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 面接対策について 
 

今回は面接対策について、少し考えてみます。もちろん、面接は筆記試験に合格してこそのものです

から、まずは学力の向上に努めなければなりません。しかし、これから筆記試験の合格発表が続く中で、

面接対策が求められる方も、増えてくると思い（期待し）、その方達の最後のアシストになればと考え、

この話題を取り上げました。 

 とはいえ、面接対策については、新宿本校や新大阪校で行っていますので、そちらの対策を利用して

もらうのが、最善と思います。ここでは、もう少しざっくりと、実際に面接対策をしている中で感じた

ことをいくつか挙げたいと思います。 

 

（１）そもそも、対策を真剣に考えていますか？ 

 上述の通り、面接対策は二の次、筆記試験対策こそが重要、というのは間違いないことだと思います。

筆記試験の成績が悪くても面接で逆転できる、と考えるのは、虫の良すぎる話です。そこは、大前提で

す。 

 とはいえ、同じような点数をとっている人を差別化する必要がある場合、どこで評価するでしょう

か？ 当然、面接でしょうね。とすれば、面接について、しっかりと対策を練る必要があるのは、明ら

かだと言えます。 

 では、対策を真剣に考えていますか？ それは筆記試験に合格してから……という堂々巡りになるの

かもしれませんが、ここで強調したいのは「事前提出書類」です。ここが全く練られていない人が、結

構多いのではないでしょうか？ 

 事前に提出する書類については、その扱いは大学ごとにやや異なるようです（ほとんど目を通してい

ないところもあれば、じっくり読んでいるところもある）。ただ、どのような扱いであるにせよ、書類

が面接における重要資料であることは同じです。にもかかわらず、志望動機や将来像がほとんどできて

いないものが多いです。 

 面接の印象は、ある意味で一時的なものと言えます。一方、書類は、大学で最終的に合否を判断する

際に、先生方の手元にある資料です。この点で、面接よりもモノを言うとも言えます。「書類は適当に

揃えて、筆記に合格してから、書類の内容を補うような面接をすれば良い」と考えているとしたら、そ

の戦略は考え直した方が良いと思います。 
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（２）面接は、対話であって、演説ではありません。 

 KALS では、過年度の面接に関する資料が残っています。これは先輩方の厚意によるものであり、これ

を読んでいる皆さんも、後輩のために是非そのような資料を残してほしいと思います。 

 さてそのような資料は、面接対策を考える上で、非常に重要な資料となります。「余命１ヶ月の患者

が延命治療を望んでいる、延命はすべきか」のような、現場の問題を提示してくる大学だな、（にして

もこれはちょっとひどい質問だな）、などがわかるだけで、心構えも変わるものでしょう。 

 ただ、こうなると「定型的質問」に対する「定型的返答」を用意する方が増えてきます。そのこと自

体は悪くないのですが、そう言う方に限って、ちょっと違う質問をすると、しどろもどろになるケース

が多いです。それは非常に印象が悪いですね。そもそも対話をする気がない、自分の言いたいことだけ

言えれば良いと考えている、そんな印象を与えます。 

 就職試験の面接などを経験したことがある方であれば、こういった「一問一答」形式が好まれないこ

とはよくご存知かと思います。もちろん、何の準備もせずに丸腰で面接に臨め、と言うわけではありま

せん。しかし、事前に用意した答えを読み上げる「国会答弁」は、相手の心をつかむことができないで

しょう。ではどうするか？ やはり、面接官との対話であることを意識して欲しいと思います。 

 もし、面接の練習をする機会があるのなら、その様子を録音、録画して、あとで見直してみてくださ

い。対話をしている空気が漂っているか、自分で確認してみましょう。 

 

