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完成シリーズ「小論文演習」開講に向けて 

 

  長雨の続く奇妙な夏ももうすぐ終わりを迎えるという時期ですが、まだまだ厳しい残暑が続きそうで

すね。コロナのこともありますが、体調管理に気をつけてお過ごしください。 
 さて、9 月に入ると基礎シリーズが一区切りとなり、カリキュラムも次の段階に突入します。いよいよ

小論文も始まりますね。 
 小論文なんて、必要ないのでは、と考える人も多いと思います。確かに、小論文を課す大学は多くあり

ません。生命科学や英語はもちろん、化学や物理と比べても、明らかに優先度の低いものだと思います。

とはいえ、入試に課される以上、無視はできませんよね。そもそも、どんな問題が出るのか、ということ

もご存知ない方が多いのではないでしょうか。そこで今回は、今年の入試で実際に出題された問題を取り

上げながら、9 月からの小論文学習について、考えていきたいと思います。 
 
 まずは今年の大阪大学で出題された問題を見てみましょう。 
 
▷以下の【資料】を読んで、【設問】に答えなさい。  
【資料】  
 褥瘡(じょくそう)とは，寝たきりなどによって，体重で圧迫されている場所の血流が悪くなることで，

皮層の一部が赤い色味をおびたり，ただれたり，傷ができたりする皮層軟部組織の病変で，時には骨に及

ぶこともあります。一般的に床ずれともいわれています。私たちはふつう，無意識のうちに眠っている間

は寝返りをうったり，長時間椅子に座っているときはお尻を浮かせたりするなどして，同じ部位に長い時

間の圧迫が加わらないようにしています。このような動作を体位変換といいます。しかし自分で体位変換

できない方は，体重で長い時間圧迫された皮層の細胞に十分な酸素や栄養が行き渡らなくなり，これによ

り褥瘡ができます。  
 自分で体位変換ができず長期間寝たきりで，栄養状態が悪い，皮層が弱くなっている人が，圧迫だけで

なく摩擦やずれなどの刺激が繰り返されている場合は褥瘡になりやすいといえます。褥瘡になりやすい

ため，注意しなければならない病気として，うっ血性心不全，骨盤骨折，脊髄損傷，糖尿病，脳血管疾患，

慢性閉塞性肺疾患などがあります。  
(日本褥瘡学会「褥瘡について」http://www.j spu.org/jpn/patient/abouthtml#6 より一部改変)  
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【設問】 
褥瘡を持つ患者の発生を予防するために，どのような社会の制度や医学的アプローチが必要でしょうか。

あなたの考えを述べなさい。(句読点を含めて 1 000 字以内)  
 
