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後輩に薦める
参考書は？

クリーム本（ＳＥＧ）
化学入試演習テキスト（ＳＥＧ）
『物理のエッセンス』『名問の森』（河合出
版）
『鉄壁』（角川学芸出版）

英語：『ディスコースマーカー英文読解
　　　大意把握から要約まで』（Z会）
数学：クリーム本、テストゼミ（ＳＥＧ）
物理：ＳＥＧのテキスト、テストゼミ
古文漢文：『古文単語ゴロゴ』
　　　　　『漢文ゴロゴ』
　　　　　（スタディカンパニー）

『リンガメタリカ』（Z会）　多読クラスで
配られ、リーディング、リスニング対策
をしながら単語を覚えられるし、現代
社会の課題（グローバル化、経済格差、
医療の発展など）の基礎知識も学べる
ので、英語に限らず、センター国語の
評論文を読む際の背景知識にもなる。

最近読んで
面白かった本は？

『あきらめない心─心臓外科医は命をつ
なぐ』（新潮文庫）天野 篤 著

『女子校力』（PHP新書）

座右の銘、
好きな言葉は？

なんとかなる 三倍努力して出過ぎた杭になれ
（上記書籍に出てきたフレーズ）

Les trouvailles sont faites
pour etre perdues
（失敗しなければ成功はしない
　　　　　　　　　　ココ・シャネル）

自分はどんな
ＳＥＧ生だった？

同校の友達と、授業を目一杯楽しんだ
ＳＥＧ生

質問に行くのが大好きだったＳＥＧ生 周りがすごすぎて萎縮しながら、遊び
に行くようにＳＥＧに通ったＳＥＧ生

目標とする人・
尊敬する人は？

父
幼い頃から医師として働く姿を見てお
り、自分が医師を目指すきっかけとなっ
た人だから。

祖父
84歳になった今も現役の医師として尽
力しているから。

マリ＝アニエス・ジロ（パリ・オペラ座
元エトワール）
子育てをしながらも自分のキャリアを
追求する、一人の女性として。

大学生活の
魅力は？

時間の制約がないため、遊びや部活に
これまで以上に時間が使える。

比較的自由度が高く、友人と遊んだり
趣味に没頭できる時間が増えた。今ま
でずっと男子校だったので共学になっ
たのも魅力の一つです（笑）。

高校時代時間の都合上学べなかったこ
とを学べたり、行動範囲が広がること！

将来の夢は？ 医師 心臓外科医 研究医になったとしても、臨床医になっ
たとしても、より多くの人の生活をより
よいものにできる医師になること。
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古川　最初に自己紹介をお願いします。あわせてＳＥＧ
に通い始めた時期を教えてください。
磯島　東京医科歯科大学に進学した磯島晃太郎です。
暁星高校出身です。ＳＥＧには中３の冬期講習から入
りました。
青木　慶應義塾大学医学部 1年の青木奎仁です。出身
は海城高校で、ＳＥＧには高 1の数学に 4月から入り
ました。
山崎　東京医科歯科大学医学部に進学しました山崎珠
璃といいます。東京学芸大学附属高校出身で、ＳＥＧ
には高１のとき、数学と英語の春期講習から通い始め

ました。
古川　医学部に行きたい、あるいは医師になりたいと
思ったのはいつ頃ですか。
磯島　父が医師で、親族にも医師が多かったため、か
なり幼い頃から医師になろうと思っていました。また、
中２のとき祖母が入院した病院で、いろいろ良くして
いただいたこともあり、具体的な目標としての医師像
が明確になってきました。
青木　僕も磯島君と同じく父親が医師で、幼い頃から
その姿を見ていて憧れていたということもあります
が、中学高校時代を通して生物にすごく興味が出てき
たことも大きな要因です。生物学のような自然科学の
領域の勉強もしたかったし、医師への憧れもあったた
め、医学部に進学しようと思いました。

医師を目指した理由
自己紹介
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山崎　叔父以外の親族には医師がいない環境で育ちま
した。小４のとき、母がレーシックの手術を受けたの
ですが、そのときの眼科のお医者さんがかっこいいな
と思ったのが、医師に憧れた最初です（笑）。もう少
し自分の夢や目標が具体的になったのは高校生になっ
てからで、筑波大学附属視覚特別支援学校の生徒たち
と交流会の企画と運営を担当した際、出会った子ども
たちの役に立てたらいいなと思い、そこから具体的に
医師へのビジョンができていった感じです。

古川　医者になりたいと思ったとき、どんな観点から
塾選びをしたのですか。
磯島　医学部に強いからという理由で
ＳＥＧを選んだわけではありません。数
学自体はもともと好きな科目だったので
すが、当時は伸び悩んでおり、もう少し得
意になりたいと思っていました。ＳＥＧ
は数学をすごく重視しているという評判
で、高い進学実績もあったため、取りあ
えず体験してみようと冬期講習を受けた
ところ、すごく自由な雰囲気で、それに
魅了されて通うことにしました。
古川　冬期講習ではどんなことを習った
のですか。
磯島　中３の指定講座で、不等式の最大
最小について、今はいらっしゃらない新
倉先生から習いました。他のクラスが満
員になってしまっており、この講座だけ
が空いていたので受講したのですが、す

ごく良くしていただいたため、すぐに入
塾テストを受けて、その年の３学期から
通常授業を受講し始めました。
青木　兄がＳＥＧを経て医学部に通って
いるため、いい評判はもともと聞いてい
たのですが、高１までは全く塾に行きた
いという気持ちが起きず、実際、通って
いませんでした。しかし、当時仲の良かっ
た友だちがＳＥＧに入りたいと言い始め
たため、「じゃあ、僕も入ろうかな」と
いう軽いノリで入ってみました。木村浩
二先生の授業だったのですが、あの独特
な感じがすごく好きになって（笑）、こ
のまま続けようと思いました。
山崎　学芸大附属は、高校受験があるた
め、中学時代は塾には通っていましたが、
いわゆる進学塾には通っておらず、大学

