
 

昨年度卒業生（４０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・生物 M 先輩 

宮崎大学 医学部 看護学科 ★推薦★ 

 

参考になるかどうかは分かりませんが、大学受験を経験し

た先輩として、アドバイスをしようと思います。 

 まず 1つ自信を持って言えることは、勉強は早めに始めて

おいた方が良いと言うことです。私は、高校 1年生から野球

部のマネージャーをしていて、家に帰ってから勉強しようと

思っていても睡魔に襲われてしまい、課題をこなす事で精一

杯でした。そこで私は、永島先生に相談をしました。その時

に言われたことが、夜型の勉強から朝型の勉強に変えること

です。それを言われてから夜はなるべく早く寝て、朝早く起

きて、学校の自習室に行くようにしていました。また、私は

自転車で通学していたので、どうしても眠い日は、学校に行

くまでの間に自分の好きな歌を鼻歌で歌いながら登校してい

ました。そうすることで、目も覚め、予習や復習の時間も確

保出来るようになりました。朝は、昼間や夕方に比べて学校

にいる人が少ないため、より集中しやすい環境なので、朝型

の勉強はお勧めです。ちなみに、私は飽き性で、毎日朝早く

来て勉強する自信がなかったので、勝手に事務室の先生とど

っちが 1番に学校に来るかの勝負をしていました。結局、勝

てたのは 1回だけでした(笑) 

  次に、英単語はしっかり小テストの中で覚えておくべきだ

と思います。私は、英語が苦手でした。その原因の 1つは、

単語を知らない事で後々小テストを真剣にしなかったことに

後悔をしました。今、小テストを中途半端にやっている人は、

真剣にやれば、後々負担が減るはずです。1、2年生の間では、

使わない単語でもどこかの問題で出てくるかもしれないので、

覚えておいて損はないです。また、英語だけでなく、数学の

公式や化学の反応式などは、少しずつ始めておけば、理解度

も高まると思います。私の場合、覚えられていない事がある

時点で付箋にその分からない単語や公式を書き、学校の机に

貼って 1日中眺めながら授業を受けていました。 

  ３番目は、目標は、なるべく早めに決めておいた方がいい

です。私は 2年生の冬までは、宮崎県立看護大学を目指して

いました。そんな時に、数学の授業の中で永島先生から、ど

この大学に行くのが悪いという訳ではないけど、国立に行け

ば、将来の友達の幅が広がるぞ、と言われました。話を聞い

てから、より学力の高い人たちに囲まれる中で学びたいと思

うようになりました。そして、私は、40期の 3年 1組が行っ

ていた志望校を大きな文字で書き、見える位置に貼る事を真

似て、クラスの座席表の裏に宮崎大学に絶対受かる！と言う

文字を筆ペンで書き、毎朝先生が座席表を手に取った時にク

ラス全員に見えるようにしました。始めは、もし落ちたら恥

ずかしいからすぐやめようと思っていました。でも、目標を

色んな人に知ってもらう事で、それを見た友達や先生から応

援してもらい、これまで以上に勉強に取り組むようになって

いました。目標が達成出来そうにないと感じると逃げたくな

るので、逃げることが出来ない環境を自分で作ってみる事も

大切な事だと思います。 

  そして、もう 1つ大切なのは、周囲との協力です。私が第

1志望の大学に合格出来たのは、自身の力ではなく、周りの

友達や先生のおかげだと思っています。3年生になったら分

かると思いますが、思うように学力が上がらず、焦り、人に

当たりそうになる時期がやってきます。そんな時に助けてく

れるのは、友達や先生です。友達は、特に一緒に勉強をして

くれる人にすごく助けられます。私自身も部活動引退後は、

友達と平日は自習室で朝は 6時から、夕方は校門通過ギリギ

リまで、土日は黒崎で 10時頃まで勉強をし、帰りは、卒業し

てからの楽しみなどを話してモチベーションを保っていまし

た。先生は、問題を教えてくれるのはもちろんですが、悩ん

でいる時に人生の先輩としてアドバイスをしてくれます。私

は、そんな友達や先生がいたから苦しい時期を乗り越える事

が出来ました。ですから、みなさんも周囲と協力して大学受

験を乗り越えてください。 

最後に、今は、行きたい大学が見つからなかったり、行き

たい大学はあるけどいい判定が出ない人もいると思いますが、

少しでも多くの知識を持ち、万全の準備で進路選択が出来る

ように周囲と協力して頑張ってください。努力すればするほ

ど、合格した時の達成感、そしてそれ以上に周りの人たちか

らの祝福の声がより嬉しく感じると思いますよ。 

北筑高校の後輩が 1人でも多く第 1志望の大学に合格する

事を願っています。そして、1人でも宮崎大学に北筑生が来

てくれると嬉しいです。 
 

理系・生物 G 先輩 

宮崎大学 農学部 森林緑地環境科学科 ★推薦★ 

 

