
＜先輩からのメッセージ＞ 

令和 2年 3月卒業生から後輩へ受験についてのアドバイスです。 

 

「勉強のコツ」   

広島大学・教育学部・人間形成基礎系教育学系  近 藤 壮 真 

私がこの一年間の受験勉強を通して学んだ自分なりの勉強のコツをいくつかみなさんに

伝えたいと思います。今から伝えることが少しでも皆さんの受験に役立てば幸いです。 

 まず私が成績を上げるために最も重要だと思うことは復習です。よく復習は大事だと耳

にすると思いますが、意外としている人は少ないなと感じます。また復習している人でも、

やり方の質を上げればより効果が上がります。例えば、マーク模試の復習をするとします。

その際、私たちは自分が間違った問題のやり直しに気をとられがちです。もちろん間違った

問題をやり直すことは重要なのですが、それと同様に、明確な根拠はなかったがなんとなく

勘で正解してしまった、という問題のやり直しも重要です。マーク式の問題だと確信はなか

ったが運よく正解の記号を選ぶことは結構あると思います。ただそれは自分の確かな実力

ではないため、本番で似たような問題が出題されても、同じように正解できるとは限りませ

ん。勘で正解した問題ほど、なぜその答えが正解なのかという明確な根拠を復習して理解す

ることで、確かな実力を身につけられます。（勿論、間違った問題も同様です。） 

また、より効率的に復習を行うために、復習ノートを作ることもおすすめします。たくさ

んのテストを復習していくうちにどうしても間違えてしまう苦手分野が出てくると思いま

す。私は、その分野の問題をコピーし、ノートに貼っていました。そうすることで自分の苦

手分野を重点的に取り組むことができ、復習の効率が上がりました。また、模試や本番前に

このノートを見直し、自分の勉強の痕跡を見ることで、心を落ち着かせることができたとい

う点でも有意義でした。 

 次に、自分の中で身近なライバルを作ることも効果的です。私は基本的に怠けやすい人間

です。だからすぐに「このくらいでいいだろう」と妥協しそうになります。そんなときは、

自分と競う成績で、自分よりも一層勉強しているだろう人の顔を思い浮かべるようにして

いました。そうすることで、「ライバルに負けたくない」という気持ちが沸き上がり、自分

を追い込むことができました。 

 最後に、周囲の雰囲気に流されないことも大切です。受験勉強に対して真摯に取り組む人

がいる一方、なかにはそうでない人もいます。時には、息抜きをすることも大切ですが、周

囲の雰囲気に流されず、メリハリのある学習をするように心がけてほしいです。 

 受験というものはその合否ばかりが重要視されがちです。しかし、最も大切なことは目標

に向かって努力する過程にあると思います。結果だけにこだわらず、自分が成長しているこ



とを実感しながら、悔いが残らないように受験勉強に取り組んでほしいです。私も陰ながら

応援しています。 

 

 「わたしなりの勉強法」   

広島大学・理学部化学学科  奥 山 桜 衣 

「皆さんに夢はありますか？」 

この質問に対して答えられなかったり、聞き飽きたと思ったりした人は、少なくないので

はないでしょうか。わたしは、はっきりとした夢をもっていなかったので、この手の質問は

苦手でした。 

そんなわたしでも行きたい大学を決めることができたのは、日々勉強をし、努力を積んで

いたからです。勉強がめんどうくさい、嫌だと感じる人は多いと思います。もちろんわたし

も、勉強が嫌になった時期がありました。しかし、明確な目標がないからこそ、「どこの大

学にでも行けるように」と、万全の準備をしてきました。そのうち、わたしは理系の研究が

しっかりできる国公立大学に行きたいと考えるようになりましたが、それを目指せるくら

いの成績をキープしておくことができました。 

勉強の仕方は人それぞれ違います。もう自分なりの勉強法が確立している人は、それを最

後まで貫いたほうがいいと思います。しかし、まだ悩んだり不安を抱えたりしている人は、

わたしの勉強法を紹介しますので、ぜひ試してみてください。もちろん、そのまま実践して

も、自分に合った形に工夫しても問題ありません。 

 