のことは高校に入ってから考えようと思っていまし
た。高校進学時には、まだぼんやりと医師を目指そう
と思っていた程度でしたから、医学部に入るために踏
んでいくステップも明確ではなく、進学先にしても首
都圏の医学部に行けたらいいくらいにしか考えていま
せんでした。ですから、医科歯科大か、横浜市立大あ
たりを想定していたのですが、具体的に医学部に進学
するための塾選びを始めたとき、やはり数学が強い塾
の方が有利なのではないかと思い、ＳＥＧに決めまし
た。
古川　実際に授業を受けたのはどの先生でしたか。
山崎　最初の春期講習は大賀先生で、指数・対数関数
だったと思います。ただ、この指数・対数関数はそん
なに面白いと思えなかった記憶があります（笑）。大
賀先生の授業が面白くないのではなく、指数・対数関

「数学に強い塾」が決め手
S EGを選んだ理由
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親身になってくれる講師
S EGの印象

数の範囲のなかに、自分自身が新しい発見を見出せな
かったからだと思います。高１の４月から通常の授業
が始まりますが、６月の１週目で青木亮二先生の三角
関数の授業を受け、初めて面白いと思いました。三角
関数は他塾でざっくりとは習っていましたが、公式を
受け入れることが前提となっていました。ところが、
ＳＥＧではどうしてそういう公式が成立するのかとい
うところから丁寧に解説してくれたため、魅力を感じ
たのだと思います。

古川　ＳＥＧで一番印象に残った授業は何ですか。
磯島　大澤先生の数学です。ＳＥＧの先生ってちょっ
と風変わりな授業をされたりしますが、大澤先生はい
ちばんノーマルというか、正統派の授業をされる印象
があります。受験にシフトしたときに受け始めたため、
何をちゃんとやればいいか、的確に教えてくださり、
勉強の方針も決めやすかったです。面談も 15 分で申
し込んだのに、結局 30 分くらい時間を割いてくださ
るなど、すごく親身になってくださいました。
古川　どんな相談をしたのですか。
磯島　半分愚痴を聞いていただいた感じなのですが、
勉強方法とか、どうしたらテストゼミで高得点が取れ
るようになるか、といったようなことです。過去問の

●過去問はいつ頃から何年分くらい解いた？
　 過去問はセンター後、受験する順にそれぞれ７年
分ほど解いた。受験日２～３週間前くらいのタイ
ミングから一気に対策し始める感じだった。特徴
のある設問については、大学別講習等を利用し
て対策した。

●センター対策としてしたことは？
　 センター１ヶ月前くらいからほとんどセンターの
勉強しかしなかった。初めの方はセンター模試
の過去問やセンター対策問題集、参考書をやり、
段々とセンターの過去問へとシフトしていき、直
前には本番と同じ時間割で最新年度２～３年分
を解く感じでやった。

科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★ クリーム本、テストゼミの問題を繰り返し解き直した。特にクリー
ム本に関しては、板書の内容が再現できるくらいまで理解する
よう努めた。

英 語 ★★★★★ 通学時間を使って単語帳か文法帳をやっていた。週１回他塾の
授業を受けた。他塾で大学別の対策講座を単発で受けた。

物 理 ★★★ 基礎的な参考書で基礎事項をある程度理解した後、発展的な問
題集を繰り返し解いた。分からないことがあったら、逐一基礎
を確認した。塾の講座を受けていなかったので、ＳＥＧのテスト
ゼミ等の講習を単発で受けた。

化 学 ★★★★★ ＳＥＧの入試演習テキストをひたすら繰り返した。チェックシー
トは一通り解いた。無機や有機の暗記事項は、チェックシート
や参考書を利用してこまめに確認した。

国 語 ★★★★ 学校で配られた古文単語帳や漢文の句形集を通学時間にやっ
た。学校で東大古典の講習を受けた。センターの本試の過去問
は全部、追試の過去問は５年分ほど解いた。

地理B ★★★ センター１ヶ月前くらいから、参考書をひたすら繰り返し読み、
ある程度覚えてからセンター対策用の問題集を解いた。センター
の本試、追試それぞれ５年分ほど解いた。

青木  奎仁受験までの 私 の 学 習
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添削なども、ずいぶん大量に提出してしまったのに、
最後まできちんと添削してくださいました。また、入
試前日には、大澤先生からメッセージが届き、それが
けっこう力になりました。そういう優しいところも大
澤先生の良かったところかなと思っています。
古川　そのメッセージは手書きなのですか。
磯島　はい。手書きでした。
青木・山崎　えー、やさしい（笑）。
古川　数学の高２、高３の授業、とりわけ高３の授業
はいかがでしたか。
青木　大澤先生と青木亮二先生の授業を両方受けてい
ました。 大澤先生は、今、磯島君が話したような感じ
で、すごく好きだったのですが、たまたま学校の講習
とかぶってしまったため青木亮二先生に変えました。
高２のときずっと受けていた先生で、雰囲気もだいた
い分かっており、関西弁でノリのいい楽しい授業で好
きだったのですが、けっこう変わっているため、話し
にくい先生なのかなと想像していました。ところが、
高３になって面談をしてみると、親身になって自分の
ことを考えてくれたのに驚きました。僕は、センター
を受けるまでは東大理Ⅲ志望で、直前に医科歯科大に
変更したのですが、青木亮二先生は、理Ⅲを続けなさ
いと、ずっと励まし続けてくださいました。

山崎　私は、数学が一番ネックで、実はあまり得意で
はありません。青木亮二先生は、高１の授業や季節講
習などでたびたび受けた経験があり、楽しくて大好き
な先生だったのですが、いざ受験ということを考える
と、果たして自分は先生のあのテンションに最後まで
ついて行くことができるのかと、一抹の不安がよぎっ
たことは確かです（笑）。あのハイテンションに、自
分の心が乖離していったら辛いなと。その点、大澤先
生の方が、安心感がありました。

