
１．代ゼミ入学期編 

① 代ゼミに来る前は、生物はどんな科目だと思って、どんなふうに勉強して

いましたか？また生物は得意だったか苦手だったかを書いてください。それか

ら「物理選択で全然勉強していなかった」なんて場合もあるでしょう。それな

らばそれを書いてください。 

高一で「生物基礎」、高三で「生物」を履修しました。高校時代はテスト前一週間しか勉強し

ていなかったです。テスト前一週間で、高校で配布されたリードαという問題集を一周してい

ました。リードαにはリード A という重要事項のまとめページがあり、赤ペンと暗記シートを

使ってそこだけ何回も復習していました。長期休みには重要問題集を用いて演習していまし

た。生物は得意な科目でしたが、高三の夏休み明けくらいから内容が複雑になり、だんだんと

学校の成績が落ちていきました。 

割としっかり勉強していましたね。実は大堀もリードαを使っていました。で、そのリード

α、まだとってあります(＾。＾；) 

② まわりの友人たちなどはどんなふうに勉強していましたか？ 

生物の教科書と資料集を用いて勉強していたと思います。 

③ この時期は何大学の何学部を志望していましたか？ 

当初は京大の理学部を志望していましたが、高三の冬に名古屋大学の理学部へ志望校を変更

しました。というのは、秋ごろに受けた京大プレ模試の判定が悪かったことと、高二のときに

名古屋大学の高大連携プロジェクトに参加していて、名古屋大学に親しみがあったことからで

す。 

なるほど。確かに京都大学の理学部のレベルは高いけれど、名古屋大学理学部もなかなかな

ものですからね。しっかり勉強しないと入れるものではありませんね。 



④なぜ代ゼミを選んだのですか？ 

地元で有名な予備校の説明会にも参加したのですが、代ゼミは他の予備校と比べて… 

① 少人数制で講師に直接質問できる。 

② 職員さんが親身になって話を聞いてくれる。 

③ スカラシップが充実している。 

…以上の点が優れていると思って選択しました。 

 

そうなんです。代ゼミは講師や職員さんと学生の間がとっても近いんです。これは少人数制

の賜物ですね。それと、スカラシップが充実しているんです。とってもお得なのです。 

 

① なぜ大堀の生物を選んだのですか？ 

自分が受験する志望校のレベルが高いことと、生物が比較的得意だということで大堀先生が

担当している「ハイレベル生物」を選択しました。 

 それでは１年間、よろしくお願いします(＾ｏ＾)／ 

②  大堀の講義を受けたときの、最初の印象はどうでしたか？ 

非常事態宣言の影響もあり、１学期は録画した映像授業でした。 

講義中にたくさん質問をされるので、９０分の講義でも集中力を切らさないまま楽しく受けら

れました。基本事項には軽く触れる程度で、あとは入試に頻出するテーマを説明してくださる

のも、生物が得意な私にはちょうど良かったです。 

 

⑦ この時期の予習・復習はどうしていましたか？(時間配分、他の科目との

兼ね合いなど) 

化学、数学、英語の予習にかなり時間を割いていたので、生物の勉強は講義のみでした。 

 



２．１学期編  

① そろそろ大堀の講義にも慣れてきたころ。大堀の講義をどのように感じて

いましたか？ 

１学期は映像授業でした。自宅で９０分間の映像授業×24 を見るのはすごく大変だった記憶が

あります。休憩をはさみつつ何とか全部見ました。 

対面授業と比べて良かった点は自分のペースで板書をとれた点、好きなタイミングで休憩を

入れられる点でしょうか。悪かった点としては授業をずっと受け身で見ることになるので、記

憶に残りにくい点、長く見ていると飽きてしまう点だと思います。 

大堀先生が作った画像は、一部簡略化などして全部ノートに書き写していました。そうした画

像をスクリーンショットで取っていたら、見返さなかっただろうなと思います。 

「９０分の映像を自宅で２４回分受ける」というのは、新型コロナの影響で登場した初のス

タイルなわけです。それまで、個別ブースで映像講義を受講するというのはありました

が･･･。なるほど、やはり「家で２４回」というのはキツかったようですね。                  

 そうですよね。やはり、スクリーンショットより、手を動かして書くというのは効果がある

わけですね。 

 

② この時期はどのように生物を勉強していましたか？  

ｂ生物においては特に予習はしていませんでした。現役の時から引き続きリードαのリード A

のページを利用し、行き帰りの電車で復習していました。 

化学、数学、英語の予習が大変だったので、生物の勉強は本当に登下校中のみだったと思い

ます。 

それでＯＫです。英数、そして苦手な科目を勉強するのが鉄則です。 

 



