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2次試験．
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入場

昭和大学 4号館が試験会場．建物に入るには受験票の提示が必要となる．入って右に曲がると左側の壁に受

験番号と教室との対応表が示されているからそれを見て自分の受験番号に合う部屋に向かう．このとき，受験

生がエレベーターを用いてはならないということに注意せよ．教室は 2階に 2部屋（201，202），4階に 2部

屋（401，402），6階に 1部屋（600）で，受験番号の若い順に割り当てられる．

指定階に着くと，2つ並んだ教室の入り口それぞれの横に座席表が貼ってある．自分の受験番号を探して着

席する．椅子は，最後列を除いて，一つ後ろの座席の机についている可動式の座面を倒すタイプで，固い．体

重がかからないと勝手に戻るが，上着程度のもので固定できる．小論文の開始時刻約 5 分前まで待機．ここ

で，受験生は携帯電話の電源を切るように指示され，以後，休憩時間を含め面接試験終了後まで許可なく 4号

館内で使用することは許されない．指示に従わなければ不正行為とみなされる場合がある．

小論文

小論文の開始時刻が近づくと試験監督が 2人現れ，片方が説明や注意事項を言い始める．1次試験で試験監

督が各受験生に問題用紙や解答用紙を配ってくれたのに対し，ここでは一番前の人から裏返しの状態で後ろに

回すという方法を取る（各教室ごとで異なるかも知れない）．

小論文で配布されるものは配布順に以下の通り．

• 問題用紙（A4判，表，1枚）

• 解答用紙（A3判，表，1枚，外 2つ折り）

• 下書用紙（A3判，表，1枚，外 2つ折り）

問題用紙は裏返しで配られる．上部に問題文があり，下部に注意事項が箇条書きで書かれている．

解答用紙の左側上部には［小論文用紙］と書かれており，こちらで採点評価する．横書きで，左ページで

400[字]，右ページで 200[字]となるようなマス目の大きさである．題名を書く必要はなく，いきなり書き始め

て全く問題ない．書きやすい紙．

下書用紙は解答用紙のコピーを取ったもので，マス目に被せて大きな字で［下書用紙］と書かれている．採

点基準には入らないようだが，受験番号・氏名は書く必要があり，試験終了後回収される．一般的な紙．

試験時間はちょうど 60[min]で，字数は 600[字]．テーマは多岐にわたり，あまり対策などをするものでは

ない．2017年度の問題文は以下の通り．

フランスの思想家であるロジェ・カイヨワの言葉に「いかなる富も、いかなる作品も生み出さないの

が、遊びというものの特徴である。」があります。労働や芸術と比較した「遊びの特徴」とはどのよう

なものと思いますか。あなたの考えを述べなさい。

このように医療系ではない場合，慣れていないとすぐ時間が厳しくなる．下書用紙を全て埋めていると清書

終了が間に合わぬ可能性があるから注意．多くの受験生はまず問題用紙に全体の構想を書いていたように見え

る．その後下書用紙を用いるかどうかは個々の好みや判断に委ねられたようだ．

試験中に受験票との写真照合があるため，マスクを外したり顔をあげたりするように要求されることが

ある．
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休憩

小論文の 2用紙の回収と受験番号の確認が終わると，40[min]の休憩がある（この時間は小論文の回収・確

認とアンケートの説明を含む）．なにか暇つぶしのできるものを持っていくとよいだろう．

アンケート

休憩が終わるとアンケート用紙を配布される．小論文同様後ろに回す方法．

アンケートで配布されるものは配布順に以下の通り．

• 願書に記入した資格・検定合格証明書などを入れる封筒（1枚）

• アンケート用紙（その 1）（B4判・表・1枚）

• アンケート用紙（その 2）（A5判・表・1枚）

封筒には受験番号・氏名を書く欄がある．また，資料に関して以下のうちから 1つ選んでレ点で表す．

□　必要な全資料が入っている．

□　一部の資料が入っている．

□　願書に何も書いていないため不要．または忘れ．

