
海老名  洸太朗
東京医科歯科大学医学部（学習院高等科）

大森  修啓
慶應義塾大学医学部（筑駒高校）

岡田  和也
東京医科歯科大学医学部（筑駒高校）

『新理系の化学問題100選』（駿台文庫）
『解法の探求 確率』（東京出版）
『解法の探求 微積分』（東京出版）

『物理重要問題集』（数研出版）
『化学重要問題集』（数研出版）
『村瀬の地理Bをはじめからていねいに』（東進ブックス）

『微積分資料集』（SEG）
『試験にでる英文法』（青春出版（絶版））
旺文社の長文系のもの

『医の未来』（矢𥔎義雄編・岩波新書） 本を読んでいる暇がないです。最近では
ないけれど、『1984年』（ジョージ・オー
ウェル）はお勧めしてます。

逆算せよ、すなわち道は開ける 勉強は時間じゃない、効率だ。 迷ったらGo

受験よりもSEGのテストで緊張していた
SEG生

SEGのテキストだけで数Ⅰ～数Ⅲまでの
範囲を理解することができることを証明
したSEG生

どんなに眠くても常に最前列で授業に出
席し、忙しくてもきちんとSEGの課題を
やって受かることを証明したSEG生

SEGの同期の優秀な仲間
掲げた目標を常に全て達成していきなが
らも、決しておごることなく自己研鑚を
積むことのできる人だから。

山中伸弥教授
グローバルに活動や研究を行い、人類の
発展に大きく貢献したから。

とても優秀な後輩
優秀ゆえに好きなことをのびのびできて
いる（ように見える）のに憧れる。そも
そも好きなことがあるのが羨ましいかも。

医師という未来がほぼ確約されているこ
と。

自分の時間を自由に作れ、かつ多量の高
度な文献を活用することができる。

受験勉強がないのと、夜遅くまで帰らな
くても親が怒らないことなど。自由時間
は減る。人によるだろうけど、車に乗れ
るようになるのも楽しいといえば楽しい。

医師として創薬に携わりたいと考えてい
ます。

患者の痛みに寄り添える、いい医者にな
ること。

研究者か、疫学・公衆衛生分野の専門家
など。

後輩に薦める
参考書は？

将来の夢は？

大学生活の
魅力は？

目標とする人・
尊敬する人は？

自分はどんな
SEG生だった？

最近読んで
面白かった本は？

座右の銘、
好きな言葉は？
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ＳＥＧに入ったきっかけ
自己紹介

大澤　まず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。
海老名　東京医科歯科大学医学部に進学した海老名洸
太朗です。学習院高等科出身です。ＳＥＧには中１か
ら通いました。小学校から学習院に通い、内部進学
で、中学受験を経験していなかったため、両親から大
学受験に向けて塾に通った方がいいと勧められたから
です。ＳＥＧを選んだのは、在籍校の指定がなく、門
戸が広い感じがしたことと、体験授業を受講して、楽
しく学べそうだと思ったことが理由です。
岡田　同じく東京医科歯科大学医学部の岡田和也で
す。出身高校は筑波大学附属駒場高校です。高１から、
そろそろ受験を考えようと思い、候補の塾はもう１つ
あったのですが（笑）、そちらは宿題も多く厳しいと
いう噂だったので、比較的自由な雰囲気が感じられた

ＳＥＧを選びました。
大森　慶應義塾大学医学部の大森修啓です。筑波大学
附属駒場高校出身です。高校生になって、さすがに塾
に通っていないのはまずいと思い、僕も岡田君と同様
に２つの塾で迷いました。もう一方の塾は、高１の初
めから通っていないと馴染めないように感じ、どの時
期からでも受け入れてくれるＳＥＧに決めました。
村上　筑波大学医学群の村上莉奈です。幼稚園から晃
華学園で、中学受験もしていないので、中学に入った
ら塾に通おうと思いました。小６の最後の頃に、大澤
先生の体験授業を受けて気に入り、ＳＥＧに通うこと
にしました。
沼澤　横浜雙葉高校出身で、東京慈恵会医科大学医学
部在籍の沼澤杏奈です。大学で英語の論文をものすご
いスピードで読みこなしている知人がいて、その人が
ＳＥＧの多読の授業を受けていたと聞きました。どん
な塾なのだろうと興味を持って調べてみると、大学進
学実績も高いことが分かり、英語多読と数学の授業を
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自分に最適な戦略を立てよう！

※�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。

【司会】大澤 裕一（SEG高２・３数学主任）

●海老名 洸太朗（えびな こうたろう） .. . . . 東京医科歯科大学医学部
●大森 修啓（おおもり なおひろ） .. . . . . . . . . . 慶應義塾大学医学部
●岡田 和也（おかだ かずや） .. . . . . . . . . . . . . . . 東京医科歯科大学医学部
●沼澤 杏奈（ぬまざわ あんな） .. . . . . . . . . . . . . 東京慈恵会医科大学医学部
●村上 莉奈（むらかみ りな） . . . . . . . . . . . . . . . . 筑波大学医学群 （敬称略）
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沼澤  杏奈
東京慈恵会医科大学医学部（横浜雙葉高校）

村上  莉奈
筑波大学医学群（晃華学園高校）

『１対１対応の演習』（東京出版） クリーム本・青本（SEG）
『物理重要問題集』（数研出版）
『化学重要問題集』（数研出版）
『物理のエッセンス』（河合出版）

『憂国』（三島由紀夫・新潮文庫） 『鹿の王』（上橋菜穂子・KADOKAWA）

聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥 他の人にできて自分にできないことはない！

好きな本をたくさん読んだだけで英語が得意になり、
英語が大好きになったSEG生

友だちと楽しんだSEG生

岡崎令治
日本人の研究が世界では認められていなかった当時、岡崎
フラグメントを発見し、世界に日本を認めさせる研究者の
一人になったから。

マザー・テレサ
見返りを求めずに貧しい方や病気の方々に奉仕し、安
らぎを与える精神に感動したから。

同志たちが同じ場所に集まり、共に学べることで、互
いに意識を高め合える！ 素敵な先輩方に可愛がって
もらえるし、とにかく楽しい！！

自分のしたいことが何でもできること。時間の使い方
がある程度自由。筑波の場合、一人暮らしの人が多い
ので、○○パーティー（たこやき、お鍋など）が多い！ 
何よりも、毎日が楽しい！！

