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■⽬的はライセンスの取得のはずです   
 

みなさんは何のために学校へ⼊学したのでしょうか？⼿技のテ

クニックを磨くことでしょうか？それとも勉強するためですか？ 

⼊学した事情や⽬的はどうであれ、みなさんが共通して持ってい

る⽬的はライセンスを取得することで、「国家試験に合格するこ

と」です。その為には、学校を卒業できるだけの単位を取得する

ことが必要で国家試験にパスするだけの学習が必要なわけです。 

 安易な気持ちで⼊学してしまった⼈も、それなりの志と希望に

満ちて⼊学した⼈もやらなければならないのは「国家試験を合格

すること」なのです。やらなければならないのです。 

 

 この本では「学校では教えてくれない」国家試験に合格するた

めのノウハウだったりヒントだったり、時には励ましだったり、

あるいは説教じみたことが書かれています。わたしが学⽣のとき

クラスメイトのためにホームページを通してアドバイスしてきた

ことを、これから国家試験に⽴ち向かう皆さんのために役に⽴つ

よう加筆、修正したものです。 

 

 この本のミッションは、少しでもあなたのお役に⽴つことです。

軽い気持ちで読み進んでみてください。 

 

ウエマツ創研 植松漁師 
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学校では教えてくれない 

はりきゅう師・あん摩マッサージ指圧師学⽣が 

国家試験までにやるべきこと 
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■思っているだけでは何も始まらない   

 

 いちどは「国家試験に向けて勉強しなきゃなー」とか思ってみ

たり、２年⽣の中ごろになれば先⽣たちからプレッシャーをかけ

られた、という経験があるのではないでしょうか？ 

さて、その時あなたはどう思いましたか？ 

１．勉強しなきゃなー ２．勉強しないといけないなー 

３．勉強してみるかな ４．勉強しよう 

たいがいの⼈は１か２です。４を思った⼈はそうそういないと思

います。４は決意ですよね。決意をもって次に実⾏に移せば⽂句

なしです。それができる⼈は、この本を読まなくても⼤丈夫。 

 

 さて問題は１〜３の⼈と４と思っても実⾏に移さないひとです。

表題のとおり、思っているだけでは何も始まらない

のですね。まぁそんなことは⽿にたこができるくら

い、わかっていることなのですが、なかなか実⾏に

移せませんよね。⾯倒臭いこととか、やりたくない

ことはなかなか実⾏に移せないのが普通の⼈とい

うものです。 

 具体的に何か始めましょう。そして「⽬標を⽴てて実⾏する」

という繰り返しをしましょう。地道な作業なので初めはつらいで

すが、繰り返すうちにだんだんと楽しくなってきます。その話は

あとの項⽬で。 



                                        

4 

■「後でやろう・・・」は要注意   
 

 よく「あとでやればいいか」とか⾔っていませんか？やらなけ

ればならない事があるのにもかかわらず、いまはどうしてもでき

ないのなら仕⽅がないけど、いまできるのに⾯倒臭いからと つ

いつい後回しにしてしまいがちです。そーして、だいたい忘れて

やらなかったり、ぎりぎりになって痛い⽬を⾒たりして、結局は

⾃分に跳ね返ってきたり他⼈にも迷惑をかけてしまったりします。 

 

わたしも多分にもれず、そんな事を⼩さい頃から平社員の頃ま

でやっていたような気がします。でも、いつの頃からか、さんざ

ん痛い⽬にあったからなのか、どーなのかよく覚えていませんが

いつのまにか「いま出来ることは、なるべくいま処理してしまお

う」と思えるようになりました。 

たぶん、やりたくない後回しにしてしまった仕事がずるずると

いつまでも気にかかってしまい「これは精神衛⽣上良くない！」

「だったらとっとと処理してスッキリしよう」と思ったのだと思

います。 

 

よく、メールをもらってすぐ返事すればいいのに 後回しにして

返事しなかったりして反省しますよね。そんな事、すぐ返事をす

ればよい事はみなさん経験上わかってらっしゃると思います。 
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これって仕事の場でも、私⽣活の場でも、勉強の場でも全く同

じなのですよね。 

 

取引先に電話するのを後回しにして痛い⽬にあった 

メールの返事書くのを後回しにして痛い⽬にあった 

洗濯するのを後回しにして溜め込んでしまい痛い⽬にあった 

取⽳覚えるのを後回しにして痛い⽬にあった 

 