★私が取り組んだ勉強法 

 ① 授業中にメモをとる 

・授業プリントや黒板に書いてないことを、プリントの端にメモする 

→先生が口頭でおっしゃられることは、二次試験の勉強時などに大変役立ちました。 

② やることリストをつくる  

・思いついたときに書けるように、リストをポケットにいれておく 

→100 円均一等に売ってあるリストの付箋で構いません。それを下敷きなどに貼り、常

に確認して行動するよう心掛け、やり忘れなどを防ぎました。 

③ 自分ノートをつくる  

・教科ごとに、自分が覚えたいことを書き出す  

→試験前にはこのノート 1 冊だけで大丈夫という位、自分の苦手なポイントや暗記ポ

イントをまとめておきました。特に、シャーペンシルより青色のペンがオススメ！ 

④ 先生に質問にいく  



→家で解いてわからない箇所に付箋を貼っておき、授業担当ではない先生でも積極的

に質問にいき、早めの解決をしました。 

 ⑤ 勉強や進路の悩みは自分だけで考え込まず、いろんな先生に相談にいく  

→担任の先生以外にも、いろいろな分野の先生に相談することで多様な意見が聞けて

参考になりました。 

 ⑥ 一緒に勉強できる友達を見つける 

→平日は最終下校時刻まで教室に残り、土日などの休日も一緒に学校に出てきて勉強

に励むことができるので、良い刺激になりました。 

 

 以上のような形で、わたしはこの 3 年間勉強に励みました。一つでも、後輩のみなさんの

勉強の助けになれば幸いです。大変だとは思いますが、受験勉強頑張ってください。 

 

「要は何事も頑張れるかどうか」   

山口大学・国際総合科学学部  山 﨑 駿 人 

僕からは英語と、大切な事について話したいと思います。 

まず英語についてですが、暗記系の科目などと違って受験直前に知識を詰め込んだとし

ても急激に成績は上がりません。僕の周囲にも、英語に苦しめられていた友達は沢山いまし

た。受験のカギを握るのは、英語だと思います。 

だから英語の受験勉強を始めるのは、これを読んだ今日からです。毎日コツコツと単語や

構文を覚えて、英文をたくさん読んでおくことが大切です。一冊の単語帳を何周もして、完

璧に暗記してから次に進むのがいいと思います。大切なのは、反復して確実に身につけるこ

となので、単語は一冊の単語帳を一途にやりこむことです。何冊も買って浮気をするのは効

果減だと思います。そして、完璧に覚えたと感じたら、新しい相棒となる単語帳を見つけて

ください。また長文を日頃から読むことで、読む速度と理解力が UP します。その際に音読

するのも、効果が大きいと思います。僕が実感するのは、やれば伸びるということです。コ

ツコツが、勝つコツです。これはどの教科においても当てはまります。 

そして、英語検定等の資格を取っておくこともお勧めします（最低でも２級合格を目指そ

う）。合格した友達の中には、英検を取っていたおかげで、厳しい競争の中で合格を勝ち取

った人がいます。僕自身も英検の準一級を取得していたことで、センター試験の英語の点数

が満点換算になり、かなりアドバンテージを得ることができました。来年度から入試形態が

変更されてしまい不透明な部分もありますが、持っているに越したことはないです。 

次に、受験や高校三年間で大切な事についてです。僕は、この三年間は、自分が一番した

いことを見つけてそれを実現するための、「下準備の下準備期間」だと思っています。その

ため大切なのは、漠然としたものでもいいから、何か目標を持つことだと思います。その目



標が頑張る糧になってくれるはずです。また、受験は勉強が全てではありません。部活や学

校行事など、様々な面での頑張りが、色んな形で受験に活きてきます。だから総体期間や養

基祭期間は、全力でそれに夢中になっていいと思います。そこで完全燃焼して、「ここまで

頑張れたんだ」という自信を胸に、受験に立ち向かってください。また、環境も大事です。

一生懸命頑張っている友達や応援してくれる友達がいたから頑張れました。一緒に切磋琢

磨できる友達をみつけてください。 

受験を経験して、合格に必要なのは学力だけでなく、「目標、メンタル、環境、健康、努

力」だということを学びました。こんな凡人の僕でもできたのだから、後輩のみんなならば

もっとやれるはずです。この三年間に無駄なことなんて何ひとつありません。また、親や先

生方は、たくさんのアドバイスをして私たちを支えてくださいます。しかし、いい意味でも

悪い意味でも、これからの長い人生はすべて自分自身のものです。これからの自分の将来の

ために、この三年間を頑張れるかは、全て自分次第だということを忘れずにいてください。 

最後に僕の好きな言葉を贈りたいと思います。 

 