私は推薦入試で宮崎大学農学部森林緑地環境科学科に合格

したのですが、その入試形態は、面接とその中に口頭試問が

含まれている、といった感じのものでした。口頭試問の教科

は 3 教科で、化学•生物•英語でした。私は 1 ヶ月前から口頭

試問の練習を開始しました。なかでも 1 番苦労したのは化学

でした。化学が少し苦手だったこともあり、口頭試問の練習

が始まって 1 週間後には絶望しました。化学の教科書を単元

ごとに区切り、範囲を決めて、その範囲を次回先生にテスト

してもらうといった練習方法だったのですが、出来ないとき

には再々々テストまでしてもらったこともありました。一方

の生物は私の得意教科だったこともあり少しはスムーズにい

きました。とは言っても基礎中の基礎を聞かれたときにド忘

れしてしまうこともかなりありました。答えられなかったも

のは手のひらや腕に書いて帰り、必ずその日のうちに頭に叩

き込みました。英語は、練習をしていなかったのですが基本

の英単語しか聞かれなかったので全て答えました。「英単語め

ちゃくちゃ大事やったんや」と痛感しました。これまで口頭

試問のことについてでしたが、やはり面接が最重要だったの

ではないかと私は思います。面接練習は 2 週間前に始めまし

た。面接のなかでも、志望理由は 1 番大事で、「その大学で何

をしたいのか、なぜそこでないといけないのか」をわかりや

すく簡潔に述べる必要があります。「学力のある子が欲しけり

ゃ学科試験をすれば良い、面接をするということは、その人

の熱意、入学したいという思いを聞きたいんだよ」という田

吹先生の言葉を信じて、私は平日 8 時 30 分まで残り、土日

40期生 

合格体験記 



も学校に行き面接の練習をしてもらいました。  

このような入試に向けた対策は 1 ヶ月前から始めたと先ほ

ども述べましたが、それまではセンターに向けて猛勉強をし

ていました。部活を引退するまでは、家に帰ってから 20 分寝

てから勉強を始めていました。眠くてきついまま勉強にとり

かかっても、一切頭に入ってこなかったからです。引退して

からは毎日 8 時 30 分まで、土日も 5 時ギリギリまで教室で

勉強して帰っていました。教室では、目標に向かって一緒に

頑張る仲間がいたのでとても心強く、心が折れそうになった

こともありましたが、なんとかここまでやってこれました。

家に帰ってからも、友達や両親に励ましてもらいながら最後

まで頑張ることができました。推薦入試に合格した後も、セ

ンター試験が終わっても、最後までみんなと一緒に頑張るこ

とができました。仲間の存在がとても大きかったです。 

 最後に、「受験は団体戦」と言われると思いますが、それは

本当に思います。初めて言われたときは「ほんとかよ〜」と

少し冗談ぽく思っていましたが、受験が終わった今だからこ

そ感じることができます。先生を信じて、最後の最後まで仲

間と戦い抜いてください。とてもとてもきつい戦いではあり

ますが、1 年後に笑って春を迎えられるように頑張ってくだ

さい！応援しています。 
 

 理系・物理 S 先輩 

 九州大学 理学部 数学科 ★AO 入試（セ有）★ 

私は九州大学の理学部数学科にＡＯ入試で合格することが

できました。 

私が合格するためにしたことは大きく分けて２つあります。 

一つ目は、目標を高く明確に設定する事です。入学当初か

ら「自分は九州大学に入る。」と自分の目標を口に出してきま

した。口に出すことで自分を追い込む事ができたと思ってい

ます。３年１組には、｢旗を立てる｣というクラス目標と、廊

下側の窓には、一人一人が目標大学を書いて貼りました。い

つもその目標を見ながら、負けるものか！と頑張れたと思い