そーいえば後回しにしている事って⾃分に

とって⾯倒臭い事とか、いやな事だったりしま

せんかね？サッサと処理して気持ちをスッキ

リさせましょうじゃありませんか。 

 

「後でやろう」と思ったら要注意。 

試しに１週間くらい⾃分の⾔動に注意してみて下さい。そして後

でやろうと思ったら、試しにすぐやってみてください。気持ちが

かなり改善されると思います。 
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■時間はつくるもの     
 

国試までの残りの時間、意識していますか？ 時間はいとも簡

単に過ぎてしまいます。ＴＶみたり、⻑電話したり、デートして

みたり、パチンコだ、ショッピングだ、映画だなどなど時間泥棒

とはよくいったものです。 

時間がないというあなた。時間はつくるものです。どこから捻

出するかといったらＴＶ⾒る時間削るとか、仕事でいっぱいいっ

ぱいだったら仕事削るとか、⾷事の時間も（作る時間・⾷べる時

間）削ろうと思えば削れます。 

どこを削るのかは、各個⼈の価値観があるので何が正解とは⾔

えませんが普段の⾃分の⽣活を棚卸しして無駄な時間はリストラ

しましょう。家族や他⼈や恋⼈に迷惑をかける事もあります。ケ

アを忘れずに。 

 

普段時間が取れない⼈ほど、集中して勉強をする傾向があるよ

うです。これは「この時間内にこれを終わらせてしまいたい」と

いう⽬標設定が働くからだと思います。そして、わりと時間があ

る⼈ほど、あとまわしにする傾向があるよう

です。「時間はいくらでもあるし、後でもい

いか」こうして時は簡単に過ぎていきます。

⽬標がないからね。 

時間を意識してみてください。 
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■⽬標をたてる      
 

今年の⽬標をたてましたか？そして、⽬標に向けて実⾏し始め

ましたか？⽬標は⽴てただけじゃだめなのですね。「何を、いつ

までにやる」こっちの⽅が結構重要だったりします。 

 

あなたは国家試験までどれくらい時間がありますか？その間、

勉強をどのように進めて⾏くのでしょうか？ 

例えば、１２ヶ⽉あるので１ヶ⽉で１教科やったら１２教科でき

ることになりますね。ところで国家試験は何教科あるかご存知で

すか？あマ指師は１３教科、はり師きゅう師はそれ以上です。 

そのうち、２教科は問題数が少ない医療概論と関係法規です。 

ですので１ヶ⽉に１教科やったら⼤体は完璧なのですね。 

 

こつこつやるもよし、まとめてやるもよし、⼼配性だから先に

進めるでもよし、追い込まれないとやらないタイプだから後でや

るでもよし、⾝の程を知って、⾃分と⼗分向き合いましょう。 

 

やり残してきた勉強をどう始末つけるのか

決める。後から始めるならいつから始めるのか

決める。「何を、いつからはじめて、いつまで

にやる」是⾮、計画を⽴てて実⾏してください。 
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■計画をたてて実⾏する     
 

 ⽬標をたてたら次は、計画をたてて実⾏することです。実⾏し

ないことには⽬標がただの「思い」で終わってしまいます。そう

ならないためにも、計画をたてて実⾏しましょう。 

 

 たいがいは３⽇坊主で終わりますので、まずは２⽇ぶんの⽬標

を決めて実⾏してみてください。なんでもいいです。思いつかな

い⼈は、こんなのは如何でしょうか？→２⽇間で解剖学の国家試

験過去問題を４０問解いてみる。ハードルが⾼いと思ったら⾃分

が、ぎりぎり出来そうな数に減らしてみてください。 

 

そして次が重要です→初めに決めた問題数を必ず２⽇間で終わ

らせてください。完了させてください。終わったら「できたー」

でもいいですし「やったー」でもいいですし褒めることです。「や

ればできる」という経験を積むことが重要なのです。 

 

地味な作業になりますが、この「⽬標→計画

→実⾏」の繰り返しが経験となり、⾃信に変化

していきます。 

 はじめはとても苦痛なので、でかい⽬標は⽴

てないことです。２⽇先がこなせたら４⽇先、

⼀週間先と徐々に伸ばしていきましょう。 
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■勉強の仕⽅がわからなければ過去問を解く  
 

 みなさんどうやって勉強していますか？教科書をかたっぱしか

ら頭に詰め込みますか？授業で聞いたこと全部覚えますか？隣の

クラスに教科書のインデックスを⽚っ端から調べたという⼈がい

ましたが、それは完璧ですが⾮効率的ですよね。 

 