 なかなか難しい問題ですね。詳説は省略しますが、解答を作成する上でのポイントは「社会の制度」と

「医学的アプローチ」について、きちんと意識することでしょう。褥瘡を介護や看護の問題としてのみ捉

えるのではなく、医学的な問題として捉えることの重要性について、理解できていますか？ という出題

者からのメッセージが込められているかのようです。「社会の制度」としては、介護や看護の拡充が求め

られるでしょう。例えば訪問看護・介護の充実といったことはその一つです。ケアの中心となる家族への

サポート・教育といったことも含まれるでしょう。それ以外にも、福祉器具の貸し出し（体位変換を促す

ベッドや圧迫感の少ないマットレスなど）などを利用しやすい制度づくりも必要です。また、介護と看護

（医学）との連携といったところ（科学的根拠に基づく介護、といっても良いかもしれません）も重要に

なります。そういった人材を育てるための医福連携教育の必要性まで踏み込んでいくのも良いでしょう

ね。医学的なアプローチとしては、「栄養状態が悪い，皮層が弱くなっている人」への注目は必須です。

日々の栄養状態の管理やスキンケアといったことですね。こういったことについても家族との連携が必

要になります（家族がいない場合は、介護士や看護師が重要な役割を担うことになります）。「うっ血性心

不全，骨盤骨折，脊髄損傷，糖尿病，脳血管疾患，慢性閉塞性肺疾患」に着目していくことも求められま

す。医師としてこういった病気の患者に接する際、褥瘡についての説明などを怠らず、また褥瘡を軽視せ

ずに、対応していくことが求められるでしょうね。 
 
 もう一つ、富山大学の問題も見てみましょう。 
 
▷書籍「天才を殺す凡人」（北野唯我著，日本経済新聞出版社）では、人間の才能を「創造性」「論理性」

「共感性」と分類し、その関係性について記載されている。医師の資質としてこの 3 つを取り上げた場

合，これからの日本においてどのような資質を備えた医師が求められると考えられるか，またあなたはど

のような医師を目指したいか，1000 字以内で述べよ。 
 
 この問題は、実質的に志望理由書みたいなものです。思考の出発点を「創造性」「論理性」「共感性」に

置くのではなく、「目指す医師像」と「それによって今後の日本で生じうるどんな問題に対応していくか」

に置く必要があります。日本というのも、遠回しには富山のことをイメージすることが期待されていると

言って良いでしょう。単に自分のやりたいことを訴えるだけではなく、それを通して社会貢献していくこ

とが求められます。そこでは「人の苦悩に共感できる医師」「創造性を発揮してがん治療の開発に貢献す

る医師」と言った曖昧な言い回しが求められているわけではないのです。がんを挙げるなら、日本や富山

においてがんの何が問題になっているのか、解決すべき問題として最も自分が興味を持っているもの（今

後、一生をかけて解決していきたい問題）をしっかり示し、それを解決するためにはどのような医師にな

る必要があるか、将来のビジョン（キャリア・パス）を明確に意識した上で、論述を組み立てなければな

りません。それがあってこそ、「創造性」「論理性」「共感性」を肉付けできるのです。（この 3 つはどんな

医師であっても求められるものですから、肉付けすること自体は決して難しくないはずです。むしろ、ど

んな医師にも求められるものであるからこそ、抽象的な論述になってしまいがちなのです。具体的な内容

か、それとも抽象的な内容か。ここに答案としての質の差が生じてきます。） 
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 以上、実際の問題を見てきましたが、いかがでしたでしょうか？ 色々と思ったところがあるでしょう

が、⑴学士編入試験で出題される小論文は、一般入試で出題される小論文と根本的に異なるものであり、

現代の医療問題への興味と関心に裏打ちされた、ある程度の専門性を伴った考察が求められること、⑵小

論文対策は面接対策などにもつながるものであり、医師を目指す自覚と覚悟を深めるものであること、⑶

せっかく勉強を頑張って筆記試験を通っても、小論文や面接で落とされるのはもったいない（が、実際に

はそういう人の方が多数派である）こと、などを考慮すれば、小論文をやらないのは自ら合格を捨てるよ

うなものかもしれませんね。 
 大丈夫です、この駄文をここまで読むだけの根性があるなら、きっと全部で 20 回の小論文演習も、楽

しく乗り越えることができます。そして、気がつくと、小論文、面接に必要な体力が鍛えられているはず

です。やらなきゃ損ですよ、小論文。授業でお会いしましょう。 
（文責 加賀健司） 

 

事務局より 

 

【緊急・重要／新型コロナウイルス関連】  

【注意喚起】 新型コロナウイルス等、感染予防のお願い 
 

 

◇入試情報を確認しましょう 

 

随時情報が判明次第、マイルームにて 

ご案内いたしますので、適宜ご確認ください。 

 

＜入試情報＞ 

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

※更新の際は都度マイルームにてお知らせしていますが、 

ご自身でも日頃から受験予定の大学ホームページを確認しましょう。 

 

★新潟大学において、令和４年度より医学科第２年次編入学（学士入学）の募集を 

停止する予定であることがＨＰにて発表されました。 

現在、文部科学省への手続きを進めており、決定次第、改めて HP で発表されます。 

受験を予定されていた方はご注意ください。 

 

◇【資料】個人面接の質問事項・集団討論のテーマ（2020、2019、2018 年度版）  

受験生にご提供いただいた「面接アンケート」をもとに、2020、2019、2018 年度実施の各大学の個人面接質問事

項・集団討論テーマを取りまとめ編集した資料を、マイルームにアップしました。 

閲覧のみ（印刷不可）の資料となりますが、今後の面接・集団討論の対策として、ぜひご活用ください。 

※マイルーム＜お知らせ一覧＞よりご確認ください。 

 

https://school.kals.jp/information/notes-200807
https://school.kals.jp/information/medical-trn-exn
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≪２０２1 年度実施試験対応≫ 

◆プレミアム講座＜WEB 通信＞ 

過去問分析や弱点克服のための講座です。 

合格“確度”の向上を目指して、ご自身の学習状況に応じご受講をご検討ください。 

 