ます。 

二つ目は、｢受験は団体戦｣ということです。朝の HRが終わ

ってからの 10分間。掃除が終わってからの 15分間は、担任

の永島先生が教室にずっといて毎日自習をさせられました。

最初は違和感があったのですが、それが自分のルーティンと

なってからは、この 25分間は毎日の自分の勉強時間に加えら

れました。私は塾には全く行っていませんでしたが、放課後

も 19:30まで毎日残りましたし、週末も全て登校し、友達と

勉強の教えあいをしていました。数学は教えるが、英語や地

理を習うといったことを、年間を通じて行ってきたのです。

また、１年間｢クラス全員での出席率 100％｣を達成すること

ができ、クラス全体が盛り上がったことも大きな要因です。

睡眠時間をしっかりとり、授業中分からなかったことは、授

業後すぐに質問をして、納得するまで聞きました。私が大学

に合格することが出来たのは、先生方はもちろん友達の力が

とても大きかったと思っています。 

努力は裏切らない。時には思ったようには点数が上がらな

い事もあると思います。でも努力を続けた結果は必ず自分の

力になります。それは自分の選択肢を増やすことにつながり

ます。自分を信じて頑張ってください。応援しています。 
 

 

文系（文Ⅱ） T 先輩 

北九州市立大学 地域創生学群 地域創生学類  

★ＡＯ入試★ 

ＡＯ入試に向け一体何をすればいいのでしょうか？よく分

からない人も多いと思いますので、入試の内容や対策につい

て紹介します。まず入試の内容ですが、私が受験した学校の

１次試験は、大学の教授が実際に講義を行い、その講義を受

けて受験生が論文を書くという「講義レポート型論文試験」

で、２次試験はグループディスカッションと個人面接でした。

入試の直前は自己推薦文の作成などがあるため、また試験日

は大運動会の２週間後でしたので夏休みから AO 受験に向け

準備をしました。 
 １次試験の対策は NHK の報道情報番組「クローズアップ現

代」を見て内容をまとめる練習をしました。最初は内容をま

とめるだけでしたが、回数を重ねるに連れ自分の意見を書く

ことも取り入れました。またニュース番組や新聞を見て時事

問題の理解を深めました。２次試験の対策は昼休みや放課後

に他の受験生と練習をし、時には先生方に加わっていただき、

どのような場面でも対応できるようにわざと芝居をしてくれ

ました。個人面接は過去の質問内容などを参考にして面接ノ

ートを作り、面接の練習では、沢山の先生方に面接官役をお

願いしました。最初は上手く話せずに落ち込みましたが、練

習を重ね最後は自信を持って話せるようになり、本番では成

果を発揮することができました。この経験からグループディ

スカッションや個人面接の対策には場数を踏むことが非常に

大切だと感じました。ＡＯ入試においてもう一つ大変なこと

があります。それは不合格だった場合の一般入試の勉強も同

時にしないといけないことです。私はＡＯ入試の勉強をメイ

ンに毎日英単語は２０個以上覚えることを最低ラインにしま

した。そして余裕があれば他の教科の勉強もしました。毎日

課題を１つ決めるのはおすすめの勉強法です。 
 最後に私が合格できたのも毎日熱心に指導して頂いた先生

方や応援してくれた沢山の友人のお陰です。私のクラスはほ

とんどが国公立大学を受験するので、合格後も皆と同じよう

に勉強してセンター試験を受験しました。進路が決まり課外

を休みたいところですが応援してくれた友人たちのためにも

一緒に最後まで頑張ることで、恩返しや応援になると思い継

続しました。在校生の皆さんお互いに支え合いながら最後の

最後まで諦めずに勉強頑張ってください。合格を掴み取れ！

北筑魂！！ 
 

 

