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面接への準備(2020 版)～事前に調べておいたほうがよいこと 
 

昨年、書いた記事だが、その後、「読んだ」との声が多かったので 2020 年版として再掲したい。 

 

１． 面接試験の要素 

 対策としては、過去に訊かれた質問について回答を準備すればよい。KALS の生徒であれば、過去数年分の

質問リストが手に入るはずである。様々なことが訊かれているが、面接試験で重要なのは、以下の 4点（要素）で

あろう。 

① 何故、医師を志望するのか？ 

② 何故、○○大学を志望するのか？ 

③ 将来的な展望は？ 

④ △△県（の医療問題）について 

 

以下、 最近、相談の多い弘前大学を例に調べるべき事項について述べたい。 

 

2．「何故、弘前大学を志望するのか？」への準備 

➀については各人、十分な準備をしているところだろう。ここでは②についてアドバイスできればと思う。青森

県あるいは弘前大学に地縁、血縁等何らかの特別な関連があれば、特に準備は要らないのだが、多くの受験生

は、地縁、血縁等持たない。弘前大学が第一志望である理由を述べるのは難しいだろう。一つの方法は、「キャ

リアを積む上で魅力的な環境がある」というストーリーを準備しておくことである（➀③とも関係する）。 

前提として、➀→③のスムーズな接続は必須である。「将来、○○医として貢献していきたい。」までは準備し

ておきたい。次に、以下の通り検索を続ける。 

弘前大学附属病院＞総合臨床研修センター＞医科後期研修 

ここまで来ると、左上に「Ｑ＆Ａ（令和 2 年度版）」という PDF があるので開いてみる。すると、専門医研修プログラ

ムについて、基本的なＱ＆Ａが続く。これは、他大学受験者であっても、目を通す価値はあるだろう。以下のよう

なＱが並んでいる。 

「Ｑ１．新専門医制度って？」 
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「Ｑ３．学位は必要ですか？」 

「Ｑ９．女性でも安心して研修できますか？」 

次に、「先輩医師からのメッセージ」も読んでおきたい。診療科毎のイメージが湧くであろう。 

本題は、医科後期研修のページにある、各専門研修プログラムの紹介文書と講座 Web サイトの利用にある。

例えば、総合診療科であれば、38 ページにわたる「総合診療専門研修プログラム」の PDF ファイルが参照でき

る。どのような学びがいつ、どこで行われるかがわかるだろう。自ずと③についても具体的なイメージが湧くと思

われる。 

【参考資料 1】弘前大学附属病院（http://www.med.hirosaki-u.ac.jp/hospital/） 

 

(補足 1)志望動機を尋ねられた際に、将来目指したい診療科まで言う必要があるか？ 

A.結論からすると、志望する診療科(○○専門医)にいたるストーリーは準備すべきである。理由はいくつか有る。

まず、強力なライバルとなるであろう医療系(薬剤師、看護師、、、)の受験生は具体的な将来設計を持っている場

合が多いので、対抗上、具体的な対応が必要ということがある。また、「地域医療」への貢献を志す受験生は多

いが、具体的貢献の仕方について、本年度聞かれた受験生もいた。「具体」については当然、専門性も問われる

はずである。 

 

(補足 2)「総合診療医」についてのリサーチ 

 受験生にとって「総合診療医」は人気である。多いのである。それだけに面接官からすれば、厳しい質問を突き

つけたくなるのは仕方無い。過去には「○○県において総合診療医はどう機能するの？」「地域医療における総

合診療医の役割は？」のような質問もあった。各大学の総合診療医養成のプログラムについては十分に理解し

ておく必要があろう。 

 

3．「④ 青森県（の医療問題）について」への対応 

 他大学でも、大学所在地の医療問題に関する質問が訊かれている。うろ覚えで申し訳ないが、滋賀医科大学

では「湖南、湖北地域の医療の違い」について訊かれたようである。青森県についても最低限の知識は持ってお

かなければならないだろう。 

 青森県庁の HP から、以下のように辿ってほしい。ホーム > 保健・医療・福祉 > 医療薬務 > 青森県保健医

療計画。 

 【参考資料 2】青森県保健医療計画（https://www.pref.aomori.lg.jp/welfare/health/iryo_plan_h30.html） 

 

 この文書は、数百ページの長大なものであるが、以下は必須。 

・第１編 総論 第３章 本県の医療の概況 

・第２編 各論 第１章 医療連携体制の構築 

・第２編 各論 第２章 保健・医療・介護・福祉を担う人材の養成確保と資質の向上 

・第３編 地域編 

 

漠然と読んでも仕方ないので、 

「青森県における主たる疾患」「医師の偏在状況」「地域医療の現状」などテーマを持って読み進めたい。 

 

どの大学を受験しようが、以上については同様の資料が存在する。参考にされたい。 

about:blank
about:blank
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(補足 3) 各大学の初期研修マッチング結果について 

 毎年、10 月に初期研修先はきまるのだが、過去の状況について知るには以下の URL を参考にされたい。

様々なデータが公表されていて興味深い。 

「医師臨床研修マッチング協議会」(https://www.jrmp.jp/) 

