
 

昨年度卒業生（４１期生）から在校生へ贈る言葉，合格体験記。

君たちと同じように，朝早くから授業を受け，カテガクに悩み，部活

動と勉強との両立に悪戦苦闘した先輩たちが，どのようにして栄

光をつかんだのか。そのヒントが満載されたメッセージを，しっかり

受け取ってくださいね！ 

                                           

 理系・物理 ０先輩 

九州歯科大学 歯学部 歯学科 ★学校推薦型（共テ有）★ 

 

 私は九州歯科大学歯学部歯学科に推薦入試で合格すること

ができました。おそらく、この文章を読んでいるのは受験生

であると思うので、私が北筑高校の受験生であったときに考

えたことを三つに分けて話していきたいと思います。 

一つ目は、志望校決定に悩んだらとにかくいろんな人に相

談してみることです。大学といってもその数は膨大ですし、

一つの大学を決めたとしても学部学科で細かく分けられてい

ます。また、大学に進むということはその道の勉強をすると

いうことですから、ある程度将来は決まってしまいます。で

すから、一人で考えて志望校を決めるというのは非常に難し

いことです。私自身、はじめは自分が将来なにをしたいのか

すらわかりませんでした。そんな私が歯科大という道を選ぶ

ことになったきっかけはいろんな人との会話です。部活の先

輩や学校の先生、友達、整骨院の方、歯医者さん、その他大

勢のこれまでにかかわってきた人たちがいるはずです。その

人たちと話していく中で自然と自分がやりたいことが見えて

くると思います。 

二つ目は、北筑での受験勉強で私が効率が良いと感じたの

は、自分の勉強はひたすら基礎を完璧にできるように頑張れ

ばよいということです。北筑で過ごしているとわかると思い

ますが、応用的な内容については、土セミや課外などでたく

さん取り扱ってもらえます。ですので、応用的な内容につい

て自分から無理に踏み込んだり、問題集を買ったりなどは、

しなくて大丈夫だと思います。先生方が準備してくださる問

題を自分にとって有意義なものにするためにも、まずは基礎

力がかかせません。また、共通テストや二次試験でも基本的

な問題も多々あります。そういった問題を落とさない為にも

ひたすら基礎を固めることをおすすめします。Youtube の勉

強動画などもスキマ時間の勉強におすすめです。それと、こ

れは私が思う記憶が定着しやすい方法なのですが、勉強して

いく上で「これはあの時やった問題でもつかったやり方だな」

と思えると問題もすらすら解けますし、内容を忘れません。

そう思えるためにもやはり基礎力は必須なので、最優先で取

り掛かってほしいです。 

三つ目は、自分の目標や計画を決めて勉強に取り組むとい

うことです。私が受験生のときはコロナウイルスの影響で土

日に図書館や学校に行って勉強できない期間が長く、家でモ

チベーションを保って勉強し続けることがとても難しかった

です。その中で、少しでも集中して勉強に取り組むために、

前日の夜に明日のノルマを決めたり、zoomを使って友達と勉

強会をしたりと、まずは集中できる環境が大事だと思います。

また、次の日になにを勉強するのかを決めておかないと、さ

っと勉強に取り掛かることが出来ないので、ある程度の計画

を立てることは大切です。 

最後に、これから受験に向かうみなさんへ。「受験は団体戦

だ」ということをこれからよく聞くと思います。はじめはこ

の言葉は信じられないかもしれませんが、これは本当です。

受験勉強はつらい事の方が多いかもしれませんが、最後まで

仲間と共に互いに競い、高めあい、励ましあっていくことで、

受験はあっというまに終わります。ぜひ、支えあえる仲間を

大切にして最後まで受験を戦い抜いてください。応援してい

ます！ 
 

理系・物理 T 先輩 

熊本大学 理学部  ★総合型選抜★ 

 