英語科 S 先輩 

北九州市立大学 外国語学部 英米学科 ★推薦★ 

 私の将来の夢は、国際的な視野を持ち、来日した海外の方と

難なく英語で話せる北九州市役所の公務員になることです。

そのため、英語も学びつつ、北九州市のこともより知るため

に北九州市立大学に進学したいと決意し、AO 入試と推薦入

試を受験しました。 

 私は、8月から本格的に AO入試の受験勉強を始めました。

受験に備えて、週に何度か Ted のビデオを見て日本語要約や、

英作文を書きました。最初の頃は慣れなくて、ビデオが何を

言っているのかも正直、わかりませんでした。何度も何度も

繰り返すことで聞き取れるようになりました。しかし、今考

えるとあまり全力で取り組めていなかったのだと思います。

結果は不合格でした。私は、すごく後悔したと同時に、北九

大に進学したいという思いがより強くなりました。私は、不

合格を味わった次の日から、４つのことをしました。私に、

圧倒的に足りなかったものは、背景知識でした。そのため、

早弁して毎日図書館に向かい、新聞の書留をしました。試験

内容は要約と日本語訳、英作文だったため、担任の先生とALT

の先生に指導してもらいました。特に要約は私の苦手なもの

だったため、同じ問題を完璧になるまでアドバイスをもらい

ながら何度も何度も練習を重ねました。要約は一度全部読ん

で段落ごとにまとめていき、それをまとめるといいと思いま

す。そして、次に難しかったのが英作文でした。単に自分の

意見を書くのではなく相手がちゃんと納得するような意見に

すること、子供っぽくならないようにすること、そして、文

法ミスをなくすことが重要視されました。そこで役に立った

のが日々メモを取った新聞の記事と語法 600 というテキスト

でした。テキストは問題をノーミスにするまで何度も解き直

しました。そのおかげで、自信を持って臨むことができまし

た。結果は無事合格でした。私は、家族や先生、友達と喜び

を分かち合いました。人生で一番嬉しい出来事でした。 



この受験を通して、これから受験をする方に伝えたいことは、

どれだけ自分が早く取り組め、どこまで本気になれるかとい

うことです。これから、私のように挫折を味わうことや大き

な壁がたちはだかるこもがあると思いますが、絶対に逃げな

いで頑張ってください。応援しています。 

 

 