 よく「国家試験の勉強のしかたがわからない」というクラスメ

イトの相談をうけていました。そんなときわたしは「過去問解い

てみなよ」といっていました。国家試験の出題ポイントは過去問

に沢⼭つまっているのです。教科によりますが、６割〜９割は過

去問とポイントが似ている問題が出題されています。国家試験の

合格ラインは６割ですから過去問をしっかり解くことができれば

いいわけで、過去問を解くことが⼀番効率が良いとわたしは思っ

ています。 

 

 過去問を解くといっても、あてずっぽうではいけません。わか

らなければ教科書なり参考書をちゃんと調べてくださいね。この

「調べる」という作業が勉強になっています。調べるくせをつけ

てくださいね。似ている問題が必ず出てき

ますので、あーこれやったわとなってくれ

ばしめたものです。 
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■勉強するなら⼀⼈よりも複数⼈で   
 

 多くの⼈は⼀⼈で勉強することにとても苦労しています。なぜ

なら簡単に怠けることができるし後回しにもできるからです。⼀

⼈でしっかり勉強ができるという⼈なんてとても「まれ」な存在

なのです。⼀⼈よりも⼆⼈、⼆⼈よりも三⼈、多ければそれだけ

効率がよくなります。⼈数分の頭脳がありますからね。 

 

 わたしがお勧めするのは、クラスで定期的に勉強会をすること

です。実際、わたしはそうしていました。曜⽇を決めて、毎週１

回２時間だけ、時間を決め教室を借りて勉強会をしていました。

定期試験の前になると定期試験の過去問を解いてみたり、それ以

外は国家試験の過去問題を２年⽣のときからひたすらみんなで解

いていきました。 

 

 ⼀⼈では導き出せない答えも、複数⼈いれば答えがすんなり出

てきます。どうしても答えが出てこないということはまれです。

わからないときは教務室へいって聞いてきます。 

 家に帰ってしまうと２時間じっくり勉強

できない⼈たちは、この時間の積み重ねがと

ても重要だったりしたのです。クラスメイト

はライバルではありません。同⼠なのです。 
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■まずは解剖学と⽣理学をマスターする  
 

 国家試験の教科はたくさんあって、どこから⼿をつけていいの

かがわかりませんよね。⼀問⽬の「医療概論」から始めますか？

医療概論は２問しか出ないですよね。では衛⽣学ですか？？？ 

 

 得点を稼げる教科は基礎となる教科なのです。それは、解剖学

と⽣理学、東洋医学概論と経絡経⽳です。医療概論、衛⽣学、関

係法規を除いて他の教科は基礎教科の上に成り⽴っていますので、

これらの基礎となる教科がしっかりしていないことには点数の伸

びが期待できませんので、まずは基礎となる、解剖学、⽣理学、

東洋医学概論と経絡経⽳をしっかりやりましょう。 

 

 中でも、解剖学と⽣理学が特に重要となっ

てきます。そしてこの２つのなかでも解剖学

の⽅が重要です。解剖学がわからないと⽣理

学につながりません。 

 

 解剖学と⽣理学の何を勉強すればいいのか？覚えることは決ま

っています。それは先にも書きましたが過去問題をひたすらやっ

てみてください。繰り返し出題されていることが重要なことなの

です。やってみればわかります。 
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■暗記することと勉強すること    
 

暗記どうしていますか？脳科学者の茂⽊健⼀朗⽒はこういいま

す。「五感をつかっておぼえたらいい」。ＮＨＫの番組で、茂⽊

⽒が暗記するところを実際に放映していました。それはハングル

を覚えるというものでテキストをちょっと眺めてはテキストを伏

せ、声に出して読み、書く、ということをやっていました。 

本⼈⽈く、「とても他⼈には⾒せられるようなものではない」 

⾒て、伏せて、読んで、書いてですからそれはもうガムシャラな

わけです。たしかに⼈に⾒せるようなものじゃないです。 

 

テキストを⾒る（視覚）だけではなく、声（聴覚）と、書く（運

動）という刺激をプラスしてより脳細胞に定着させるということ

です。実際、英単語を暗記するのに眺めただけの場合の暗記と声

に出してよみ、書くをプラスした場合の暗記では後者の⽅が成績

がよかったという実験結果があります。 

 

どうしても暗記が不得意だという⼈は声に出してみるとか、書

いてみるとか⼯夫してみましょう。⼤事なのは、テキストを⾒て

伏せてから声に出す、書く、ということが重要です。 

書けない、声に出せないということは覚えてないということで

す。⽬でテキストを眺めているだけでは、覚えたのか、覚えてな

いのかの確認作業ができてないわけですね。 
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テキスト眺めただけで覚えられる⼈もいます