“苦しいから逃げるのではなく逃げるから苦しくなる。この世は嫌なことばかり。それ

でもやらねばならぬことばかり。どうせやるなら喜んでやろう。だって私の人生だも

の。” 

 

みんなの合格と活躍を願っています。 

 

「受験で大事なこと」   

佐賀大学・医学部・看護学科  秋 吉 ひ よ 梨 

 私が、皆さんに伝えたい「受験において大事なこと」は三つあります。 

 一つ目は、大学の入試制度を確認しておくことです。私は、佐賀大学を受験する際に、英

検を利用したことで、英語の点数を実際にセンター試験でとった点数よりも高い点数に換

算できました。早い段階から、進学を検討している大学の入試制度を知っておくと、自分に

有利なように事前の対策できると思います。 

 二つ目は、苦手な教科は早いうちからしっかり勉強するということです。私は理系科目が

苦手で、その中でも特に化学が苦手でした。二年生の時からきちんと苦手をつぶしていれば

よかったけれど、放置してしまっていたので、三年生になってから初歩的な化学の知識から

やり直さなければなりませんでした。二年生の時にわからないところを自分で復習してい

たり、先生や友達に教えてもらっていたりしたら、このようなことにはならなかったと思い

ます。「あの時もっと勉強していれば…」と後悔しないためにも、早いうちから苦手科目の

克服に取り組んでください。 



 三つ目は、小論文や面接の試験を受ける人に向けてですが、自分が受ける大学や自分が進

む学科、自分がなりたい職業に関して徹底的に調べてください。しっかり調べることで、小

論文や面接に生かされるし、自分がどうしてその道に行きたいのかを見つめなおすことが

できます。また、面接官からの追求質問にも上手に対応できる力をつけることができます。

小論文や面接が必要な人は、今日にでも一度大学のことなどを調べておくことをおすすめ

します。 

 今からしっかりと勉強しておけば、きっと自分が行きたい大学にいけると思います。受験

勉強は辛いことばかりですが、がんばってください。応援しています。 

 

「推薦入試について」   

佐賀大学・医学部・看護学科  浦 脇 佑 実 

私は、推薦入試で大学に合格をしました。推薦入試と聞くと、「推薦だから簡単そう」と

か、「受験が早く終わって楽そう」とか、そんなイメージがあるかもしれません。私も高校

生になったばかりの頃はそういう風に思っていました。しかし実際は、推薦入試で合格する

保証はないため、推薦入試の勉強とセンター試験の勉強を両立させなければいけません。そ

れは、体力的にも精神的にも大変なので、決して楽なものではありません。しかし、推薦入

試のいい所は、面接などを通して、志望校に対する熱意や、将来の目標を自分の口から伝え

られる所です。自分の思いを伝えるためには、なぜその大学でないといけないか大学につい

てしっかり調べたり、将来の目標を具体的に考えたりする必要があります。 

まず、大学を調べるというのは、志望校だけの話ではありません。もちろん志望校につい

てたくさん情報を集めることは大切なことですが、他の大学の教育理念やカリキュラムを

調べることも非常に重要です。いろいろな大学を比較してみて、1 番自分のやりたいことを

実現できる大学を見つけられるといいと思います。 

次に、将来の目標を具体的に考えるということについてです。1・2 年生の中には、「将来

は〇〇になりたい！」とか「〇〇をしたい！」などと夢を持っている人も多いと思います。

そんな人はぜひ将来のことを漠然とではなく具体的に考えてみてください。私は実際に、

「あなたは大学を卒業した 5 年後、どんなことをしていると思いますか？具体的に教えて

ください。」と面接で聞かれました。将来のことを具体的に考えることで、新たに学びたい

ことを発見したり、自分の将来を見つめ直したりできると思います。受験生になると、嫌で

も勉強に集中してしまうので、将来のことをじっくり考えるのはきっと今しかできません。

ぜひ今の時期に自分の将来をじっくりと、そして具体的に考えてみてください。 

これから先大変なことがたくさんあると思います。そんな時は、周りの友達や先生と協力

しながら乗り越えていってください。応援しています！ 

 