文系（文Ⅱ） Y 先輩 

航空自衛隊航空学生  

「倍率は 30倍、合格するかしないかは 2分の１」 

 私は航空自衛隊航空学生というのを受験しました。これが

どういうものかを簡単に言うと、航空自衛隊のパイロット候

補生を養成する制度です。学生といっても身分は自衛隊員で

すのでお給料をもらいながら勉学に励みます。 

 私が航空学生を受験しようと思いはじめたのは中学 2 年生

ぐらいのときです。小説を読んで航空学生を知ったのがきっ

かけです。それから今に至ります。 

 航空学生の受験は 1 次試験から 3 次試験まであります。特

に 3 次試験では実際に飛行機を操縦するので、とても感動し

ました。試験をいい具合に突破していくと 9 月にはじまり最

終の発表は 1月下旬なので期間は長いですね。 

 今振り返ってみてなぜ私が合格したかを考えると、１つは

うまく自分の思いを伝えることができたからだと思います。2

次試験の面接で、伝えたいことはあるかと問われたときに私

は、「私は絶対に頑張っていきます」と叫びました。志願者

が 3000 人いて合格するのが 90 人程度なので普通のことをし

ても駄目だと思いそうしました。それが良かったと思います。

もう１つは、自分の運が良かったです。当たり前のことです

が、毎日掃除を真面目にしていたから運がついたのだと思い

ます。やはり最後はそういうところが結果に出てくるものだ

と思います。 

 また皆さんがこれからどこを受験するにあたっても倍率を

気にする方が多々おられると思います。しかし私はこう思い

ます。結局、成功するかしないかの確率は 2 分の 1 だという

ことです。だから私は皆さんに本望を大切にしてほしいです。 

 最後に、私の結果は決して自分だけで出すということは到

底無理でした。自分に関わる全ての人、出来事に感謝します。

皆さんも日々を敏感に、頑張ってください。 
 

理系・生物  M 先輩 

長崎大学 医学部 保健学科 

「私がした方がいいと思ったこと」 

私は長崎大学医学部保健学科に合格しました。 

  私は入学して最初の英単語の小テストでは不合格でも気に

していませんでした。しかし、その小テストで順位がつき、

他人に負けたくないという気持ちが強くなり、そこからどん

なテストにも真剣に取り組むようになりました。今、小テス

トを疎かにしている人は今からでもいいので真剣に取り組ん

でください。私は小テストも考査と同じような意識で普段か

ら勉強したお陰で、考査や受験前に周りの人のように必死で

知識を詰め込まなくても覚えていました。 

  また、授業は本気で受けてください。授業は板書より先生

が口頭で言ったことの方が重要なこともあるのでメモを取る

ことも大切です。そうすると、先生の話を聞きながら手を動

かすので頭に残りやすくなります。そして、席替えで一番前

の席に座ることをおすすめします。授業中、先生からの指名

無しの質問に自由に答えやすく、自分の知識の確認ができ、

それでまた覚えられるからです。私は 3年間一番前の席に座

りました。勉強は計画を立ててするのをおすすめします。考

査であれば私は、2週間前から予定表をルーズリーフで作っ

てやっていました。そして考査よりも長期の勉強となる受験

では、その日 1日に何をどこでどれ位やるというのを書き出

し、それ以上のことをしなくていいので自分の能力に合わせ

て日々を過ごすようにしていました。周りの人に影響される

ことなく可視化することで満遍なく勉強できたので、不安に

なりやすい受験前の精神安定剤になると思います。 

  実は私は、別の大学の推薦入試を受けて不合格をもらいま

した。合格する期待をしていなくてもやはり悲しかったです

が、人より一度多く受験できるし、そもそも推薦を受験でき

ること自体が貴重な事なのでとてもいい経験をしたと思いま

す。前期で合格した時の方がより達成度は上だと合格して感

じましたが、挑戦する価値は大いにあります。 

  最後に、私は入学時全く成績は良くなかったです。ですが、

塾に通わず卒業時に成績優秀賞を貰えたのは北筑の先生方を

信じて本気で授業を受けて小テストも真剣に受けて、これを

しなさいと言われたことをただ真面目にしたお陰です。北筑

の先生は生徒のために全力でぶつかってきます。だから、そ

れを跳ね返してぶつかってください。そして自分の希望する

進路へ進んでください。応援しています。 
 

英語科 H 先輩 

北九州市立大学 外国語学部 中国学科 

 「大切なのは、努力し続けた自分を信じること」 

私は、北九州市立大学外国語学部中国学科に合格することが

できました。 

１年生の頃は、とりあえず授業に遅れないようにと必死に

なり、カテガク（飛翔）も毎日しっかりと行っていました。

ですが、２年生になるとバドミントン部で主将を務めること

になり、更に忙しい生活を送るようになりました。それでも、

授業では先生方がおっしゃったポイントとなる所を必ずメモ

をとったり、隙間時間を有効活用したりして、成績を維持す

るように心がけていました。３年生になって、部活動を引退

すると同時に私の本格的な受験勉強が始まりました。まずは、

１分 1 秒でも確保しようと、隙間時間はとことん活用しまし

た。私は塾に通ってなかったので、朝は 7 時から、放課後は

完全下校の時間まで毎日自習室で過ごしました。そんな毎日

を送っても、成績はなかなか上がらなかったし、別の公立大

学の AO 入試に落ちるなどたくさんのスランプがありました。

しかし、「まだ伸びる！」と自分のやり方を信じてやり続けま

した。すると、わずかですが効果が出てきました。センター

試験では思ったほどの点数がとれず落胆しましたが、得意の

英語で二次試験を逆転合格できました。合格の勝因は、今ま

での小さな積み重ねの結果だと思います。また、苦しくとも

自分の努力を信じ続けたからこその合格だと思います。 

受験勉強は、苦しくて辛いイメージだと思いますが、実際は

この機会を通して仲良くなる友達が増えたり、たくさんの先

生方と接する機会も増えたりして、新しい出会いもあります。 

そのあなたの周りにいる仲間が心の支えとなってくれます。 

頑張れば頑張るほど、高い壁は目の前に立ちはだかってき

ます。でも、決して諦めずに努力し、自分を信じて合格を勝

ち取ってください！ 応援しています。 
 

 