古川　ＳＥＧでは、数学以外にはどんな教科を受講し
ていましたか。
磯島　高２の夏休みから物理の受講を始めました。学
校では、物理に関してけっこうざっくりとしたことし
か習わないのですが、ＳＥＧの場合、あまり教科書に
載っていないことまでどんどん教えてくれます。微分
積分を使って公式を導き出したり、微分方程式を解い
てみたりといったことまでやってくれました。現在、
そういった内容の授業を実際に大学で受けており、
ＳＥＧの授業の復習みたいな感じで授業に出られるた
め、すごく役立ったと思っています。
青木　大学の授業だと、化学の授業がけっこう物理っ
ぽくなってきます。僕はＳＥＧで阿部先生の化学の授
業を受けていたのですが、先生自身が化学の授業で物
理を多用する方でしたから、その意味で、大学の授業
にスムーズに接続できるような授業を受けられたと
思っています。また、今、数学の授業で行列をやって
いるのですが、ＳＥＧで行列と線形変換に関する講習
を受講したこともあり、かなり助かっています。
山崎　私は生物選択だったため、大学で習う物理は全
部が新鮮で面白く感じています。ただ、いつも遅くま
で残っているため、物理の先生にはかなり心配されて
いますが……。大学の化学の授業では、現在偏微分方
程式を使い始めているため、ＳＥＧで鍛えた数学を駆
使している感覚があります。
古川　なぜ、生物にしたのですか。
山崎　私の学校では、理科は実験をしてレポート書い
てというタイプの授業をするのですが、高２の物理基
礎があまり楽しくなかったからです。受験対策ですが、
塾には行かず、ＳＥＧの冬期講習だけ受講しました。
生物の場合、模試を受けていて一番嫌なのが字数制限
のあるマス目で解答する問題でした。修正しようとす
ると、最初から何回も書き直さなければならないから
です。そこで、対策として『標準問題精講』を使い、
字数制限のある問題については、方眼のノートにでき
るだけ消さずに書けるように訓練を積みました。ただ、

大学で役立つことを学べた
理科について

4



2018 大学合格者座談会 医系  

推薦で合格したため、実際に二次試験でその成果を発
揮することはありませんでしたが……（笑）。

古川　英語の勉強をどのようにしていましたか。
磯島　僕は中１から別の塾で英語と数学を習っていま
した。中３になって、その塾の数学について行けなく
なりＳＥＧに変えたわけですが、英語はそのまま続け
ていました。
青木　高２の冬くらいから他塾の医系英語の講座に通
い始めて、結局最後まで通いました。
古川　山崎さんは多読に通っていましたね。
山崎　はい。おかげで、「多読信者」になりました（笑）。
古川　役立った、と実感した場面はありましたか。
山崎　入試本番で、66 ページの英文資料を読んで答
える問題が出ました。CRISPR-Cas9 の特許紛争につ
いてと使い方について、10 本くらい英文記事があっ
て、それを読んで答える問題です。短い時間の中でで

したが、対応できました。多読をやっていて良かったっ
て、古川先生ありがとうって思いながらやっていまし
た。
古川　今でも、ちゃんと続けて読んでいますか。
山崎　読もうと思って買ってはいます（笑）。忙しく
てなかなか読む暇を作り出せないのですが、ちゃんと
読むべき本のストックはあります。

古川　苦手科目はどのように克服しましたか。
磯島　苦手科目は化学です。化学だけ塾に通っていな
かったからです。学校の授業も基礎的なことが中心
だったため、入試レベルの化学に関してはコンプレッ
クスもありました。そのため、基礎を徹底的にやった
うえで、ＳＥＧの志望校別の講座を活用し、出題傾向
に沿った専門的な対策をすることにしました。苦手科
目に関しては、基礎を徹底的にやるべきだと思います。
青木　僕は、数学が苦手で、例題を暗記する勉強法が

「多読信者」になりました
英語について

ミスノートが役立った
苦手科目の克服

●各教科の具体的な対策法は？
　 数学では夏休みまではクリーム本の予習復習を中心に何度も何度も
解説を再現できるようになるまでやり込みました。その後のテスト
ゼミではなかなか点数が上がりませんでした。しかし、直前期に丁
寧に解き直し、クリーム本のどの考え方が使われていたか、なぜそ
の考え方が妥当なのかということを頭の中で整理するようにしたと
ころ、本番では数学で点数が取れました！

英語は他塾の教材を読み込んで、要点や流れ、単語や表現を全て
完璧にした後に、それらを意識しながら音読をしました。そうする
ことにより、英語をスラスラと読めるようになり、自信がつきました。

●センター対策としてしたことは？
　 数学と古文漢文、日本史に力を入れました。数学は本番より高い
レベルで作られたZ会の問題集で練習し、自信をつけました。古文
漢文は早めに暗記事項を覚えて得点源にしておきました。日本史は
教科書に線を引いたり、音読したりすることで流れを掴み、そのあ
と細かい知識を入れていくというスタイルでやったところ、高い点
数を取れました。

●ＳＥＧの授業の予習・復習の仕方は？
　 数学は大澤先生に習っており、毎週予習ノートを提出すると添削を
してくださったのでそれを活用しました。基本的には解けるまで考
え続け、なんとか自分なりに答を出すことを意識しましたが、分か
らなかった時はどこから分からないか明確化しました。そうするこ
とで、授業のどの部分を重点的に聞けば良いか分かります。復習は
板書の再現をまずやり、2周目以降はプリントの発展事項の確認も
併せて目を通しました。自分の手を動かして復習することが大事だ
と思ったので、いずれにおいてもノートに丁寧に解いていきました。

物理は好きだったので、予習問題を毎回全問解き切ることを目標に
取り組みました。これも、予習専用のノートを作り、何が合ってい
て何を改善すべきかを解説後に書き込んでいました。

科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★★ ＳＥＧのテストゼミ、クリーム本の復習、学
校の定期テスト対策。医科歯科の過去問は直
前期に10年分解いた。センターは過去問をや
らず、Z会出版の問題集で対策した。センター
模試も定期的に受けた。

