
合格体験記 

 志望大学に合格した先輩たちが、在校生のために熱いメッセージを残してくれました。皆さんの進路実現

のために大いに参考にしてください。以下の 10の質問に答えてくれています。本文中は番号のみで示して

います。 

① 進路決定の時期・方法 

② １・２年時の学習方法（部活・生徒会との両立について） 

③ １・２年時の学習方法（その他） 

④ ３年１学期・夏休みの学習方法・反省について 

⑤ ３年２学期・冬休みの学習方法・反省について 

⑥ ３年時の学習方法（その他） 

⑦ 実際の学習方法、重要と思われる学習方法 

⑧ 朝学・週末課題・課外授業について 

⑨ 模擬試験について 

⑩ 後輩へのアドバイス 

 

令和 4 年度入試の合格者 

（あ）さん（令和４年３月卒）【九州大学 法学部】 

後輩への言葉・・・「努力するしかない」 

①最初は違う大学の法学部を志望していましたが、目標が高いほうがやる気が出ると思ったので、３年生の

夏休み前に九州大学を視野に入れて勉強し始めました。 

②1・2年の頃は部活と遊びを優先していたため、考査期間以外はほとんど勉強していませんでした。2年の

冬から受験を意識し始めて、基礎から少しずつ復習していました。 

③国公立志望など必要な科目数が多い人は、早めに受験勉強を始めたほうがいいです。間に合いません。 

④3年の夏までに基礎を終わらせて、そのあとは次にある模試を本番だと思ってそれまでに苦手分野を仕上

げるというのを繰り返していました。二次試験対策は、夏休みから 11月の大学別模試までの期間にしまし

た。英語は基本的な問題集から始めて、2月までに長文読解の過去問を 10年分解きました。また、九大は

公民で現代社会が選択できないので、夏休みに『倫理，政治・経済』の勉強をしました。 

⑤秋からは共通テスト対策が中心でした。冬休みはずっと演習をしていました。 

⑥共通テストが終わったあとは、多くの先生方に指導していただきました。私は塾に行っていなかったの

で、先生に解答を添削していただいたり、学校でプレの過去問を解いたりしていました。二次対策を一人で

するのは難しいと思うので、先生に頼るべきです。先生方が親身に教えてくださったおかげで合格できたと

思っています。 

⑦教科書の内容を自分の言葉で言い換える、暗記した後すぐにその範囲の問題を解くなどの方法が私は合っ

ていました。自分に合った勉強方法を見つけることが大切です。 

⑧課外は苦手科目をとっていました。 

⑨模試の復習はしっかりやっていました。間違えたところをノートやルーズリーフにまとめて、空いた時間

に見直すようにしていました。 

⑩最後まで諦めずに頑張ってください。応援しています。 

 

 