知識と技術を十二分に備え、難病と闘う子供たちと共
に病気と闘う医師！

海外に留学して、海外の病院で学んでみたい！ 私に診
てもらえて良かったなと思ってもらえるような医師に
なって、患者さんを支えることができるようになること。

後輩に薦める
参考書は？

将来の夢は？

大学生活の
魅力は？

目標とする人・
尊敬する人は？

自分はどんな
SEG生だった？

最近読んで
面白かった本は？

座右の銘、
好きな言葉は？
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受講することにしました。

他校の友人がたくさんできる
ＳＥＧの印象

大澤　ＳＥＧで印象に残っていることを聞かせてくだ
さい。
大森　Ｈクラスに上がった時の担当が青木亮二先生で
した。一般的な講義形式ではなく、双方向の生徒参加
型の授業スタイルに、最初は戸惑いもありました。も
ちろん、すぐに慣れることができましたが……。先生
からは、来週までに余裕があったらチャレンジしてみ
るといいという課題が出されます。普通の宿題ではな
く、じっくり考えないと解けないレベルの課題です。
それに取り組むことで、数学の面白さに目覚めた気が
します。
沼澤　ＳＥＧの数学の授業は、自分で法則性、規則性
を見つけ、自力で解答を作り、その後に先生の板書を

見て、さらに友人たちの優れた解答に刺激を受けて、
新しい発見をするといったスタイルで進行していきま
す。多角的な視野が獲得できる授業で、勉強の楽しさ
に気づくことができました。友人もたくさんできるの
で、通うのがまったく苦になりませんでした。
岡田　他校の友人がたくさんできますね。部活やサー
クルのような感じは、ＳＥＧならではの魅力です。
村上　幼稚園から同じ学園の狭い環境の中で過ごして
きたので、他校の友人ができたことは、私にとって大
きかったですね。それから、先生との距離も近く、質
問や相談がしやすい雰囲気があります。
海老名　数学や理科が大好きな仲間が集まって、温々
している感じが心地よかったですね。逆に苦しかった
のはクラス分け試験です。希望のクラスに受からな
かった時は辛い思いもしましたが、それが精神的な強
さを鍛えることにもなり、今では良い思い出になって
います。

人々の命を救いたい
医学部を志望した理由

大澤　志望大学を決めた理由を教えてください。医師
をめざそうと考えたきっかけもお願いします。
沼澤　中学生の時、漫画『ブラックジャック』を読ん
で、あこがれの気持ちを抱きました。祖父と伯父が医
師だったことから、いろいろと話を聞くうちに、医師
になろうという思いが固まりました。高２の夏には、
さまざまな大学のオープンキャンパスに出かけ、自分
に合っていると感じた大学を、第三志望ぐらいまで決
めて、目標を明確にして勉強を進めました。
村上　小さい頃、祖父が入院していたため、病院を身
近に感じており、小学生の頃にはもう医師になりたい
と考えていました。どの職業も社会に貢献できると思
いますが、医師は私にとって社会貢献が実感しやすい
職業だったのです。志望大学は最後まで迷いましたが、
将来、海外留学を経験したいので、留学制度が充実し
ている国公立大学にこだわることにしました。秋に
なって、高校から推薦が受けられることが決まり、関
東近県で公募制推薦入試を実施している筑波大を受験
しました。
大森　研究者志向が強く、最も興味があるのが生物分

野でした。とりあえず両方を受験しようということで、
東大理Ⅱにも合格しました。慶應を選択したのは、将
来、研究者の道に進むにしても、医師免許を取得して
いた方が有利で、研究分野も広がると考えたからです。
海老名　高１の頃までは、理学部や薬学部に関心があ

村上 莉奈

科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★ ・SEGのテキスト・テストゼミを解き直し。
・『大学への数学』の学力コンテスト（８月か９月くらいまで）
・『１対１対応の演習』 『解法の探求（微積分・確率）』
　それぞれ２～３周くらいして、時折、開いたところにあっ

た問題を解いたりして確認していました。

英 語 ★★★★ ・他塾の教材の再読、音読。
・過去問
・少し『The New York Times』の英文を読んだりしてい

ました。

化 学 ★★★★★ ・SEGの化学のテキスト・テストゼミ。
・『化学の新研究』をよく読んでいました。
・『新理系の化学問題100選』をほぼ全部解いたと思います。
・問題演習などに飽きたときに図録とかを読んでいました。

物 理 ★★★ ・SEGのテストゼミ。
・高校２年次の講義ノートをまとめ直して、原理の確認。
・東大や東工大の過去問。

国 語 ★★ ・東大現代文対策

地 理 ★★★ ・一通りの学習の後、問題集や過去問をひたすら解きました。

受験までの私の学習 海老名  洸太朗

◆ 過去問はいつ頃から何年分くらい解いた？
　 僕が医科歯科大の過去問を本格的に解き始めた

のは２月５日くらいだったと記憶しています。
センターが終わってからは数Ⅲの総復習と東大
の過去問（理科、数学）を解いていました。数
学は、範囲になっている分野について28年分、
英語は15年分、理科は８年分ほど解きました。

◆ センター対策としてしたことは？
　 社会は地理B選択でした。中経出版の参考書、

問題集を何周もして、過去問は10年分ほど解
きました。12月中旬から本格的に国・社の過
去問と解法の研究を始め、年明けから英・数・
理のことも考えるようになりました。過去問を
最後の最後までとっておいたため、結局、１年
前のセンター試験をすべて解き終えたのは前日
の夕方でした。結局は易化した国語に救われて
94％とることができました。
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村上 莉奈

科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★ ・「これ！」と決めた問題集をとにかく解きこんだ。
・SEGの授業で提出し、添削された自分の解答の良いところ、悪い

ところをまとめた。

英 語 ★★★★ ・苦手な発音・アクセントの本を１冊買い、期間を決めて覚え込んだ。
・毎日Writingの演習として、150 ～ 200wordsの英作文を書くよ