英 語 ★★★★★ 他塾教材の音読、通学中は音声教材のシャ
ドーイングもした。医科歯科の過去問は直前
期に７年分解いた。センターは４年分解き、
定期的に模試を受けた程度。

物 理 ★★★★★ ＳＥＧのテストゼミ、通常授業、夏期講習ま
でのテキストの問題をこれでもかというくら
い解き直した。石山先生のおっしゃったとお
り、人に解説できるくらいまで理解するよう
に努めた。医科歯科の過去問は直前期に７年
分、センターは河合出版の問題集や模試を利
用した。

化 学 ★★ 塾に通わず、学校の授業、教科書の暗記、『重
要問題集』など。直前期には過去問演習を
したり（6年分）、大学別講座を取ったりした。
センターは河合出版の問題集を全部解き、定
期的に模試を受けた。

国 語 ★★★★ 学校の授業の復習、『ゴロゴ』を使って古文
漢文は完璧にした。現代文は特に対策しな
かった。

日本史 ★★★★★ 学校の教科書をひたすら音読して暗記、学校
配布のセンター過去問やセンター模試を利用
して知識の確認をした。

磯島  晃太郎受験までの 私 の 学 習
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基本でした。クリーム本の時期もそんなことをやって
いましたが、夏の模試で数学の成績が悪かったため、
大澤先生に相談したところ、「板書の内容を再現でき
るまで理解するように」とアドバイスをいただきまし
た。その意識を持ってクリーム本やＳＥＧのテキスト
を勉強するようにしたら、理解力がついてきて、成績
も伸びていきました。ケアレスミスが多い時期もあっ
たのですが、そんなときは化学の阿部先生の「ミスノー
トを作ったら」とのアドバイスが役立ちました。自分
がミスをしたとき、小さなミスノートに書き出してい
くのですが、自分がどんな計算をしているときにミス
するのかを把握できるようになるため、ときどき見直
すようにしていました。
山崎　書くという行為が好きで、暗記するときも大き
な紙に書きなぐるという勉強の仕方をしていました。
あるとき、その方法を苦手な数学の勉強に使えるかも
しれないと思いつき、テストで間違えた問題を縮小コ
ピーし、先生の解法や重要ポイント、解法を思いつく
発想法などをまとめて書き写すノートを作るようにし
ました。要するに自分の間違いを集約したミニノート
で、英語や生物の問題もありますが、最も多いのは数
学でした。全部で３冊くらいになりましたが、そのノー
トを２週間後に解き直したり、模試の復習のときに活

用したりしていました。

古川　受験生の天王山ともいえる夏休みは、どのよう
に過ごしましたか。
磯島　僕の場合は、細かく計画を立てて、７月までに
どこまで終わらせるとか、受講した講座の日程に合わ
せた勉強日程を立てていきました。勉強時間は１日
10 時間程度にして、早寝早起きをモットーにしてい
ました。たまに息抜きとして散歩や運動などを行い、
バランスよく過ごせたのではないかと思います。
青木　夏休み前に１日 14 時間くらい勉強しようと決
意し、張り切って夏休みに臨んだのですが、思うよう
に進まず、結局１日 10 時間くらいになってしまいま
した。最初に 14 時間と決めてしまうと、達成できな
いとどんどんテンションが下がってしまい、僕の場合
は、夏は空回りしていた気がします。夏休みの計画を
立てる際には、最初から高い目標を設定せず、10 時
間くらいを目標にした方がいいのかなと思います。
磯島　大澤先生に勉強時間を記録してみたと報告した
とき、「時間よりもタスクでやった方がいい」とのア
ドバイスを受けました。「時間だと時間を測ることが
目的化するため、何をやりきったとかいうことに注目
した方がいい」との理由でした。
山崎　時間は数値化できるため、記録しやすいのです
が、実力向上が伴った数値になっていない可能性は、
確かにありますね。私の夏休みは、文化祭の準備と、
ＳＥＧの講座の予習復習に追われていました。

古川　受験勉強でストレスがたまったとき、どのよう
に解消していましたか。
磯島　マンションに住んでいるため、屋上に行って伸
びをするとか、親に頼んで景色のいいところまでドラ
イブに連れていってもらうとか、そういうことをして
いました。
青木　僕は、軽音楽部でギターを弾いていたため、勉
強に行き詰まったときは、ギターを弾いたり、自分の
好きな音楽を聴いたりしていました。ランニングに出
ることもありました。
山崎　楽器にはすごく気分転換の効果があると思って
います。私の場合はピアノを弾くことでリフレッシュ
していました。もう１つはバレエです。高２までやっ
ていたため、曲をかけて適当な振りをつけて踊ったり
することもあります。10分も踊るとものすごい量の汗

運動や楽器が気分転換に有効
ストレス解消法

時間ではなくタスクで管理しよう
夏休みの過ごし方
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をかくため、それでスッキリして、また勉強に集中で
きました。ストレス解消には運動も大事だと思います。

古川　志望大学は、いつ頃、どのようにして決めたの
ですか。
磯島　夏休みです。僕も最初は、志は高い方がいいと
いう半分ノリのような感覚で理Ⅲ志望だったのです
が、さすがに無理だと思い諦めました。となると、都
内にある国立大学という条件で考えれば、東大理Ⅲか
医科歯科大しかないため、必然的に医科歯科大になり
ます。医科歯科大は近所でしたから、夏休みにオープ
ンキャンパスに行ってみました。模擬授業のようなイ
ベントがあり、解剖学の先生が、「解剖学は物理と歴
史からなる」と仰っていました。僕は物理も歴史も両
方好きなため、心を動かされてしまいました。そして、
過去問を開いてちょっとやってみると、意外と自分の
得意な感じの問題が多かったため、医科歯科大にしよ