（い）さん（令和４年３月卒）【山口県立大学 看護栄養学部 栄養学科】 

後輩への言葉・・・「コツコツが勝つコツ！！」 

①私が志望校を決定したのは 3年の 5月頃です。1、2年生の時は幼児教育について学びたいと思っていま

したが、3年生になる頃から栄養学に興味を持ち始めて、栄養学の学べる大学について調べ始めました。 

②③1、2 年生の時は、部活中心の生活で、定期テストと日々の課題をこなすので精一杯でした。その分、

テスト週間は朝から晩までとにかく猛勉強して定期考査だけは頑張っていました。短期間の暗記になってし

まっていて、あまり身についていなかったので、3年になってから基礎からやり直しました。1、2年生のう

ちから日々の勉強を大切にしてしっかりと土台を作っておけば 3年生になってからが楽になると思います。 

④3年の最初の頃は部活と両立しながらの勉強で大変でしたが、最後まで部活をやりきったことで、志望校

合格という次の目標に向けて気持ちを切り替えられたと思います。部活を引退してから本格的に共通テスト

対策を始めました。1、2年生の勉強の超基礎からやり直しをしました。私は、塾に行っていなかったの

で、放課後は教室に残って、休日は図書館に行って勉強をしました。推薦を考えている人は 2学期からは推

薦対策が始まって、なかなか思うように共通テストの勉強に時間を使えなくなるので、夏までにしっかり基

礎を叩き込んでおくことが大切です。 

⑤2学期は推薦対策が中心で、食に関する本や新聞を読んだり、インターネットを活用したりしてひたすら

情報を集めました。色々な先生にお願いして面接やディスカッションの練習をしていただきました。この時

期はテスト週間、模試、推薦対策とすごくバタバタだけど、どれだけ忙しくても模試の解き直しとまとめだ

けはその日か次の日に必ずするようにしていました。 

⑦まずは苦手をなくそうと、苦手な科目からとりかかりました。学校で使っている教科書や参考書を何度も

繰り返し解きました。夏以降は、時間配分や問題の形式に慣れるようにたくさん過去問や予想問題集を解き

ました。 

⑧朝学、週末課題は大変だなと思う時もあるけど、確実に自分の力になるので、しっかり取り組んだ方がい

いです。 

⑨模試は解き直しが 1 番大切です。点数や判定も大事ですが、解答をよく読んでどこを間違えたのかを把握

することが 1番大切だと思います。毎週のように模試がある時期もあって大変だけど、その日か次の日には

解き直し、まとめをした方がいいです。 

⑩小さくても大きくてもいいので目標を立てて取り組むといいと思います。「この大学に行きたい」、「次

の模試で何点とる」など何か目標があると勉強のモチベーションになると思います！受験は 1人では乗り越

えられません。一緒に頑張ってくれる友達や親身になって指導してくださる先生方への感謝を忘れずにがん

ばってください！応援しています！ 

 

（う）さん（令和４年３月卒）【山口大学 経済学部 】 

後輩への言葉・・・「重く考えすぎずポジティブに！」 

①高校に入学した時に何となくこの大学に入りたいと思うようになり、時間が経つにつれてより現実的にな

ってきました。 

進路は焦って決めようとしなくてもいいと思います。 

②部活については 2年生の途中で辞めたので偉そうなことは言えませんが、全力で悔いのないようにした方

がいいと思います。 

③定期テストの勉強しかしていませんでした。受験勉強は早く始めるに越したことはないですが、目の前の

テストも大事です。 



④僕は 3 年の１学期と夏休みは他の人と比べて頑張っていない方だと思います。やっぱり 3年になったばか

りだとまだ時間はあると思ってしまい、サボりがちでした。夏休みは自分の苦手分野の基礎を固めたり、演

習を積み重ねたりするのが理想的だと思います。 

⑤僕はこの時期になってようやく本格的に受験勉強を始めました。共通テストの配点が大きい大学なので共

通テストの勉強をしていました。具体的には、過去問を解いて間違えたところを中心に復習していました。

冬休みは塾に行って夜 11時くらいまで勉強していました。追い込みは大切です。 

⑦過去問を沢山解くのはとても重要です。本番で似たような問題が出ることもあります。友達にオススメの

参考書や勉強法などを聞いてみるのも良いかもしれません。 

⑨3年生になると模試が沢山あります。嫌になってやりたくなくなることがあると思いますが、1回 1回の

模試を大切に受けてください。また、模試が終わったら出来るだけ早く復習して下さい。 

いい教材になると思います。 

⑩受験勉強は正直つらいです。暗い気持ちになることもあると思います。でも、そういう時こそポジティブ

で気楽に「まあ、大丈夫だろ」と考えるといいと思います。僕はそれで乗り切れました。皆さんの志望校合

格を願っています。 

 