 

 

 

 

「受験で大切なこと」   

佐賀大学・教育学部・初等教育主免専攻  古 賀 莉 彩 

私は、皆さんに私の話を踏まえて受験勉強で大事なことを伝えたいと思います。 

 正直に言うと、私は、三養基高校に入学した当初は、成績が悪く、順位も下から数えたほ

うが早い方でした。それでも焦りや不安よりも、勉強したくない気持ちが勝ち、一年生の間

はテスト前だけ勉強をし、普段はほとんど勉強をしないような生活をしていました。しかし、

一年生の終わりごろに大学調べをした時に、自分が行きたい大学が見つかり、そこから少し

ずつ勉強をするようになりました。私は、部活をしていなかったので、二年生の時は、平日

は毎日欠かさず放課後に学校で一時間、家で二時間の計三時間勉強をし、休日は四時間して

いました。そしてテスト前には、自分の気が済むまで勉強をしていました。このようにして

少しずつですが成績を伸ばすことができ、よい状態で受験のスタートを切ることができま

した。 

ここで私が皆さんに伝えたいことは、地道に勉強をし続ければ、必ず結果がついてくると

いうことです。毎日膨大な時間勉強をする必要はありません。部活をしている人は二時間、

部活をしていない人は三時間、携帯から離れ勉強机についてください。そしてそれを毎日続

けてください。最初は思うような結果にならないことがありますが、諦めず自分を信じて勉

強をし続けてください。おのずと結果はついてきます。 

もう一つ皆さんにやってほしいことがあります。それは模試のやり直しです。模試は定期

考査よりも難易度や形式が入試に似ているので、模試で出た問題は入試でも出るというぐ

らいの気持ちを持っていてください。そして、必ず模試が終わったその日に、復習してくだ

さい。受験間近になると模試が毎週のようにあります。後回しにすると復習が追いつかず、

効率も悪くなります。そのため、必ずその日に復習を行うように心がけましょう。 

 最後に、受験を終えた今、皆さんに伝えたいことがあります。受験は辛いです。楽ではあ

りません。投げ出したくなることが何回もあります。そのような時は、周りで必死に頑張っ

ている友達を見てください。私の目には、そのように必死に取り組む友達が格好良く映り、

「自分ももっとやれる！」という気持ちになりました。皆さんもきっとそういう気持ちにな

るはずです。辛いことは一人で抱え込まず、友達と支え合いながら受験を乗り切ってくださ

い。そして最後にもう一度だけ言います。勉強を地道にし続けてください。私は、諦めずコ

ツコツと勉強をし続けた人だけが、受験に勝つことができると思っています。皆さんのこと

を応援しています。 



 

 

 

 