うにしていた。

化 学 ★★★★ ・センターの過去問と、大学入試の過去問のみで演習した。
・間違えた問題に関する知識やその正答をノートにまとめ、いつで

も見られるようにした。

生 物 ★★★ ・３冊のノートを使い、生物の内容をまとめた。
・図やチャートを自分で描けるようにした。
・教科書、資料集を読み込んだ。

国 語 ★ ・センターの過去問をできるだけ多く解いた。

倫理、
政治経済

★ ・センターの過去問をできるだけ多く解いた。
・自分で内容をまとめた。

受験までの私の学習 沼澤  杏奈

◆ 繰り返し使っていたテキスト・問題集と
その活用方法は？

　 『１対１対応の演習』（数Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、A、B）
　 入試本番前には全ての問題を必ず３回以

上解くと決めて、２回解けなかった問題
は印をつけて何度も解き直した。

◆ 過去問はいつ頃から何年分くらい解い
た？

　高３の夏休み終わり頃から、3、4年分。

医 系 2016 大学合格者座談会

すことが大事だと思います。それから、ＳＥＧで配布
される『微積分資料集』はとても役立ちます。分から
ない問題があった時に最初に参照するのが、この資料
集でしたし、勉強のやる気が出ない時に眺めているこ
ともよくありました。
大森　もともと数学は得意だったので、数学の勉強は
ＳＥＧの授業の復習をやっただけです。自宅にある数
学の教材もＳＥＧのものだけで、それで十分だと思い
ます。分からない問題が出てきた時は、クリーム本や
青本に戻って勉強していましたが、すぐに当該分野の
ページを開けるように、分野を示す付箋を貼っていま
した。それが多少工夫した点でしょうか。
大澤　数学が苦手な人に向けて、何か良いアドバイス
はありませんか。
岡田　３つのアドバイスを送りたいと思います。１つ
目は、定理や微積分のツールの仕組みを理解すること
です。苦手な人ほど、微積分の操作の意味をよく分か
らないまま解いているように感じます。しっかり理解
したうえで使うことが大切です。２つ目は、問題を解
く際に一般化することです。解けたからいいと思うの
ではなく、場当たり的ではなく、普遍的な方法で解け
るように見直すことが重要です。３つ目は、解けた問
題を、自分はなぜこの方法で解けると思ったのかを見
直すことです。つまり、まぐれで解けたのか、セオリー
に則って解けたのかを確認するのです。もちろん、ま
ぐれで解けた場合は、ちゃんとセオリーをチェックす
るようにします。そうすれば確実に解けるようになっ
ていきます。
大澤　計算ミスに悩んでいる人も多いと思いますが、
有効な対処法はありますか。
沼澤　後でチェックしやすいように、答案を丁寧に書
くことぐらいでしょうか。
大森　少なくとも２～３回は見直すといいと思いま
す。どこでミスしたか一目瞭然で分かるように、計算
用紙に部分ごとにきれいに書くこともお勧めです。
岡田　極限の計算などでよくあるのが、意味を考えれ
ば、この値は絶対にありえないだろうというケースで
す。それは気をつけた方が良い点です。
大澤　良いアドバイスだと思います。意味を考えれば
計算ミスに気づくはずなのですが、意外にそこに着目
しない人が多いのですね。

多様な分野の知識を備える
英語の勉強法

大澤　次に、英語の勉強法を紹介してください。

岡田　語彙力、文法力は当然重要ですが、僕は最も大
切なのが日本語力だと思っています。日本語に気をつ
けて、文の構造を意識して訳すことが重要です。長文
読解対策には、旺文社の『精講』シリーズが役に立ち
ました。また、単語を覚える時に、赤いシートで隠し
て覚える人が多いと思いますが、あれは覚えた気にな
るだけです。絶対に書いた方がいいと思います。とく
に僕が推奨したいのが、自分で単語を声に出して読み、
それを録音しておいて、聞きながら単語とその意味を
書く方法です。できれば、派生語まで含めて書くとい
いでしょう。この方法を実践したことが、僕にはとて
も効果的でした。
海老名　医科歯科大は、長文の語数が多いので、読む
スピードが要求されます。そこで、僕はインターネッ
トで『ニューヨーク・タイムズ』の記事を検索して、
興味のある分野の記事を読むようにしていました。な
かなか理解できない記事であっても、通読する努力を
することで、読むスピードを上げる訓練になったと思
います。また、医科歯科大では、二次試験で国語が課
されない代わりに、英語で、400 字前後の日本語を記
述させる問題が出ます。それで国語力を試していると
いう説もあります。日本語を書く力も高めておくこと
が大切です。
沼澤　高 2 までＳＥＧで多読の授業を受けていたの
で、長文には慣れていました。高３からは、長文読解
問題の得点力をより高めるために、端から端まで読み
込むトレーニングをしました。それから、順天堂大、
昭和大など、私大の医学部の多くでは、かなり長い英

りました。けれども、そのうちに医師免許を持ってい
ることは大きな強みになると考えるようになったので
す。研究職として勤務している会社が倒産しても、医
師免許があれば、開業して食べていくことができます
し……（笑）。医科歯科大は、少人数制の環境が、小
学校から 12 年間、同じ学習院の狭い世界で過ごした
僕には適応しやすいと思い、志望大学に決めました。
岡田　以前から消防、自衛隊、海上保安庁などの人命
救助に携わるオペレーションに興味がありました。け
れども、腕力に自信はありません。一方で、頭はいい
方なので（笑）、医師として人々の命を救いたいと思
うようになりました。

一問ずつ髄まで噛みしめる
数学の勉強法

大澤　では、科目別に具体的な勉強法のアドバイスを
お願いします。まず数学から、主として高３の勉強法
を聞かせてください。
村上　高２まで数学に苦手意識が強く、難問にぶつか
ると、すぐにダメかもしれないと諦めてしまうタイプ
でした。そこで、最後の１年間は、どんなに難しい問
題でも、粘って考えようと決めました。そのうちに分
かった時の爽快感が味わえるようになり、考えること
が苦にならなくなっていきました。解けない問題でも、
単に分からなかったということで終わらせるのではな