文系（文Ⅰ） T 先輩 

北九州市立大学 法学部 政策科学科 

私は北九州市立大学の法学部･政策科学科に前期試験で合

格することができました。私が北九州市立大学を受験しよう

と決めたのは、高校１年生の終わり頃でした。受験を決めた

理由は、自宅から通えるということと、将来の夢を実現する

ためには法学部がある大学を志望しなければならなかったか

らです。私はこの大学を受験し終えるまでにたくさんの後悔

をして、そこからたくさんのことを学びました。 

 私は１年生の頃から模試の結果が悪くなかなか成績が伸び

なかったため、推薦入試で北九州市立大学を受験することを

決めました。３年生の夏休み前から小論文対策を始め、先生

方にもご迷惑をかけて、5 ヶ月間小論文対策を続けました。

しかし、結果は不合格でした。とても辛く悔しい思いをした

ことは忘れません。この不合格という結果が自分の詰めの甘



さや入試の厳しさを教えてくれたため、一般入試はより強い

意志を持って臨むことができたのだと思います。推薦入試の

結果がわかるとすぐにセンター試験への勉強に切り替えまし

た。家より学校の方が勉強しようという気持ちになりやすか

ったため、平日は完全下校の時間まで残り、土日も学校に来

て勉強していました。自分に合った環境で勉強することはと

ても大切だと思います。センター試験の結果は最悪で、合格

は厳しい状況でした。しかし私は志望校を変えず、二次試験

に臨むことにしました。二次試験の試験方式は推薦入試と同

様に小論文だったため、様々な大学の過去問に取り組み、と

にかく解く量を重視しました。 

 私が一番伝えたいことは、最後まで絶対に諦めないという

ことです。受験を終えるまでに何度悔しい思いをしたのかわ

かりませんが、その度に気持ちを切り替え、合格を目指して

頑張りました。受験をするにあたり、先生方や家族、友達な

どたくさんの人に支えてもらいました。支えてくれる人達の

ためにも最後まで諦めない気持ちを持つことはとても大切な

ことです。その気持ちがあったからこそ合格できたのだと思

います。自分の希望する進路実現に向けて諦めず頑張ってく

ださい。応援しています。 

 

 

理系・物理 Y 先輩 

九州大学 芸術工学部 未来構想デザインコース 

私は九州大学芸術工学部芸術工学科未来構想デザインコー

スに前期試験で合格しました。私が特に意識していたのは勉

強時間の確保と出席皆勤です。 

 私はサッカー部に所属していました。部活動生は勉強時間

の確保が難しいと思います。家に帰った後は疲れているので

勉強が手につきませんでした。そこで私は、勉強時間の確保

はスキマ時間を活用していました。朝の HR の後、掃除が終

わった後、休み時間など空いてる時間を利用して勉強時間を

確保していました。少なくとも課題は終わらせて授業の内容

でわからないところがないようにしていました。部活を引退

した後は毎日学校に残って遅れを取り戻すように勉強をして

いました。 

 私は受験期にわからないところを教えてもらったりして友

達に助けられていました。”受験は団体戦”という言葉があり

ますが、まさしくその通りで周りが頑張っていると自分のモ

チベーションになるし、一緒に頑張る人がいないとやる気が

なくなってしまいます。実際学校に行ってクラスのみんなが

いるというのは自分の支えになります。また、学校を休むと

いうことはそれだけ周りと差ができます。なので周りと自分

自身のために出席皆勤にこだわってほしいです。 

 受験の世界は厳しいです。勉強をしても結果が伴わず模試

の結果が悪くて心が折れそうになることもあると思います。

でも諦めずに努力を続けてください。その努力が本番の試験

で自信を与えるものになると思います。皆さんの進路実現を

応援しています。 

 