③ 生物の成績はどのように推移していましたか？ 模試の成績など。 

共通テスト模試の生物の点と偏差値を見返してみました。 

点はかなり上下しているのですが偏差値は５５～６５の間をうろうろしていました。 

 

いいときと悪いときの幅がちょっと広いかな。でも、悪くても５５なので、それほど気にす

ることでもないかな。それよりも英数ですからね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．夏期編  

① 夏期講習講座はとりましたか？ 何という講座を取りましたか？ いつご

ろその講座を取ることを決めましたか？ その講座を取った理由はなんでしょ

う？ その講座をどのように活用しましたか？ 

夏期講座は対面で名大数学、名大化学、名大英語、映像で藤原康雄の化学〈気体と化学平衡

編〉、阿由葉勝の標準数学Ⅲを取りました。 

１学期の映像授業をすべて受け終わることができず(地理と英語のリスニング以外の教科はほ

とんど残っていました。８月のはじめの時点で全体の６割ほどは見ていたと思います。夏期の

間も見続けていましたが、結局２学期までに最後まで見終わることはできませんでした)。夏期

の間も１学期の映像授業を受けていたため、取る講座を５つまで絞りました。数学、英語は現

役のときに二次で思うように得点できなかったため選択しました。化学は現役時代に非常に苦

手だったので、志望校別講座と特に苦手だった気体についての講座を取りました。どの講座も

予習に力を入れて復習はしませんでしたが、阿由葉勝の標準数学Ⅲは秋に何回か復習しまし

た。 

夏期講習講座、代ゼミはどこかの予備校のように強制しません。が、受講するのであれば、

大堀のオリジナル講座「大堀の正しく生物(免疫・神経・個体群・相互作用)」と「大堀の正し

く理解する生物(生態系・進化)」がお勧めです。毎年一学期の最初に説明するのですが… 

生物の「１年間」の勉強法                              

●１学期は予習も復習もできません。これは英数が忙しいからです。          

●夏期は１学期の復習と２学期の範囲の予習です。つまり、夏の間に生物の全範囲を終わ

らせておくのです。                                  

●２学期は、大堀の講義を復習として受講しましょう。               

●冬期は直前期。問題練習に集中しましょう。 

…というわけで、夏期は１学期の復習と２学期の予習をがんばりましょう。 

 

 

 



② １学期の復習・さらに２学期の範囲の学習はどうしていましたか？ 

前記したように、１学期の映像授業の消化に徹していました。ですから、１学期の復習や２

学期の範囲まで手が回りませんでした。生物に限らずすべての教科で、このよう状態でした。

後輩の皆さんにあまり参考にならない回答で申し訳ないです。非常事態宣言の影響で１学期の

講義の配信が遅れて、周りの国公立志望の生徒も映像授業を見切ることができていないと言っ

ていました。 

自宅で２４回の映像講義の受講、かなり厳しいようですね。 

 

③ 成績はどのように推移していましたか？ 模試の成績など。 

生物は得意な教科だったので成績は 1 学期とあまり変わっていなかったです。 

苦手な単元が出ると点と偏差値がかなり下がってしまっていました。 

苦手だった単元は、発生、神経伝達、植物の環境応答、生物の分類です。暗記事項が多かっ

たり、仕組みを理解する必要があったりする単元で苦手でした。どれもきちんと復習して覚え

ることで点が取れる単元なので、持ち運びしやすい手のひらサイズの「苦手ノート」に、自分

なりに内容をまとめ、通学の電車でよく眺めて覚えました。 

秋のマーク模試では植物ホルモンに関する分野が出ました。ここで良い点を取れた時は、努

力が実を結んでうれしかったですね！ 

 

暗記が得意な人もいれば、考える問題が得意な人もいますね。そして、苦手箇所は人それぞ

れ違うもの。「苦手ノート」、いいですね。大堀もそういうのを作って暗記しましたよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．２学期編   

① 夏期の学習が２学期にどのように影響を与えましたか？ 

現役時代の夏休みには… 

・理科→重要問題集・ 

・数学→赤チャートと一対一対応の演習 

・国語と地理→センター対策 

・英語→得意科目なので特に触らず 

という感じで理数中心の演習をわりとみっちり自分でしていました。でも浪人時は映像授業に

追われ、復習や予習をする暇がありませんでした。映像授業以外の自分の勉強をしていなかっ

たので、２学期が始まった時点でかなり学力面の不安がありました。担任と相談し、２学期の

講座に集中することに方針を定めていました。 

 