（え）さん（令和４年３月卒）【山口大学 教育学部学校教育教員養成課程教科教育コース音楽教育選修】 

後輩への言葉・・・「努力は裏切らない」 

①私が志望大学を決めたのは高２の３学期ぐらいでした。県内の国公立に行きたかったのと、ずっと続けて

きたピアノを活かし音楽の勉強がしたかったので山口大学を目指すことしました。 

②1、2年生の頃はほとんど部活や習い事を優先してしまい、テスト週間の時しか勉強を頑張っていません

でした。そのせいで基礎が全然身についていなかったりしたので、1年生の頃からきちんとやっておけばよ

かったと後悔しました。1年生の頃からきちんとやって損することは絶対にないので勉強はしておいた方が

いいと思います。 

③高２の３学期ぐらいから少しずつでも毎日勉強する習慣をつけようと、毎日やることを決め、どんなに部

活で疲れていてもそれだけはやるようにしました。そこから、余裕のある日は決めたこと以外もやるように

なり少しずつ勉強時間を増やしていきました。 

④6月に部活を引退してからは、学校のある日は 6時間、休みの日は 10 時間を目標に勉強しました。身に

ついてなかった基礎を中心にやってたまに共通テストの過去問や予想問題を解いたりしました。放課後学校

に残ったり、夏休みも課外の日の午後残ったりして勉強しました。家でやるより学校で友達とやることで集

中できたし、励ましあってやることができました。夏休みは、無駄にしてしまった時間もあったのでそこは

反省しています。 

⑤2学期からは演習を中心にやりました。問題を解くことよりも、解説を読んでわからなかったところを理

解することに時間をかけました。冬休みも学校が開いている日は毎日行って勉強しました。英単語や古文単

語は覚えれば覚えるほどいいと思うので、直前までやるべきです。 

⑥私は塾に行っておらず効率のいい勉強の仕方や、時間を無駄にしない問題の解き方などがわかりませんで

した。なので、友人や先生の話の中にあったことなど、とにかくいろいろやってみて自分に合う勉強法や解

き方を見つけました。スタディサプリも利用して、苦手な単元の講座を見たり、古典はスタディサプリを一

通り見て基礎から覚え直したりしました。あと、リフレッシュをすることはほんとに大切だと思います。私

は 15 分しか開けないようにして YouTube も見ていたし、音楽を聞いたりしていました。きちんとメリハリ

をつけてやれば、スマホを完全に放置する必要はないと思います。 



⑦共通テストでは、知識ももちろん大事ですが時間内に解くために解き方もとても重要だと思います。大問

の解く順番を変えてみたりして、自分に合う解き方を見つけました。電車に乗っている時間や 10分休憩な

ど隙間時間も無駄にしないようにしました。また、私は二次が実技だったので、共通テストが終わるまでは

毎日 1時間〜2時間、終わってからはできる時間はひたすら練習しました。共通テストが終わってから学校

に登校した時も自習時間に音楽室で練習させていただきました。二次が実技の人はほんとに練習あるのみだ

と思うので時間が許す限りひたすら練習するしかないです。 

⑧1、2年生の頃は正直朝学や週末課題を適当にやってしまっていました。ですが、3年になってその積み重

ねが重要だったと身に染みて感じたのでちゃんとやらなかったことをとても後悔しています。課外は私は自

分のペースで勉強したかったので夏休み以外とっていませんでした。夏休みの課外は共通テスト対策の問題

を多くやるのでかなり力がつくし、課外があることで学校に行かなきゃいけなくて早起きができるので、夏

休みに入ってダラダラしてしまわないようにするためにもとった方がいいと思います。 

⑨模試はただ受けるだけでなく復習をしっかりとやることが大事だと思います。模試の解説をじっくり読む

だけでかなりの知識を得られると思います。自分がわからなかったところをまとめるノートをつくり、それ

を模試の前や隙間時間に見返すようにしました。自分の苦手なところだけをすぐに確認することができたの

でとても役に立ちました。1 回 1 回無駄にしないように、時間配分など本番だと思ってやったらいいと思い

ます。 

⑩受験期は想像していたよりも大変だったし、周りの友達が私立や推薦で決まっていくのがみんな努力して

いることには変わりないと思ったけれど正直かなり辛かったです。ですが、家族、先生方、友達のおかげで

最後まで諦めずにやり遂げることができました。受験は 1人じゃほんとに乗り越えられないと思うので周り

の人への感謝を忘れずにたくさん頼っていいと思います。悔いの残らないようにできることを全力で頑張っ

てください。みなさんの行きたい進路が実現できることを願っています。 

 

