たという思いも強くなりました。また、失敗しても無
駄じゃないとも思えるようになりました。前期に失敗
して後期の勉強を始めたのですが、その間に医療につ
いて考えたり調べたりすることで自分の中の理想の医
師像が固まったからです。受験を通して、学ぶことの
楽しさを改めて実感することができました。
吉川　私は塾がすごく好きで、毎週楽しく通っていま
した。勉強はゲームのようで、テストでいい点を取る
と、次のステージに進めるような感覚でした。入試で
も、「青本でやった問題に似てる」とか「あのとき覚

えたところだ」ということが頭に浮かび、楽しんで解
いていたことを覚えています。中１からずっと大学受
験のことを考えていたため、６年間の努力がこうして
形になるんだなと感慨を覚えました。
中村　小学校受験以来、受験がなく、同級生の多くは
推薦入試や附属大学への内部進学ですし、理系の受験
生もほとんどいなかったため、孤独を感じながらの受
験生活でした。そんなときに、ＳＥＧでたくさん友だ
ちができたことは良かったと思います。ＳＥＧの友だ
ちはレベルが高く、自分に足りないところを考えさせ
てくれましたから、周囲の環境はとても大切だと思い
ます。周りに感謝しつつも、やはり自分で努力して学
力をつけ合格した実感は初めてのものであり、とても
うれしかったです。
青木　ＳＥＧの授業は楽しかったのですが、自分で勉
強するとなると全くテンションが上がらず、本当にや

●�過去問はいつ頃から何年分くらい解いた？
　 センターの過去問は12月からやり、その間はそれだけに力を注いでいました。２次の過去問は、僕は単願だったのもあってセンターの後から行い、

平均して10年分くらい行いました。

●�学力が伸びたと手応えのあった時期とその勉強方法は？
　 ９月から11月。数学は夏期講習のテキストをとにかく解き込んでおり、理科は知識の再習得・試験での活用のための勉強をしていました。また、テ

ストゼミを通じて、知識の再整理・応用への対策を繰り返すことで、入れた知識を試験で効率よく発揮できるようになりました。

渡邊  駿

科�目 得意度指数 学習方法

数 学 ★ 【二次対策】クリーム本、夏期講習のテキスト（３冊とも）の問題をできるようになるまで何回も解く（問題によっては５
回以上）。テストゼミで完答できなかったものは解き直し→テスト形式で時間を計って解く→完答できるまで繰り返す（金
子先生の指示通り）。テキストは11月までに終わらなかったので、以降センターが終わるまではテストゼミの解き直しの
みを行った。センター後はテキストを終わらせる＋テストゼミ解き直し→過去問演習（10年分）。

【センター対策】ⅠA、ⅡBそれぞれ18年分解いた（12月に入ってから）。
【備考】僕は高３の運動会（５月）までほとんど数学の力が身についておらず、時間が足りない中の苦肉の策だった。私
大の併願を出さなかったため、センター後に時間の余裕があった。センター数学までの力は十分についたが、時間が足
りず、二次試験には力が足りなかったように感じる。

英 語 ★★★★ 【二次対策】多読を継続的に行っていた（毎日10ページを目安に行っていた）。単語は、８月中旬から『速読英単語１ 必
修編』を電車の中などで行っていたほか、『リンガメタリカ』（授業内で配布）を５月頃から行った。医科歯科大には文法
問題がないため、文法の勉強はほとんど行わなかった。センター後から過去問演習を行った（８年分）。

【センター対策】12月から行った。過去問を７年分やった。文法、発音、アクセントは数をこなして何とかし、そのほか
は二次対策で十分にカバーできていた（リスニング含む）。　　

【備考】高１の８月から高２の５月まで、交換留学でアメリカに行っていた。
単語はシャドーイングしながらやった方が圧倒的に効率が良かった。

化 学 ★★★ 【二次対策】夏休みに毎日、他塾の映像授業で知識を入れた。並行して『エクセル』（学校で配布）を解いた。９月からの
ＳＥＧの授業で知識の再定着＋使い方を学んだ。センター化学を二連続で満点が取れるようになるまで解いた（吉久先
生の指示）。テストゼミの解き直しを毎週行った。二次対策は11月までやり、センター後に再開した。過去問は11年分
解いた。