英語が得意というのはすごく有利。その分数学や、共通テストで配点が高い国語や、苦手な科

目に時間をまわせますからね。 

 

② ２学期の範囲の学習と１学期の範囲の学習の兼ね合いはどうでしかた？ 

数学に関しては 1 学期のテキストで全範囲を網羅できるので、２学期のテキストを解くこと

が良い復習であり、演習になりました。理科は範囲が広く１・２学期で全範囲を網羅できるテ

キストの構成でしたが、その都度理解していたので、特に講義以外の勉強はしていなかったで

す。英語、国語は得意だったので２学期の講義以外特に何もしていませんでした。 

 

③ 夏期講習講座の復習はどうしましたか？ 

２学期の数学のテキストが難しいときには阿由葉勝の標準数学Ⅲの解き直しを何度かしまし

た。 

 



④ 共通テスト試験対策はどうしたか？ いつ頃始めましたか？どのようなこ

とをしましたか？ 

２学期中は共通テスト対策の講義（国語、英語Ｌ、地理）のみでした。 

 

 

⑤ この時期の成績の推移はどうでしたか？ 模試の成績など。このころ感じ

た不安などはありましたか？ 

現役のときからマーク模試の成績に変化が見えなくて不安でした。苦手だった化学の点は上

がっていったのですが、どうしても数学の点を８割まで上げることができませんでした。 

生物の成績に不安はなかったので、安定して偏差値６０前後を保てていたんだと思います。 

 

マーク模試が苦手な学生は結構いますね。大堀もマーク模試は苦手でした。でも、それが課さ

れている以上は逃げられませんからね。短時間で解く練習を重ねるしかありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．冬期編  

① 冬期講習講座はとりましたか？ 何という講座を取りましたか？ いつご

ろその講座を取ることを決めましたか？ その講座を取った理由はなんでしょ

う？その講座をどのように活用しましたか？  

＜共通テスト対策講座＞ 

・共通テスト数学Ⅰ・A・Ⅱ・B テスト〈Ｏｖｅｒ１６０！〉 

・共通テスト国語テスト 

・共通テスト化学 

・共通テスト地理 

＜二次対策講座＞ 

・西谷昇二のハイレベル英語〈読解・英作・文法・単語〉 

・名大理系数学テスト 

・ハイレベル生物 

・名大化学予想問題演習 

・名大理系数学予想問題演習 

 

マーク問題が苦手だったので、共通テスト対策講座は多めに取りました。二次対策講座は配点の高

い数学と苦手だった化学を中心に取りました。共通テスト国語テスト、名大理系数学の講座は楽しかっ

たのでお勧めです。共通テストに集中するために、共通テスト前の１月にはあまり二次対策講座を取りま

せんでした。 

生物は、１２月の時点で共通テスト模試の生物の点が安定し、共通テスト本番に不安はあり

ませんでした。そこで二次対策としてハイレベル生物を選択しました。講座では様々な大学の

生物の問題を解きましたが、名古屋大学の生物は他の大学と比べても知識問題が少なく、実験

考察問題や実験を組み立てる独自の問題が多いので、他大学の難しい問題を解くことが役に立

ったかどうかは正直微妙です。 

生物で、名古屋大学の問題に近いのは、北大・東北大・京都大・大阪大などでしょうか。実験を組み立

てる出題は、今度名古屋大学以外でも増加するでしょうね。 

 



② １学期の復習・さらに２学期の範囲の学習はどうしていましたか？ 

冬期は共通テストの問題演習ばかりしていました。 

それでいいのです。共通テストで転んだら、二次試験での挽回はほぼ不可能ですからねえ。 

 

④ 成績はどのように推移していましたか？ 模試の成績など。 

冬期には模試がないので、成績の推移はよくわかりませんでした。共通テスト直前まで数学

と地理には自信がないままでした。 

数学は Z 会の難しい問題集で低い点を取っては落ち込んでいました。簡単な問題集にしてお

けばあまり落ち込まずにモチベーションを保てたかなと今では思います。 

 

 

⑤ 共通テストの対策はどうしていましたか？ 

共通テスト対策は１２月中旬に全部の講義を受け終わってから始めました。現役の時からマ

ーク式の問題（特に数学・化学・地理）を苦手としていて、マーク模試ではいつも目標の得点

がとれていませんでした。マーク模試で８割を超えられたことが今に至るまで一度もありませ

ん(笑) 