がそれは稀というものです。我々凡⼈には努⼒

が必要なのです。暗記の前に勉強が必要ですけ

どね。暗記と勉強は違いますよ。勉強は理解す

ること、暗記はそれを覚える事です。 

 

勉強は「理解すること」と書きましたが具体的にどういうこと

なのでしょうか？ 例えば問題を解いていてわからない事があり

ます。そのために教科書を開いて調べて「あぁなるほどね」と答

えを導き出せた時、これはもう⽴派な勉強であると⾔えるでしょ

う。地道な作業ですが勉強とはこの作業のくり返しです。 

 

そして、この勉強という作業にはうれしいおまけがついていま

す。１回勉強したことや、あるいは調べたことは、たいがい記憶

に残りますので暗記することがおまけで付いてきてしまうのです

ね。 

わたしからのアドバイスとしては、ただ単に暗記するよりも、

勉強することによって覚える⽅が、後々効率がいいと⾔うことで

す。国家試験の問題にはもちろん暗記だけで解ける問題もありま

すが、勉強して理解しないと答えを導き出せないような問題が年

を重ねるごとに出ていますし、１つの理解でいくつかのパターン

の問題が解けてしまうので効率がいいというわけです。 
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■やれば結果はかならずついてくる   
 

みなさん、やれば必ずできます。点が取れないのは頭が悪いか

らではありません。時間を作って勉強してないからです。勉強し

ていても頭に⼊っていない⼈は集中できていません。どうやった

ら集中できるのかは⾃分で⾒つけるしかないし、勉強に集中する

努⼒をしていないからかもしれません。 

 

わたしは国家試験９割の点数を取れましたが、決して頭が良い

のではなく勉強する時間を作って集中してやったからです。テレ

ビだって⾒たし漫画だって読みました。ただ、⾃分をストイック

にする事ができます。もし、試験前に勉強しなかったら点数は確

実に取れません。どれだけ⾃分をストイックにできるかとか、⾃

分は飴と鞭でやるとか、⽬標を⽴てるとか、なにかやらないと時

間はいたずらに過ぎてゆきます。 

 

⾃分のまわりには誘惑がいっぱいなのです。テレビとか漫画と

かゲームとか時間は簡単に浪費できます。どれだけ⾃分の中でバ

ランスよく勉強と遊びが両⽴できるのか今⼀度よく考えたほうが

いい。 

 

まず頑張るのはほんの数年だけなのです。何かを犠牲にしたっ

て勉強する価値のある時期なのです。いま、なんですよ。 
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わたしが犠牲にしたのは仕事でした。収⼊は減り⽣活はカツカ

ツです。でも、収⼊の為に勉強をおろそかにする⽅がもっと問題。

だから定期試験前１ヶ⽉は仕事しませんでした。 

 

⾃分のライフスタイルにどうやって勉強する時

間をはめ込むのか今⼀度考えてみましょう。そし

て決意をもって先に進みましょう。きびしいよう

ですが国家試験通過の為です。みなさん、がんば

りましょう！！ 
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■⾝の程をしること     
 

⾝の程を知っていますか？⾃分がどれくらいの時間をかければ

何が出来るのか。例えば、朝起きて出かける⽤意をするのにかか

る時間はよく知っています。たまにトイレが⻑引いちゃったり寝

坊したりして時間を調整しなければならないことは、しばしばで

すよね。何と何をしなければいけなくて、それぞれにどれくらい

時間がかかるのかを⾃分で知っているからこそ、ちょっとくらい

寝坊したって調整が効いたりするのです。 

 

さて試験勉強はどうなのでしょうか？要領は同じです。１つの

取⽳を覚えるのにどれくらい時間がかかりますか？例えば１つあ

たり５分だとして、試験の範囲が３０個だとしたら約１５０分＝

２時間３０分必要なわけです。 

プリント１枚勉強して覚えるのにどれくらい時間がかかります

か？１０分？２０分？１時間？試験範囲が１０枚で、１枚２０分

だと約２００分＝３時間２０分ですね。 

 