うと決めました。
古川　私立はどこを受験したのですか。
磯島　慈恵会と順天堂を受けました。親族に医者が多
いと言いましたが、実はみんな慈恵会出身なのです。
小さな頃から、怪我をしたり、家族が入院したりした
ときには、みんな慈恵会の病院に行っていたため、慈
恵会もかなり僕のなかでは優先度が高くて、最後まで
医科歯科大とどっちに入学するか悩みました。
古川　関連病院の数とか設備などを考えると、いろい
ろと悩むこともあるでしょうね。最後に医科歯科大に
決めたのはどうしてですか。
磯島　大きな理由としては学費があります。慈恵会と
医科歯科大だと、かなり学費に差が出ますから。すで
に順天堂は断ってしまっていたため、２択になって、
医科歯科大にしました。
青木　先ほども話したように、センターまで理Ⅲ志望
で、センターもそんなに悪い点ではなかったのですが、
実は、その前から本当に理Ⅲを受けていいのだろうか
とブレていました。東大模試でもずっとＤ判定しか出
ていなかったからです。ずっと怖かったため、センター

オープンキャンパスに行ってみよう
志望大学の決め方

●繰り返し使っていたテキスト・問題集とその
活用方法は？

　 ＳＥＧのクリーム本。１週間で解くノルマを
決めて、それをこなすようにした。

●過去問はいつ頃から何年分くらい解いた？
　 推薦で終わってしまったので前期は６月頃
1回解いたきり解いていない。推薦試験の
対策として後期の小論文だけ２～３年分解い
た。

●センター対策としてしたことは？
　 過去問をひたすら解いた。数学に関しては
駿台出版の短期集中の参考書を解いて、穴
がないようにした。地理は過去問以外はほ
とんど学校の定期試験対策＋αくらいしかし
ていない。地域ごとに白地図上に情報を整
理したものを作成し、直前に確認。

科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★ 数学は一番ネックになっていた科目だったので、時間を一番割いた。
毎週テストゼミに向けてクリーム本をしっかり解き、テストゼミを受
けた。テストゼミや模試などで解けなかった問題をコピーして一冊の
ノートに貼り、解法を自分の手でその下に書き写したオリジナル問題
集を作り、２週間経ってから解き直した。

英 語 ★★★★ 多読。長文読解は本をたくさん読めた時期が一番できたので、読解
の対策はほぼ多読だけ。医科歯科の英語は理系の超長文が出るので、
その対策としてNew York Times やBBCのサイエンス欄から１記事
を選び、要約した。文法は本当に苦手だったので、『Vintage』で対
策をした（センター試験ならこれで十分だと思う）。あとは他塾に行っ
ていた友達の宿題を一緒に解いて、解説してもらっていた。

化 学 ★★★ 学校で実験をして、レポートを書いてようやくいろんな知識を入れ、
原理を理解したので、有機化学は最初全然できなかった。書く、と
いうことが自分にとって一番効率のよい暗記法だと思ったので、B4
の白紙を用意して、そこに化学反応式や物質の製法などを書きなぐり、
何度も見直した。問題演習は高３、１学期の理論化学のテキストの
復習とテストゼミと、その復習。

生 物 ★★ 『標準問題精講』。模試で字数制限に沿って記述するのに苦労したの
で、必ず方眼ノートを使って問題を解くようにした。定期試験や模試
で抜けていた知識をまとめたノートを作って、繰り返し見直した。

国 語 ★★★ センター試験の過去問を10年分くらい解いた。学校の定期試験対策
で十分センターの点数は取れるようになったので、問題形式と時間
配分に慣れるためくらい。

地 理 ★★★★ 学校の定期試験でしっかり覚えようと思って勉強していた。地域ごと
に白地図を用意し、地図帳、データブック、教科書、資料集を見ながら、
地域の産業の特徴をあぶりだし、他の地域との類似性、相違点を探
したり、地形との関係を考えたりしていた。

山崎  珠璃受験までの 私 の 学 習
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で医科歯科大の後期が受かる 860 点くらいとれたら、
理Ⅲを受けようかと思っていたのですが、実際にはそ
こまではとれなかったため、本当に月末まで悩んでい
ましたが、医科歯科大のオープンキャンパスにも行っ
ていましたし、結局は、医科歯科大に出願しました。
古川　私立はどこを受けて、結果はどうでしたか。
青木　慶應と慈恵会と順天堂を受けて、ぜんぶ合格し
ました。 慶應と医科歯科大でも最後まで悩みました
が、最後は父の影響が大きく、慶應にしました。
山崎　私は、高１の夏休みに医科歯科大のオープン
キャンパスに行き、「ここに行こう」と直感的に決め
ました。磯島君の話にもあったように、オープンキャ
ンパスの模擬授業は、本当に心に来るものがあります。
磯島　ちゃんと高校生にも分かるように作ってくれて
いるため、授業についていくことができるのです。
山崎　私はそのとき、眼科学の大野京子先生という、
教授になりたての若い女性の先生の模擬授業を受けた
のですが、そこでは弱視の原因を突き止めるために、
眼球の形状の３Ｄ解析を行っているといった話があ
り、興味深いアプローチもあるんだと思い、この研究
室に行こうって感じで決めました。そこからは全然ブ
レなかったです。その後は推薦の対策をしつつ、前期
試験の勉強も続けていきました。
古川　後期の対策はしなかったのですか。
山崎　後期の対策は推薦の対策みたいなものですか
ら、していません。もっとも、後期が受かるほどの成
績ではなかったため、たぶん厳しかったと思います。
古川　推薦の場合は、センターでどれくらいの基準が
要求されるのですか。