私は熊本大学の理学部に総合型選抜(AO 入試)で合格する

ことができました。もともと私の志望校は全く別の大学で、

総合型選抜を受験するつもりもありませんでした。将来の目

標も明確ではなく、ただ得意とする英語を活かせたらいいな

とだけ思っていました。そんなとき、担任の先生からこの総

合型選抜入試を紹介していただきました。詳しく調べてみる

と、学びたいと思っていたことが志望校と似ており、何の準

備もしていなかったし不安でしたが、合格のチャンスが 1 つ

増えると思い、受験することにしました。 

選抜方法は、第１次(書類)、第２次(英語による集団面接、

ペーパーインタビュー、論述審査、口述審査)でした。無事に

第２次選抜に進み、私は面接に向けて「面接ノート」を作り

ました。この質問をされたらこう答えるというように、質問

を予想してそれに対する答えを書いたものです。どんなこと

を聞かれてもいいように志望理由をはじめとして、気になる

時事問題や大学でどの教授にどんなことを学びたいかなど、

たくさん調べてなるべく多くの質問と答えを準備しました。

ここで、私が最も重要だと思ったことは、大学ではどんなこ

とを学び、その後自分が何をしたいのか将来の目標を明確に

伝えることでした。面接官の質問に対して自分の目標を一貫

して答え、準備していた面接ノートのおかげで、どんな質問

にもしっかり答えることができました。試験会場にいる他校

の生徒がみんな賢く見え、今までにないくらい緊張しました

が、この受験に関わってくれた人の期待に応えたいと思い、

落ち着いて熱意が伝わるように相手の目を見て笑顔で話すこ

とを心がけました。 

私は受験をするにあたってたくさんの先生方にお世話にな

りました。英語での面接もあったので、担任の先生だけでな

く ALT の先生にも練習に付き合っていただき、昼休みや放課

後、時には休日の合間を縫ってたくさんご指導していただき

ました。改めて先生方の偉大さや優しさを痛感しました。最

初は志望理由もまともに言えなかった私が合格できたのは先

生方のご指導のおかげです。そして応援してくれた友達、い

つもそばで見守り背中を押してくれた家族にも感謝していま

す。 

この合格体験記が少しでもみなさんの役に立ってくれると

嬉しいです。応援しています。 

 

 文系（文Ⅰ） K 先輩 

広島市立大学 国際学部 ★総合型選抜★ 

 

私は吹奏楽部で土日もなく、家に帰ると疲れて勉強もせず

に寝てしまい、人には言えないような成績でした。しかし、

１つだけ誰よりも豊富な知識を持つ分野がありました。それ

は、小学生の頃から興味を持っていた原爆や戦争・平和学に

41期生 

合格体験記 



ついてです。 

高校２年生の夏、北九州市代表のリーダーとして長崎青少

年平和ピースフォーラムに参加し、そこで確かな知識や更な

る専門性を身に付け、国内外の人々へ平和のメッセージを発

信していきたいという強い夢を持ちました。 

平和に関する教育研究に取り組んでいる広島市立大学の国

際学部を知り、絶対にここで真の平和について学びたいと心

に決めたのです。 

しかし私の学力では合格は難しく普通であればここで猛勉

強を始めるべきですが、部活の忙しさを言い訳に受験勉強に

取り組みませんでした。 

高校３年生になりどうすれば広島市立大学に合格できるか

考えた時、自分をアピールできる総合型選抜か学校推薦型し

かないと考えました。そこで私はまず評定を上げるため、１

学期の定期考査に全力を注ぎ、結果体育以外オール５を取り

ました。それでも先生には、厳しいのでランクを落とすよう

提案をされ私の心は折れそうになりました。しかし家族は「絶

対に受かる」と励ましてくれ、私のやる気を出すために広島

まで大学を見に連れて行ってくれました。ここでアクセル全

開になった私は、必ず総合型選抜で合格を勝ち取ろうと決め

ました。 

先生方は私の決断を受け入れ、全力でサポートしてくださ

いました。１次試験に提出する４枚の報告書を何度も添削し

てくださり１か月かけて書き上げ、２次試験のパワーポイン

トによるプレゼンテーション・個人面接・小論文の練習を、

朝早くから夜遅くまで連日指導してくださいました。本番で

は、吹奏楽部で培った対応力とコミュニケーション能力で全

て自信をもって最高の成果を出すことができました。プレゼ

ンは、原稿を持たず全力で熱意を伝えることができました。

合格発表の日、多くの先生方が喜んでくださったことは忘れ

られません。総合型選抜は事前の準備が重要です。手を抜く

ことなく取り組んでください。私も実際常に原稿を持ち歩き、

寝る間を惜しんで夢の中でもプレゼンの練習をしていた気が

します。 

最後になりますが、高校生活では部活動やボランティア活

動など好きなことをとことん全力で楽しんでください。目標

が見つかった時、頑張ってきたこと全てが自信に繋がります。

また、家族や先生方を巻き込んでください。全力で助けてく

れます。諦めずに自分の力を信じてください。私のように大

どんでん返しが待っています。 

～『人生における大きな喜びとは、「君にはできない」と世間

が言うことをやってのけることだ』～ 
 

文系（文Ⅰ） S 先輩 

北九州市立大学 文学部 比較文化学科 ★学校推薦型★ 

 