く、どこがどう分からなかったのか、自分なりに分析
することを意識しました。２学期以降は、クリーム本
とテストゼミをひたすら解き直していました。
沼澤　私はひらめき型でもないし、間違えた問題を確
実に覚えることもできなかったので、数学は苦手でし
た。そこで、ＳＥＧのテキストとテストゼミに絞って、
全部２～３回は解くと決めて頑張りました。
海老名　僕は逆にいろいろな参考書を使いました。気
になる参考書はとりあえず購入し、一通り目を通して、
それで 0.1 点でもプラスになればいいと思っていたか
らです。また、高３では、『大学への数学』の学力コ
ンテストに応募していました。とても印象に残ってい
るのが、高 3 の冬期講習の「東大解析数学」で聞いた
木村浩二先生の言葉です。「一つひとつの問題を髄ま
で噛みしめろ」と言われました。クリーム本を何周も
していると、解き方を覚えてしまい、何となく手を動
かしているだけの面白みのない作業に感じられる時が
あります。木村先生の言葉に則って、その後は、本当
にその問題が髄まで分かって解けているのか、という
視点で見つめ直しました。それによって、数Ⅲの得点
力がかなり上昇したと思います。
岡田　高３秋まではクリーム本の復習をして、直前期
は東大の過去問を 20 年分ぐらい解きました。海老名
君の言う一問ずつ噛みしめるような勉強は、直前期に
入る前の段階で終わらせておくべきことではないで
しょうか。直前期はとにかく演習量を増やして、慣ら
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作文が課されます。私は、毎日、150 ～ 200 語の英作
文を書くように心がけていました。
大森　英語が大の苦手で、模試の得点も悪かったので、
ＳＥＧの多読の授業に通い始めました。それによって、
自分が好きな分野の文章は読めるようになりました。
ところが、模試ではまったく興味がない分野の文章も
出題され、そうなるとなかなか理解できません。これ
は、興味のない分野の単語を知らないからだと気づき、
単語帳でひたすら語彙力を高めました。とくに慶應の
医学部では、長文読解問題で医学系の文章がよく出題
されます。僕は、ある程度医学の専門用語が分かるよ
うに対策を立てておかないと理解できないのでは、と
思います。たまたま今年は医学系の長文ではありませ
んでしたが、医学部入学後も必要になる用語ですから、
覚えておいて損はないでしょう。
村上　通っていた塾で、哲学者デカルトの『方法序説』
を読破しました。難解でレベルの高い文章です。その
おかげで、入試問題の長文は簡単に感じられるように
なりました。私は英単語を覚える勉強はやらない方針
で、文法や、話の流れさえ理解できれば、単語の意味
は類推できると思っていました。筑波大の長文問題は、
医療系の英語論文がそのまま出題され、「注」も付け
られていないこともあるのですが、その専門用語を知
らなくても意味が分かるように、日頃から類推力を高
めるようにしていました。
大澤　英語が苦手な人へのアドバイスはありますか。
海老名　できるだけ多様な分野の知識を備えておいた
方がいいと思います。英文を読んだ時に、どの分野の

話題か分かるだけでも、心が楽になります。
大澤　新聞や本を読むことも大切だということでしょ
うか。
岡田　幅広さを求めるなら、ネットのニュースの方が
適しています。多様なメディアに触れて、見聞を広げ
ることが大切です。
大森　長文を読む際に、段落ごとに何が書かれている
のか自分で題名をつけるのも良い方法です。文章の流
れが把握できますし、パラグラフ整序問題にも対応で
きるようになります。

図を描いて手で覚える
理科の勉強法

大澤　次に理科の勉強法に移ります。それぞれが選択
した科目の勉強法を教えてください。まず物理と化学
からお願いします。
大森　物理は完璧に理解することが重要な科目です。
ちょっとでも分からないところがあると、入試では使
えません。そのため、僕は広く浅く勉強するのではな
く、完璧に理解した分野を一つずつ作っていくという
勉強法をとりました。
　化学は、『重要問題集』を２～３周して、どの問題
でどのようなことが問われるのか、イメージをつかむ
ようにしました。
村上　物理は、基礎が固まっていないと応用問題も解
けません。少しでも理解が不足していると感じたら、
すぐに基本的なところに立ち戻り、理解し直すように
努めました。
　化学は、入試直前に資料集を活用して、無機、有機
を整理したことが効果的でした。
岡田　物理、化学ともに、最も意識すべきなのが次元
です。つまり、単位を意識して解くことで、それだけ
で得点力は大幅に変わります。
　また、物理は、それが法則・定義なのか、よく使う
公式なのかを意識的に整理することが重要です。最低
限、法則・定義は全部頭に叩き込んでおいて、公式は
全部、自分で導ける力をつけておいた方がいいと思い
ます。それから、問題文に示されている状況を、図で
描くことができ、式を立てられるようにする力をつけ
ることが大切です。式が立てば、後は数学的処理で解
けることが多いのです。
海老名　物理、化学両方ともＳＥＧの授業を受講しま
した。とくに化学は得意科目だったので、差をつける
ための科目という意気込みで、講座、カリキュラムに
合わせて先生を変えたりと、こだわって受講していま

した。問題集は、難問が多いと評判の駿台文庫の『新
理系の化学』を使いました。そのほか、受験するつも
りはなかったのですが、東大の過去問も解きました。
良問が多いからです。それに、東大の過去問で高得点
をとると、テンションも上がります（笑）。
沼澤　化学はパズル感覚で解くことができ、あまり苦
労しませんでした。高１からＳＥＧの授業を受け、テ
ストゼミをきちんとこなし、それ以外はセンター試験
対策と、過去問演習ぐらいで、十分に乗り切ることが
できました。
大澤　沼澤さんは化学・生物の選択ですね。生物の勉
強法で心がけたことはありますか。
沼澤　生物は、高校の教科書と資料集を丸暗記すれば
大丈夫です。塾に通う必要はありません。入試では、
誰も知らないだろうというような理不尽な問題も出さ
れますが、よく見ると教科書のコラムに小さく出てい
ます。ですから、隅から隅まで暗記することが大切で
す。それから、私は専用のノートを作って、耳や目の
構造、進化の分類、光合成のチャート図など、教科書
や資料集に載っている図を自分で描くようにしまし
た。手で覚える効果は抜群です。
大澤　理科が苦手な人にとって有効な勉強法はありま
すか。
岡田　理科が苦手な人は、よく「なぜこうなるの？」
と質問します。ところが、ほとんどの場合、そのなぜ
は答えられないことなのです。というのも、定義をな