▼ラインナップはこちら▼ 

特定大学過去問分析（大阪大学） 

物理・化学過去問分析 

生命科学過去問分析 

文系のための統計入門 

医学統計（疫学）対策 

 

▽詳細・お申込はこちらから▽ 

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

※申込（支払）期限：2021 年 11 月 19 日(金) 

 

◆直前対策／出願書類対策講座＜WEB 通信＞ 

 

出願書類の仕上げとして、各大学のテーマ・文字数に合わせた課題論文・志望理由書・ 

自己推薦書等をきめ細かく添削する、直前期対策講座です。 

 

▽詳細・お申込はこちらから▽ 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/dcm2021 

※申込（支払）期限：2021 年 10 月 31 日(日) 

 

◆21 年度対応講座受講生対象 限定講座 

 

① 「個人面接対策講座」 

※申込受付中（～12 月【予定】 ） 

面接試験に進む方を対象に、志望理由書に基づいた 

模擬面接・アドバイスをオンラインにて実施する直前対策講座です。 

詳細・お申し込み方法はマイルーム上の案内をご確認ください。 

 

②「トップレベル生命科学テストゼミ（全５講／テスト 60 分・解説講義 60 分）」 

※申込（支払）期限：2021 年 11 月 19 日(金) 

対象者：現在または過去の受講含め、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 

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、総仕上げとしてご活用ください。 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301
https://school.kals.jp/information/medical-trn-150301/dcm2021
https://dl1.dl.sua.jp/dl/34147-19820ea8031c8470d9b58f0a7e5e57bd
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【LIVE 講義（＋e 補講付）】（新宿本校）  ※申込受付は終了しました。 

【WEB 通信講座】  全回配信中 ※申込期限：11/19（金） 

 

▽受講生限定講座の詳細・お申込はこちらから▽ 

https://school.kals.jp/procedure-category#b-395415 

 

 

 

◆21 年度対応講座受講生対象 チュートリアルのご案内 

 

受講生向けに試験情報や教科に関連したトピックなどを扱う無料の特別講義です。 

 

 

★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①②③ 解説講義」 各 120 分 

「基礎力判定テスト 解説講義」（英語・物理・化学） 各 90 分 

「受験校の選択」 90 分 

「完成生命科学 中間テスト解説講義」 120 分 

「出願書類の書き方」 90 分 

「完成実力テスト解説講義（生命科学 120 分、英語 90 分）」 

「実戦シリーズ生命科学中間テスト解説講義」 90 分 

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

「実戦実力テスト解説講義（生命科学 120 分、英語 90 分）」 

 

 

≪２０２２年度実施試験対応≫ 

【テスト実施のご案内】 

 

■基礎シリーズ復習テスト 

 

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）を実施します。 

以下テストの日程を目安にして各科目の復習に取り組み、積極的にテストを受験しましょう。 

受験対象は各科目受講者となり、受験方法は会場受験または自宅受験にて、 

科目につき１回の受験となります。詳細はマイルームをご確認ください。 

 

＜新宿本校＞  

生命科学① ＃1～＃10 終了しました。 

生命科学② ＃11～＃16 終了しました。 

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

医学英文法Ⅰ 終了しました。 

医学英文法Ⅱ 9/12（日） 60 分 14:00～15:00 

スタンダード物理Ⅰ 終了しました。 

スタンダード物理Ⅱ 9/19（日） 60 分 15:15～16:15 

スタンダード化学Ⅰ 終了しました。 

スタンダード化学Ⅱ 9/19（日） 60 分 14:00～15:00 

 

https://school.kals.jp/procedure-category#b-395415
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＜名駅校＞ 

生命科学① 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 10/16（土）13:00～14:30 

医学英文法Ⅰ 終了しました。 

医学英文法Ⅱ 9/18（土） 60 分 14:00～15:00 

スタンダード物理Ⅰ配布中 

スタンダード物理Ⅱ 9/25(土) ～配布開始 

スタンダード化学Ⅰ配布中 

スタンダード化学Ⅱ 9/25(土) ～配布開始 

 

＜新大阪校＞ 

生命科学① 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 10/10（日）11:00～12:30 

医学英文法Ⅰ 終了しました。 

医学英文法Ⅱ 9/12（日）60 分 11:00～12:00 

スタンダード物理Ⅰ 終了しました。 

スタンダード物理Ⅱ 9/26(日) 60 分 10:00～11:00 

スタンダード化学Ⅰ 終了しました。 

スタンダード化学Ⅱ 9/26(日) 60 分 11:15～12:15 

 

