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2019 年 小論文学習のすすめ 

 

 一般入試の受験生と異なり、学士編入試験の受験生は、全員が４月から勉強を始めるというわけでは

ありません。この NEWS の読者の中にも、４月から始めている人もいれば、そうでない人もおられる

でしょう。ともあれ、KALS のカリキュラムとしては 10 月よりいよいよ完成シリーズに突入します。

そして完成シリーズからは小論文が始まります。小論文は基礎シリーズにはないものですから、色々と

疑問があると思いますので、ここでは「どんな科目か？」「どうやって勉強するのか？」「そもそもやる

必要があるのか？」という３点に絞って、少し見ていきたいと思います。 
 
Q1 小論文とはどのような科目か？ 
 これはなかなか説明しづらいものです。一応、学力的な面と医師としての素養面をみる科目、すなわ

ち、「解答が一義的に定まらない問題に対応する力をみる」および「医学・医療についての興味・関心

をみる」科目であるかな、という気がします。 
 まず前者ですが、解答が定まらない問題というのは実際の入試でもたくさん出題されます。その典型

が小論文だと思いますが、正解がない問題に対して、手元にある資料や知識を活用しながら、論理的か

つ現実に即した形で思考を展開し、それを分かりやすく表現するという小論文で求められる力は、自由

英作文はもちろん、実験のアイデアを提案する問題や実験の結果を解釈する問題などでも求められるも

のだと思います。さらに言えば、解答が一義的に定まる問題においても、上述のような力は必要でしょ

う。この点で、あらゆる教科の根底にある「問題に取り組む姿勢」が問われる科目であるとも言えるわ

けです。 
 後者については言うまでもないでしょう。実際、学士編入試験の小論文問題では、医療にまつわる現

代的な話題を取り上げ、それについての意見を書かせる問題がたくさんあります。倫理的な問題を題材

とするものは以前と比較して減少する傾向にありますね。現代的な話題を取り上げるのは、「これから

あなたはこういった問題を抱える社会に医師として主体的に関わっていくことが求められるんだよ」と

いう大学側のメッセージと言えるでしょう。この点で、同じく現代的な話題を取り上げる英語とはきわ

めて親和性が高い科目であると言えます（山口大学の英語などはその最たる例でしょう）。これから飛

び込む世界を先取りして見せてくれるなんて、小論文はなんてステキな科目なんでしょうか！ そんな

小論文に興味を持てないのなら、医者を目指さない方が良いかもしれませんよ。興味を持てない社会に
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飛び込むなんて、しんどいだけでしょうから。 
 
Q2 どうやって勉強するのか？ 
 これは、KALS のカリキュラムに乗っかってください。つまり、導入を聞いて、答案を書き、添削を

受けて、講義を聞く、という流れです。そんなに負担ではないでしょ？ 
 大切なのは、実際に答案を書き、添削を受ける、というところです。書き慣れない人にとって小論文

を書く時間は拷問に等しく、返ってきた答案を見て、自らの黒歴史がまた一枚増えたことに耐え難い苦

痛を抱くというケースも多々ありますが、それは当然です。小論文だけでなく、他の科目でも同じよう

に失敗を繰り返して学力を伸ばすのですから、小論文だけを特別視する必要はありません。 
 ただ、強いて指摘するなら、復習についてはとりあえず後回しで良いかな、という気がします。後回

しとはいつまで回すのか？ 必要になるまでで良いと思います。例えば富山大学の一次試験とか滋賀医

科大学の二次試験が、シーズン序盤戦に小論文があるところだと思いますが、その直前期に答案を見返

す程度で良いと思います。言い換えると、その時に見返す答案がないというのは極めて危険です。その

ためにも、完成シリーズからコツコツと小論文に取り組んでください。 
 なお、学士編入試験で課される小論文と、一般入試で課される小論文には明確な違いがあります。そ

の違いについてここで立ち入ることはしませんが、市販の大学入試対策用問題集を用いて学士編入試験

の小論文対策を行うのは、いささか無理がある、ということも理解しておいてください。 
 
Q3 そもそもやる必要があるのか？ 
 小論文の講師に向かって、小論文なんてやる必要ありますか（ないですよね）、と質問するというの

は、税務署で、税金払う必要がありますか（ないですよね）、と言っているようなものだ…というのは

効果的な比喩ではありませんけど、実際に生命科学や英語、化学や物理で手一杯となると、小論文を後

回しにしたくなるのも良く分かります。まして、小論文を課す大学など限られているわけですから、本

当にやる必要があるのか、と言いたくなるのも良く分かります。ですから、このような質問を受けた時

には、私は「二の次、三の次でいいよ」と答えます。 
 ただ、上でも説明した通り、小論文は他の科目にも通じる土台となるような力を養う場でもあります。

また、富山大学や滋賀医科大学のみならず、阪大や名大、山口や愛媛などでも出題されます。出題され

るということは、少なからず合否判定に関わってくるものだと理解しておくべきでしょう。もし滋賀医

科大学の二次試験で不合格になったら、「小論文をしておけばよかった」と後悔するのではないでしょ

うか？ 後悔の芽を他教科の負担にかこつけて残しておくことは、全くもって無意味なことです。 
 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
問題１．次の文章を読み、設問に答えなさい。 
 