（お）さん（令和４年３月卒）【福岡教育大学 教育学部 初等教育教員養成課程】 

後輩への言葉・・・「自分に合った勉強方法と受験方法で！！」 

①私が進路を決めたのは、３年生の１学期でした。最初は県外の大学に行きたいと思い、この大学を調べ、

だんだんと興味を持ちました。私が受験したのは、共通テストを課す推薦で、小論文と面接の試験を受けた

後に、共通テストを受けて合否が決まるものでした。進路を決める際に私はたくさん先生に相談して決めま

した。絶対にこの大学に行きたいと思って進路を決めると、どんなに大変でも頑張れると思います。 

②正直、１，２年生の頃は部活のことばかり考えていたため、毎日予習復習をして、という感じではなかっ

たです。ですが、推薦のことを少し頭に入れて過ごしていたので、１年生の頃から定期テストの勉強はしっ

かりやっていました。 

④３年生になってからは、基礎が全くない状態だったので、教科書や、学校のワークから少しずつ始めてい

きました。推薦のこともあったので、夏休み前から教育に関するたくさんの本を図書館で借りて読んでいま

した。また、夏休みは時間があるため、ここで苦手科目を減らせるように勉強していました。 

⑤２学期からは志望理由書の作成と推薦入試の練習が始まりました。大学のことをたくさん調べ、志望理由

書の作成や、面接の準備をしました。毎日学校に残って面接や小論文の練習をしました。学校では推薦入試

の勉強、塾では共通テストの勉強と分けてやっていました。面接と小論文の試験が終わった後は共通テスト

まで１か月半しかなかったため、気持ちを切り替えて、ひたすら過去問を解いていました。 

⑦私は嫌でも勉強する空間を作らないとやらない人だったので、塾の自習室や図書館にとりあえず行って勉

強し、課外もほとんどとっていました。また、２年生の冬頃から共通テストが終わるまで、毎朝早く学校に



行って勉強していました。 

⑨模試は３年生になるとたくさんあり、多いときは２週連続であったりして大変ですが、解き直しは絶対に

した方がいいと思います。同じ問題が出ることも多いです。また、すぐに捨てるのではなく、何度も解き直

して活用してもいいと思います。 

⑩私は、推薦入試前は他の人よりもやることも多かったし、推薦入試後には、もちろん周りの人は点が伸び

ていたため、常に自分が１番頑張らないといけないと思いながら過ごしていました。私の性格上、焦らない

とやらないタイプだったので、自分を追い込んでやっていく形が合っていたのだと思います。自分に合った

勉強の形を見つけ、自分に合った受験方法で受けることが重要だと思います。自分の決めた大学に行きたい

という強い気持ちを持って、周りの人の力を借りながら頑張ってください。 

（か）さん（令和４年３月卒）【山口大学 経済学部 】 

後輩への言葉・・・「日々の努力が自信になります」 

①私はずっと国立大学に行きたいと思っていたけど中々第一志望を決められませんでした。山口大学を第一

志望に決めたのは、3年生の 2学期、最終的に出願する学部を決めたのは共通テストが終わってからでし

た。 

②毎日部活があるわけでもないしたくさん時間があったのに定期テスト前に焦って勉強していました。定期

テスト前はワークなどを何回も繰り返しやっていました。３年生になって一番苦労したことは勉強を習慣づ

けることだったと思います。1，2年生の時から毎日ちょっとずつ勉強していればよかったなと後悔しまし

た。 

③英単テストは毎週頑張っていたので 3年生になって英単に関してはあまり苦労しませんでした。単語は少

ない数を 1日で覚えて次の日はもう違う単語を覚えるというよりも、広い範囲を 1 週間くらいかけて毎日見

て覚える方が頭に残りやすいと思います。 

④国数英の基礎を徹底的に見直しました。国英は文法の参考書を買って同じものを何度も繰り返し、数学は

青チャートをひたすらやっていました。一学期中に国数英の苦手分野を頑張っておくと後が楽になります。

