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　はじめまして。私は、文系学部卒業後、大学院等を経て

国立大学医学部に入学しました。いわゆる医学部再受験で

の合格者です。

　医学部受験の時には、数学・物理・化学などについて独

学で勉強しました。受験の時には勉強のやり方がよくわか

らなかったので、書店やインターネットでやり方を調べま

した。その時に気付いたのは、どうやって勉強したら良い

かわかりやすく説明したものがあまりないということで

す。国公立医学部を目指しておられる方の中には同じよう

に感じている方もいらっしゃると思います。

　そこで、そういった方々のお役に立てればと思い、私な

りの勉強法を紹介する本を書かせていただきました。この

本で紹介した勉強法がベストの勉強法であるというつもり

は全くありません。いろいろな方法がある中の１つの方法

であると考えています。この本を参考にして、自分なりの

やり方を確立してください。読者の皆様の合格を祈念致し

ます。

　今回出版の機会をくださった株式会社エール出版社様に

は心より感謝しております。また、これまで私を指導して

くださった先生方・先輩方・同級生・友人・後輩の皆様に

御礼申し上げたいと思います。

　最後に、これまで私を支えてくれた両親に深い感謝の気

持ちを伝えたいと思います。　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　

長谷川　仁
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◎医学部に合格するための５つのポイント

　まず、国公立医学部に合格するための５つのポ
イントについて書きます。
　私が考えるポイントは以下の 5点です。

―医学部に合格するための５つのポイント―
① 全国どこにでも行く覚悟を持つ
② 総合大学を志望校にする
③ 英語・数学を中心に勉強する
④ 2次中心に勉強をする
⑤ 選択科目は自分に有利なものを選ぶ

☞医学部に合格するための

５つのポイント

　順番に説明します。

① 全国で考える

　まず、全国どこにでも行く覚悟を持ってください。国公
立医学部の 2次とセンター試験と面接などの比率・セン
ターの各科目の配点は大学によって違います。したがって、
自分に少しでも有利な大学に出願すれば合格可能性は確実
に上がります。
　そこで、医学部に合格するためには特定の地域にこだわ
らず、全国どこにでも行く覚悟を持ってください。

② 総合大学を志望校にする

　国公立医学部の中には総合大学（法学部・工学部など様々
な学部がある大学）と単科医科大学（医学部と少数の学部
しかない大学）があります。
　総合大学の問題はそれに適した参考書が多く、対策を立
てやすいです。また、総合大学は数が多く問題傾向が似て
います。そこで、志望校を変更したとしてもそれまでの勉
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強が無駄になる確率が少ないです。したがって、総合大学
の医学部を志望校にすることをおすすめします。
　なお、総合大学の医学部の中には医学部独自の問題で入
試が行われる大学があります。それらの大学については、
単科医科大学に近いと考えてください。

③ 英語・数学を中心に勉強する

　医学部受験において英語・数学は非常に大きな比重を占
めています。英語・数学で高得点を取れば、他の受験生に
大きな差をつけることができます。
　また、特に数学が得意であれば、物理や化学などでもそ
の強みを生かすことができ、物理・化学でも高得点を取る
ことが期待できます。したがって、英語・数学を中心に勉
強するようにしてください。

④ 2次中心に勉強する

　たしかに、医学部受験でセンター試験は非常に大きな
ウェイトを占めています。しかし、マーク式の問題を解く
ことによって身につけることができる能力は医学部入試で

要求されている能力のごく一部です。
　マーク式試験の対策ばかりやっていると本当の実力が身
につきません。その結果、センターでも高得点を取ること
ができなくなる可能性が高いです。
　したがって、2次試験中心の対策をして、本物の実力を
身につけてください。その上で、センター直前期には、セ
ンター対策に 1か月程度専念して、2次にはあまり出な
い分野の勉強やセンターの傾向に合わせる勉強をするよう
にしてください。
　このようにすることにより、センターでも 2次でも高
得点を取ることが可能になり、高い確率で医学部に合格で
きるようになります。

⑤ 選択科目は自己に有利な科目を選択する

　物理と生物では向いている人が違います。一般的には数
学が得意な人は物理に向いていると思います。ただし、数
学が得意だからといって、すべての人が物理を得意にして
いるわけではなく、苦手な人もいます。物理では数学で必
要とされない現象をイメージする能力などが必要だからで
す。
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　一方、生物は暗記が得意な人に向いています。理科につ
いては、好きか嫌いかではなく、受験に有利かどうかで選
択することをおすすめします。
　また、社会については、以下の表のように科目間で大き
な差があります。英語・数学・理科だけでなく、国語や小
論文・面接対策までやる必要のある医学部受験では、社会
にはあまり時間をかけることができません。社会について
も、少しでも受験に有利な科目を選択するようにしてくだ
さい。

各科目の量・高得点の取りやすさ

量 高得点の取りやすさ

日本史 C   A－

世界史 E S

地理 C   B－

倫理 A B

政経 A   A－

倫理政経 C B

現社 A B

※   S・A・A－・B・B－・C・D・E の評価です。左程、受験者
に有利であることを表します。例えば、量については、S
が最も少なく、Eが最も多いことを表します。

※   社会についてはセンター試験で選択できる科目が大学ごと
に異なります。選択科目決定の際には、その科目で受験で
きることを募集要項等で十分に確認してください。
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3．勉強する場所を複数確保する

　さらに、勉強する場所（できれば無料の場所）を複数確
保するようにしてください。同じ場所で勉強し続けている
とどんどんストレスがたまってくる場合があります。そこ
で、勉強場所を複数確保して、調子が出ない時は、場所を
変えてみるなど、気分転換する工夫をしてみてください。
県や市の図書館だけでなく、大学の図書館も一定の手続き
をすれば利用できる場合があります。ホームページ等で調
べてみてください。

••••••••••••最後に ••••••••••••

　これまで私なりの勉強法について書かせていただきまし

た。この本の内容を参考にして自分なりの勉強法を確立し

ていただければ幸いです。皆様が志望校に合格されること

をお祈り申し上げます。最後まで読んでいただきありがと

うございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　長谷川　仁
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