理系・物理 T 先輩 

広島大学 情報科学部 情報科学科 

私がなぜこの合格体験記を書くこととなったのか、それは、

逆転合格をしたからだと思います。ですので、ここでは私の

逆転合格に至った受験戦略を伝えたいと思います。 

私は広島大学情報科学部・情報科学科に前期試験で合格し

ました。私がこの学部・学科を志望した理由には、情報系を

学びたかったこと、二次試験に理科がなかったことがあり、

この２つ目の理由が逆転合格に至った最大の理由であると私

は考えています。私は、理系の物理クラスにいたものの理科

があまり得意ではなく、現にセンター試験での化学・物理の

得点は合わせて６割にも満たしていませんでした。これもあ

り、センター試験の合計点も思うように取れず第一志望校の

センター試験の判定は D 判定で、この判定から二次試験で逆

転することは普通なら不可能に近いと考えると思います。し

かしながら、私は第一志望校合格を諦めることはしませんで

した。それは上記のとおり、広島大学情報科学部・情報科学

科の二次試験の教科は私の苦手教科である理科がなく、得意

とする数学と英語の２つだったからです。その結果、センタ

ー試験が終わってから二次試験までの約１ヶ月間数学と英語

の２教科にしぼって勉強ができ合格を勝ちとることができま

した。このことから分かるように志望校を決めるうえで二次

試験の教科を考慮に入れることはとても重要であり、合格に

直結すると言っても過言ではありません。そうは言っても、

受験には戦略面に加え精神面も大きく影響します。ですので、

私が心がけてきたことを伝えたいと思います。         

私は性格上２つの選択をする際、楽な方を選んでしまうこ

とが多くありいつも挑戦することから逃げてきました。その

ため、私はこの 1 年間は逃げ道を作らないことを心がけてき

ました。私立大学を受験せず、国公立大学の中期、後期試験

で合格したとしても前期試験で不合格となれば浪人すると決

めていました。こうすることで自分の目指すところが明確に

なりモチベーションを高めたまま志望校合格に向かうことが

出来たと思います。 

最後に、両親や先生からの助言を聞き入れることも必要だ

とは思いますが、最終的には自分の道は自分で決めることが

重要であると思います。自分で決めたことは後に後悔しない

からです。進路の選択は難しいと思いますが妥協せず悔いの

ないほうを選んでください。応援しています。 
 

文系（文Ⅱ） Y 先輩 

熊本大学 法学部 法学科 

私は熊本大学法学部法学科に前期試験で合格することがで

きました。私がこの学部を志望した理由は特にありませんが、

学部選びは受験において非常に大事です。なぜなら、受験す

る大学によってセンター試験や二次試験で必要な科目が異な

るからです。自分の得意科目と照らし合わせて考えると良い

と思います。 

 私はサッカー部に所属しており、練習も試合もハードで勉

強がなかなか手に付きませんでした。しかし、毎日の宿題や

週に一度の小テスト、定期テストの勉強に徹底的に取り組む

ことによって学力を維持することができました。部活で忙し

くてもこういった基礎基本は絶対に欠かすべきではありませ

ん。部活に所属している生徒は、引退した後本格的に受験勉

強に取り組んでいくと思います。受験勉強ではまず自分に合

った学習環境を見つけることが重要です。私は基本的に学校

の自習室で勉強していました。自分が座る席を決めて、誰よ

りも早くその席に座ることを心がけていました。 

私が受験勉強において後悔していることは二つあります。 

一つは学習の計画をあまり立てていなかったことです。自

分の現状と目標を照らし合わせて、自分が今何をすべきかを

考えることはとても大事です。その時の気分や、やりたい科

目をやっていると点数が偏ってしまいます。苦手科目がある

と進路選択の幅が狭まってしまうので、バランスよく点数を

伸ばしていくことが理想です。特に嫌いな科目は無意識の内

に避けてしまいがちなので意識的に計画に組み込むと良いで

しょう。 

私が後悔している事の内のもう一つは、基礎基本の徹底で

す。先ほど基礎基本は不可欠だと言いましたが、受験勉強を

していると焦って見落としがちになってしまいます。センタ

ー試験が近づいてくるにつれて、英単語や古文単語を蔑ろに

してしまいますが、そのようなときこそ基本を忘れないよう

にしましょう。 

受験勉強は、とても長く苦しいものです。成績がなかなか

伸びないこともありますが、いきなり点数が上がることはよ

くある事です。皆さんの努力が無駄になることは絶対にない

ので、途中であきらめないでください。応援しています。 

 