３年の夏休みから初めて自主的に課外をとりました。課外は一緒にとる友達がいなくても自分が必要だと思

った科目は受けた方が良いと思います。 

⑤11月から共通テストの過去問に取り組み始め、制限時間マイナス 2 分で測ってひたすら解きました。見

直しには時間をかけて分からないところは教科書や参考書などで振り返りました。古典や英語は本文と訳を

一文一文比較して詳しく読みました。地理は必ず地図帳と資料集とデータブックを用意して見直しました。

何度も見ていたら絶対頭に残ります。 

⑥3年生の授業はほとんどが 1，2年生までの復習です。これは 3年生に限った話ではありませんが毎回の

授業を大切に集中して受けてください。それだけで全く変わってくると思います。 

⑦私は全教科用のまとめノート(ルーズリーフ)と模試ノートの 2冊を作っていました。要点や自分の弱点を

書き込んだり付箋に書いて貼ったりしてまとめていました。 

⑧週末にまとめてするより勉強を習慣づけるためにも毎日ちょっとずつやっていく方が良いです。 

⑨夏休み前までの模試は慣れだと思ってあまり点は気にしませんでした。10 月頃になると時間配分や問題

傾向が掴めて自分なりの点の取り方が分かってくるので毎回の模試を大切に受けてください。復習も大事で

す。 

⑩受験期は不安が絶えないと思います。私は私立を受けていなかったし周りの人が専門学校や推薦などでど

んどん進路が決まっていくしずっと不安な気持ちでいっぱいでしたが、友達や先生や家族に支えてもらって

乗り越えることができました。感謝の気持ちを忘れず周りの人をたくさん頼って息抜きも大切に、最後まで



頑張ってください。応援しています！ 

 

（き）さん（令和４年３月卒）【国家公務員 国土交通省】  

 後輩への言葉・・・「早めの取り掛かりと時間の使い方が大切です」 

①私が公務員を目指し始めたのは高校入学前からでした。最初は母から勧められ調べていくうちに、社会全

体を支えるために働く公務員という仕事に興味を持ち、目指し始めました。 

③1，2年時の学習では、朝学、英単、週末課題など基本的なことを真面目に取り組むことが大切です。公

務員試験では高校 1，2年までに習うことが多く出題されるので、高校の勉強も手を抜かずに行ってくださ

い。 

④～⑦私が本格的に公務員試験の勉強を始めたのは高校 2年の 1月からでした。 

作文は各公務員試験によって、1 次試験で行われたり、2次試験で行われたりします。制限時間や字数も異

なるので、確認して苦手な人は特に早くから練習してください。練習をしたものは、先生が添削してくださ

り、何度も行うことで本番では自信をもって書くことができるようになります。面接は 2 次試験で行われま

すが、1次試験の合格発表後ではとても時間が短いので、できるだけ早くからどのようなことを話すか考え

ておいてください。面接シートも早くから書くことを決めておいてください。面接の練習では、学校や塾の

複数の先生から繰り返し指導していただいた方がよいと思います。そうすることで、本番で緊張しすぎず、

自分らしさを出せると思います。 

⑨模試は塾や学校を利用してたくさん行ってください。緊張感のある中で集中して解くことや、時間配分を

気にしながら解くことに慣れていれば、本番で焦らず落ち着いて解けます。また、自分のできない所を把握

することにも役立ちます。 

⑩公務員試験は市、県、国によって受験日が異なるので、自分が考えている本命以外も受けてみることをお

勧めします。本番の空気感が感じられ、だんだん慣れるので、できるだけ受けてみた方が良いと思います。 

公務員を目指している人は、大学を目指している人より早く受験が始まるので、周りに合わせずに早めから

本格的に勉強に取り組んでください。特に高校 3 年の 2 学期は受験直前や受験時期でも定期考査や週末課題

があり、とても大変ですが、自分でしっかりと計画を立て、時間を管理して後悔をしないように全力で頑張

ってください。応援しています。 

 