 例えば、 「別添 2019 年度 研修プログラム別マッチング結果（2019/10/17 現在）」(https://jrmp2.s3-ap-

northeast-1.amazonaws.com/koho/2019/2019all-program-kekka.pdf)では、弘前大学の場合、プログラム総定員

45 のうち、マッチ者数 8 という数字がわかる。また、大学病院のプログラムのうち、「小児科」「産婦人科」につい

ては他の診療科と異なり、初期研修から始まること、そしてほとんど志望者がいないことがわかる。 

【参考】大学病 vs.市中病院 

https://www.med.or.jp/doctor-ase/vol1/page_06.html 

 

(補足 4)学位について 

 大学側のニーズとして、「大学に残って欲しい」というのは確実にあるだろう。研究志望、臨床志望に寄らず、学

位取得をキャリアパスに組み込む可能性も考慮しておきたい。 

 

永川隆史 

 

  

 

事務局より 

 

【緊急・重要／新型コロナウイルス関連】  

各校舎では感染拡大防止の対策として手洗いやうがいの励行、アルコール除菌、消毒液の設置、授業・指導等

の実施時は、一定距離の確保などを行い、今後も感染予防・拡大防止に努めます。 

みなさまにおかれましても、体調等くれぐれもご留意の上で、引き続き、試験合格に向けた対策をなさってくださ

い。 

◎ご来校の際の感染予防・感染拡大防止のお願い◎ 

 

 

 
≪２０２1 年度実施試験対応≫ 

 
◆「完成医学英語 DRILL」販売のご案内（対象：完成シリーズ「医学英語」受講生の皆様） 

 

＜対象＞21 年度対応完成シリーズ「医学英語」受講者（申込済で受講予定の方含む） 

基礎力の固まった方向けの実戦形式の自宅学習用教材です。 

入試頻出の論文や時事問題から下線部訳や説明問題をバランス良く出題し、 

多くの大学に対応できる応用力を身につけます。 

答案の精度を上げるためのコツがつかめる詳細な解答解説付です。 

https://www.jrmp.jp/
https://jrmp2.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/koho/2019/2019all-program-kekka.pdf
https://jrmp2.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/koho/2019/2019all-program-kekka.pdf
https://school.kals.jp/information/notes-200807
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▶詳細・お申込申込方法・詳細はマイルームのご案内をご確認ください。 

（10/20（火）より申込開始） 

 

 
【テスト実施のご案内】 

  

■基礎シリーズ復習テスト 

 

＜新宿本校＞  

生命科学① ＃1～＃10 80 分  終了しました 

生命科学② ＃11～＃16 90 分  終了しました 

生命科学③ ＃17～＃25  90 分 10/18（日）14:00～15:30 

医学英文法Ⅰ 終了しました 

医学英文法Ⅱ 9/27（日）60 分 13:30～14:30 

スタンダード物理Ⅰ 終了しました 

スタンダード物理Ⅱ 10/3(土)60 分 10:30～11:30 

スタンダード化学Ⅰ 終了しました 

スタンダード化学Ⅱ 10/3(土)60 分 11:45～12:45 

 

＜名駅校＞ 

生命科学① ＃1～＃10 80 分  終了しました 

生命科学② ＃11～＃16 90 分 終了しました 

生命科学③ ＃17～＃25  90 分 10/24（土）13:30～15:00 

医学英文法Ⅰ 終了しました 

医学英文法Ⅱ 配布中（10/30 まで） 

スタンダード物理Ⅰ終了しました 

スタンダード物理Ⅱ 10/3(土) ～配布開始 

スタンダード化学Ⅰ 終了しました 

スタンダード化学Ⅱ 10/3(土) ～配布開始 

 

＜新大阪校＞ 

生命科学① ＃1～＃10 80 分  終了しました 

生命科学② ＃11～＃16 90 分  終了しました 

生命科学③ ＃17～＃25  90 分 10/17（土）13:00～14:30 

医学英文法Ⅰ 終了しました 

医学英文法Ⅱ 終了しました 

スタンダード物理Ⅰ 終了しました 

スタンダード物理Ⅱ 10/4(日) 60 分 10:30～11:30 

スタンダード化学Ⅰ 終了しました 

スタンダード化学Ⅱ 10/4(日) 60 分 11:45～12:45 

 

＜自宅受験＞ 

生命科学①  終了しました 

生命科学②  終了しました 

生命科学③ 10/20（火）アップ 提出期限：10/30（金） 

医学英文法Ⅰ 終了しました 

医学英文法Ⅱ 9/29（火）アップ 提出期限：10/30（金） 

スタンダード物理Ⅰ 終了しました 

スタンダード物理Ⅱ 10/6（火）)アップ 提出期限：10/30（金） 

スタンダード化学Ⅰ 終了しました 

スタンダード化学Ⅱ 10/6（火）)アップ 提出期限：10/30（金） 
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※生命科学①②、医学英文法Ⅰ、スタンダード物理Ⅰ、スタンダード化学Ⅰの第１回目の提出期限は終了しまし