私は北九州市立大学の文学部・比較文化学科に地域推薦で

合格することができました。これから進路を決定していく皆

さんにとって少しでも参考になることをお伝えできればと思

います。 

 まず、高校入学当初から推薦入試で受験に臨むことを意識

していた私は、一年生のころからコツコツと勉強しました。

毎日のように出されるカテガク、授業時の英単テスト、毎週

の英単・国語コンクール、そして定期テスト、これらに一生

懸命取り組みました。もちろん嫌になってすべて放棄したく

なることは何度もありました。ですが、そこで諦めずに頑張

ってテストが返却された時に、良い点数だったら努力が報わ

れたように感じ、次も頑張ろうと思えました。私は、この小

さな日々の積み重ねがあったからこそ、塾などに一切通うこ

となく自分で勉強する習慣が身についたし、志望校にも合格

することができたのだと思っています。三年生になって勉強

に対する火が付き成績がぐんと伸びる人も一定数いますが、

一、二年生からある程度勉強する習慣が身についていないと

ただでさえきつい受験勉強がさらにきつく感じると思うので、

日頃の小テストや定期テストなどを本当に！！！一生懸命取

り組んでください。 

 そして、私が受験した学科は、国語と英語の課題文型小論

文の問題だったので、過去問を先生方に添削してもらいなが

ら７・８年分解き、英単語で分からないものがあればその都

度調べて頭に叩き込みました。英単語は、授業で使っている

英単語帳に載っていないものもあったので、長文読解のテキ

ストを用いたり、Ted というアプリでスピーチを聞いたりし

ながら自分が使える単語を増やし、実際に過去問の英作文を

解くときに取り入れるなど様々な方法を試しました。国語に

関しては、小論文で使えるキーワードを増やすために参考書

を読んだり、先生からのアドバイスを受けながら、自分らし

い小論文が書けるようになるまで過去問を解き続けました。

一般入試の勉強と並行しながらの対策は楽ではありませんが、

一般入試に活かせることがたくさんあるので、苦にはなりま

せんでした。 

 最後に、受験は団体戦だとよく言われますが、周りに流さ

れず自分のペースで勉強することが重要です。長い受験期間

の中で息抜きに好きな音楽を聴いたり、好きなドラマを見た

り、YouTube をぼーっと見たりする時間を作ってリフレッシ

ュすることも大切です。自分の趣味などを糧に自分の進路に

向かって力強く進んでください。応援しています。 
  

英語科 T 先輩 

北九州市立大学 外国語学部 英米学科 ★学校推薦型★ 

  