（く）さん（令和４年３月卒）【長崎大学 水産学部 水産学科 】 

後輩への言葉・・・「毎日を大切に」 

①僕が進路を決定したのは、3年の 12月にある三者面談の時です。先生が提示してくださったこの大学が

気になり受験することにしました。 

②1、2年の時は、全然勉強をせず、机に向かう時と言ったら週末課題をするときぐらいでした。もちろん

テスト週間もです。テニス部に所属していたので、勉強のことは全く気にせず体を動かしていました。 

③特にありません。 

④３年の１学期は１、２年の時と同じでした。夏休みはそれなりに勉強していましたが、受験生と呼べるか

と聞かれると何も言えなくなるぐらいの時間でした。夏休み明けにある模試で散々な目にあってから、少し

ずつ真面目に勉強するようになりました。勉強の仕方としてはとにかく過去問を解き、間違えたところは、

復習、復習、復習して完璧に解けるようにしました。 

⑤冬休みは家にいると誘惑に負けそうだったので、友達と学校へ行ったり、図書館へ行ったりしました。外

に出ることで、良い気晴らしにもなったと思います。このときも過去問をしていました。 



⑥特にありません。 

⑦過去問をするとき、間違えたところを切り取ってノートに貼り付け、その横に解法を書いて復習するよう

にしていました。 

⑧朝学、週末課題は忘れずにしっかりとやってほしいです。小さな積み重ねが大きな力になります。課外は

必要な人だけ取ればよいと思います。 

⑨模試はたくさんありますが、馬鹿にせず真剣に取り組んでほしいです。しかし、返却された点数を見て落

ち込まないようにしてください。本番で一番が出せればよいのです。模試を区切りとして考えることで勉強

の進度も決められると思います。模試を最大限活用しましょう。 

⑩皆さんが受験に打ち勝ち合格されることを願っています。 

  

（け）さん（令和４年３月卒）【山口大学 農学部 生物機能科学科】 

後輩への言葉・・・「日々の努力が大切」 

①私は県内の大学に行くことは前から決まっていましたが、農学部に進学することに決めたのは３年生の夏

休みです。新型コロナウイルスの感染拡大によりオープンキャンパスがリモートで行われたため、志望校決

定に苦労しましたが、大学でも生物の学習をしたいと思いここに決めました。 

②私は部活に入っていたため勉強に十分な時間を割く事が出来なかったので、1,2 年生の頃はテスト週間に

テストの勉強をするぐらいで、受験勉強はほとんどしていませんでした。 

③私は塾には行かず通信教材だけとっていましたが、結局それもやらず学校の授業だけで済ませてしまって

いました。塾は言っても行かなくてもどちらでもよいと思いますが 1,2年のうちに最低限の勉強をしておく

と後々楽になります。 

④部活を引退してからは共通テストを視野に入れて勉強を始めました。嫌でも勉強をする環境を作らないと

勉強をしないので、できるだけ毎日学校に残って勉強をするようにしました。課外では文系科目以外は取る

ようにしていました。毎日のように課外があり、勉強をする環境を確保できていたので勉強に集中すること

ができました。 

⑤２学期に入ってからは学校の授業でも本格的に受験対策が始まり、演習問題を解く機会が多くなりまし

た。また、模試をやる回数が増え忙しくなりましたが、模試の復習だけは必ずやるようにしました。 

⑥授業の時間を大切にするべきです。一日の勉強時間の中でも学校でやる時間が大半を占めているので、授

業をうまく活用することでさらに勉強の効率が上がると思います。 

⑦暗記科目などは特にそうですが毎日続けることが大切です。一回ですべて暗記できる人はあまりいませ

ん。何回も覚えたかどうか繰り返し確認し、知識を確実に定着させることを意識してください。また、英語

や国語などは長文に慣れておく必要があると思います。これも毎日繰り返していると、自然と長文を読むス

ピードが速くなるので、毎日少しでも文章を読んでおくとよいです。 

⑧単語テストの勉強は前日にしっかりとやっていました。朝学はたかが 10分と思って雑にやっている人が

多いと思いますが、これも日々の積み重ねなのでまじめに毎日コツコツと取り組むと、後々効果を発揮する

と思います。 

⑨模試の復習を徹底的にやるべきだと思います。模試は共通テストの問題を予想して作られているうえに、

模試をやることで自分の苦手な分野を確認することができます。模試の復習をやることで苦手分野の克服に

もつながり、効率よく受験対策ができると思います。 

⑩受験期には不安や心配事がたくさんあると思います。なので、まずは自分の行きたい大学について徹底的

に調べるべきです。「知っている」と言うのは大きな武器になりますし、それだけで不安な要素が一つ減り



自信につながると思います。また、周りには困った時に助けてくれる先生方がいます。不安に思ったことは

何でも先生に相談してください。苦しい時期ですがこの時期にがんばったらきっと楽しい未来が待っていま

す。自分に負けず、日々の努力を積み重ね合格をつかみ取ってください。応援しています！ 

  