「伝えたいこと」   

大分大学・福祉健康科学部・理学療法コース  大 島 和 暖 

 私から皆さんに伝えたいことは、二つあります。 

一つ目は、自分なりの勉強方法を探してほしいということです。勉強の仕方一つで集中力

や効率が大きく変わってきます。言われたことをただこなすだけでは、楽しくないし、成績

の向上につながりません。どうしたら点数が上がるか、自分の苦手なところをどのように克

服するかなど、自分で考えながら勉強することで、自分なりの勉強方法を見出すことますし、

楽しく充実した学習ができるようになります。色々やり方はあると思いますが、参考までに

私の勉強方法を紹介します。 

まずわたしは、自分が「すごい」と思った人の隣で勉強することから始めました。私は勉

強するのがあまり好きではなく、机に座ってもすぐに集中力が切れ、勉強がはかどらないと

いうことが多くありました。しかし、隣で勉強する「すごい」人を見ると、私の集中力が切

れても、関係なく集中して勉強を続けています。それを見ていると「自分もやらなければ」、

と思うようになり、勉強を続けることができました。それを繰り返すうちに、自然と一人で

も集中して学習できるようになります。 

次に、苦手な分野を前向きに捉えて学習しました。苦手分野を克服するのは大変ですし、

時間がかかります。しかし、私はマイナスに考えずに、「点数の伸びしろが得意科目より大

きいはず！苦手分野は点数の宝庫！」と考えながら勉強していました。そうすることで、不

得意分野の学習も頑張ることができました。「そんなことで勉強意欲が湧くのか」と思うか

もしれません。しかし、人は意識次第で意外と変わるものなのです。一度騙されたと思って

やってみてください。勉強の仕方は人それぞれですが、まずは「意識」を変えることが大切

なのかもしれません。 

二つめは、何事にも全力で取り組んでほしいということです。今は部活動や習い事、遊ぶ

ことなど様々なことに取り組んでいると思います。それらのことを全力でやりきってくだ

さい。いまはよくわからないかもしれませんが、必ずどこかで役に立ちます。なぜなら、私

の場合は小論文で役に立ちました。今まで頑張ってきた部活動をはじめ、人との接し方など

日常の様々なことが小論文を論じる上で必要になります。常に全力で取り組むことで日常

生活を送る中でも主体的に考えることが増え、いろんなことについて考えることで自分の

中に自分だけの哲学が形成されるようになります。小論文を論じるには自分自身の考えが

必要なため、この哲学は大いに役に立ちました。特に受験に小論文が必要な人は、様々なこ



とに興味を持って、自ら関わっていくような主体性を持って生活してみてください。 

以上のことが私の皆さんに伝えたいことです。これからの目標を決め、行動するのは自分

自身です。目標実現のための努力は惜しまないでください。その努力は結果には結びつかな

いかもしれません。しかし、絶対に今後の生き方へとつながります。皆さんのご活躍を心よ

り祈っています。 

 

「理系選択者へのアドバイス」   

大阪市立大学・工学部・電気情報工学科  吉 井 豪 志 

受験は身体的にも精神的にもきついものです。それに打ち勝つためには信念が必要です。

自分で合格したい大学を決め、その大学が本当に合格したい大学ならば、受験というきつい

ものにも打ち勝てると、私は思います。以下は、理系選択の後輩に向けアドバイスを記しま

す。 

まず、英語についてです。英単語は自分が持っている単語帳で知らない単語がないぐらい

覚えてください。単語を知らずに英語は読めませんから、日本語で言う漢字を知らないみた

いなものです。次は文法ですが、慣れが大事だと私は感じるので、習慣的に長文を読むよう

にしましょう。そして、二次試験では自由英作文がある大学が多いです。そのため、自分が

書きたい文を英語に訳せるように備えておくことが大事です。思うに、英語は単語力と「慣

れ」なので、早い段階から多くの英文に触れておくべきだと言えます。 

次に化学について。化学は理系科目ですが、暗記重視の科目でもあります。覚えるしかな

いものに関しては、ひたすら覚えてください。それから、先生が授業時におっしゃるちょっ

とした豆知識なども、ちゃんと聞いておくと良いです。模試や入試問題で出ることだってあ

ります。そして一番大事なのは、化学図録を完全網羅することです。授業をきちんと受けて

化学図録をしっかりと覚えれば問題ありません。 

物理については、現象理解が大事です。使える公式を覚えて現象を常に理解するように心

がければ、問題を解くことができるようになるでしょう。 

最後に数学です。数学は本当に基礎が大事です。もし数学が全然解けなくて困っている人

がいるのならば、まずは徹底的に基礎から理解していくべきです。基礎はしっかりと理解で

きているが、応用問題が解けないという人は、日頃からすぐに解答を見るのではなく、一度

先生などにその問題のアプローチの仕方を聞いてみてから解いてみてください。数学の問

題というのは、アプローチができるかできないかで分かれることが多いです。そのため、ど

うやってアプローチするのかを学び、アプローチができるようにしておきましょう。そして

難関大学の問題を解きたい人は、良問問題集をひたすら解くことをおすすめします。難関大

学はアプローチができるが解けないという問題が多いです。そういう問題はアプローチの

バリエーションが大事です。そこで良問問題集を網羅して、アプローチのバリエーションを



増やしてください。 

最後に私が使っていたおすすめの問題集などを紹介しておきます。頑張ってください。 

・鉄緑会 東大英単語熟語 鉄壁 

・視覚でとらえるフォトサイエンス 化学図録 

・化学標準問題精講 

・厳選！ 大学入試数学問題集 理系 262 

・YouTube チャンネル「Mathematics Monster」 

 