とまぁこんな⾵に時間⾒積もりをしていくと⾃分がどれくらい

時間をかけなければならないのかがわかってくるわけです。 

（⾃分がどれくらい時間がかかるのか分からない⼈は分かる努⼒

をすることです） 
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で、スケジューリング。 

⼀⽇どれくらい勉強に時間を割り当てるのかを決める。そして、

全体の時間を⼀⽇の勉強時間量で割れば何⽇前から始めればよい

のかがわかる。のですが、試験前に⾵邪引いてダウンしたりお酒

飲みすぎて使い物にならなかったりしてスケジュールどおりには

いかないのがあたりまえです。よって⾃分が思っているよりも早

く試験勉強は始めたほうがいいということですし、なにより勉強

時間の⾒積もりが間違っていたとしても時間が余っていれば調整

が効くというものです。これはリスク管理です。 

 

どうでしょうか、時間のスパンが変わっただけで朝出かけるま

でのあれこれと同じですよね。 

なので朝出かけるまでの時間調整が出来る⼈は試験勉強の時間調

整もできるはずなのですよ。ですよ。ですよ。ですよ。 

 

 これまで書いてきましたが「後でやろう」

なんて思わないですぐに⾏動しよう！を実践

するチャンスです。みなさんやれば必ずでき

る！ちょっと⾝の程を⾒つめて試験勉強の計

画を⽴ててみようではありませんか。 
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■知らないことは恥ではない    
 

知らない事は恥だと思いますか？１年⽣の時に解剖勉強しまし

た。でも、２年⽣の終わりになってみると、だーいたい忘れてし

まっています。これって恥なのでしょうか？ 

そうではないですよね。知らないのではなく忘れているだけ。

教科書やノートを⾒れば思い出します。これでいいのだと思いま

す。普通の⼈間ですからね。⼈間、忘れる事が前提に出来ていま

す。何度か繰り返しているうちに頭に⼊ってくるというものです。

繰り返し思い出しているうちに短期記憶から⻑期記憶に⼊ってい

きます。（シナプス伝達効率の反復刺激後増強ですね）⼀番いけ

ないのは、知らない事をほったらかしにしているほうが恥。 

 

国試の試験問題やってみてわからないところあります。わから

ないところはすぐ引けるようにしましょう。⾃分のノートは教科

書めくるよりも早いです。ノート汚くて⾒られないという⼈、ノ

ートに代わるものを⾒つけておきましょう。すぐ引けるものが⼿

元にあると、知らない事を調べるのにずっと楽になります。プリ

ントぐちゃぐちゃの⼈、綴じてめくりやすくす

るだけでぐんと効率がアップしますよ。ちょっ

との⼿間をかけるだけで勉強は、はかどる事が

あります。⼿間を惜しまず⾃分の勉強効率の良

い⽅法を模索しておきましょう。 
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■あなたはどのタイプ？     
 

よくありがちなのは仕事が忙しくて勉強する時間がないという

もの。何のいいわけにもなりません。 

そして、わりと時間がある⼈ほど、あとまわしにするようです。

「時間はいくらでもあるし、後でもいいか」こうして時は簡単に

過ぎていきます。⽬標がないからね。 

 

それからよくないのはあせるばかりで何も⼿につかないという

タイプです。とにかく、なにかを⼿をつけてみましょう。簡単な

ものからでいいのです。はじめから完璧にやろうと思わないこと

です。はじめはざっくり始めて後で⽅向修正すればよろしい。ま

だ⾒直しする時間はあります。 

あと現実逃避、いやなものはなかなか⼿につきません。逃避し

ている時間がもったいないです。これも、とりあえず何か始めて

みましょう。エンジンがかかってから⾒直しすればよろしい。 

もう計画⽴てて始めている⼈→すばらしい。始めから⾶ばして

息切れしないように。国家試験にピークがくるように頑張りまし

ょう。 

時間がないと⾔い訳していません

か？後回しにしていませんか？あせっ

ていませんか？現実逃避していません

か？あなたはどのタイプでしょうか？ 
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■勉強中に眠くなってしまいます   
 

 勉強を始めてみたら、机やテーブルにつっぷして気が付いたら

朝だった。なんて⼈、多いはずです。顔に筆記⽤具の跡なんか付

いてしまった時には電⾞乗るのも気がひけます。 

 そうならないためにはどうしたらいいのでしょうか？考えたこ

とありますか？ 

 

 答えは簡単です、座るから寝るので、⽴って勉強したらいいの

です。実際わたしはそうしてきましたし、「ねっちゃったよー」

というクラスメイトや後輩には「⽴って勉強しな」と⾔い続けて

います。 

 