たが、2020 年 12 月 18 日(金)までにご提出いただければ、随時受付・採点いたします。 

 

◆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①② 解説講義」 各 120 分 

 

 

 

 

 

≪２０２０年度実施試験対応≫ 

 

 

 

◆プレミアム講座  お申込受付中！ 

 

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。 

 

特定大学対策／物理・化学過去問分析／生命科学過去問分析／英語長文時事問題対策／英語過去問分析／

文系のための統計入門／医学統計（疫学）対策 

 

▼詳細・お申込みはこちらから▼ 

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 

 

 

 

◆医学部学士編入 直前対策 個人面接対策 お申し込み受付中！ 

 

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＞ 

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-150301/ind-int


  

6 
 

▼個人面接対策 詳細（日程、お申込方法等）▼ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302#b-494333 

 

 

◆生命科学テストバンク（基礎編）【WEB 通信講座】 お申込受付中！ 

  

従来の“標準編”は大学レベルの生命科学に対し、基礎編は主に高校生物を中心とした内容です。 

“基礎編”はすべて新規の問題で構成されていますので、 

～基礎シリーズ生命科学をご受講の方も復習を兼ねて、知識整理に！ 

～（高校生物の知識を有し）完成シリーズや実戦シリーズ生命科学からご受講の方もさらに理解度を深めるため

に！ 

ぜひご活用ください。 

 

▼詳細・お申し込みはこちら▼ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-14121202 

 

 

◆トップレベル「生命科学」テストゼミ （全 5 講） 

基礎力の固まった方向けの実戦演習です。 

有名問題、過去問題、新作問題をバランスよく出題しますので、どの大学にも対応できる内容です。 

テストは、すべて記述式です。（各回テスト 60 分／解説講義 60 分）。 

※申込対象者：2020年実施試験対応講座受講生で、現在または過去の受講を含め、 完成シリーズ「生命科学」

と実戦シリーズ「生命科学」両方の受講履歴がある方（申込済で受講予定の方含む） 

 

＜新宿本校＞ 

LIVE 講義申込受付は終了しました 

＜名駅校／新大阪校＞ 

DVD 順次視聴可能 

※申込（支払）期限：11/20（金） 

 

＜WEB 通信＞ 

順次視聴可能 

※申込（支払）期限：11/20（金） 

 

▼詳細・お申込みはこちらから▼ 

https://dl2.dl.sua.jp/dl/27652-5efb9bebb92ad82e8bd82b550fe883bb 

 

◆実戦シリーズ生命科学ワークブック重要テーマ解説講義 【WEB 通信講座】 お申込受付中！ 

 

実戦シリーズ生命科学 ワークブックに関して、 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150302#b-494333
https://school.kals.jp/information/medical-trn-14121202
https://dl2.dl.sua.jp/dl/27652-5efb9bebb92ad82e8bd82b550fe883bb
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重要度の高い問題・質問が多かったものを中心に解説します。 

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。 

申込対象者：2020 年実施試験対応講座 実戦シリーズ「生命科学」受講生 

 

▼詳細・お申込みはこちらから▼ 

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

 

 

◆実戦 医学英語 ＡＰＰＥＮＤＩＸ 重要テーマ解説講義 【WEB 通信講座】 お申込受付中！ 

実戦シリーズ医学英語 APPENDIX の問題演習を通して、講義内容の定着を図るとともに、成績向上に向けた自

学のポイントを確認することが、この講座の目的です。 

各講につき 2 題（短め・易しい英文および長め・やや難しい英文）を取り上げます。 

苦手な英語を克服したい人も、英語を得点源とするためにさらに伸ばしたい人も、本講座を積極的に活用してく

ださい。 

申込対象者：2020 年実施試験対応講座 実戦シリーズ「医学英語」受講生 

 

詳細・申込方法は、マイルームでご確認ください。 

 

 

◆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 

「基礎力判定テスト 英語 解説講義」 90 分 

「基礎力判定テスト 物理 解説講義」 90 分 

「基礎力判定テスト 化学 解説講義」 90 分 

「第１回完成実力テスト 生命科学 解説講義」 120 分 

「第１回完成実力テスト 英語 解説講義 90 分 

「受験校の選択」 90 分 

「指数・対数の計算問題攻略」 120 分   

「完成生命科学 中間テスト 解説講義」 90 分  

「実戦生命科学 中間テスト 解説講義」 120 分 

「出願書類の書き方」 90 分 

「第１回公開模試 解説講義」（英語：90 分、生命科学： 120 分、物理：60 分、化学：60 分） 

「医学英語 長文読解対策」 120 分  

「実戦実力テスト 解説講義」（英語：90 分、生命科学：120 分） 

「受験校の選択 2020 夏」 45 分 

「集団討論対策」60 分 

 

 

【個別カウンセリングのご案内】 

 

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。 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-wrkjsn
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※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。 

※休館期間中のカウンセリング実施状況については、各校舎へお問い合わせください。 

 

 

【新宿本校】 https://school.kals.jp/student-shn/blog/33271 

【名駅校】  https://school.kals.jp/student-mk/blog/32926 

【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/33271
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