「苦しみの先にあるもの」   

北九州市立大学・法学部・法律学科  内 田 麗 奈 

私は、センター試験で失敗し、目標点に届きませんでした。そのせいで、私の令和二年の

二月は吐きそうなくらい苦しかったです。その苦しみこそ、頑張った証だと今なら思えます

が、できればそのような地獄の苦しみを味わわなくていいように、私から後輩の皆さんに伝

えたいことがあります。以下の三点は、ぜひ共通テストまで続けてほしいです。 

 一つ目は勉強をルーティーン化することです。高校総体などが終わって、急に一日数時間

も勉強時間が増加するのは辛いです。しかし勉強をルーティーン化できれば、身体がそれを

覚えるので勉強も楽になります。例えば、私は 6 時半に帰宅し、それからお風呂と夕食を順

に済ませて、8 時から勉強。このように勉強の開始時間を固定し、ルーティーン化すれば割

と楽に机に向かうことができました。 

 二つ目に、科目の優先順位を決めることです。得意な科目から取り組むのではなく、苦手

な科目から取り組むことが大切です。その中でも特に優先してほしいのは、英語です。英語

の点数を上げるには英文に慣れるしかなく、それには時間がかかります。だから、後回しに

すれば、自分の首を絞めることになります。また、文系の生徒には国語の勉強をお勧めしま

す。国語もきちんと解き方がわかれば、問題に左右されずムラなく高得点が取れるようにな

ります。私も、三年九月時点で国語は 200 点中 89 点でしたが、センター試験本番では１５

０点、記述模試では学年 1 位になるほど点数が上がりました。 

 三つ目に、我慢しすぎないことです。私は勉強前に 30 分間、好きな動画を見たり、食べ

物に関しては太ってもいい覚悟で、好きなだけ食べたりしていました。受験期は勉強以外で、

ストレスをためないことが大切です。 

 また、二次試験が小論文のみなさん。小論文対策は、大変苦しいです。一つ書くのに時間

はかかるし、書くための材料を考えたり、文章構造を工夫したり、自分の意見を述べたり…

脳が異常に疲れます。先生の添削もダメ出しの嵐で、私は先生の前で何度も泣いた程です。

小論文対策は、誰もが最初からスラスラ書けるわけではないので、そこからある程度書ける

ようになるまでには時間が必要です。特に私のように、一次試験で失敗して志望大学が C 判



定など厳しい結果となった人には、確かな手ごたえのない小論文対策は、先が見えず苦しい

です。しかし、その先にしか合格はないので、根気強く取り組んでください。 

 最後に、試験当日には、自分なりのお守りを持って行ってください。私の場合は、好きな

アイドルとのチェキを胸ポケットに入れていました。そうすると、今まで以上の力が出せる

気がします。これに関しては、受験直前の不安な気持ちに打ち勝つための、最後の自己暗示

です。 

 受験は苦しいです。特に、C 判定以下の生徒には苦しいことしか待っていません。私は

「もう一度、高校生をしたいですか？」と聞かれれば、「受験があるので嫌です」と答える

と思います。しかし、それほど頑張ったことは必ず後の人生の糧になるし、その先にしか合

格はないということを、身をもって実感しています。人より苦しんだ私のような人の春は、

いつもより暖かく、キラキラしています。 

 