 私が北九州市立大学の英米科を目指したのは、大好きな英

語をより深く、広く勉強したいと思ったからです。 

実は私は中国人で、中学 2 年の時に来日し、当時は全く日

本語が話せなかったので、先生やクラスメートと交流する時

は、簡単な英語を使うことしかできませんでした。その時、

英語の大切さを実感し、世界の多くの人が使っている英語を

身につける必要性を痛感しました。中学の 2 年間は、日本語

力の向上に努め、良い結果として北筑の英語科に入れました。 

 英語科には、英語が得意な人が多いので、他人に英語で負

けないように頑張りました。英語力の向上には、英単語が大

切だと思います。スペルだけではなく、正しい発音を覚える

べきだと思います。私はスマホで単語帳のアプリをダウンロ

ードし、その音声を聞きながら、英単語を覚えました。正し

い発音が英語のリスニングにも役立つと思います。英単語は

復習しないと、すぐに忘れるものですので、何回も音声を聞

いて復習するほうがよいです。 

 私が北九州市立大学の英米学科に進学しようと決めたのは

3 年生の 2 学期でした。国語が苦手なので、英語の面接だけ

で合格できる全国推薦で合格したいと思いました。面接では

どんな問題が聞かれるのか分からないため、担任の先生から

「大学の志望理由」「高校で一番頑張ったこと」などの基本問

題に対しての回答を英語で書くように言われました。その回

答を何度も ALT の先生たちにチェックしてもらいました。今

年はコロナ禍やアメリカ大統領選挙などの時事問題が聞かれ

るのではないかと予想して、自分なりの仮想問題集を作り、

回答を英語でまとめました。朝は、頭がすっきりすると思っ

て、毎日早く登校して、一人で３階の学習室で面接練習をし

ました。本番の約 1 週間前からは、毎日、英語担当の先生と

ALT の先生方に面接指導をしていただきました。 

 推薦が終わった後、正直自信がなかったです。面接で聞か

れた問題が思ったよりも長く、よく聞き取れなかったのです。

私は、面接の時に、少し焦り、練習のようにはうまくいかず、

とても後悔したと同時に一般入試で頑張ろうと思いました。

推薦を落ちる覚悟を持って、友達と夜遅くまでビデオ通話で

共通テストの勉強をしました。共通テストの一週間前に推薦

入試の合格発表がありました。予想に反して、合格しました。

合格できたのは、面接指導をしていただいた先生達と応援し

てくれた家族や友達のおかげです。 

 この受験を通して、自分にはまだ不安なところがたくさん

あることに気づきました。面接の時の落ち着く気持ち、臨機



応変に対応する能力がまだまだですが、自分に自信をもつこ

とが大切です。うまくいっていないと思っても、最後まで諦

めません。私の大学受験の体験が参考になったら、嬉しいで

す。 

  

理系・物理 Y 先輩 

九州工業大学 情報工学部 情工１類  

 

私は九州工業大学の情報工学部情工Ⅰ類に前期試験で合格

することが出来ました。 

 私が合格するために学習面、生活面において気を付けたことを

いくつか皆さんに紹介しようと思います。 

 まず学習面において私が気を付けたことは、深夜まで勉強をし

ないということです。勉強に集中することができる時間帯には個人

差があると思いますが、私は夜はあまり得意ではありませんでした。

そのため私は夜遅くまで勉強せず、朝早く起きて勉強をすること

にすると集中して取り組むことが出来ました。また、夜しっかりと睡

眠をとることが出来たので、学校の授業中に眠くなることが少なく

なりました。もし夜の勉強にあまり集中出来ないと感じている人が

いるのならば是非試してみてください。 

 次に生活面において私が気を付けたことは、適度な運動をする

ことです。三年生になると生活のほとんどの時間を勉強に費やす

ことになります。ずっと机に向かって座っているだけだと体が怠け

てしまったり、ストレスが溜まったりしてしまいます。なので私は気

分転換するために、週末に少しだけ運動をすることにしていました。

運動をすることで気持ちをリセットしたり、体の免疫力を上げたりす

ることも出来るので、体調管理の面においてもとても良い効果があ

ったと思います。受験生にとって病気にかかってしまうことはとても

大きな損失となってしまいます。特に今年は新型コロナウイルスも

流行し、より一層体調に気を配らなければならない一年でした。そ

のため、勉強の妨げにならない程度の運動は自分の中ではとても

大切なことだったと思います。 

 最後にこれは学習面、生活面において共通していえることです

が、「当たり前のことを当たり前にする」ということです。実はこのこ

とが一番大切なのではないかと私は考えています。遅刻をしない、

授業に集中する、掃除をする、提出物を出す等、当たり前のことの

積み重ねこそが合格のために最も大切なことではないでしょうか。

人間は必ず「怠け」というものが生まれてしまいます。その感情を

自分で律することこそが当たり前のことを当たり前にすることを可

能にします。これは、私の中学の時の塾の先生の言葉なのですが、 

「人間的成長なくして学力の向上なし」という言葉があります。私は

まさにその通りだと思います。ただ勉強だけすれば良いというわけ

ではなく、人間として他を尊重したり、理解したりするという人として

の成長が大切な物を私たちに与えてくれているように私は思いま

す。 

 受験は人生においてとても大切なポイントだと思います。ですが

それがゴールではありません。自分たちの思い描いている未来を

しっかりと見据えて、その未来へ向かって励んでいってください。

皆さんなら掴み取ることが出来ます。自分を信じて頑張ってくださ

い。応援しています。 
 

理系・物理 U 先輩 

福岡県立大学 看護学部 看護学科 

 