（こ）さん（令和４年３月卒）【九州工業大学 工学部 工学１類 】 

後輩への言葉・・・「受験はモチベーションが大切」 

①高校 2 年生の時に進路を考え始め、ネットで調べて初めて九州工業大学という大学を見つけました。 

②１年生の時は部活に一生懸命で勉強の方はテスト週間に一気にやることしかできず、そのほかの日は週末

課題だけしか手がつけられていませんでした。 2年のときは多少受験を意識し始めて授業をしっかり聞く

ようにし、 課題も平日からコツコツやるようになったけど勉強時間は全然とれてなかったと思います。 

③課題をやること授業をしっかり受けること。 

④部活を引退してからは主に共通テストの過去問を使いながら勉強していましたが、 過去問は２学期や３

学期でやり１学期や特に夏休みは基礎固めをしっかりしたほうがいいと思います。 

⑤自分はずっと共通テスト対策をして２次対策を全然していなかったので二次試験対策を早めにしたほうが

いいと思います。 

⑥勉強はとにかくモチベーションが大事だと思うので、友達と競ったり図書館に行ったり、先生方と話した

りしてモチベーションを保ちながら勉強していました。 

⑦勉強する上で特に大事だと思うのはとにかく質問することです。勉強中に感じた疑問などはノートのすみ

などにメモしておき先生に聞きにいくと効率よく勉強できます。 

 また、地理の勉強方法で大事と思ったのが書き込み勉強法です。資料集や地図帳などに国々の情報を書き

込み空き時間に見るだけで地理の点数はあがると思います。 

 英語は単語勉強を頑張りましょう。 数学は気合です。 

➇朝学は確認テストだと思って取り組むのがおすすめです。しっかり解いて分からないところをしっかり把

握しましょう。課外授業は大変だけどクラスを超えて自分と同じ程度の学力の人たちと学ぶのは意外に楽し

いです。 

⑨３年生になると模試が毎週のようにあり点数に一喜一憂すると思いますが、判定を気にせず間違ったとこ

ろを見返して次の模試で間違えないようにするようにしましょう。 

⑩受験は団体戦でもあり個人戦でもあります、最後までやり切りましょう！ 

 

（さ）さん（令和４年３月卒）【 山口東京理科大学  電気工学部 】 

後輩への言葉・・・「たった一年頑張るだけ」   

①僕は山口から出るつもりはなかったので一年の最初から県内の大学を目指していました。進路は行きたい

ところが見つかるまでは急いで決める必要は無いと思う。 

②③1,2年のうちは自分が頑張れる範囲で頑張ればいい。とりあえず定期テストだけはまじめにやってい

た。 

④僕はそれまで全く勉強してなかったので数学はセンターの過去問、物理は物理のエッセンス、化学はセン

サー化学と理系教科の基礎から固めるように心がけていた。最初は全く分からなかったけど、急にできるよ

うになるからそれまでは面白くないけど、とりあえず質より量をこなすべきだと思う。苦手教科がある場合

は毎日やるのがいいと思うが、僕はすぐ飽きていたけど、とりあえずここだけはやると決めてやっていた。 

⑤冬休みは苦手をなくすより今までやったものの確認をすべきだと思う。 



⑦実際今日の予定では数学 3 時間とか立てるのは僕的にはいい計画だとは思わないです。単元別に今日はこ

こまで終わらせるとかの方がやる気も出るし達成感も得られ復習もしやすいからオススメです。結局質より

量っていうのは正しいと思うので、まずは公式を覚えるとか解き方を思い出せるようにするとか英単語や古

典単語を覚えておけば、あとは問題を繰り返し解いていたら解けるようになるのでまずは地道に基礎を身に

つけるしかないと思います。 

⑨学校で受ける模試は多いので復習はサボらないようにして、判定とか偏差値とか別に気にしないでいいと

思います。結局本番でできるかできないかだから、そこまで気にすべきでは僕はないと思います。 

⑩勉強嫌になったらその日はやめればいいと思うし、自分が後悔しないならその日の勉強はやめたい時にや

めればいいと思います。結局は自分の意志の問題なので辛い時はゲームしても僕はいいと思うので、終わっ

た後に後悔しないぐらいに頑張ってください。受験で人生が終わるわけではないので、人生経験ぐらいに思

って頑張って下さい。 

 