山崎　８割以上です。推薦で合格をもらったら、720
点で OKです（笑）。だって、そうでなければ推薦の
意味はないと思います。

古川　青木君は、最後に理Ⅲから医科歯科大に変えた
ということですが、二次の対策はどうしましたか。大
学特有の対策という意味で。
青木　二次対策は、基本的には過去問を全部やるとい
うことがベースでした。ただ、医科歯科大は英語が特
殊なため、それに関しては他塾の講習などをとったり
して要約にとにかく慣れるようにしました。模擬試験
を解いて、ここをまとめた方がいいといったアドバイ
スをもらったりして対策しました。
古川　慶應に関してはいかがですか。数学が少し特殊
ではないですか。
青木　確かに数学は穴埋めみたいな感じですが、僕は、
医科歯科大以外は、大学特有の傾向などは考えずに、
とにかく過去問を解いて、その大学の問題に慣れるよ
うにしていました。
磯島　赤本を買って、夏休みの終わりくらいに英語と
数学だけ最新年度分を解きましたが、その後はテスト
ゼミが始まったため、その復習をしっかりやることに
集中していました。11 月くらいから点数が全然伸び
なかったため、「どうしたらいいですか」と聞いたと
ころ、『大学への数学』が出している私大の過去問を
集めた『入試の軌跡』を勧められました。それをやっ

出題傾向の把握が大切
二次試験対策
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ているうちに、だんだん大学の入試問題に慣れてきま
した。ただ、私立の入試が先にあり、そっちの過去問
を先に解いていたため、医科歯科大の過去問を始めた
のは、センターが終わってからです。順天堂はあまり
時間がなくて、ぶっつけ本番みたいになってしまいま
したが、慈恵会はある程度対策がとれましたし、医科
歯科大は、慈恵会から１カ月くらい期間があったため、
そこでじっくりやりました。
古川　山崎さんは、一般入試は結局受けてないのです
よね。
山崎　はい。１、２月は、結局センター試験しか受け
ていません。
古川　それはいいですね（笑）。そもそも推薦を受け
ようと決めたのはいつですか。
山崎　高２の冬に、来年から特別入試枠ができるとい
うアナウンスが、医科歯科大のホームページに上がっ
たときから、絶対に受けようと思っていました。学校
の成績がすごく良かったので。うちの学校は、定期テ
ストに加えて、レポートの点数の配分も高いのが特徴
で、レポートはいつもまじめに書いていましたし、授
業もきちんとまじめに受けていたため、校内の順位は
分からないのですが、評定平均値は 5.0 ありました。
一同　5.0 ！（笑）。すごい。
山崎　文系科目もガチでやって世界史も５で通しまし
たし、体育と芸術も頑張っていましたから、４がついて
いなかったのです。だから、きっと推薦に出してくれ
るだろうと思っていました。それに、推薦入試のアナ
ウンスが行われる前の高２のときに病院のボランティ
アに行っていましたし、高３の春には医療関連のシン

ポジウムへの参加を決めていましたから、書くネタは
いろいろあったのです。何よりも、推薦に出願できれば、
その分チャンスが１回増えると思っていました。
古川　山崎さんのような人は推薦に向いていますね。
山崎　なにしろ、学校の超優等生でしたから（爆笑）。

古川　ほかの人は、医学部進学にあたって、ボランティ
アとか課外活動に力を入れたのですか。
磯島　高２までは水泳部の部活をやっていたし、部長
もやっていたため、けっこう忙しかったこともあって、
他の課外活動に手を出すことはありませんでした。た
だ、高３の夏休みに医療の現場を見ておきたいと思っ
たため、医師の祖父が施設長をしている老健施設にお
邪魔して、１日案内してもらったことがあります。完
全にプライベートなものでしたが。
青木　僕は、そういう課外活動はマジでしていません
でした。軽音楽部でバンドをやっていましたが、それ
も高２までで、あとは文化祭の実行委員としてステー
ジの企画をやっていたくらいです。
山崎　先ほど触れた高２のボランティアというのは、
東邦大学医療センターの大森病院で行ったものです。
夏休みにボランティアを１週間単位で募集しており、
そこに応募して、朝９時から夕方５時とか６時くらい
まで、フルタイム勤務みたいな感じで、丸々１週間ボ
ランティアをしていました。
磯島　すごい（笑）。

様々な機会を利用する
医療体験

9



磯島　小論文対策と模擬面接は他塾の講座を利用して
対策しました。
青木　高校の先生が模擬面接をしてくれました。各大
学別に質問が 20 個くらい載っているような質問シー
トを用意してくれ、各自で書き、模擬面接までに覚え
て、先生と１対１とか、２対１で面接を行うのです。
それを直前期に１週間くらいずっとやっていた時期が
あります。すごく緊張しましたが、おかげで医療に関
する知識がすごく入ってきました。小論文対策は特に
しなかったのですが、その模擬面接が小論文対策も兼
ねていた感じです。
山崎　小学生の頃から通信制の小論文添削講座を取っ
ていたのですが……。
磯島　小学生？　すごい。
山崎　優等生だから（笑）。最初は作文からスタート
して小論文の型みたいなものを教わって、高校に入る
と、「医学部コース」をとり、毎月小論文を２本書い
て添削してもらっていました。面接の対策は、ＳＥＧ
が河合塾と提携していたため、河合の模擬面接に行っ
たり、医系予備校がやっている模擬面接に参加したり
しました。そして、推薦の一次合格が決まってから二
次面接までの１週間の間に、生命倫理や医療者の倫理
などに関する本を集中的に読んだうえで、学校の先生
に「先生が私の書いた志願理由書を読んだら、どんな
質問がしたくなりますか」と聞き、それをもとに面接
のシミュレーションをしました。

青木　マジか（笑）。
山崎　最初にお話しした筑波大学附属視覚特別支援学
校との交流会の企画は、高１と高２で両方やり、高
３の秋に東工大で開催された、Molecular Frontiers 
Symposium に参加しました。そこでＳＥＧ生にも会
いましたが、高１生が多く、高３生は全然いませんで
した。