利用した共通テスト用教材は下記です。 

・Z 会共通テスト模試（数学 1A2B、生物） 

・Z 会はじめての共通テスト対策（英語 R） 

・大学入学共通テスト 化学 実践問題集 

・試行調査の問題 

・高校で使用した問題集（地理） 

・Z 会共通テスト予想問題パック 

・高校で使用した漢字の問題集 

これらに加え、生物は前期のリードαのリード A のページ、化学は授業ノートやプリントを

用いて暗記していました。国語、英語は現役の時に完成させていて得意だったので代ゼミの

１・２学期の共通テスト対策講義で十分でした。 

 



☆問題集について 

共通テスト初年度だということもあり、共通テストに対応した Z 会の問題集を数学講師に勧

められ選びました。１２月に教材を買おうとしたら、化学が売り切れていて手に入らなかった

ので後輩の皆さんは早めに準備してください。センター時代から、Z 会の問題集は難しいこと

で知られていましたが、共通テストの問題集もご多分に洩れず難しいです。他社の問題集を選

択することを私はお勧めします。Z 会はじめての共通テスト対策（英語 R）はほとんど使わな

かったので買わなくてよかったかも。大学入学共通テスト 化学 実践問題集はとても良かっ

たのでお勧めです。 

☆演習の仕方について 

基本的には時間を測って最初の問題から順番に解いていました。 

化学、国語、数学は例外的に後ろから解いていました。（後半の問題のほうが短時間で解けま

す。）数学が特に苦手だったので演習を分野に絞って行いました。（ベクトル３年分、確率３年

分などまとめて解く） 

国語は解いてきた問題の質と量がそのまま点に直結すると考えているので、センターの過去

問を夏休みに１０年くらいやっておくといいと思います。だんだん点が安定してきます。市販

の問題集の問題や模試の問題は質が良くないことがあるので注意です。 

☆時間配分について 

具体的に意識していたのは 

・数学：第１・２問は各２０分 第３・４問は各１０分 

・国語：漢文は１５分・古文は２０分・小説は２０分・評論は２５分(漢字は全問正解が大事） 

共通テストはどうしても時間が足りなくなるので、問題を捨てる練習もしておいたほうがい

いです。計画していた時間配分が狂ってしまっても、焦らず取れる点を取ってくる練習をして

おくのがいいと思います。時間が足りない人は問題を解く順番を変えてみるのもいいと思いま

す。 

☆地理について 

向いていないので浪人するときに政治経済にでも変えておくべきでした…。しいてアドバイ

スするなら教科書と地図帳中心の学習をすべきです。主要国の人口は覚えておくとお得です。 

 

 

 

 

 



６．直前期編 

① １・２月の生物の学習はどうしていましたか？ 

・共通テスト前：リードαのリードＡのページで用語の確認と共通テストの問題集 

・共通テスト後：共通テストの問題集に代わって名大の過去問 

現役時代の夏休みと冬休みで生物の重要問題集を一周していて、記述力は鍛えていたので二

次試験のために特別ほかの問題集はやっていません。記述力に不安がある人は重要問題集に取

り組むのもありだと思います。 

名古屋大学の生物は現役の時から得意でした。名古屋大学の生物は知識問題が基礎レベル

で、かつ量が少ないので、知識問題が苦手で実験考察問題が得意な私には向いていました。 

実験を組み立てる独自の問題も面白くて好きでしたし、得意でした。記述問題が多いので時

間には追われますが、過去５年の問題はスムーズに解けていました。 

う～ん、本当に生物は得意なんですねえ。どんどん他の科目をやってください(＾。＾；) 

 

混乱を極めた２０２１年度入試で合格を勝ち取れたのは、共通テストでちゃんと点を取れた

ことが理由だと思います。名古屋大学は共通テストの点が得点の４割を占めるので、共通テス

トで８割以上取れると合格が見えてくると思います。 

生物の苦手な単元を徹底的に攻略しておいたことが、共通テスト生物で成功できた理由だと

思います。 

今年の名古屋大学の生物はとても難しかったです。過去問を解いていてもここまで難しく、

時間がたりなかったことはないです。 

それでも点が取れたのは、科学の考え方の型のようなものが自分の身についていたからかな？

と思います。科学の研究は簡単にまとめると 

実験の組み立て→（実験結果の予想）→実験→結果→考察 

この流れで進められて、この中の要素をいくつか取り出して生物の実験考察問題が作られてい

ると思います。今年の問題にも結果から実験を推測させたり、結果から考察させたりする問題

がありました。記述をする際に、この５つの要素をちゃんと意識して区別できていたことが合

格につながったと思います。 

また、長い文章を短時間で読み、理解する力も合格に必要だったと思います。 

入試直前まで理学部志望で現代文の講義を受けていたのでそのような力を身につけられていた

んだと思います。 

 