「大切なこと」   

北九州市立大学・文学部・人間関係学科  鵜 池 菜 月 

私は受験を通してたくさんのことを経験しました。その経験の中で大切だと感じたこと

を伝えたいと思います。 

一つ目は、志望校の受験制度についてよく調べることです。私は推薦入試で大学に合格す

ることができましたが、推薦入試を受ける決め手になったのは、推薦入試の受験科目が小論

文のみだったのに加えて、一般試験もセンター試験の点数プラス小論文の点数で合否が出

されていたからです。どちらにも小論文があることが分かり、「推薦入試を一般試験の練習

と思って受けてみたら」と進められた時も「それならば受験してみよう」と思いました。ま

た、大学によっては普通の推薦入試とは別に部活動や英検などの資格、ボランティア活動な

どで条件を満たしていれば受けることができる推薦の枠があります。志望校が決まってい

る人や、興味がある大学がある人はぜひ調べてみてください。 

二つ目は、いろいろなことに興味を持っておくことです。これは特に入試で小論文がある

人に向けてですが、事前に小論文の問題が分からない場合は、知識は持っていれば持ってい

るほど武器になると思います。実際私が小論文の過去問を解いたときは、少しでも自分が聞

いたことがある又は知っていることに関する問題と、初めて読むような問題では、全く書き

やすさも完成度も変わってきました。 

 三つ目は、自分に合った学習環境を見つけることです。人によって一人のほうがいい人や

友達と一緒のほうがいい人、家のほうが集中できる人や環境が変わった方がいい人など

様々だと思います。私は家だとすぐに集中力が切れてしまっていたので、家ではないところ

で勉強するようにしていました。早いうちに自分に合った勉強ができる環境を見つけるこ

とが大切だと思います。 



 受験勉強はつらいことやきついことの連続です。しかし、諦めずに勉強して努力したこと

は自ずと結果に出てくると思います。自分が納得のいく努力をして、来年再来年の受験でみ

なさんが志望校に合格できることを祈っています。頑張ってください。 

 

「後悔しないために」   

福岡女子大学・国際文理学部・国際教養学科  中 村 明 香 里 

 まず私が受験で大切だと思うのは、「自分で考え決めること」です。大学受験では、志望

大学やそれに伴う科目選択など、深く考えずに決めてしまっては一生後悔するような選択

になりかねません。先生方からも言われると思いますが、志望大学を落とすのは簡単です。

逆に志望大学のレベルを上げた人は私の周りでは知りません。私は一年生のころからオー

プンキャンパスに行き、二年生になる頃には志望大学を先生に相談し本格的に調べ始めま

した。しかし、福岡女子大学に最終的に気持ちが固まったのは三年生の夏頃です。更に上の

大学を先生方に勧められたこともありましたが、今自分が後悔してないのは、早いうちから

自分で大学を調べ自分で真剣に考えて決めたからです。友達や先生に志望理由を聞かれた

とき「先生に言われたから」「親に言われたから」では後々後悔するときが必ず来ます。明

確に理由が言えなくても、「この大学に行きたい」と心から思えるまで真剣に悩んだ人は受

験勉強でつらい時にもモチベーションになると思います。 

 次は「計画を立てる」ということです。はっきり言って、受験勉強で時間が十分に足りて

いる人はいません。時間を無駄にしないために、科目がある程度決まれば大まかでいいので

早めに計画を立てることをお勧めします。個人差はあるかもしれませんが、参考書は最低三

周しないと完全に頭に定着しませんし、地歴と英語などの暗記科目は三周でも足りません。

私は、日本史の場合参考書の通読五周ほど、英単語・英熟語は何十周もしました。このこと

を念頭に置き、一日でできる範囲を考えると時間が足りないことを実感すると思います。し

かし、電車の待ち時間や乗っている時間、朝の HR が始まるまでの時間、休み時間など勉強

に充てられる時間はたくさんあります。私は、英単語・英熟語の毎日のノルマを決め、今挙

げた多くの時間で覚えていました。授業で英語の長文が早く終わり見直しも終わった後は

英単語を、昼休みには弁当を食べながら日本史の問題の出し合いをしていました。少しの隙

間時間でも有効活用していれば、毎日の積み重ねが大きな進歩となるはずです。 

 最後に「諦めないこと」です。受験勉強ではモチベーションを保ち続けることが大切です。

一人では続かない人は友達と一緒に勉強することをお勧めします。私は休日も学校に来て

友達と一緒に勉強していました。友達がいると、自分がつらいときの心の支えにもなります。

時には自分にご褒美をあげても構いません。志望大学のホームページを見るなど、自分なり

にモチベーションの保ち方を工夫してみてください。途中で挫けそうになったときは、ぼろ

ぼろになった参考書を見てください。大丈夫、自分を信じて。最後まで諦めずに、胸を張っ



て頑張ったと言える人は、結果に関わらずこれからの人生への大きな糧となるはずです。皆

さんが、最後に後悔せず笑えるように心から応援しています。 

 