アンケートは 2枚合わせて 20[min]で記入する．質問内容は以下の通り．括弧内は回答スペース．

• その 1

– 医師志望動機について述べよ．（1行）

– それに影響を与えた人物はいるか．いるならそれは誰か．（1行）

– 意思決定をした時期はいつか．（1行）

– あなたが昭和大学を志望する理由は何か．（1行）

– それに影響を与えた人物はいるか．いるならそれは誰か．（1行）

– 昭和大の説明会に参加したか．したならその感想は？（2行）

– あなたが説明会に求める情報は何か．（1行）

– あなたにとって高校生活とは何であったか．2行以内で書け．（2行）

– 高校で部活動やサークルはやっていたか．いたならそれは何か．（1行）

– あなたが医師に向いていると思う点（性格）について述べよ．（2行）

– 最近感動したことは何か．（1行）

• その 2

– 国公立大医学部を志望しているか．当てはまる方を丸で囲め．［はい・いいえ］

– if はい　前期［大学名記入］，後期［大学名記入］

– 他に私立大医学部を志望しているか．当てはまる方を丸で囲め．［はい・いいえ］

– if はい　大学名を記入（8つまで）

– その他の学部を志望しているか．当てはまる方を丸で囲め．［はい・いいえ］

– if はい　大学名を記入（8つまで）

アンケートの記入時間が終わると封筒・アンケートは全て回収される．
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休憩・待機時間

ここから 30[min]の休憩が入る（この時間はアンケートの回収と面接の説明を含む）．ここから人によって

異なる待機時間だけ待つことになる．プロジェクターで表が映し出され，受験番号と面接開始・終了時刻との

対応を見る．このとき受験生は 5，6人で 1グループに分けられ，グループごとに時間をずらして次々と試験

場に向かう仕組みとなっている．このグループは教室で横に並んで座る人たちがある程度まとまることが多

い．自分の前の人が移動したら次は自分．

非常にうまく時間が考えられており，指示通り動けばほとんど廊下で待つことなく面接を開始できるように

なっている．自分の時間までは小論文の試験場で待機するが，このとき，用便以外で他のフロアに行ってはな

らない．また，他の受験生の迷惑となるような行為は慎む．これらの時間には飲食をしてもよい．

面接

面接試験場へは係員が誘導する．最初のグループを除き，待機室で呼ばれるのは［自分のひとつ前のグルー

プの面接開始時刻］であり，呼ばれたら荷物を纏めて教室出口付近に立つ係員のもとへ行く．その後廊下にグ

ループ内受験番号順に 1列で並ぶ．ここで受験番号順に並ぶとき，係員が受験番号を読み上げ確認すると同時

に先に回収した資料入り封筒・アンケート用紙（その 1）を渡される．このとき受験番号・氏名に誤りが無い

ことを確認する．これらは自分で面接官に手渡す．隣の教室の同時刻グループとも併せて全体が 1列に並び，

係員の先導に従って移動を開始する．ここを去るともう戻ってこないから忘れ物に注意する．

面接待機室（ロッカールーム？狭長い部屋．奥に扉が見える．）に着くと，そこには 11脚のパイプ椅子があ

り，1から 11までの自然数で番号が振られている．1列に並んだその順番で番号の小さい椅子から順に座って

いき，そこで係員が受験番号の下 3桁を読み上げることで受験生があらかじめ想定された椅子に座っているか

確認する．そしてその係員が面接について説明を始める．説明内容は以下の通り．係員のセリフには［係員］

をつけた．

• ［係員］（図を指さして）この図のここがこの扉（見えてる扉を指さす）です．入って左手が 6番，右手

が 11番です．試験場の入口と出口での一礼は不要ですので速やかに進んでください．

• この試験場は 1部屋をいくつものパーティションで仕切ってブースを 11個作り，パイプ椅子の番号と

同じ値が割り振られたブースに向かう．各ブースには椅子が 2脚あり，一方（Aとおく)は面接官の方，

もう一方（Bとおく）はその左側にあり，Bは Aの方に向いておいてある．Bは荷物置き場である．

• ブースについたら先ず荷物置き場に荷物を置き，受験票と封筒・アンケート用紙を面接官に渡す．次に
受験番号と氏名を述べ，面接官の指示で着席して面接スタート．終了時には受験票を受け取ることを忘