【センター対策】二次対策でセンター対策を兼ねていたため、特には行わなかった。
【備考】12月からセンターまで頭を使う問題に触れていなかったため、かなりさびついてしまった。

生 物 ★★★★★ 【二次対策】学校での授業＋『ニューグローバル』（東京書籍）の基礎チェック。過去問は８年分解いた。
【センター対策】特には行わなかった。
【備考】もともと得意なのと、学校で思考力についてはかなり前から鍛えられていたので、知識を多少入れるだけでなん
とかなった。

国 語 ★★★ 【センター対策】古文は電車内で『ミラクル古文単語396』をやった。漢文は夏休みに『ステップアップノート10漢文』
を１回解いた。あとは過去問をかなり解き（23年分）、物量で押し切ったが、運の要素が強かった。

地理 ★★★★★ 【センター対策】『ウィニングコンパス』を10月から計２回解いた。過去問は11年分解いた。

受 験 までの私の学習
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る気が起きませんでした。学校の模試でも成績が悪く、
過去問も解けなかったりする自分にイライラしたりし
ました。しかし、全く分からない問題については「復
習しても意味がないし、本番で出ても解けないから」
と割り切り、そういう問題は切り捨てて、復習して理
解できそうなところだけ理解するようしていました。
受験期間全体を通して、人生には無理をしなければな
らないときもあるということを学んだため、今後それ
を支えに生きていけるかなと思っています。

 大 学 生 活 と 将 来 の 夢

早く医学のことを学びたい
吉久　現在のこと、それから将来について考えている
ことをお聞かせください。
齋藤　今、大学生活をすごく楽しんでいます。慶應で
は１年生は医療のことを学ばず、２年生も似たような
状況なので、直接的な将来のビジョンは見えません。
しかも、現在は日吉キャンパスで他学部の学生と一緒
のため、正直、医学部にいるという実感もありません。
小児科志望なため、１年次に１度だけある実習で小児
科を訪ね、自分に何ができるのか、自分が何をやりた
いのかを自分の目で見て確認してきたいと思っていま
す。将来的には、発達障害や知的障害などの子どもた
ちを臨床面でサポートしたいと考えています。
渡邊　僕はまだ臨床か研究かを迷っている状態で、授
業もまだ教養の段階のため、将来に直接つながるよう
な自覚はあまりありません。ただ、研究に携わらせて
もらえるような授業を取るなど、少しでも医療につな
がりそうなものは意識的に取り入れたり、医師が書い
た本を読んで臨床の現状を知ったりしながら、モチ
ベーションを保つようにしています。

大樂　今は教養中心の授業ですが、それでも何かしら
医師や一人の人間としての成長に役立つのではないか
と考えているため、自分の興味のある分野とか、今ま
で興味がなかった分野で教養を深めたいと考えていま
す。また、１年生のうちに救急医療や精神医学などの
研究会に参加して、少しでも医学のことに触れる努力
もしています。将来は研究医を考えています。遺伝子
に興味があるため、病気の原因や薬の効きやすさなど
に遺伝子がどう関係しているのかを解明して、治療法
などにつなげていきたいと思っています。
吉川　高校では受験を理由に部活を諦めてしまったた
め、大学ではサークルや部活動に力を入れたいと思い、
ゴルフ部と軽音楽部に所属しています。現在、興味が
あるのは「みんなで創ろう『筑波アクションプロジェ
クト』」という、全学の１年次対象の科目です。少人
数でお祭りなどのイベントやボランティア活動を企画
するもので、芸術専門学群や体育専門学群など、専門
が異なる人たちが集まるプロジェクトのため、人脈が
広がっていく実感があります。臨床か研究かはまだ決
めてはいませんが、海外留学には行きたいと考えてい
ます。
中村　慈恵大の場合、１年生は教養と医学系の授業は
半々ですが、ＳＥＧのように先生が直接生徒に話しか
けるような授業はあまりありません。ただ、実習では
ラットの解剖などを始めています。将来のビジョンは
まだ明確になっていませんが、広い視野で物事を考え
たいと考えており、海外での就業も選択肢に入れてい
ます。大学でいろいろな人と出会えることもとても楽
しいです。
青木　大学の授業では、１つ面白い授業があります。
倫理学です。アリストテレスという名前を聞いただけ
でテンションが上がります（笑）。研究医志望だった
のですが、慈恵大には１年のときから病院見学実習や
診療科見学などがあり、僕はたまたまリハビリテー
ション科を見学しました。その結果、臨床にも興味が
出てきて、将来を決めかねている状態です。僕も吉川
さんと同じくゴルフ部に入っています。海城高校には
ゴルフ部がなくてうずうずしていたため、学生生活を
とても満喫しています。