「後悔しないために」   

立命館アジア太平洋大学・国際経営学部  井 上 琴 乃 

指定校推薦で立命館アジア太平洋大学(APU)国際経営学部に合格しました、井上琴乃で

す。突然ですが、私が小さい頃観た学園ドラマにこんな台詞がありました。「大学入試のテ

スト範囲は、あなたの人生全てです。」受験を終えた今、私も心からそう思います。受験は

最後まで何が役立つか分からないからです。 

それを踏まえて、皆さんに伝えたい事の一つ目は、幅広い知識・経験の大切さです。私は

2 年生の春までは国公立大学を志望していました。2 年の夏に参加した日本の次世代リーダ

ー養成塾というサマースクールで立命館アジア太平洋大学（APU）と出会いました。APU

は私にとって理想的な環境、カリキュラムの大学であることを知り、存在を知らないまま他

の大学に進学していたら、きっと後悔していたと思いました。このことは、実体験を通して

進路選択をしたという極端な例ですが、経験は学校生活はもちろん、小論文や面接、集団討

論、志望理由書にも役立ちます。自分は国公立志望だから小論・面接は関係ないと思ってい

るあなた！国公立でも、それらが必要になることは少なくありません。私の周りも対策をし

ている人が多くいました。ワークショップやボランティアに参加する、本を読む、時事映画

を観る、目の前の物事に全力で取り組むなど、自分が出来ることから始めてみましょう。視

野を広げる機会は そこら中に転がっています。周りがどうしているかではなく、行動に移

した者勝ちという事を忘れないでください。 

 また、私はギリギリまで国公立に行くべきか、APU に行くべきか悩み、相談をしました。

親や先生方の意見を聞くこともとても重要です。私たちよりも圧倒的な経験と情報がある

からです。しかし大学に行くのは自分です。親や先生ではありません。自分のやりたい事が

できる場所を見つけられたなら、自信を持って挑戦するべきだと思います。 

 二つ目は、情報収集の大切さです。特に、勉強関連の情報を得る事によって効率的に勉強

を進めることができます。一例ですが、私のクラスの多くの人は YouTube を活用していま

した。沢山ある参考書の特徴の違いを説明してくれる動画や、教科の内容の分かりやすい解

説動画などがあります。頼りすぎは良くありませんが、毎日の勉強と合わせてぜひ活用して

みて下さい。 

 三つ目は、勉強しやすい場所や勉強仲間を見つける事です。自宅で一人勉強するのが苦手

な人や集中力が続かない人におすすめです。私の場合、勉強しやすい場所は、学校と電車の

中でした。定期考査期間に最終下校時間まで残ったり、土日に学校に来て勉強したり。学校

は質問もし放題なので、上手く活用するべき場所だと思います。集中できる環境で、高め合



える仲間と共に勉強する事で、モチベーションを保つ事ができます。私は家に帰って一人で

勉強するのがとても苦手でした。皆さんも部活をして帰るとすぐ眠くなってしまうことあ

りますよね？そのため、私は毎日の行き帰りの電車の時間を暗記に当てたり、自転車に乗っ

ている時はリスニングを聞いたりしていました。日々の勉強の積み重ねは、続けると大きな

力になると思います。 

 まだまだ伝えたいことはあるのですが、最後に、私は受験期を経て、自分自身や仲間が人

間として大きく成長したのを感じました。受験は団体戦、お互いに支え合い、尊敬し合える

ような行動を心がけて欲しいと思います。感謝の気持ちを忘れずに、応援される人であって

下さい。毎日の勉強や部活動、大変な日々だと思います。毎日早く起きて学校に行って、家

に帰れば眠気と戦って—。たまには頑張っている自分を褒めてくださいね。もし聞きたい事

があれば、私でよければ相談にのります。いつでも気軽に連絡をください。みなさんに充実

した高校生活と、明るい春が来ますように！ 

     

 

 