ぜと質問しているからです。たとえば、力と加速度が
比例するのはなぜと聞かれても困ります。それは定義
なのだと割り切ることが大切です。

国語、社会への対応は？
センター試験の対策

大澤　センター試験対策も聞かせてください。まず国
語はどのような対策を立てましたか。
岡田　高３から対策を始めました。塾に通い、受験国
語の型に慣れるようにしました。古文の勉強は、単語
と品詞分解中心です。直前期には、高校の先生に依頼
して、東大の過去問の記述問題を添削指導していただ
きました。
海老名　国語が苦手だったので中学受験を諦めたほど
で、最も苦手な科目でした。そこで、高１の古文・漢
文の学校の授業もおろそかにしませんでした。それに
よって多少楽になった気がします。現代文は東大の過
去問を解きました。記述力が高まれば、センター試験
にも十分に対応できますし、教養が身につく効果も
あったと感じています。
沼澤　私も国語が苦手で、とくに現代文は論説文も小
説もダメで、これはもう古文・漢文でカバーするしか
ないと思い、センター試験の過去問や予想問題集など
を大量に解きました。それでも最後まで伸びなかった
のですが、今年のセンター試験の国語は簡単だったの

村上 莉奈

科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★ ・クリーム本の苦手部分をやる。東大の過去問を解く。

英 語 ★★★★ ・直前期までは、通っていた個人塾に言われたとおりにやって、直前
期は自由英作などについて学校の先生や予備校の添削サービスに見
てもらった。

・SEGの志望校別対策も単発で利用した。

化 学 ★★★ ・テスト演習で間違えたところの確認（時間がなくて解けなかったの
か能力がなくて解けなかったのかをしっかり区別）。知識をつける
のも、基本的にはテスト演習だよりだった。センターも基礎知識を
つけるのに有効だと思った。

物 理 ★★★★★ ・とくに何もしなくてもできた。演繹的に議論することが大切。数学
の微積に対する理解は重要だと思う。

国 語 ★★★ ・高３の１学期に予備校の講座をとっていた。直前期は学校の先生に
見てもらった。古文と漢文の知識は夏までに一応身につけた。

倫理、
政治経済

★★ ・予備校の講座を１学期に受講しておいた。秋は『一問一答』を眺めて、
12月からはひたすらセンター過去問演習をした。

受験までの私の学習 岡田  和也

◆ 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『微積分資料集』
など。クリーム本は１学期が終わった後、
１周+苦手部分の復習くらいをやった。

◆ 過去問はいつ頃から何年分くらい解い
た？

　 夏前に１年分（最新）。夏休み明けに１
年分。11月後半から12月前半に２年分。
センター明けから６年分+数学に関して
はさらに10年分くらい（注・東大）。

◆ センター対策としてしたことは？
　 過去問を解く。国語と倫政については夏

前に予備校の講座を受講しておいた。倫
政は『一問一答』なども使った。
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科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★ ・クリーム本を何回も解き直した。
・問題を解いた後、出来具合に応じてそれぞれ印をつけ、間違えた問題は何を間違えたか、簡単に書きとめるようにした。
・難しい問題にも粘る習慣をつけられるように日頃から気をつけた。
・何よりも復習を大切にした。

英 語 ★★★★ ・他科目の勉強の間や、通学時間にリスニングをするようにしていた。
・いろいろなテーマの長文を読むようにし、時間を見つけてなるべく多くの長文を読むようにした。
・直前期には単語帳より熟語帳を暗記していた。
・分からない単語を類推するように日頃から意識した。

化 学 ★★ ・直前期は無機・有機の暗記に力を入れた。
・資料集を積極的に活用した。
・直前期はテストゼミの復習に力を入れた。

物 理 ★★ ・塾のテストの復習をしっかり行った。
・同じ問題を何度も繰り返し解いた。
・基本が不安だと思った時は、すぐに基本的な問題集に戻るようにした。

国 語 ★★★★ ・古文・漢文については、模試の問題などで出た本文を問題以外の文章まで復習した。

倫理、
政治経済

★★★ ・教科書や参考書をしっかり理解するようにした。

受験までの私の学習 村上  莉奈

医 系 2016 大学合格者座談会

で、ラッキーでした。
大森　僕も苦手だったので、今年は本当に楽な問題で
救われました。センター試験対策と言っても、直前に
ひたすら古文単語を覚えた程度です。
村上　私は逆に、英語、国語の順に成績が良く、自分
でもなぜ理系を選んだのだろうと不思議なくらいです

（笑）。読書が好きだったので、現代文は特別な対策を
立てる必要はありませんでした。古文・漢文は参考書
や単語帳は使わず、模試の答案が返却された時、設問
で問われている部分以外も含めて復習するようにして
いました。
大澤　社会は何を選択しましたか。
村上　倫理・政経です。単純に覚えるのではなく、き
ちんと理解することを意識しました。センター試験で
は、かなり紛らわしい選択肢が多いので、その人物の
思想をよく理解しておかなければ、迷ってしまうこと
が少なくないからです。
沼澤　私も倫理・政経です。年代ごとに重要な人物に
ついて調べて、ノートにまとめる勉強をしました。で
も、文系脳が欠如しており、すぐに記憶から抜け落ち
てしまうので、本当に苦労しました（笑）。
岡田　僕も倫理・政経でしたが、この科目は、教科書
でいいので一通り通読して概説をつかむことが重要で
す。体系的に頭の中に入れることが大切になるのです。
２学期以降は、『一問一答』の問題集に取り組んだほか、

12 月からはセンター試験の過去問を中心に勉強を進
めました。
大澤　倫理・政経を選択した人が多いのですね。
岡田　医学部志望者は、倫理・政経を選択した方がい
いかもしれません。小論文でも、書くことに困ったら、
有名な人物の言葉を引用すれば字数を稼ぐことができ
ます（笑）。
大森　もちろん、自分が興味を持っている科目にする
ことが大前提です。僕は、もともと地理が好きだった
ので地理Ｂを選択し、夏休みと直前期に参考書を通読
して、過去問を少し解いただけで 88 点をとることが
できました。
海老名　僕も地理Ｂを選択しました。センター試験対
策で最も重要なのは、教科書の熟読です。それから、
地理はデータの問題も出ます。直近３～４年のさまざ
まなデータに目を通しておく必要があります。過去問
はあまり古すぎると、データだけでなく、国名や世界
情勢まで異なっているので、数年分しか使えません。
地図帳を併用するのも鉄則です。