私は、福岡県立大学看護学部看護学科に合格しました。私

は、１年生の時からずっと九州大学を目指してきました。実

際に、九州大学の推薦入試も受けましたが、不合格だったの

で、合格体験記を書いていることに驚いています。自分自身

の失敗も含めて受験のためのアドバイスができればと思いま

す。 

 まずは、部活と勉強の両立についてです。私は、吹奏楽部

に所属していて平日も休日も休みはなく、両立は想像以上に

辛かったです。１年生の時は、疲れて帰ったら、勉強する気

力も無く寝てしまう日も多く、課題だけで手一杯でした。そ

こで私は、小テストやカテガクを大切にし、定期考査前は必

死に勉強したり、朝早く行って HRの前まで勉強したりしま

した。小テストとか、カテガクは効果があるのかなと思うこ

ともあるかもしれないけど、少しずつでも、勉強する習慣を

身に付けておけば、受験勉強の時も苦ではなく、部活をしな

がらでも成績を残すことは可能だと思うので、小さなことで

もコツコツと続けることは大切だと思います。 

 次に、目標は早めに決めておいた方がいいと思います。私

は、推薦入試の結果が分かる２月まで、九州大学を目指して

いました。絶対に行きたいと決意して目標を設定していたお

かげで、私は勉強に励むことができたと思います。そして、

思うように成績が伸びなかった時でも、最後に笑えることを

信じて辛くても努力することができました。結果的に合格は

できませんでしたが、きっと目標を決めて無かったらここま

で頑張れなかったと思います。そして、九州大学に落ちてか

らすごく落ち込んだけれど、小さなころから看護師を目指し

ていたので、先生や親と相談しながら福岡県立大学を受験す

ることにしました。看護師になる夢だけはあきらめたくない

と思い、前期試験までの間ひたすら先生を信じて小論文を書

き続けました。途中で挫折してしまっても、努力を続けるに

はゴールを見据えておくことが大切だと思います。 

 そして、周りの人の協力もとても大きな力になります。３

年生の時に、同じ看護師を目指す友達と昼休みを削って勉強

したり、朝早くから自習室に行ったり、同じクラスの友達に

分からない事を聞いたりしました。友達が頑張る姿を見た

り、競ったりして自分も頑張ろうと思えました。また、友達

や先生方はいつも応援をしてくれて、担任の先生をはじめ小

論文や面接の指導をしてくださった先生などの支えは心強

く、一人では受験は乗り越えられないことを実感しました。

だから、友達と一緒にそして先生を信じて受験を乗り越えて

いってください。 

 最後に、私自身挫折を味わっているけれど、今では最後ま

で頑張れたことに後悔はしていません。受験では辛いことも

沢山あると思うけれど、それ以上に得るものも多いです。そ

して、友達とこんなに頑張れるのは今しかないです。自分と

周りの人を信じてそれぞれの夢に向かって頑張ってくださ

い。みんなが春に笑えるよう応援しています！ 
 

理系・物理 N 先輩 

大分大学 創生学部 福祉学科 

  

私は大分大学の理工学部福祉メカトロニクスコースに前期

試験で合格することができました。しかし、私はお世辞にも

成績が良いとは言えませんでした。そんな私が国立大学に合

格できた経緯をお話ししたいと思います。 

 まずは３年前期について。はじめに、私はやる気を出すま

でにかなり時間がかかる性格です。そしてコロナ禍の影響も

あり、3 年生前期は正直受験に向けての勉強はきっちりとや

っていたとは言えませんでした。今になって思えば、この時

期に基礎を固めて挑まなければならなかったと思います。こ

こで私が伝えたいことは、基礎を固めることの重要性です。

このことはみなさんよく分かっているとは思いますが、3 年

後期になると共通対策や 2 次対策で間違いなく時間が無くな

ります。そんな合間に基礎をしていてはいくら時間があって

も足りないことは明白です。基礎は遅くても 3 年前期までに

固めて下さい。 

 次に共通テストまでについてですが、私はとにかく化学の

基礎ができておらず、はっきり言って共通テストの問題を解

くレベルまでには達していませんでした。ここで私がどんな

方法を取ったかと言うと、得意な教科を伸ばすことです。得

意だった数Ⅰ•A、Ⅱ•B と物理は確実に６割をとることを目

標にして勉強しました。そこにプラスで他の教科も睡眠時間

をかなり削って勉強し、共通テスト本番では化学以外はほぼ

6 割をとることができました。ここで私が伝えたいのは、共

通テスト直前の期間は自分のモチベーションを保てるような



勉強をすると言うことです。確かに苦手教科を克服するのも

一つの方法ですが、勉強への意欲を途切れさせないことが何

よりも重要だと思います。 

 そして国公立２次試験までについてですが、私は共通テス

トが終わってから、心が不安定な時期がありました。それで

も私が最後まで勉強できたのは先生や家族、友人がいたから

です。ここで私が伝えたいことは、「受験は団体戦」というこ

とです。確かに個人の力でしかできないことは受験において

多くあります。しかしそれ以上に同じ苦しい時期を味わった

仲間や道を示して下さった先生方、真剣に向き合ってくれる

家族がいるからこそ苦しい時期があってもそれを切り抜けら

れると思います。 

 最後は少し現実味がない話になってしまいましたが、大切

だと思ったので書かせてもらいました。最後になってしまい

ましたが、結局は 1 年、2 年の時期の過ごし方、これに尽き

ます。本文では３年の時期でアドバイスになりそうなことを

選んだのですが、正直に言うと、かなり苦しい思いをしなが

ら私は受験に臨みました。確かに部活などで時間がないこと

は分かります。勉強が難しくてついていけないのも分かりま

す。現実逃避したくなるのも分かります。私も同じ道を通り

ました。でもその道を通った私は一言では言えないほど苦労

しました。そんな道を通らないためにも、今一度自分の生活

を見直して下さい。自分の目標実現のため、出来ることは 1、

２年の内から全てしておいて下さい。皆さんなら必ずできる

はずです！応援しています！ 

 