古川　青木君と磯島君は、順天堂を受けたわけですが、
あの特殊な問題は、どう答えたのですか。
磯島　写真を見て書くという小論文ですね。今年も写
真が出ました。僕は、順天堂は一般Ａとセンター利用
の２回受けたのですが、一般Ａの方は、廃墟みたいな
ところにいろいろな人がたむろしているような絵で、
「その中の１人の子どもの視点に立って思っているこ
とを書け」というような課題でした。
山崎　抽象画っぽいのよりマシじゃない。
青木　でも書きにくいよ。
磯島　人が書きそうもないことをあえて書けば、独自
性を評価されるのではないかと思い、誰も考えつかな
さそうなことを考えて書きました。それについて面接
で聞かれるのですが、一般Ａのときは、その評価は高
かったです。
青木　その絵の中に、たしか兄弟がいたと思います。
それで、何でこんな貧しい生活をしているのだろうか
というようなことを 400 字で書いたのですが、悲壮感
たっぷりになってしまいました。面接ではダメ出しさ
れ、「最後に希望が見出せるような一文を入れなさい」
と指導までされました（笑）。
古川　小論文対策や面接対策はどうしましたか。

学校の先生との模擬面接が有効
小論文と面接対策
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古川　面接では実際に、何を聞かれたのですか。
山崎　そのシミュレーションでやったことは全く話題
に上らず、なぜ医者になりたいのかということも、全
く聞かれませんでした。そのかわり、「医科歯科大に
新しいシステムや制度を導入するとしたら、どんなも
のがあったらうれしいですか」とか、「画一的な大学
教育を打破するための新しいカリキュラムを提案して
ください」とか言われて、何それって感じでした（笑）。
このほかには、「18 年間生きてきたなかで、人間関係
で一番失敗したことは何ですか」という質問もありま
した。学校の先生の推薦書に基づいた質問もあり、た
とえば「レポートを書くのが好き、と書かれています
が、どうしてですか」といった質問を受けました。こ
の個人面接の前には集団討論があって、「AYA世代
ガンについてどう対策していくか３本柱を作ってくだ
さい」という内容でした。
磯島　慈恵会の面接が印象的でした。MMIといって、
複数の部屋を訪れては１対１の面接を複数回行うもの
です。序盤は普通の大学っぽい、調査書や志望理由な
どを聞かれるのですが、３つ目の部屋くらいから、新
聞記事や図表を渡されて「思うことを述べなさい」と
いったような質問が増えてきました。で、図表のとき
は、「読み取れる事実と、推論をしなさい」という質
問でした。事実と言われたため、データを口にすると、
「そんなことは聞いていない。そんな簡単なことを聞
くと思いますか」と言われて、ずたずたに心が引き裂
かれてしまい（笑）……。
山崎　怖～い（笑）。
磯島　教授が「こんなことも考えられるのではない
か」と説明し始めて、結局、僕はあまりしゃべらない
ままチャイムが鳴って終わったこともありました。
古川　そういうときは、おそらく、患者に対して忍耐
強いかを見ているのだと思いますね。
磯島　「そうですね」と相槌は打ちながらも、内心は
泣きそうになっていて……。でもうヤバイって感じ
だったのですが、次の部屋はわりと普通の面接でした。
ただ、そのあとに小論文のテストがあったため、落ち
着く間もなく、小論文に突入していった感じでした。
慈恵会の小論文は、ある文章を渡され、それをもとに
自分でテーマを決め、1200 字以上 2400 字以内、60 分
以上 120 分以内で書くというものです。
青木　僕が印象に残っているのは、順天堂の面接で、
自己アピールできるものを持ってきなさいというもの
です。賞状とか通知表とかをきれいにファイリングし
て持参し、当日は、それについて聞かれます。普通の
人はそんなに賞状はもらわないと思ったため、皆勤賞

の賞状まで集めて持っていきました。医学部受験では
皆勤賞はけっこう評価されます。
磯島　僕も成績表や賞状、通知表などを持っていきま
した。最後は暁星を２番で卒業できましたし……。ただ、
予備校の面接対策のとき「賞状をたくさん持っている人
を求めているわけではないから、賞状は持っていかなく
ても大丈夫」と言われていたため、独自性を出そうと、
自分が頑張った証として、使い古したシャーペン、長い
間使っていた練習用の水着なども持っていき、勉学やス
ポーツに打ち込んできたことを訴えました。面接官は５
人くらいいて、１人は何もしゃべらずじっと見ているだ
けでした。そして４人の面接官から、それぞれ受け持っ
ている質問をされていくという感じでした。
古川　医学部受験する人は、そういうものを３つくら
いは作っておかないといけないということですね。

古川　医学部受験のための勉強と学校の部活や、学校
行事との両立はどのようにしていましたか。
磯島　暁星は高２でそういうものは終わるようになっ
ていて、高３は勉強するだけという環境になっていま
した。全国的に強いサッカー部だけは、高３の 11 月
頃まで試合が続きますが、僕は水泳部だったため、専
念できました。
青木　軽音楽部は高２で引退しましたし、文化祭実行
委員も、高３はやってはいけないことになっていたた
め、僕も高３はずっと勉強していました。
山崎　部活は合唱部で、高２の冬にコンクールに出て
引退しました。ただ、学芸大附属の文化祭は高３が一
番活躍する伝統があるのです。文化祭は高３の９月に
あり、クラスで１時間 15 分の演劇をやることになっ
ています。文化祭を盛大にやり、思い残すことがない
ようにしてから受験に切り換えようという学校だった
ため、高３の夏休みは、塾に通いつつ、演劇のメイク
のチーフとして、メイクが必要なときだけ登校してい
ました。学校の先生から、「台詞を覚えるのに脳のリ
ソースを使うから、医学部に行くのだったらキャスト
はやめておきなさい」と言われていたこともあり、ス
タッフに回ったからです。文化祭では、アカペラバン
ドの発表会も行いましたが、それが終わると、みんな
の空気がガラッと変わり受験態勢になるため、そこか
ら切り換えて勉強しました。