やはり、共通テストできちんと得点できると強いね～！！ 



② 何大学の何学部を受験しましたか？ 

・京都大学理学部（特色入試） 不合格 

・名城大学農学部生物資源科 合格 

・近畿大学農学部水産学科 合格 

・名古屋大学農学部資源生物科学科（前期） 合格 

・岐阜大学応用生物学部生産環境科学科（後期） 出願のみ 

 

③ 受験の前の日・当日にやったことは？ 

前日はあまり勉強せずに早く寝ました。当日は落ち着いて冷静でいることを意識して受験し

ました。勉強中は音楽を聴くタイプなので、勉強中に聞いていた音楽を聴いてリラックスして

いました。 

リラックス法は人それぞれ。試験会場で、いつもやっていた方法が可能ならそれが一番です

ね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７．その他 

① 受験校・学部が決定したのはいつごろですか？ 

共通テスト前までは名古屋大学の理学部志望でしたが、学ぶ内容や二次の科目、配点、共通

テストの判定を考慮して共通テスト後に農学部の資源生物科学部へ変更しました。 

理学部というのは、基本的に基礎研究中心ですね。つまり、すぐには役に立たないけれど、

他の技術の土台となることの研究が中心。農学部とか工学部というのは、理学部での研究を土

台にして、すぐに役立つことの研究が中心…という感じですかね。 

 

② スランプになった時期はありますか？またそれをどういうふうに克服しま

したか？ 

現役時代も浪人時代も、共通テスト後に集中力が持たなくて悩みました。 

共通テストに 1 カ月間全力投球したせいで燃え尽きてしまって、二次向けの勉強ができなくて

かなり苦しみました。現役時代はセンター試験（現共通テスト）後に丸 1 カ月勉強をさぼり、

二次試験 1 週間前にようやく赤本を解き始めるという結果になってしまっていました。現役時

代の失敗を繰り返してはなるまい！と毎日勉強を続けて（１時間でも！）、２月に入るころには

だいぶ共通テスト前の勉強時間を取り戻せていました。講座を取っていたので、その予習も勉

強量を戻す良いリハビリになっていました。 

また、自習室のいつも同じ席で勉強していると飽きてきてしまうので、スランプ時には時々

ファミレスやカフェなどに行って環境を変えて勉強していました。周りの環境に飽きやすい自

分の性格を考慮してこのような工夫をしたので、後輩の皆さんも自分の特性を見つけたうえで

対策をするといいかもしれません。 

特に共通テストがうまくいってしまうと、その後の緊張感が消失してしまいがち。そんなと

きは、なるべく冬期講習会Ⅱ期の講座を受講しましょう。お金はかかりますが、落ちてまた浪

人になるよりは全然安いですからね～(＾。＾)／ 

 



 ③ ストレス解消法などありましたか？ 

担任と仲が良かったのでよくおしゃべりしていました。予備校ではあまり友達がいなくて、

誰かと話す機会が無かったのでいい気分転換になっていました。 

また、日曜日は５時に自習室が閉まるので、そのあとは９時まで友達とカフェで一緒によく勉

強していました。友達と話せるし勉強もできるので、楽しかったです。いいストレス発散にな

りました。 

「しゃべる」というのは、確かにリフレッシュできますよね。大堀もよく友達としゃべりま

した。もちろん「３０分以内」というように時間を決めて、ね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８．大堀の講義は今、大学でも役立っていますか？ 

それから後輩たちへの応援メッセージなど 

生物学を学ぶ学部に入ったので、予備校での生物の講義はこれからきっと役立ってくれ

ると思っています。 

浪人をすることを決めた直後はつらいかもしれないですが、夏ぐらいになるとそのつら

さは無くなるので安心してほしいです。 

私の周りには浪人した友達や先生がたくさんいますが、共通しているのは皆浪人してよか

った！と言っていることです。私も浪人してよかったと思います。 

浪人ができる環境にあることに感謝し（浪人中は難しいかも）、後悔のない日々を送って

下さい。健闘を祈っています。 

 

一年間よく頑張りましたね。合格、おめでとう♪ 

 

 