文系（文Ⅱ） O 先輩 

広島大学 経済学部 経済学科 

 

私が後輩に伝えたいことは３つあります。 

１、推薦入試を受験すること 

２、勉強と遊びのメリハリをつけること 

３、早めに苦手を無くすこと 

 

１、推薦入試を受験すること 

 推薦入試を受験するメリットは、単に最後まで受験勉強

をせずに済むだけではありません。推薦入試の練習で得た知

識は、二次試験や後期試験にも大きく活用できます。文系の

推薦の練習では、小論文か面接が問われます。そして、文系

の後期試験では小論文を課されることがほとんどです。最近

では、二次試験に小論文や面接を課す大学も増えています。

だから、推薦入試の練習の成果は、推薦入試が終わった後に

も生きてくるのです。私は推薦入試を受験して不合格でした

が、練習して後悔はしていません。 

 

２、勉強と遊びのメリハリをつけること 

 私は１・２年生の時に、受験生は塾で一日中勉強するも

のだと思っていました。実際にそうした人もいるかもしれま

せんが、私はそうではありませんでした。一日の勉強時間が

１０時間を超えたことはなく、共通テストや二次試験が近く

なっても多少は遊んでいました。もちろん誇れることではあ

りません。しかし、成績を下げずに志望校に合格しました。

その要因は、２・３にあると思います。私は勉強を長時間集

中できるわけではありませんので、２時間ほどの短期集中を

繰り返しました。入試が近くなると、入試形式の問題を授業

でも家庭学習でも解きますが、一教科解いて答合わせと復習

をした後は、大体休憩を入れていました。休憩の間はゲーム

をしたり、動画を見ていたりしたので、長くなるときも多く

ありました。それでも勉強を再開するときはしっかり集中し

て臨みました。身になる勉強を一日中できる人はそうはいま

せん。長時間中途半端な集中で机に向かうくらいなら、短時

間集中して余った時間を他のことに使う方が有益に思えます。

その時間をどう遣うかはあなた次第です。私は遊びましたが、

真似して成績が下がっても責任は負いません。 

 

３、早めに苦手を無くすこと 

しかし、これまでの話は ３ を前提にしています。苦手は

遅くとも夏の間に無くすことが望ましいと思います。私も苦

手な英語を夏の間に克服しました。あなたはどうですか？１・

２年次の苦手な分野を放置していないですか？それが多いほ

ど夏に頑張らなければならなくなります。結局、だれでもど

こかの段階で頑張る必要があります。一番簡単な方法は、定

期考査の時に必死に勉強することです。私は受験を見据えて

いたわけではなく、単に成績が上がると嬉しかったので、定

期考査は毎回必死にやっていました。その結果、苦手が少な

くなり、受験勉強に苦労しませんでした。３年生は新しく覚

えることが少なくなります。１・２年生の時につまづいた分

野をその都度克服すれば、３年生の時にスムーズに学習でき

ます。だから、新１・２年生には定期考査に必死に取り組ん

で欲しいと思います。新３年生は、春休みから受験勉強をし

た方がいいのは確かです。しかし私は自分が五月から本格的

に始めたので無理は言いません。春休み中に自分がどの分野

が苦手かを再認識するだけでも、授業の受け方が変わってく

ると思います。 

私が最も伝えたかったことは、苦手を無くすことです。 

受験生は大変ですが、高校最後の年を是非後悔のないよう

に楽しんでください。応援しています。 

 

文系（文Ⅱ） O 先輩 

宮崎大学 教育学部 小中一貫教育コース 中学校主免専攻 

 