 せっかくのやる気も寝てしまっては元も⼦もありません。⽴っ

てスクワットでもしながらやるといいのです。歩ける場所がある

⼈は歩くといいですよ。さすがにスクワットしながら寝ることは

ありません。これくらいの、ちょっとした努⼒ならできない相談

ではないですよね。 

 

 ただし、カラダの為に、ちゃんと睡眠時

間は確保しましょうね。 
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■俯瞰すること      
 

ところで「俯瞰」という⾔葉ご存知でしょうか。「俯瞰＝⾼い

所から⾒下ろすこと。全体を上から⾒ること。」意外と重要で出

来ない事があります。解剖学、系統⽴てて勉強しましたが全部⾔

えますか？循環器、呼吸器、・・・？？？実は教科書の⽬次に全

部書いてあります。 

 

⾃分が何が出来ていて何が出来てないのか俯瞰してチェックし

てみましょう。そうすることで頭の中は整理されていきます。あ

ちこち、ごちゃごちゃむやみに勉強しても整理されてないと頭の

中から取り出すことが出来なくなり無駄になります。 

１０教科以上もあるのですから、頭の中で整理することはそう

簡単ではないのです。１教科毎に整理しつつ着実にチェックして

いくしかありません。 

 

コンピュータのシステム開発においてテスト

の段階では、テストの⼀覧表を作りそれに従っ

てテストチェックしていきます。こうすること

で客観的にチェックが出来てかつ、漏れがなく

なるのです。我々がやっている勉強も同じことが⾔えます。まず

俯瞰する事。何が出来ていて出来ないのか。頭の中ではなく、い

ったん紙上でチェックしてみてください。 
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■焦って焦らないこと     
 

国家試験本番では実⼒を出し切れるかにかかっています。 

国家試験前の⼼得としては、まずは体調管理でしょう。無理しな

いこと。疲れたら休むこと。バランスの良い⾷事を取ること。む

やみに⼈混みに出ないことです。そして気を抜かないことです。

まだやるべきことはあります。 

 

＜まだ９０点台の⽅＞ 

まだまだ定番問題が解けていません。確実に点を稼ぐためには定

番問題を取りこぼさないことです。繰り返し過去問題をやってい

きましょう。合格発表までの１ヶ⽉間を安⼼して過ごすために必

要でしょう。 

 

＜１００点台の⽅＞ 

定番問題の取りこぼしがまだありますよね。パズルのピースを埋

める様に、焦らず最後のピースを埋めにいってください。１０点

２０点のマージンは⼼の⽀えです。  

 

＜１１０点台の⽅＞ 

もうちょっと取りたいですよね。定番問題の中でいつも取れない

がやつあります。これが取れるようになったらもうちょっといけ

ます。探し出してつぶしていってください。 
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＜１２０点台以上の⽅＞ 

もう定番問題はほとんど解けているはずです。忘れないよう現状

維持に努めてください。そして周囲へのヘルプをお願い致します。 

伝説を残したい⼈はがんばればいいですが９０点以上取ればいい

んですからねぇ〜。 

 

あとで後悔しないために、焦らず、あきらめず最後のつめをして

いきましょう。３年間の努⼒がここで報わ

れるだけでなくこの努⼒は近い将来、必ず

⾃分の⾃信に繋がっていきます。（⼤切な

ことです）そして、試験が終わったらよく

がんばった⾃分を褒めて下さい。 

 

 

  



                                        

24 

■つべこべいわずやりましょう    
 

国家試験前は不安や⼼配はありますがつべこべ⾔わずやるだけ

です。４択問題を沢⼭、繰り返しやりましょう。繰り返し解いて

いると定番問題は覚えていきます。定番問題が安定して解けるよ

うになれば６割は確実に取れるようになります。 

 

模試の結果を⾒て伸びた教科や安定して取れる教科がわかると思

います。各教科の得点率を⾒ていけばわか

ります。⼀度、必ず⾃分なりに分析をしま

しょう、そうすると何処を頑張ればいいの

かが⾒えてくるはずです。 

 

例えば東洋医学概論がいつも８割以上取れているならこの教科

はあまりつっこまなくてもいいわけです。 

安定して取れる教科を確保しつつ、いつも取れない教科にテコ

⼊れしてあげれば徐々に得点率はあがってくることでしょう。 

⼀番やってはいけないのがあちこち⼿をかけ過ぎてしまった結果

どれも物にならないというような事態です。これは絶対避けたい。

時間がもったいないです。 

 

やるなら確実に頭に残るよう⾃分と向き合い、進めるペースや

計画は現実的なものにしましょう。 