鉄板質問はきちんと準備
面接・小論文の対策

大澤　医学部では、面接や小論文が課されることも少
なくありません。どのような対策を立てましたか。

村上　筑波大の公募制推薦入試は、小論文はなく、学
科試験重視と言われています。ただし、面接のテーマ
はけっこう重いものでした。人と話すことが好きなの
で、楽しんで臨めば大丈夫と思っていたのですが、部
活や長所短所など、どの大学の面接でも聞かれそうな
ことについて用意していたことを話すと、そこから
突っ込んだ質問をされたのです。たとえば、幼稚園か
らずっとカトリックの学校に通ったと言えば、カト
リックと医療倫理を絡めて、臓器移植についてどう思
うかと聞かれ、まったく準備していなかったので、と
まどいました。日頃から医療関連の問題に関心を持っ
て、自分の考えを整理しておくことが大切だと感じま
した。尊敬する人物も聞かれ、これも考えていなかっ
たのですが、マザー・テレサと答えて何とか乗り切り
ました。
大森　面接・小論文については、とくに対策は立てま
せんでした。小論文は、慶應の試験場で初めて書いた
ほどです。今年は赤ちゃんポストがテーマで、ポスト
に入れたことを後悔している人の気持ちを 200 字、そ
の人に対する慰めの言葉を 400 字でまとめるというも
のでした。思いついたことをそのまま書いて終わり、
どう評価されたのかは分かりません（笑）。
　面接は、慶應では併願校と両方合格したらどうする
のかを必ず質問されると聞いていたので、その答は準
備しておきましたが、それ以外の質問は志望動機や長
所短所など一般的なものばかりで、とくに対策は必要
ないと思います。
沼澤　私も小論文対策はしていません。面接は、高校
の先生が放課後に模擬面接をしてくださいましたが、
それよりも有効だったのが、両親が面接官役となった
自宅での練習です。ものすごく緊張しました。両親の
壁を超えたおかげで、本番でも緊張しませんでした

（笑）。それに、現役女子には大学の面接官は甘い気が
します。
一同　（爆笑）。
沼澤　志望理由を聞かれた後、「自分を何色だと思
う？」や「得意料理は何？」など、軽い質問が続きま
した。現役女子は面接を不安がる必要はありません。
なお、慈恵では、1 対５の個人面接のほかに集団面接
もあります。ただし、ディスカッションを行うわけで
はなく、同じ質問に順番に答えていく形式です。気を
つけないといけないのは、前の人に自分と同じ意見を
言われてしまうことも多く、後半になるほどオリジナ
リティーを出すのが難しくなることです。
大澤　前の人の意見が参考になることもあると思いま
すが……。

沼澤　時にはそういうこともあるかもしれませんが、
最後に答える順番だった人は不合格でした。２～３番
目が有利でしょうね。
海老名　現代文を勉強していれば、小論文は何とかな
るだろうと、特別な対策は立てませんでした。医科歯
科大の面接では、自分が質問してほしいことを意図的
に作って誘導する作戦が成功しました。
大澤　それはまた高度なテクニックですね（笑）。
海老名　あまり多くを語らずに、気になる部分を作っ
て、そこを突っ込んでもらうようにしたのです。たと
えば、志望動機を聞かれた際、「自宅から近く、両親
に負担をかけたくないので、国公立大学を志望」と話
して、「東京にはほかにも国公立の医学部があるが」
という質問を誘導します。そこで初めて、用意してき
た「なぜ東大ではなく、医科歯科なのか」を語るよう
にしたわけです。
岡田　父が会社で採用を担当しているので、前期試験
が終わった翌日から、面接と小論文の指導をみっちり
受けました。小論文は過去問を解いて添削指導しても
らい、面接も就職活動でも通用するぐらいの気持ち
で、志望理由などの鉄板質問はセリフを用意しておき
ました。
　とくに慶應では面接を重視していると感じました。
事前に面接シートに記入し、自分のアピールポイント
なども書くのですが、記入したことはちゃんと聞いて
もらえました。僕の場合は、９年間、消防少年団に入っ
ていて、救急医療に興味を持っていることを書いてお
いたところ、見事に食いついてくれました（笑）。障
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害者ボランティアの経験も書いたのですが、継続的な
活動でなければ、実績作りのように見られてしまう可
能性もあります。実際、面接官からは「９年間も続け
ていることは強みになると思うよ」と言っていただけ
ました。そのほか、空手を 10 年間続けていることも
アピールしました。
　一方で、医科歯科大の面接では、調査書をもとに質
問されます。その調査書にも、高校の担任の先生に頼
んで、消防少年団についても記入してもらっていたの
ですが、聞かれたのは部活のことばかりでした。もっ
とも、僕は演劇部で演出などもしていたので、十分に
対応することができました。
　小論文は、皆さんと同じように、特別な対策は必要
ないという意見ですが、基本的な書き方、形式は学ん
でおいた方がいいでしょう。また、僕の場合は、高３
の秋、文化祭の総括を１万 4000 字でまとめるという
仕事をやったので、それも生きたと思っています。

問題演習のための基礎固め
夏休みの過ごし方

大澤　夏休みの過ごし方で気をつけたことを教えてく
ださい。
沼澤　高校の先生から「夏休みに、自宅で 200 時間以
上勉強した人は絶対に合格するという傾向が見られ
る」と言われました。それを達成しようと、市販の受
験ダイアリーを購入して、細かく計画を立てました。
最後は夜遅くまで、１日 15 時間勉強しました。200

時間達成をめざすことが、机に向かうモチベーション
にもなった気がします。
海老名　沼澤さんのように「夏休みは何時間以上勉強
する族」みたいな人が必ず現れて、必然的に煽られま
す（笑）。僕はあえて勉強時間にはこだわらないよう
にしました。ただし、その日どんな勉強をするか、勉
強内容の計画は立てました。そのためには、事前に自
分が１日にどの程度消化できるのか把握しておくこと
が大切だと思います。
村上　夏休みはやや遅れていた理科の勉強に時間をか
け、『重要問題集』を２～３周しました。とはいえ、
同じ科目ばかり勉強していると疲れてしまうので、合
間に英語のリスニングや数学の勉強などを挟むように
していました。
大森　得意科目を伸ばすことを夏休みの目標に据え
て、理科と数学をメインに勉強しました。理科は、僕
も『重要問題集』を２～３周しました。
岡田　夏休みに最も重要になるのは、２学期以降の英
語、数学、理科の問題演習に耐えられるだけの基礎を
固めておくことです。とくに僕の母校の筑駒は、文化
祭という一大行事を控えているので、それが重要にな
ります。僕は、英語の語彙は夏休みまでに終わらせ、
数学も苦手な分野の克服に力を入れました。