 私が大学受験を経験して感じたことや後悔したことをこれ

から受験に向かっていく後輩たちに伝えようと思います。 

 第一に受験勉強は早く始めるべきだということです。受

験では科目数も多く、私は勉強に専念し始めたのが遅かった

ので、受験が近くなっていくとやることが多すぎて最終的に

すべてが中途半端な状態で共通テストに臨むことになってし

まったのです。その結果第一志望であった大学を受けること

ができませんでした。だから行きたい大学がある人もまだ進

路を決めていない人も後悔しないように早くから勉強を始め

てほしいです。ですが受験勉強といっても 1・2 年のころに

どんな勉強をしたらいいのかと思う人もいるかもしれませ

ん。受験勉強というと特別なものに感じますが、するべきこ

とは簡単で普段出る宿題をしっかりしたり、ミニテストなど

に全力で取り組んだり、定期考査の勉強を定期考査のためだ

けに勉強するのではなく、これが受験に役立つように勉強し

たり、また模試を受けたら復習する癖をつけわからないとこ

ろは先生に質問したり、一番大事なのは授業中に寝ないとい

うことです。これらは部活で忙しくてもできることだと思い

ます。学校は勉強をする場所なので部活を言い訳にして勉学

をおろそかにしないでください。 

次に伝えたいことは最後まであきらめてはいけないという

ことです。私は共通テストで失敗してしまい中学のころから

目指していた教育学部がすべて E 判定になりました。それ

から大学の出願期間まで親や先生たちと何回も相談をして私

はどうしても教育学部に行きたかったので最終的に二次試験

の配点の大きかった宮崎大学を受けることにしました。二次

試験の配点が大きいとは言っても受験科目が英語・数学・面

接だったので入試までの期間は死ぬ気で勉強をしました。面

接に関しては現在起きていることや教育の現状などとても多

くのことを調べなければならなかったのでとても大変でし

た。しかもこの時期は多くの人が進路を決めていて周りの友

だちが遊んでいるのを見るとどうしても勉強をする気がなく

なってくるのでモチベーションを維持するのがとても大変で

した。ですがこういったことを乗り越えて宮崎大学に合格し

た時にはとてもうれしかったです。最後まであきらめなけれ

ばこういう逆転劇もあるので簡単にあきらめないでくださ

い。 

 最後に伝えたいことは感謝の気持ちを忘れてはならない

ということです。私が受験を通して一番感じたことは、一人



では何もできないということです。進路を最終決定するのに

何度も親や先生に相談に乗ってもらい、毎日のように弁当を

作ってもらい、先生には授業の後に個別で面接の練習に付き

合ってもらい、いろんな人に支えてもらうことで勉強に集中

することができました。それ以外にもいろんな場面でいろん

な人に支えてきてもらったことでここまで成長することがで

きました。だから後輩たちには今学校に通えていることが当

たり前と思わずに常に周りの人たちへの感謝を忘れず『あり

がとう』という言葉をしっかりと伝えていってほしいと思い

ます。 

 学校の先生たちは常に生徒の味方です。時には叱られる

こともあるでしょうがそれは愛があるが故です。最後までし

っかりとついて行って進路実現ができるよう頑張ってくださ

い。応援しています。 

 

文系（文Ⅱ） T 先輩 

福岡教育大学 教育学部  

中等教育教員養成課程 美術専攻 

 