 後 輩 へ の メ ッ セ ー ジ

受験一色にならず高校生活も楽しもう
吉久　最後に後輩へのメッセージをお願いします。
齋藤　高２までは部活中心で受験勉強のスタートが遅
かったのですが、充実した高校生活を過ごせたため、
全く後悔はしていません。ですから、受験勉強は高３
からでもぜんぜん焦る必要はないということは伝えた
いと思います。受験期も受験のことだけで頭がいっぱ
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勉強はもちろんだが
息抜きも大切！

青木 遼
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いになることはありませんでしたが、そういうタイプ
でも合格できるため、無理に受験、受験と自分を追い
込まなくてもいいと思います。
渡邊　同感です。生活を受験だけにしないことはとて
も大切です。僕は、自習室では集中して、家では少し
のんびりしていました。また、悩むよりは、とりあえ
ず何かした方がいいと思います。前期に落ちたとき
も、そのことをほとんど考えず後期の対策をしたこと
が合格につながったため、いい意味での鈍感力という
か、いいところばかり見ることも大切な能力だと思い
ます。
大樂　高校時代は部活に力を注いでいましたが、それ
で良かったと思います。集中力がつくし、やっておけ
ば良かったと後悔しなくてすむからです。受験前日に
眠れなくても、焦る必要はないということも伝えたい
と思います。私は受験前にホテルに泊まり、環境が変
わったせいで２時間半くらいしか眠れませんでした
が、目を閉じているだけである程度は頭は休まるし、
気が張っているため、何とか乗り切ることはできます。
吉川　私自身は受験で辛い思いをしたことはなく、受

験前日でさえ、もしこれで落ちても楽しかったからい
いかなと思えたほどです。受験期を通してずっと楽し
かったため、後輩の皆さんも日々を楽しく過ごすとい
うことを大切にしてほしいと思います。とくにＳＥＧ
の授業では、受験対策ということだけでなく、純粋に
学ぶことを楽しむようにしてください。
中村　焦りを感じることも多いと思いますが、１日１
日を大切にして、自分が今日何ができたかを大事にし
てください。受験期は「今日より暇な明日はない」と
思い、やるべきことを先伸ばしにしないことを意識し
ていました。できないことをできるようにするのは全
科目共通ですし、それができれば合格できるのですか
ら、そこに集中してほしいと思います。
青木　受験は平常心というか、普通の人生の通過点の
一つだと思えば、そんなに緊張しないで臨めるのかな
と思います。頑張ってください。
吉久　生徒に聞かせたい話をたくさんしていただけま
した。これから大変な仕事が待っていると思いますが、
楽しみながらやっていただければと思います。本日は
ありがとうございました。
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受験期にはうれしいこと、悲しいこと、
いらだつこと、いろいろあると思います。
もちろん、いい結果を出すためには自分
の弱い部分を改善していかなければなり
ません。しかし、それとは別に、いい部
分だけを見る、ということも心掛けてみ
てください。至らない部分は客観的に見
つめる一方、全体的には無理やりにでも
自分に都合よく解釈する、このことがで
きると、かなり心が楽になるかと思います。

渡邊 駿

大学に入ることだけを目標と
せず、純粋に学びを楽しむ
姿勢を大切にしてください。

吉川 優香

最後まで自分を信じて、
悔いのないように頑張っ
てください！

中村 菫

遊びも勉 強も全 力で
悔いのない高校生活を
送ってください。

齋藤 絵里香

目標に向かって努力したことは無
駄になりません。志望校合格を
目指して頑張ってください。

大樂 絵理奈