今できることをやることが大切
部活動、学校行事との両立

大澤　今、岡田君から話が出ましたが、部活動や学校
行事などと受験勉強との両立で工夫したことはありま
すか。
岡田　２つの部活を掛け持ちしていました。もっとも、
山岳部は高２の３学期、演劇部も高３の４月までの活
動ですし、それまでもＳＥＧの授業に普通に通うこと
ができましたから、部活動との両立に苦労したことは
ありません。問題は高３の 11 月の文化祭です。9 月
は、遅刻してもテストゼミは全部解いて提出できまし
たが、10 月に入ると、第 2 週までは解いたものを友
人に持って行ってもらったものの、第 3 週からはほぼ
無理な状態になってしまいました。放課後と自宅は文
化祭の準備一色になり、テストゼミの問題を解く時間
もありませんでした。でも、筑駒伝統の文化祭を経験
できるのは 1 回だけなので、それでもいい。いざとな
れば浪人すればいいと割り切っていました。
大森　僕も岡田君と同じ筑駒で、2 学期に入ってから
文化祭が終わるまでは、ほぼその準備で費やされます。
そこで大切になるのは、夏休みまでの勉強です。僕も

２つの部活に入っていましたが、山岳部は高２の３
月、ハンドボール部は高３の５月の試合までで終わり
ます。そこから夏休みを終えるまでが勝負になるわけ
です。２学期以降は、遅刻してもＳＥＧの授業には出
て、テストゼミの解答をもらって、自宅で復習するよ
うに努めました。それで、できるだけ学力を落とさな
いようにするのが精いっぱいでした。その分、文化祭
が終わってからはペースを上げました。
沼澤　高２の終わりまで５年間、茶道部に所属しまし
た。高１から帰宅部にする友人もいましたが、必ずし
も志望校に合格しているわけではありません。高校生
活で今できることをやることが大切だと思います。
海老名　高２まで、吹奏楽部でサックスを吹いていま
した。部活動に関しては面接でも質問され、意外に助
かりました。
村上　居合道部に入っていましたが、練習は週３回で、
それほどハードではなく、高２で引退しますから、両
立に苦労したことはありません。居合道は珍しいので、
面接でも役に立ちました。学校行事は、夏休みは文化
祭の準備で忙しかったのですが、いい息抜きになった
と思っています。

１年次から医学部らしい授業も
大学生活

大澤　大学生活の雰囲気を紹介してください。興味を
持っている授業があったら、それも教えてください。

海老名　医科歯科大は、１年次は国府台キャンパスで
学んでいます。１年次から、週 25 コマのうち 22 コマ
が埋まっており、かなりハードなスケジュールです。
実験がある日は、大学を出るのが平均で夜の８時、遅
い場合は 10 時を過ぎることもあります。平日はそれ
だけ拘束時間が長いので、アルバイトができるのは土
日だけですね。周囲に店も少ないので、ほとんどの学
生が弁当を持参しています。ちょっと高校みたいな感
じもあります。その分、友人が作りやすい環境とも言
えます。
岡田　医科歯科大は、医学部と歯学部が併設されてい
るところに特色があります。海外研修制度も充実して
います。それから、学生１人当たりの教員数が多く、
すぐに顔を覚えてもらえます。自分のことを把握して
くれている教員が多いことは心強く、質問もしやすい
雰囲気があります。
村上　週４時間、患者さんの症例のシナリオが提示され
て、関連する事項を調べて、１班７～８名の学生グルー
プでディスカッションやプレゼンテーションをする授業
があります。一般的にＰＢＬ（Problem Based Learning）
と呼ばれている形式の授業です。１年次から医療に関
するテーマを考えることができ、大好きな授業です。
また、筑波大は広大で、次の授業に間に合うように移
動するには自転車が必須です。朝は自転車渋滞が起
こるほどで、忘れ物をしたので引き返そうとしたら、
Ｕターンが無理だったこともあります（笑）。
大森　今、最も興味を持っているのは「医療倫理」の

科 目 得意度指数 学習方法

数 学 ★★★★ ・SEGの復習だけで十分だと思います。
・テストゼミで自分の力を知ることができるので、良いと

思います。

英 語 ★★ ・SEGの復習を中心に参考書で単語・文法を固めました。
・テストゼミで自分の足りないところを知り、補いました。

化 学 ★★★★★ ・高２の頃に『重要問題集』を始め、基礎から丁寧に積み
重ねていきました。

・最後はさまざまな過去問を解いて慣れていきました。

物 理 ★★★ ・化学と同じ。

国 語 ★ ・センター対策を中心に行いました。

地 理 ★★★ ・参考書を読み、過去問演習を行いました。

受験までの私の学習 大森  修啓

◆ 過去問はいつ頃から何年分くらい解いた？
　 二次はセンター前に５年分、センター後に10年分

解き、センターは、数・理は４年分、国・英・地
は10年分、センター１カ月前から始めました。

◆ センター対策としてしたことは？
　 数・理は過去問だけで、英語はアクセントを直前に、

国語はセンター２カ月前から参考書を中心に、地
理は夏休みと２カ月前から行いました。国・社は
模試を受けてもなかなか伸びませんでしたが、分
からないところを復習したら、12月くらいに一気
に伸びました。

◆ SEGの授業の予習・復習の仕方は？
　 SEGの数学は、高３はテストがメインになってく

ると思います。したがって予習というものはでき
ないので、できなかった問題をなぜできなかった
のかを考え、足りないところを見直したり、高２
以前のテキストに戻ったりして、本番で確実にで
きるように一つずつ穴を埋めていきました。
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自分で夢をつかむには、何を