（３）困ってしまう質問への対応〜本音で向き合うべきか〜 

 実際の面接では、やはり困ってしまう質問もあると思います。その典型は「なぜうちの大学に出願し

たのですか？」「卒業してもうちに残りますか？」といったものだと思います。 

 「なぜうちの大学？」と言うのは、単純に、大学の先生が聞いてみたいのだと思いますね。もちろん、

ほとんどの受験生にとっては、その大学は多くの受験校の一つに過ぎないでしょう。そして、そのこと

は、大学の先生も理解していると思います。何が何でもその大学、というのであれば、「じゃ、一般入

試も含めてうちを受験するの？」となるでしょうし、そこで「はい」と答えると、「それなら、学士で

合格させる必要があるのかな」ということにもなりかねません。そもそも、その大学でなければならな

い理由など、そうそうあるわけではないですからね。そう考えると、あまりワザとらしいことは言わな

い方が良いかな、という気もします。大学に関してある程度のリサーチはしているでしょうから、それ

を通して、自分の目指す将来像と大学での学びを紐づけるようにすれば良いと思います（あえて抽象的

にしておきます。自分なりに考えてください。）。 

 「卒業しても残りますか？」も同じです。残らない学生の方が多いことは、大学も十分に承知してい

ます。面接で「残ります」と言った人のどれほどが残っているでしょうか？ とは言え、全く残る気が

ない、といった不思議なオーラを纏って面接に臨む猛者は、蛮勇でしょうね。それは、大学に対しても

失礼ですから、「現在は」残るつもりです、ということを、理由とともに伝えられれば良いかもしれま

せんね（ここも抽象的にしておきます）。 

 「併願校は？」という質問も厄介ですが、これも他の大学に出願していることを前提に、大学は質問

しているわけですから、素直に答えるのが良いと思います。ただし、やや品のない言葉を使うこと、許

していただけるなら、「バカ」がつくほどの素直さは控えるべきでしょうね。併願先の選択に、一貫し

た基準が見られるか、その基準が「実家から通える」「親戚がいる」といった個人的なものではなく、

医者としての社会貢献を目指すプロセスに沿った基準であることを示せば、それなりに納得してもらえ

るかと思います。 
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（４）一例を絶対視しないこと 

 実際に合格された方が、面接でどのように受け答えしたのか、といったことは多いに気になることだ

と思います。先輩方とネットワークを構築し、それを参考にして、面接対策を考えるのは、有意義なも

のでしょう。 

 とは言え、その例を絶対視しないでください。それを言うなら、「合格しても別の大学に合格した場

合はそちらに行きます」と面接で話して合格できた方がいますが、同様にその方針で行きますか？ そ

れはなかなか度胸のいることではないでしょうか。先輩の一例を絶対視することは、自分にしかない魅

力を気失う可能性をもたらします。あくまで一例であることを、絶対に忘れないでくださいね。 

  

 さて、抽象的でアドバイスになっていない、と思われる方もいるかもしれませんが、そのように思っ

たとすれば、とりもなおさず、面接を「正解がある試験」と思っているということでしょう。正直に言

えば、面接は何が正解か分かりません。強いて言えば、合格したら正解です。その正解探しの旅は、自

己を知ることにつながります。最後のアドバイスになりますが、面接でアピールすべきは「貴学がとに

かく好きなんです」ではなく、「私はこんな人間です、まだまだ至らぬ点が多々ありますが、全力で頑

張りますので、どうぞよろしくお願いいたします」ということだと思います。 

 面接で不合格になることは、自分を否定されたような印象を受け、筆記試験不合格よりも尾を引きま

す。でも、それは「私はどんな人間か、なぜ医者になりたいのか、医者として何をしたいのか」を知る、

大きなきっかけになるはずです、、、なんて、合格に向けた現実的なアシストをすべき人間が、こんな理

念のようなものを語っていてはいけませんね。参考にならなければ、破棄してください。 

（文責：加賀） 

  

 

 

事務局より 

 

≪２０１９年度実施試験対応≫ 

 

［個人面接対策／集団討論対策 実施のご案内］ 

限られた時間の中でいかに自分をアピールできるか…。 

面接試験も準備が必要！模擬面接を通して落ち着いて本試験で力を発揮しましょう。 

 

＜実施校舎：新宿本校＞ 

▼個人面接対策 詳細（日程、お申込方法等）▼ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/ind-int 

 

＜実施校舎：新大阪校＞ 

▼個人面接対策／集団討論対策 詳細（日程、お申込方法等）▼ 

https://school.kals.jp/shinosaka/blog/29493 

 

 

 

【プレミアム講座のご案内】 

 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/ind-int
https://school.kals.jp/shinosaka/blog/29493


4 
 

KALS レギュラー講座受講生、医学部編入試験を受験した経験のある一般生を対象とした ONE UP の講

座です。過去問分析や予想問題演習など、さまざまな講座をご用意しております。 

志望校選択、直前対策・ファイナルチェック、合格“確度”向上のためなど、各自のニーズに合わせた受講

が可能です。 

 

大阪大学対策／滋賀医科大学対策／山口大学対策／島根大学 物理・化学対策 

生命科学過去問分析（旭川医科大学、筑波大学、名古屋大学、島根大学、香川大学、 

愛媛大学、高知大学、長崎大学、大分大学、鹿児島大学）／英語長文時事問題対策／ 

英語過去問分析（旭川医科大学、群馬大学、浜松医科大学、島根大学、高知大学、 

愛媛大学、鹿児島大学）／文系のための統計入門／医学統計（疫学）対策 

 

【お詫び】「滋賀医科大学対策」「山口大学対策」「英語過去問分析／高知大学」「生命科学過去問分析／長崎

大学」におきまして、視聴開始日ならびに一部講師が変更となりました。申し訳ございません。お手数ですが、

お申込前に講座別ページにてご確認ください。 

 

▽詳細・お申込はこちらから▽ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301 

名駅校・新大阪校実施分については以下よりご確認ください。 

【名駅校】  https://school.kals.jp/information/medical-trn-160301 

【新大阪校】 https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302 

 

 

【トップレベル「生命科学」「医学英語」テストゼミのご案内】 

 