古川　今度は、大学生活の話を聞かせてください。お

自分をアピールできるものが必要
面接試験

学校ごとに対応は異なる
学校との両立

オールイングリッシュの英語の授業
大学生活
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勧めの授業はありますか。
磯島　英語の授業は、ネイティブの先生が担当され、
自分で英語をしゃべる機会が与えられるのですごく新
鮮です。高校ではそんなにしゃべる練習はしてなかっ
たため、読み書きはできても、しゃべれないのです。
しかし、大学でだんだん克服できるのかなと思ってい
ます。
山崎　英語の授業は楽しいですね。ＳＥＧで多読を
やった分、しゃべることに抵抗はないし、たくさん書
くことも得意です。英語のクラスは７つあり、入学式
の前にTOFEL の ITP を受けさせられてクラスが決
定します。医学科と歯学科が合同クラスになっていて、
上の２つのクラスはオールネイティブ・オールイング
リッシュですが、３つ目のクラスからは日本人の先生
も入ってきます。医科歯科大で英語をしっかりやりた
いなら、TOFEL を頑張って上位２クラスに入ってお
く必要があります。
青木　普通は医学部の１年次の最初は、教養科目だけ
ですが、慶應はめずらしく１年次に「メディカル・プ
ロフェッショナリズム」という医療倫理の授業があり
ます。
山崎・磯島　うらやましい。
青木　医療倫理に関する話題について、映像を観たり、

ディスカッションしたり、尊厳死と安楽死の違いなど
を詳しく授業で扱ったりしています。
山崎　医科歯科大は、１年生だけ別のキャンパスのた
め、アットホームな感じで快適です。
古川　大学では、どんな部活に入りましたか？
磯島　水泳に入りました。最近は週１回くらいしか練
習できず、１回に 3000m程度泳いでいます。
青木　僕はアメフト部に入りました。週４日練習があ
り、3時間くらい練習して、夕飯を食べて、終電で帰
るという生活を繰り返しています（笑）。
山崎　私はアカペラ部に入りました。週１で全体会が
あり、部員全員が集まりますが、その他の日はパート
ごとの練習です。

古川　将来、どのような医師になりたいですか。
磯島　まだ憧れの段階ですが、単純に心臓外科医が
かっこいいなと思っています。東北大学の医学祭に
行ったとき、偶然、天皇陛下の執刀医として有名な天
野先生のお話を聞くことができました。著書も買って
読み、感銘を受けたこともあって、心臓外科医に惹か
れているという部分もあります。
青木　父が開業している臨床医ですから、臨床に進み
たいという気持ちがありますが、診療科はまだ特に決
めているわけではありません。ただ、矛盾しているよ
うですが、大学に入って生物を勉強していると、研究
にも興味が湧いていることも事実です。これから研究
室見学をして、いろいろと将来について考えてみたい
と思っています。
山崎　私は高校までずっと臨床医になるって言ってい
ました。しかし、高３で参加した東工大のシンポジウ
ムで、研究も面白いなと思ったこともあり、今は眼科
の研究をやりたいなと思っています。ですから、取り
あえずこの６年間は、それを目指して進んでいくのか
なと思っています。

古川　大学受験に的を絞って、何か後輩へメッセージ
をいただけますか。
磯島　受験は１人でできるものではありません。親へ
の感謝とか、先生とか、支えてくれる人への感謝を忘
れないでください。また、手を抜かないことが大事で
すから、常に自分にできることを考えて、真摯に向き
合ってくれればと思います。
青木　もちろん周りの支えもありがたかったのです

それぞれの道を目指して
将来の夢

SEGを最大限活用しよう
後輩へのアドバイス
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受験勉強をする中で色々と辛いことはある
かもしれませんが、「最終的にはどうにかな
る」とある程度余裕を持つことも重要だと
思います。目標を高く持ちつつ、自分の今
やっていることを信じて、頑張ってください！

青木 奎仁

辛いこともたくさんあると思いま
すが、受験勉強は自分の将来の糧
になると思って、どうかめげずに
頑張ってください！

山崎 珠璃

受験は長く苦しい戦いですが、勉
強だけでなくそこから学べること
はたくさんあります。真摯に向き
合って合格を勝ち取ってください！

磯島 晃太郎

 　　　　　　からの
メッセージ
 　卒 　業 　生

2018 大学合格者座談会 医系  

が、最終的には自分自身との戦いです。僕の中には、
いくら勉強しても自分の実力が上がらないと意味がな
いという不安がずっとありました。ですから、そこま
でストレスをため込まずに、最終的には何とかなるだ
ろうという気概も多少は必要だと思います。行き詰
まったときは、自分の好きなことをすればいいです
し、直前期も睡眠はしっかり取ってください。僕の場
合はセンター後に志望変更しましたが（笑）、理Ⅲを
志望していたことが、結果的に学力向上につながった
と思っているため、高い目標を持ち続けて頑張るとい
うことは大事だと思います。
山崎　集中力を保つことが大切です。推薦入試の場合、
推薦を受けてから結果が出るまでの３週間は、本当に
キツイです。もしかしたら受かっているかもしれない
という気持ちがあるため、勉強にぜんぜん集中できま
せんでした。
古川　最後に、ＳＥＧの活用法について、後輩にアド
バイスできることがあればお願いします。
磯島　ＳＥＧには、季節講習が多数あり、全部魅力的

に映るかもしれませんが、とりすぎると良くないと思
います。僕の場合は、指定講習と大学別の講習に抑え
ました。１つの講座だけでも予習復習にけっこう時間
を取られるため、量よりも質ということで、自分に本
当に必要なものを見極めてください。ただ、志望校別
の講座は、僕の場合、数学に加えて塾に通っていない
化学の対策もきちんとできたため、お勧めします。
青木　ＳＥＧの先生方は親切な人が多く、質問すれば
しっかり教えてくださるため、できるだけ講師室に積
極的に入っていって、講師の人をできるだけ利用する
ことが大事だと思います。
山崎　まず、多読はここでしかできない経験だという
ことを伝えたいと思います。また、ＳＥＧにはレベル
の高い仲間がいて、レベルの高い先生方が揃っていま
す。このような充実した空間で、自分がどこまで成長
できるかを大事にして、一つひとつの授業を受けてい
けばいいのではないかと思います。
古川　本日はありがとうございました。
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