どうすればいいかを考え、行

動しなくてはならない。
大森  修啓

受験を通していろいろと悩
むこともあるかもしれません
が、皆さんにはたくさんの可
能性があります。自分の選択
肢を広げることができるかど
うかは、自分次第！ いろい
ろな経験をして、勉強の面は
もちろん、他の面でも成長で
きる１年になると良いなと思
います。

村上  莉奈

今しかできないことを思う存分
やってください！ 必ず努力は
報われます。自分を信じて頑
張ってください！！

沼澤  杏奈

得意科目で苦手科目の穴を埋
めるという戦法は、医学部受
験には向きません。志望する
大学の過去問を徹底的に研究
し、傾向をつかみ、そのよう
な問題への対応力をつけるた
めにどんなことでもやりましょ
う（僕は実際に文理を問わずさ
まざまな大学・学部の過去問
に触れました）。合格の先には
多忙ながらも希望の持てる未
来が待っているはずです。

海老名  洸太朗

医学科にくるなら覚悟
しておいたほうがよい。
他の学部でできないこ
とをできるのだけは確
かなので、 頑 張って。
一つに絞らなくてよいの
で自分の将来のビジョ
ンをしっかり持とう。

岡田  和也

卒業生からのメッセージ
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授業です。安楽死、医師の守秘義務など、さまざまな
テーマが提示され、時には学生同士でグループに分か
れてディスカッションすることもあります。「生物実
験」では、カエルを解剖しています。僕も最初は抵抗
があり、女子学生の中には「キャー」と悲鳴を上げる
人もいましたが、すぐに慣れて、今では皆が平然と解
剖しています。
沼澤　慈恵は、社会、数学、日本語表現など、教養系
の科目が充実しており、幅広い教養が身につく大学だ
と感じています。最も楽しみにしているのは「医学総
論演習」の授業です。バイタルサインをみるなど、医
師の初歩的な業務を体験することができ、医学部に入
学した実感を得られます。「生物」の授業では、ラッ
トの解剖がスタートしました。それから、入学して感
じているのが、慈恵は、先輩たちの面倒見がとても良
い大学だということです。先輩たちがまるでわが子の
ように可愛がってくれ（笑）、いろいろとアドバイス
をくださるので、居心地のよいキャンパスライフを送
ることができます。

海外留学を経験したい
将来の夢

大澤　将来のビジョンを聞かせてください。
村上　大学在学中に、海外研修を経験することが目標
です。将来、日本の医療に携わるつもりですが、海外
を一度体験することによって、日本での医療に生かせ
ることも多いのではないかと考えているからです。そ

れから、学生時代に打ち込めるものを探して、自分な
りに誇れるものを身につけたいとも考えています。ま
だ専門の診療科は決めていませんが、小児科や産婦人
科への興味が少しずつ生まれています。自分に適した
診療科をじっくり見つけて、いい医師になりたいと
思っています。
大森　慶應でも、４年次にアメリカに留学できる機会
が設けられています。アメリカの大学で最先端の研究
に触れることができる制度で、とても楽しみにしてい
ます。もっとも、参加するためには、ＴＯＥＦＬなど
で一定のスコアをクリアする必要があるので、これか
ら英語力を高める勉強にも力を入れたいと考えてい
ます。
海老名　僕も留学したいと思っています。医科歯科大
にも、４年次で半年間海外で研修できる制度がありま
す。世界を見ることで、いい刺激になることを期待し
ています。そのほか、６年間で与えられるチャンスを
生かして、さまざまな学びにチャレンジしていくつも
りです。将来は、薬にも興味を持っているので、製薬
の分野での活躍も視野に入れています。
岡田　僕には、医師免許を取得し、医学の知識・技術
を身につけたうえで、多様な活動に携わりたいという
夢があります。具体的には、２つの将来ビジョンを持っ
ています。１つは、工学にも興味があるので、工学技
術者と連携することです。筑波大学の山海嘉之教授が、
人間の身体機能を拡張、増幅、強化するロボットスー
ツ「ＨＡＬ」を開発し、車椅子の人の歩行をサポート
したり、筋肉が衰えた高齢者が重い荷物を持てるよう
になったりなど、画期的な研究を行っている事例もあ
ります。僕も、同様に新しい発想で研究に取り組みた
いという夢を抱いています。もう１つは、ＷＨＯのヘ
ルスオフィサーや、人命救助現場のオペレーションに
携わる道です。いわば行政職ですね。医師免許を有し
つつ、それをこうした多様な場で生かすことが、僕の
理想像です。
沼澤　私は小児外科医をめざしています。卒業後は大
学病院に残って、難病を抱える子どもたちと一緒に病
気と戦って、そうした子どもたちを、生涯をかけて支
えていきたいと思います。

努力すれば必ず目標を達成できる
後輩へのメッセージ

大澤　最後に、ＳＥＧの後輩たちへのメッセージをお
願いします。
大森　皆さん、すでに、ある程度の志望校は決めてい

ることでしょう。過去のデータを調べて、その志望校
に合格するためには、何点以上の得点を上げる必要が
あるのかも分かるはずです。自分の得意、不得意を考
慮して、どの科目で何点以上を目標にするのか、しっ
かりとした戦略を立てて、それを着実にクリアするよ
うに頑張ってください。
村上　受験生時代には、いろいろと悩むことも多いと
思います。けれども、これからの頑張り次第で、いく
らでも選択肢は広げることができます。努力すれば目
標は必ず達成できる、とどんと構えて、頑張ってほし
いと思います。
海老名　入学したい大学があるのなら、その大学につ
いて自分が一番くわしいと言えるぐらい、徹底的に調
べることが大切です。入試問題の傾向だけでなく、教

育内容についても調べるといいでしょう。こういう教
育をめざしているから、それに合った学生を入学させ
るために、このような入試問題になっているのだとい
うことが見えてくることもあると思います。
沼澤　自分を信じて、絶対に諦めないことが肝心です。
ＳＥＧの先生方を信頼して、頑張って勉強を続けてく
ださい。
岡田　この冊子を読むのは、おそらく医学部志望者だ
と思いますが、なぜ自分が医師をめざすのか、将来、
どんな医師になりたいのか、改めて考えてほしいと思
います。その動機が明確なほど、受験勉強のモチベー
ションも高まるはずです。
大澤　貴重なアドバイス、ありがとうございます。本
日はお疲れさまでした。
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