理系・物理 N 先輩 

九州大学 共創学部 共創学科 

私は塾も行きませんでしたし、学校の勉強以外で何か特別

なことをやったといえば、英単語準１級レベルを全て暗記し

たこと、物理の問題集(らくらくマスター)を繰り返したこと

の二つしか本当に思いつきません。つまり何が言いたいのか

というと、ほとんど学校の勉強だけで九大に行ける、という

ことです。 

 では、学校の勉強とは何か。それは、毎日の授業はもちろ

ん、日々出される宿題、カテガク、毎週ある朝テスト、そし

て定期考査のことです。それらを限りなく完璧にやっていけ

ば、結果が出ないなんてことはあり得ません。九大に行けま

す。 

 いやいやそれが難しいんでしょ？と思ったそこのあなた、

本当にそうですか？特に部活を言い訳にしている人、本当に

そうですか？時間がないなんてガキみたいな言い訳はそろそ

ろやめましょう。時間は自分で作り出すものです。もしあな

たが授業中寝ずに真剣に先生の話を聞いてその都度理解して、

わからなかったら後で聞きにいく、といったことをしていれ

ば、宿題を仕上げるスピードも上がるし朝テストの勉強もほ

とんどしなくていいのです。定期考査の勉強も、わざわざ一

からする必要もないのです。余った時間で他の勉強をするも

よし、趣味に没頭するもよし。時間はそうやって作っていく

のです。私は部活はやっていませんでしたが、習い事をして

いました。週 4 回、平日です。部活生はもっと忙しいと思い

ますが、その中で一体どんな工夫ができるのか、自分で考え

てみましょう。強調しておきますが、それだけで本当に九大

に行けます。騙されたとでも思って一週間だけでもやってみ

てください。自分で工夫をしていくのは、意外と面白いもの

ですよ。 

 最後に、人として大切なことを忘れてはならないというこ

とを付け足しておきます。授業中に寝るというのは人として

どうか、ということです。一回の授業をするために先生方が

どれ程の準備をなさっているか、皆さんは知っていますか？

それに対して寝るなんてことは、人として完全に間違ってい

るとは思いませんか？いやこの先生の授業はつまらないし、

自分のためにならない。だから私は勝手にやるんだ。そう考

える気持ちは確かにわかります。しかしそうやって勝手に勉

強を進めていくことに道徳的な価値がないことをいつも頭の

隅に置いておいてください。朝テストもそうです。合格する

まで付き合ってくださる先生方の気持ちに応えたい。勉強が

できるようになるとか、それ以前に、人としてどうあるべき

かということを考えれば、自ずと良い方向へ歯車が動き出す

と私は思います。そうやって、皆さんが勉強を通して、人と

して成長していくことを、私は北筑の一人の先輩として願っ

ています。 

 

理系・物理 O 先輩 

山口東京理科大学 薬学部 薬学科 

私の合格までの道をいくつかに分けて紹介していこうと思

います。 

 
１、受験勉強を始めた時期 

私は、３年生の５月まで弓道部で活動していましたが、本

格的に受験勉強を始めたのは、３年生に上がる前の春休みで

した。振り返ってみるとこの時期に始めたのが合格への第一

歩だったように思います。勉強を本格的に始めた頃に、どう

しても成績で勝てなかった人が何人もいました。勉強を始め

てすぐに成績が上がるわけではなくずっとその友達に負けて

いました。我慢の時期が続きました。しかし、早期に始めた

ことにより夏休みの頃から成績が出始めて、10 月頃には九州

大学もＢ判定が出るようになり、その友達とも肩を並べるこ

とができるようになりました。だから、最初の一歩を踏み出

す時期は、早めにするということをお勧めします。 

 

２、第一志望を決めた時期 

これに関しては、忘れもしない出来事でした。１年の 11 月

進研模試の後に、永島先生から呼び出され「九大を目指さな

いか」と言われました。この言葉により漠然とはしていたも

のの、私は九大に行くことを決めて頑張るようになりました。

結局九大には落ちましたが、そのレベルまで学力が上げれて

山口東京理科大学の薬学部に受かりました。だから、明確な

目標を持ち続ける事が大事だと思います。 

 

３、有効的だった勉強 

これは永島先生がやってくれたことになるのですが、まず

１年生６月頃から朝課外の前 7:00 から数学の上位者指導 K-

ｔｒｙをやってくださったことが、一番影響が大きったと思

います。K-try では、進研模試の過去問や大学入試の問題を

早めに解いており、基礎から少し応用したものを解きました。

ほかにも永島先生には、苦手対策用に分野ごとの授業動画を

作ってくださったり、先生が授業中の板書をデジカメで撮り、

自宅でスマホにより授業の復習ができるようにしてくれまし

た。自分がしていたものとしては、復習がメインの勉強です。

特に解けなかった問題をまとめていたのが後から助けになり

ました。それと、寝る前に今日学んだことを思い返すのも効

果的でした。 

 

４、最後に 

受験は団体戦ということをよく言われますが、ほんとにそ

の通りであり、「クラス全員が出席 100％」を目標とし、それ

が達成でき、朝のＨＲ後や掃除の後もクラス全体が学習する

雰囲気ができたことが大きかったと思います。継続して目標

を持ち続けるためには、クラスの雰囲気はかなり影響します。

そして、できるだけ友達と教え合いをして、お互いを高めて

いくことも向上することに繋がったと思います。しかし、周

囲が違う参考書を使っているからといってそれにすぐ飛びつ

かないようにしてください。自分の勉強の仕方はある程度継

続が大事です。しっかりと自己分析してやるべきことをやり

ましょう。これから受験の人は参考にして頑張ってください。 

 

どうぞ 41期生のみなさん！   応援しています。 