＜自宅受験＞ 

生命科学① 配信中 

生命科学② 配信中 

生命科学③ 10/19（火）アップ  

医学英文法Ⅰ 配信中  

医学英文法Ⅱ 9/21（火）アップ  

スタンダード物理Ⅰ 配信中 

スタンダード物理Ⅱ 9/28（火）アップ  

スタンダード化学Ⅰ 配信中 

スタンダード化学Ⅱ 9/28（火）アップ  

 

提出期限：2021 年 12 月 17 日(金) 

 

 

■基礎力判定テスト 

 

「基礎力判定テスト」は、英語・生命科学・物理・化学の４科目において、基礎シリーズ全範囲を対象とした実力テ

ストです（各テスト時間：60 分）。  

※生命科学は選択式、他科目は記述式の試験となります。 

 

受験対象は“2022 年度実施試験対応・全受講生”となります。 皆さん積極的に受験しましょう。 

 

＜新宿本校＞  

英語 ： 10/30(土)10:30～11:30t 

生命科学 ： 10/30(土)11:45～12:45 

物理 ： 10/31(日)15:15～16:15 

化学 ： 10/31(日)14:00～15:00 

 

＜名駅校＞ 
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英語 ： 10/30(土)13:00～14:00 

生命科学 ： 10/30(土)14:15～15:15 

物理 ： 11/6(土)13:00～14:00 

化学 ： 11/6(土)14:15～15:15 

 

＜新大阪校＞ 

英語：10/31（日)13:30～14:30 

生命科学 ： 10/31（日)14:45～15:45 

物理 ： 11/7（日）13:30～14:30 

化学 ： 11/7（日）14:45～15:45 

 

＜自宅受験（郵送）＞ 

英語・生命科学・物理・化学 ： 11/2（火）発送予定  

 ※11/17(水)提出期限（郵送必着） 

 

 

■第 1 回単語テスト 

 

英文解釈に必須な単語力を計ります（テスト時間：20 分・記号式）。 

ターゲットおよび医学系・生命科学系英単語より出題します。 

受験対象は“2022 年度実施試験対応・全受講生”となります。 皆さん積極的に受験しましょう。 

 

＜新宿本校＞ 10/30(土)10:00～10:20 

＜名駅校＞ 10/30(土)15:30～15:50 

＜新大阪校＞ 10/31（日)16:00～16:20 

＜自宅受験（郵送）＞ 11/2（火）発送予定 ※11/17(水)提出期限（郵送必着） 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆文系のためのミニマム数学【WEB 通信講座】お申込受付中！ 

 

生命科学を学ぶ上で、対数、微分などの最低限の知識が必要です。“勉強時間の都合 

で自習できない”という方を対象に必要最低限の数学（確率・統計は除く）の知識と 

考え方を勉強していただく講座です。全 3 講（1 コマ 120 分）です。 

※名駅校のみ DVD 講座も設置いたします。詳細は名駅校へお問い合わせください。 

 

▼詳細はマイルームにてお知らせします。 

 

 

◆生命科学テストバンク【WEB 通信講座】 お申込受付中！ 

  

オリジナルの記号式問題演習ツールです。「練習テスト」「模擬テスト」の 2 パターンから構成されており、 

繰り返し利用することで体系的な知識整理が可能です。 

高校範囲を主に扱う「基礎編」と、大学の生命科学に特化した「標準編」のレベルがあります。 

 

▼詳細・お申し込みはこちら▼ 

【基礎編】https://school.kals.jp/information/medical-trn-14121202 

https://school.kals.jp/information/medical-trn-14121202
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【標準編】https://school.kals.jp/information/medical-trn-141212 

 

 

【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。 

※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/35886 

【名駅校】 https://school.kals.jp/student-mk/blog/35881 

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

 

◎個別カウンセリング（校舎／WEB）の詳細は以下よりご確認ください。 

https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/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/information/medical-trn-141212
https://school.kals.jp/student-shn/blog/35886
https://school.kals.jp/student-mk/blog/35881
https://school.kals.jp/student-sho/medical-trn-cns
https://www.kals.jp/kouza/igakubu/kyoumuinfo/pdf/counsering.pdf