私は福岡教育大学の推薦入試と一般選抜を受験しました。

毎日遅くまで学校に残り、推薦入試に向けて面接やデッサン

の練習、美術史の勉強に取り組みました。しかし、結果は不

合格。推薦入試に落ちたとき自分の実力のなさを痛感し、国

公立大学を諦めました。特に面接では、何度も練習を重ねて

きたはずなのに本番になると緊張でうまく話せず、自分には

できないのだと思い込んでしまいました。それからは私立一

本に絞り、楽な方へ逃げようとしました。けれども、担任の

先生や家族に諦めずに再び受けることを薦められ、もう一度

挑戦してみることに決めました。 

私立大学の入試が終わってからは、面接や水彩画、小論文

の対策を行いました。過去に出された内容から自分だったら

どのように答えるのか考え、先生方からアドバイスをもらい

ました。面接や水彩画は推薦入試に向けてはやくから対策を

していたおかげで基本的なものに加え、ゆっくり話す練習や

絵を細かく描き込むことなどさらに多くの対策をすることが

できました。推薦入試のために練習してきたことは推薦に落

ちてしまったから無駄という訳ではなく、一般選抜でも役立

ったのです。また、面接や小論文の指導では、自分がどのよ

うな人になりたいのかということを念頭に置くことが大事だ

と教わりました。そうすることで、自分の答えに一貫性が出

るからです。自分のなりたいものがはっきりしていればその

ために何が必要かもわかり、質問の答えも見えてきます。 聞

かれ方が違うだけで求めている答えはすべて同じです。あな

たがどのような人でこれからどんな人になりたいのかという

だけです。このことを意識するようになってから面接や小論

文が楽になりました。 

国公立二次試験の前日、私立大学の合格発表がありました。

もともとは第一志望を諦めて A 判定であったこの大学に逃げ

ようとしていたので、合格するに決まっていると思っていま

した。ところが、ここでも不合格。滑り止めだとしか思って

いなかった私立にも落ちてしまったのです。私は大きなショ

ックを受け、再び諦めてしまいそうになりました。しかし、

私立に受かることができなかったからこそ次の日の受験に全

力を注ごうと思い直すことができました。一般選抜の倍率は

推薦入試の 4 倍に比べ 1 倍と低く、推薦入試に挑戦した人の

約半分が一般選抜を諦めていました。当日の試験会場に残っ

た受験者は皆推薦入試を受験し、合格することができなかっ

た人達でした。そのとき私は、先生方や家族の協力がなけれ

ば私はこの場にいなかっただろうと思いました。そして、こ

の機会を与えてもらったからには絶対に合格するのだとも思

いました。推薦入試では緊張でほとんど話すことができなか

った面接では練習のときと同じように自分の考えを話すこと

ができました。面接に限らず、小論文や水彩画でも練習の成

果を発揮することができました。この一般選抜を諦めずに受

験した人は、全員受かることができました。 

このことから諦めないことと周りの声も聞くことが大切だ

と考えます。推薦入試には受かることができなかったけれど、

あの時に推薦に向けて対策をしていなければ一般入試でも受

かることはできなかったでしょう。そして、私が諦めずに第

一志望の大学に受かることができたのは推薦入試や一般選抜

で手助けをしてくださった先生方や最後まで諦めずに国公立

を目指すように薦めてくださった担任の先生や家族など多く

の協力があったからです。第一志望の大学から逃げてしまっ

ていたら、今頃進路も決まらず途方に暮れていたと思います。

実際に試験を受けるのは自分一人だけれど、それまでには多

くの人の協力がありました。だからこそ、周りに協力してく

れる人がいることが支えになり、その人達のためにも自分が

諦めてはいけないと思いました。受験勉強は確かに辛いもの

であり、追い詰められて自分一人だけで解決しなければなら

ないと感じたり、全てのことが無駄であるように思い込んで

しまったりして、諦めそうになります。けれども、そこで周

りを見渡してみると手助けをしてくれる存在や自分の努力が

無駄ではないことに気がつくはずです。周りを信じて自分も

信じて、諦めなかった先に未来はあります。これらのことを

忘れずに受験勉強を頑張ってほしいです。応援しています。 
 

文系（文Ⅱ） T 先輩 

地方公務員 佐賀県警察本部 

 

私は佐賀県警採用試験に合格することが出来ました。警察

官になって地域の安全を守りたいと思い、公務員試験を受験

することを決心しました。公務員試験では、幅広い分野の知

識が問われるため、学校での授業に加えて専門学校に通うこ

とにしました。しかし、新型コロナウィルス感染症の影響で

通うことが出来なくなり、ひたすら過去問を解いて対策をし

ていきました。一般教養を勉強する上で解説を読んでも理解

出来なかった問題は学校で先生に質問し、理解を深めていき

ました。休み時間や自習時間を活用して過去問を多く解き、

出題傾向を掴むことが自分自身への自信へと繋がったと思い

ます。 

受験勉強の中で一番大変だったことは、学校の勉強との両

立です。公務員試験は大学受験と比べて試験の時期が早く、

学校の定期考査と公務員試験の時期が重なるため、二つの試

験勉強を同時に行わなければなりませんでした。政治・経済

や日本史など、勉強内容が重なる部分もあれば、学校の授業

では習わない数的処理や倫理などの科目もあり、一からの勉

強が大変でした。また、公務員試験は一次試験、二次試験と

それぞれ分けて行われるため、県外への移動時間もかかるの

で大変でした。筆記試験では周囲を気にせずに目の前の問題

に集中することで自分の力を発揮することが出来たと思いま

す。面接試験では事前に準備しておくことはもちろん必要で

すが、準備された文章を読み上げるような面接では無く、自

分ら しさやその職業に対する熱意を伝えられることが大切

だと思います。体力検査がある場合 は、特に体調を整えてお

くことも大切です。大学受験と同様に公務員試験も長期戦と

なるの で、一つ一つの試験を確実にクリアしてモチベーショ

ンを上げ、乗り越えた先に合格を掴み 取ることが出来ると思

います。 

これから受験を迎える皆さん、不安や悩みが多く出てくる

とは思いますが、それまで積み上げてきた自分の力を信じて

挑んで下さい。私が受験を終えて思ったことは、受け身にな

ってはいけないということです。公務員試験では特に自分で

情報収集や受験勉強をしなければなりません。一方で、応援

してくれる周囲の人への感謝を忘れず、後悔しないように合

格を勝ち取って欲しいです。応援しています。 