基礎力の固まった方向けの実戦演習です。 

得点力、応用力を飛躍的に伸ばすのに好適なテストゼミですので、 

受験前の総仕上げとして活用ください。 

※お申込みに際しまして、受講条件があります。 

詳細・申込方法は、マイルームでご確認ください。 

 

「生命科学」（全５回）・「医学英語」（全４回） 

【DVD 講義】（名駅校・新大阪校）視聴可能  

【WEB 通信講座】  配信中  

※【LIVE 講義（＋e 補講付）】（新宿本校）のお申込み受付は終了しました。 

 

 

【完成生命科学 ワークブック重要テーマ解説講義のご案内】 

 

完成シリーズ生命科学 ワークブックに関して、重要度の高い問題、質問が多かったものを中心に解説講義を 

いたします。講義と合わせて学習していただくと、効率よく知識の整理ができます。 

※2019 年実施試験対応講座 完成シリーズ「生命科学」受講生 限定 

 

▽詳細・お申込はこちらから▽ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-wrk19 

 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-160301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302
https://school.kals.jp/information/medical-trn-wrk19
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［実戦シリーズ（春）生命科学 中間テスト実施のご案内］（80 分 記述式） 

※3 月に実施した「実戦シリーズ（冬）生命科学 中間テスト」と同一問題です。 

【新宿本校】           6/23(日) 11:00～12:20 

自宅受験：配布中 答案提出期限：6/23（日）17:00 

【名駅校】      自宅受験 配布中  6/22（土） 提出期限 

【新大阪校】          自宅受験 配布中  6/22（土） 提出期限 

【通信講座】          発送済 6/20(木) 提出期限（郵送必着） 

                     

 

【チュートリアルのご案内】 詳細は校舎掲示板またはマイルームにてご確認ください。 

 

「英語得点アップ戦略」 90 分 

＜新宿本校＞ ＜名駅校＞＜新大阪校＞ DVD 視聴可能 

＜マイルーム＞ 6/21（金）～配信予定 

 

★下記のチュートリアルは、すべての校舎でＤＶＤ視聴可能（通学生）、マイルーム配信中です。 

 

「基礎復習テスト 生命科学１ 解説講義」 90 分 

「基礎復習テスト 生命科学２ 解説講義」 90 分 

「基礎復習テスト 生命科学３ 解説講義」 90 分 

「受験校の選択」 90 分 

「出願書類の書き方」 90 分 

「指数・対数の計算問題攻略」 120 分 

「医学英語 長文読解対策」 120 分 

「基礎力判定テスト 解説講義（英語 90 分、物理／化学 各 60 分）」 ※生命科学の解説講義はありません。 

「完成生命科学 中間テスト 解説講義」 90 分 

「第 1 回完成実力テスト解説講義」（英語：90 分、生命科学：90 分） 

「第 2 回完成実力テスト 解説講義」（英語：90 分、生命科学：90 分） 

「実戦生命科学 中間テスト 解説講義」 90 分 

「第 1 回実戦実力テスト 解説講義」（英語：90 分、生命科学：90 分） 

「第 1 回公開模試 解説講義」（英語：90 分、生命科学：90 分、物理：60 分、化学：60 分） 

「第 3 回公開模試 解説講義」（英語：90 分、生命科学：90 分、物理：60 分、化学：60 分） 

 

 

≪２０２０年度実施試験対応≫ 

 

【基礎シリーズ 復習テスト 実施のご案内】 

基礎シリーズでは、知識定着をはかるため、各科目復習テスト（記述式）を実施いたします。 

会場受験または自宅受験を選択できますので、積極的に受験をしましょう。 

 

◎受験対象： 各科目の受講者 

◎会場受験または自宅受験を選択できますが科目につきいずれか１回受験可能です。 

 （名駅校では自宅受験のみとなります。） 

◎生命科学は範囲を分けて、3 回実施予定 

①第 1 講～第 10 講／②第 11 講～第 16 講／③第 17 講～第 25 講 

◎試験時間： 生命科学…80 分、その他の科目…60 分 

（〔物理・化学を学習するための数学〕は実施しません） 

●詳細はマイルームの、【復習テストのお知らせ】（会場受験、自宅受験）を 

ご確認ください。 
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≪共通≫ 

 

【個別カウンセリングのご案内】 

 

■□ 個別カウンセリング □■ 

下記より、各校舎カウンセリング日程をご覧いただくことができます。 

※ご予約方法は校舎によって異なります。 

※次月分は毎月 25 日頃、決定分より順次予約受付開始となります。 

 

【新宿本校】 https://school.kals.jp/student-shn/blog/29299 

【名駅校】 https://school.kals.jp/student-mk/blog/29310 

【新大阪校】https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns 

 
 

◎WEB カウンセリングについては以下よりご確認ください。 

https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf 

 

 

◆個別カウンセリングを受ける際、通学・通信問わず個人登録シート（受講生カード）が 

 必要です。 ご提出がまだの方は、お早めにご提出ください。 

 

 

 

 

https://school.kals.jp/student-shn/blog/29299
https://school.kals.jp/student-mk/blog/29310
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf

