医学部入試 の合否 を左右 する
「予備校選び」のポイント
まず、医学部入試の現状を解説

医学部志願者の減少で
危機に陥る予備校も

─

は︑ある意味チャンスとなります︒
しかし︑だからこそ︑予備校選びが︑
これまで以上に合否を左右するよ
うになると︑私は考えています︒
それは、なぜですか。

が志願者減少になる中︑医学部は

ことから︑ほとんどの大学・学部
大幅に減少します︒これは予備校に

生が合格でき︑結果として浪人生は

変わりませんから︑より多くの受験

志願者が減少しても︑入学定員は

─

例外的に好調な志願状況を維持し

れまでも誇大な広告表現を信じて

とっては死活問題で︑危機に陥ると

しまい︑実際に入ってみると︑まっ

ころもありえます︒そのため︑何と

願者が減る可能性が高いと予想さ
たく異なる内容だったという話は

てきました︒しかし︑さすがに少子

れます︒なぜなら︑
新型コロナ禍で︑
たくさんありましたが︑今後はもっ

化の影響は大きく︑ここ数年は︑医

多くの病院が赤字になり︑開業医も
と極端に︑嘘や偽りの宣伝文句で生

かして︑無理をしてでも生徒を確保

経営が苦しくなっているからです︒
徒を集めようとする予備校が出て

しようという動きも出てきます︒こ

しかも︑厳しい環境の中で頑張って

2021年度以降は︑さらに志

仕事をしているにも関わらず︑世の

いが生じれば︑よほど高い志を持っ

も︑報われるとは限らないという思

りました︒苦労して医師になって

入園を拒否されたという報道もあ

で閉鎖される危険性も出てきます︒

立つはずがありませんから︑途中

し大幅に値下げして︑経営が成り

ケースも出てくるでしょう︒しか

うと︑学費のダンピングを実施する

また︑とりあえず生徒を囲い込も

くる恐れがあります︒

ていなければ︑医師をめざす生徒は

ません︒そういうことを踏まえて︑

入試情報を出願戦略に反映させている

─

理想的な指導体制だとは思いま

そうした危ない予備校を選ばな

金もされなくなるでしょう︒

前金制の学費の場合は︑おそらく返

いようにする姿勢が︑きわめて重要

すが、現実にそこまで先生方が協力す

いる部分を見つけて︑主体的に学

ら︑大人数の中でも自分が不足して

すでに相応の学力を備えた生徒な

きづらい状況であるとも聞きます︒

に委ねられます︒なかなか質問に行

は教えて終わりで後は生徒の努力

一方通行の集団授業が中心で︑先生

たとえば︑大手予備校は︑大人数の

どうかを見極めることが大切です︒

ますが︑自分に合った学習環境か

て︑ふさわしい学習環境は異なり

多めになっていますし︑大学によっ

較すると︑思考力が必要な問題が

また︑学科試験でも︑他学部と比

も︑大学ごとで大幅に異なります︒

小論文試験のやり方や評価の仕方

れます︒そして︑その上で面接や

り︑多くの大学で小論文試験が課さ

ため︑すべての大学で面接試験があ

師としての資質が問われます︒その

学部と異なり︑学力だけでなく︑医

ポイントです︒医学部入試は︑他

が整っているかどうかも︑重要な

医学部入試に特化した学習環境

チェックしておくことはありますか。

組み合わせた指導ができるように

で︑少人数授業と個別指導を適切に

ています︒

試問題に合わせた学習対策を練っ

な出願先を選定し︑その出願先の入

ムで議論を重ね︑一人ひとりに最適

生徒との相性などを踏まえて︑チー

す︒その上で︑各大学の入試問題と

題は減らすといった調整を図りま

せ︑その分︑自分の担当科目の課

ば︑その科目に集中的に取り組ま

に頑張らせれば伸びる科目があれ

引っ張っている科目や︑いま重点的

生徒を指導します︒たとえば︑足を

他科目の状況も把握して︑連携して

のですが︑本校ではそれは厳禁で︑

教える科目にしか目が行かないも

共有します︒通常︑講師は自分が

催して︑生徒の現状に関する情報を

ムを編成︒定期的にチーム会議を開

講師︑教務担当職員︑校舎長でチー

対して︑担任講師と︑各教科の担当

特にフランチャイズとの大きな違

校舎が直営校舎だということです︒

ています。

都校が開校し、全国 校舎体制になっ

用率になっています︒

他の予備校と比べても相当厳しい採

講師採用試験の合格率は︑約 ％と

を厳しくチェックします︒そのため︑

制を理解し実行できる人材かどうか

のほかに面接試験を行い︑チーム体

際に担当科目の筆記試験︑模擬講義

から︑富士学院では︑講師を採用する

る生徒の医学部合格なのです︒です

目標とすべきは︑あくまで主役であ

れは講師の自己満足に過ぎません︒

クリアーし合格できなければ︑そ

ばしても︑総合点で合格最低点を

自分の担当科目の学力だけを伸

る体制が築けるものでしょうか。

習を進め成長することもできます︒

て出題の傾向や︑科目ごとの難易度

注意点はあとから伺うとして、まずは
医学部合格を勝ち取るための予備校選
択のポイントを、お聞かせください。

最も重要なポイントは学習環境
です︒生徒の現状やタイプによっ

昨年

月に広島校、

月には京

しかし当然のことながら︑単に入

ります︒例えば最初の頃の試験で思

ルに長期滞在するケースが多くな

学 習 環 境 の 面 で、 そ の ほ か に

─

試情報を収集しただけでは意味が

うような結果がでないと︑精神的に

強調しておきたいのは︑すべての

その通りですが︑すべてを個別指

ありません︒それを生徒一人ひとり

─

チームで正しい出願先を選定
日頃の学習のバランスも図る

しています︒

しかし︑まだそこまで力がついてい

が異なることも特徴です︒そうした

いがわかるのが受験期間中です︒医

それでは、予備校を選ぶ上での

ない生徒は︑埋もれてしまうだけ

学部受験生は︑受験で全国を飛び

─

です︒少人数制で︑きめ細かくフォ

入試情報の収集・分析の充実度も︑

回ったり︑東京や大阪などのホテ

導にすると︑講師への甘えや︑依存

落ち込むこともあります︒そんなと

いつでも利用することができます︒

あるすべての校舎が直営校のため︑

き︑富士学院の生徒なら︑全国に
富士学院では、どのような形で、

は言うまでもありません︒

─

の出願戦略に︑着実に生かすことが

個別指導の方が、さらにきめ細

10

できる学習環境が必要であること

─
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心などが生じてくるケースもあり

チーム会議

ます︒それに︑受験勉強を乗り越え
習環境が有効なことも少なくあり

る上では︑周囲と切磋琢磨できる学

かな指導が期待できますね。
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全国 校の直営校舎が
受験期間中に威力を発揮

ローしてくれる予備校を選んだ方

予備校選びの大切なチェックポイ

富士学院では︑生徒一人ひとりに

のですか。

倍率はダウンし︑受験生にとって

そうなると︑当然医学部入試の

減ってしまうことになるでしょう︒

医療関係者の子どもが保育園への

中の一部からは厳しい目で見られ︑

学部も志願者減少に転じています︒

少子化で受験人口が減っている

してください。

坂本 友寛 氏
学院長

ントのひとつになります︒

力の現状︑性格などを把握した上

医学部予備校 富士学院

が︑当然学力を伸ばせます︒

大規模集団授業か、少人数制か、
個別か、学習環境が重要

富士学院では︑生徒一人ひとりの学

志願者数が減少傾向になり、以前と比較すると、多少入りやすい状況が生まれている
医学部入試。「だからこそ、これまで以上に、的確な予備校選びが重要になる」と指摘
するのが、医学部予備校大手富士学院の坂本友寛学院長だ。その理由は何か。予備校
選びにはどのような注意点があるのか。アドバイスしていただいた。

になってきます︒

校内医学部入試セミナー
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富士学院
医学部予備校

富士学院
医学部予備校

しかも︑事前にその生徒の情報が伝
えられ︑迎え入れる準備ができてい

があるのです︒たとえば︑歯学部や

しかし︑
実はその情報に﹁落とし穴﹂

しました︒すると︑ 週間で200

富士学院﹂というアンケートを依頼

高校で開催しました︒参加高校など

谷高校や奈良学園高校など︑多くの

次合格者

薬学部など医学部医学科以外の実

名を超える回答が寄せられました︒

ご覧頂けます︒

の詳しい内容はホームページ上で

は合格実績の中身であり︑例えば︑

出し方が様々なのです︒大事なの

おり︑予備校によってそれぞれ打ち

校も合格する生徒がいる︶を出して

備校が延べ人数での数字︵一人で何

ケースがあります︒又ほとんどの予

での累計実績を出していたりする

の実績が公表されていたり︑これま

春も合格した約

名の生徒達が合

考にして頂きたいと思います︒昨

てくださっていますので︑ぜひ参

への貴重なアドバイスを含め︑送っ

を割いて︑医学部を目指す生徒達

介しています︒皆さん︑多忙な時間

ホームページ上では全員の声を紹

パンフレットに掲載していますが︑

ても入試対策講座を行ないました︒

ウェブオープンキャンパスにおい

東海大学医学部︑昭和大学医学部の

行なってきましたが︑昨年は新たに

入試問題の解説を含む対策講座を

キャンパス内で︑当学院の講師陣が

部や藤田医科大学などのオープン

また︑これまで久留米大学医学

績が含まれていたり︑

そのアンケートの一部は︑学校案内

2

何人が在籍していて︑何人が実際

約

名もの保護者の方も体験記を

格体験記を書いてくれていますが︑

頼関係は︑予備校の信頼性を見極め

こうした高校︑大学との連携や信

る上でも大事な指標のひとつとな

のは︑必ず予備校に直接出向いて︑

寄せてくださいました︒生徒や保護
ぱい綴られていますが︑こうした声

その予備校の中身を深く知ること

信頼関係という意味では、高校

担当の先生方をお招きし︑医学部

富士学院では︑高校の進路指導

や大学との連携も進行していますね。

─
まずは公表されている数字を鵜

入試についての勉強会﹁ 医学部入

うことです︒この判断は非常に難

医学部をめざす生徒を対象とした

からの依頼などで高校に出向いて︑

報交換会を行ないました︒また高校

と思います︒

備校選びを行なっていただきたい

て頂き︑ぜひ間違いのない適切な予

ます︒本日話をした内容を参考にし

いくことがとても大事になってき

ではなく︑必ず質問をして確認して

最後に改めて強調しておきたい
が︑予備校の良し悪しの判断にもな

が重要です︒そして説明を聞くだけ

るはずです︒

また︑学費は︑最初は安く見えて

り︑他校との差別化にもつながって

者の体験記には︑感謝の言葉がいっ

も︑追加で請求されることもよくあ

くるのではないかと考えています︒
生徒や保護者には、合格実績な

んと確認することも大切です︒

─

どの数字については、そこまで細かく
見極めるのは難しい気もします。とく
にどのような点をチェックする必要が

呑みにしないことです︒その数字の

試研究会﹂を︑毎年各校舎単位で開
催しています︒昨年はコロナ渦の
校が参加し様々な勉強会や情
しいですが︑一番わかりやすいの

﹁校内医学部入試セミナー﹂も全国

中

は︑在籍した生徒の生の声だと思
を教えてください。

次に、予備校を選ぶ際の注意点

います︒そこで今回︑
富士学院では︑

で行っており︑昨年は東京都立日比

─

生徒や保護者にとって︑最も気

医師や医大生のＯＢに﹁ＯＢが語る

頼できる予備校なのかどうかとい

そして何よりも重要なのは︑信

ぜひ質問して下さい︒

中身は何なのか︑根拠はあるのか等

あるのか、
アドバイスをお願いします。

高校や大学との
信頼関係も大きな特徴

るので︑ 年間で必要な費用をきち

すことが大切です︒

に医学部医学科に進学したのか等︑

けられます︒それまでの受験校が不
合格で落ち込んでいる生徒達でも︑
頑張っている周囲の姿に触発され
逆転で合格を勝ち取るケースもよ
くあります︒受験は︑最後は心理
的な面が合否に大きく影響してく
るので︑直営校の連携によるこのス
ケールメリットは︑大きな強みに
なっています︒
逆にフランチャイズだと︑それぞ
れ校舎毎に経営者が別になるので︑
なかなかそういう訳にはいかない
と思います︒
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81
になるのは合格実績だと思います︒

合格実績、学費などの
情報を鵜呑みにしないこと

1

必要ならばいつでも面接指導も受

合格実績の内訳を具体的に聞き出

90

ことができますし︑わからないとこ

ますので︑安心して自学習に励む

1

ろは質問することもできます︒又︑

全国にある直営校はいつでも利用が可能
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