人生の最終段階における医療・ケアの在り方 
① 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける本

人が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人に

よる意思決定を基本としたうえで、人生の最終段階における医療・ケアを進めることが最も重要な原則

である。また、本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、

伝えられるような支援が医療・ケアチームにより行われ、本人との話し合いが繰り返し行われることが
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重要である。さらに、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信

頼できる者も含めて、本人との話し合いが繰り返し行われることが重要である。この話し合いに先立ち、

本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておくことも重要である。 
② 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の

変更、医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判

断すべきである。 
③ 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の

精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行うことが必要である。 
④ 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本ガイドラインでは対象としない。 
出典：「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」 
（厚生労働省、平成 30 年）より抜粋、一部改変 
 
問１．人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定の際、どのような方法で患者本人の意思を確認

すべきか。あなたが医師の立場であると仮定して、400 字以内で論じなさい。 
問２．あなたの家族である患者本人の意思が確認できない状態に陥っている場合、人生の最終段階にお

ける医療・ケアの方針をどのように決定すべきか、あなたが患者の家族の立場であると仮定して、400
字以内で論じなさい。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
 
 これは今年の愛媛大学の小論文試験問題です。問１では医師として、問２では患者の家族として、人

生の最終段階における医療・ケアを考えろ、という問題です。特に問２は、ある種の生々しさが伴いま

す。本人の意思を確認できない中で、家族は人工呼吸器の取り外しといった重たい決断を下さなければ

なりません。そこに追い込まれた家族は、果たしてどうやって決断を下すのでしょうか？ そのような

生々しさを考えずに、問１で「家族と対話する」といった程度のことしか書かなかったとしたら、問１

と問２の落差に、出題者は何らかのことを思うかもしれません。この問題は全体で 50 点です。落差が

大きな答案と、生々しさに向き合った答案とでは、もしかしたら 10 点くらい差が付くかもしれません

ね。それを生命科学や英語、化学や物理で挽回するのは、至難の業かもしれません。それでも、他教科

の勉強の負担を考えて「小論文はする必要がありますか？」と質問するとしたら、それはそれで英断だ

と思います。 
（加賀健司） 

 
 
 

事務局より 

 

≪２０１９年度実施試験対応≫ 

 

［個人面接対策 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＞ 
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▼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 

※第三弾として 10 月～11 月も実施予定です。 

詳細が決まりましたら、マイルームにてお知らせいたします。 

 

＜実施校舎：新大阪校＞ 

▼個人面接対策 詳細（日程、お申込方法等）▼ 

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

 

 

 [大学別 集団討論（集団面接）対策 実施のご案内] 

一部の大学においては、個人面接の他に集団討論（集団面接、グループワーク）を課す大学があります。本講

座では各大学の形式にあわせて行います。 

 

＜実施校舎：新宿本校＞ 

▼集団討論（集団面接）対策 詳細（日程、お申込方法等）▼ 

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

 

＜実施校舎：新大阪校＞ 

▼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】 申込(支払)期限 WEB：2019/11/20 (水)、名駅：2019/11/30 (土)、新大阪：

2019/10/20 (日) 

 

 

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 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/ind-int
https://school.kals.jp/shinosaka/blog/29493
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/grp-int?_ga=2.261679688.450420264.1562652194-1592078098.1436661669&_ttr=9f95762e5a2c9eafa73766552e0164541562733282285tc1-1562733282286
https://school.kals.jp/shinosaka/blog/29493
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-160301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302
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【トップレベル「生命科学」「医学英語」テストゼミのご案内】 申込(支払)期限 2019/9/29(日) 

 

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） 

【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。 

 

「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。 

 

 

【チュートリアルのご案内】 

 

 

★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 

「英語得点アップ戦略」 90 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） 

「第 2 回実戦実力テスト 解説講義」（英語：90 分、生命科学：90 分） 
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≪２０２０年度実施試験対応≫ 

「基礎力判定テスト 英語」（60 分 記述式） 

新宿本校：10/26(土)10:30～ 

名駅校：10/26(土)10:15～ 

新大阪校：10/27（日)10:15～ 

自宅受験：10/15（火）発送予定 

 

「基礎力判定テスト 生命科学」（60 分 記号式） 

新宿本校：10/26(土)11:45～ 

名駅校：10/26(土)11:30～ 

新大阪校：10/27（日)11:30～ 

自宅受験：10/15（火）発送予定 

 

「基礎力判定テスト 物理」 （60 分 記述式） 

新宿本校：10/27(土)15:15～ 

名駅校：10/26(土)13:30～ 

新大阪校：10/27（日 13:30～ 

自宅受験：10/15（火）発送予定 

 

「基礎力判定テスト 化学」 （60 分 記述式） 

新宿本校：10/27(土)14:00～ 

名駅校：10/26(土)14:45～ 

新大阪校：10/27（日 14:45～ 

自宅受験：10/15（火）発送予定 

 

★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 

 

【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/30162   

【名駅校】 https://school.kals.jp/student-mk/blog/30399 

【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/30162
https://school.kals.jp/student-mk/blog/30399
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/web-counsering.pdf