れぬようにする．

• ［係員］私が荷物を纏めてご起立願いますと言ったら立っていただいて，約 30[s]後に入室となります．

繰り返しますが，出入り口での一礼は不要です．……ではあと 2[min]ほど時間があるので待機してい

てください．

中にはタイムキーパーがいて，その［受験生入場します］の合図で扉が開く．入ると目の前にはパーティ

ションがあり，右に曲がると左側にブースが見える．面接は個人のみで，ちょうど 10[min]で行われる．タイ

ムキーパーの指示で全ての面接が同時に開始・終了される．面接官は 2 人で，中年の男女が多いように見え
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た．受験生から見て左側に座っている方を P，右側に座っている方を Qとおいて私との会話を再現しておく．

会話は以下の通り．会話にない様子は｛｝内に書いた．ただし，受験番号や本名は伏せた．ちなみに 9番ブー

スであった．

私［（荷物を置き，資料を渡して）受験番号 000000の○○○○です．よろしくお願いします．（礼）］

P［着席してください．］

タイムキーパー［開始です．］

P［ではお話を聞いていこうと思いますが，まず小論文どうでした？］

私［ちょっと予想外でしたね～医療系のことを聞かれるかと思っていたので少し驚きました．時間は

結構ギリギリだったんですけど，自分の思うことは書けたと思います．］

P［じゃあ今からこれ書き直してもいいよと言われてもこのままでいい？］

私［はい，大丈夫です．］｛めっちゃ不安←｝

P［なるほど．では医師志望動機について教えてください．］

私［はい．父親が歯科医師で，家で開業医をしており，私はその影響でもともと医療には興味があり，

さいしょは家を継ごうと思っていたのですが医療について調べているうちに医者への憧れが強くなり，

医学部を志望しました．］｛目を見て話すように意識はした｝

Q［……］｛彼はすぐに資料の確認をし，封筒の署名欄に署名をしていた．｝

P［なるほど……ではなぜ昭和大学を志望したのですか？］

私［やはり昭和大の特徴として医系 4学部がそろって初年時に寮で共同生活を送ることで他学部との

繋がりができ，将来医者となった時に必要なコミュニケーション力や協調性などをここで身に着けられ

ることは大きいと考えたからです．］

P［ほう……家が近いからじゃないよね？（笑）］

私［はい笑，それはたまたまですｗ］

P［ちなみに将来何科がいいとかある？］

私［うーん……一応現時点では外科に行けたらいいなーと思っています．］｛理由聞かれたらどうし

よう｝

P［やっぱお父さん歯科医師だしそういうテクニカルなねー］

私［そうですね．］｛ナイス返し！正直助かった｝

Q［外科の中で特にどこに行きたいとかある？］

私［いいえ，そこまで細かくは分からないです．］

Q［テレビとかでドクター Xとかやってるけど見てる？ｗ］

私［はいｗ　母親も見ているので一緒に見ています．でもあそこまでいけるかは分からないですねｗ

　まあドラマなんで．］

P［そうだね～］

P［（高校の調査書を見て）英語の成績がいいねぇ．得意なの？］

私［はい，とても得意ではないんですけど，出来る方だと思います．］

P［じゃあ海外で研修したり海外の病院で臨床したりしたいとか思ってる？］

私［そうですね，高 2のときホームステイに行って海外の大学を見てきたときすごくみんな楽しそう

だったので機会があれば海外に行ってもいいと思っています．］｛なぜか［機会があれば］を強調してし

まった……｝
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P［なるほど．獨協ではドイツ語もやるんだ．］

私［ああ，それは任意の選択制で教養としてやっておこうと思い選択しました．］

P［ドイツ語喋れたりする？ｗ］

私［いやいや笑，そこまではなかなかいかないですねｗ］

Q［(笑)］｛彼は後に Pに振られて発言するまではこちらを時折見て笑ってくれる程度であった｝

P［この……漢検は高校でやってるの？］

私［はい．中 Iからスタートして級が上がっていきます．］

P［それは獨協のシステムとして？］

私［そうです．］

P［なるほど……獨協は漢字もちゃんとやっているんだね．部活動は何かしてた？］

私［はい．思考ゲーム同好会に入っていました．カードゲームとかボードゲームをしていました．］

P［へぇ．ちなみに国公立大の医学部は出願してる？］

私［いや，してないです．］

P［それは科目の問題？ｗ］

私［そうですｗ］

P［なるほど，理系なんだね～］

私［そうですね．］

P［他の私立医学部は？］

私［はい，日本医科大学，東邦大学，聖マリアンナ医科大学，東京慈恵会医科大学です．］

P［慈恵ね……］｛1大学ごとに復唱して確認してくれた．慈恵だけ少し反応が違う？｝

P［大学入ってやりたい事とかある？］

私［そうですねぇ……医学を勉強するのもそうですけど，高校では出来なかったことをやってみたい

ですね．寮生活とかやったことないので楽しみです．］

P［その，寮みたいに泊まった経験はある？］

私［ありません．］｛寮は経験ないなぁ｝

P［全くない？］

私［全くです．］

P［なるほど．ちなみに人とコミュニケーションとるのとか得意？］

私［うーん，とても得意ではないですけどまあまあ……］｛英語に続き［とても得意ではないが］を

連発……｝

P［常識程度には出来ると．］

私［そうですね．出来ると思います．］｛［そうですね］の頻度がｗ｝

P［（Qに近づく向きに調査書と願書を動かして）何かあります？］

Q［そうですねぇ……獨協ってことは獨協医科大学と姉妹校で内部進学とかあるの？］｛始めて話を

始める｝

私［はい，指定校推薦枠があって，評定が一定以上あれば，素行に問題がなければ必ず進めます．］

Q［その評定は満たしてた？］

私［はい．すべての評定を満たしているはずです．］

Q［ふぅん，何人くらい行けるの？］

私［枠がってことですか？］
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P［そうそう］｛Pが Qの意志を代弁した！｝

私［去年は多くて 6人くらい行きました．］

P［それは多くて］｛ここでまさかの｝

Q［6人てこと？］｛コンビネーション｝

私［はい，そうですね．でも実は今年 0人なんですよ．皆強気でｗ］

P［へぇ，強気なんだｗ］

私［はいｗ］

Q［外科以外だったらどこがいい？］

私［別に内科でもちゃんと患者さんの命が救えるならいいと思います．だから外科に拘りがあるわけ

ではなく……］

P［イメージだと．］

私［そんな感じです．］｛また Pに助けられた……｝

Q［じゃあ医学部以外だったらどこに行っていたと思う？］

私［そうですね……数学とか物理が得意なので建築家とかになって自分にとっても他人にとっても住

みやすい家を作れたら良いと思います．］

Q［なるほど．］

P［ところで思考ゲーム同好会ってどんなゲームやるの？］

私［世界中のボードゲームとかを集ｍ］

タイムキーパー［終了です］｛私の話を遮って｝

P［ありがとうございました．］

Q［……］｛こちらを見ていた｝

私［ありがとうございました．（起立・礼）（受験票を受け取り荷物を纏めて去る）］

タイムキーパーうるさい．人の話を遮るなよ……でも時間が細かく予定されているんだろう．仕方ない．

2 次試験はこんな感じで終わった．終了後，出口に 1 人立っている試験委員の人に会釈して階段を下り，

入ってきたのと同じところから 4号館の外に出た．

終了後

面接に圧迫感がないとは聞いていたが，予想以上に優しかった（逆に不安な要素ともなるが）．面接官の前

には二重丸・丸・三角の 3 図形が書かれたマスのたくさん並んだ紙が置いてあり，ここに評価を書くのかも

知れない．また，Pには時折こちらから見えない部分にメモを取る様子も見られた．2次試験結果発表日も早

く，人間として終わっていないかを見ることが主な目的と思われる．
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