（し）さん（令和４年３月卒）【山口東京理科大学 薬学部 薬学科】 

後輩への言葉・・・「最後までやりきることが大事」 

①私は高校入学前から将来は薬剤師になりたいと思っていたので、進路決定は入学前でした。志望校を決め

たのは、1年時にオープンキャンパスに参加してからでした。 

②1・2年時は週末課題と朝学とテスト勉強しかしていませんでした。しかし今思うと、毎日一時間でもい

いから勉強する習慣をつけておくべきでした。できると思う時間から徐々に増やしていけばいいと思いま

す。また、自分なりの勉強法を 1・2年のうちに見つけておくべきです。 

③テスト勉強は全力でやっていました。出題されるワークの問題を、内容を覚えてしまうほど何回も解きま

した。 

④3年生になったとただ自覚するだけで勉強に身が入らなかったので、無理やり勉強しなければいけない空

間を作りました。例えば塾に行ったり、親の監視のある状態で勉強したり。私は合唱部に所属していたの

で、夏休みも部活がありました。午前に部活があって、午後から夜まで塾に行きました。周りの子と勉強時

間が少なくて焦りましたが、同じ部活の生徒と励まし合いながら学校で勉強したりもしました。勉強可能時

間が少ない分、すきま時間を見つけて勉強しました。教科別共通テスト用の赤本を買って解き、推薦で必要

な化学の基礎を固めることを中心に勉強しました。夏休みまでに全ての教科の基礎を固めておくと、秋以降

勉強しやすいと思います。 

⑤2学期から国公立志願の人は本格的に推薦の指導が始まります。推薦の勉強と並行して一般の勉強もしな

いといけないのでとても大変ですが、焦らないで一つずつこなしていけば大丈夫です。このあたりから応用

問題や過去問に取り組み始めました。問題量になれることが一番なので、授業での演習も一つ一つ真剣に取

り組みました。解説まで読んでやり直しを必ずしました。 

⑥推薦入試について、まずは志望理由をしっかりと固めることが大事なので改めて志望動機を考え直しまし

た。また、徹底的に志望校の情報を調べ上げて、面接に備えました。ニュースや新聞をよく見るといいで

す。学科試験がある人は、教科書を隅から隅まで読みこんで、基本問題から応用問題まで解けるようにした

らいいと思います。 

⑦やっぱり基礎が第一だと思います。わからないことはしらみつぶしに無くしていきました。些細なことで

も先生に聞きに行って、定期的に見てもらっていました。基本がわかれば自ずと発展も解けるようになりま

す。諦めずに解き続けてください。 

⑧朝学等は本当に大事です。舐めずに取り組んでください。1日たったの 15 分でも 5日続ければ合計一時



間以上も勉強していることになります。また今の学力の定着度を測ることもできます。課外を取りすぎるの

はお勧めしません。自分で勉強するのが難しいと思うものだけ取ることをお勧めします。 

⑨模試はたくさんあるのでいろいろな解き方を試すいい機会です。解く順番を変えて自分に一番合った方法

を見つけるのがいいと思います。また、模試の復習は絶対にやった方がいいです。 

⑩確かに夏と秋は大変だったけど、部活を最後までやり切ったからこそ今につながっていると思います。途

中不安になったこともありましたが部活をやり切ったことが自信になり、挫折することなく受験勉強を続け

ることができました。また、家族や友達の力も大きいです。受験は一人の戦いじゃなくて集団の戦いだと考

えて、自信をもって勉強を頑張ってください。応援しています。 

 

（す）さん（令和４年３月卒）【熊本大学 理学部 理学科】 

後輩への言葉・・・「3年の冬に後悔しないために。」 

①理学部がいいなと思っていましたが、この大学に決めたのは共通テストが終わったあとでした。大学を決

定するときは、先生や親としっかり話し合うことが大事だと思います。 

②③1,2年のときは部活もあり、週末課題くらいしか勉強できていませんでした。定期テストの勉強もテス

ト習慣になってからはじめていました。ですが 3 年になってから 1,2 年の基礎が身についていないことにと

てもショックを受け、1,2年のときに勉強をおろそかにしていたことを本当に後悔しました。授業で学んだ

ことは定期テストで完璧にする、テストで間違えたところをちゃんと理解できるようにする、ということを

徹底できたらよいと思います。そうしないと 3年になってとても苦労します。 

④～⑥3年になって、6月に部活を引退してからが受験勉強の始まりでした。私はけっこう学校に残って勉

強をしていました。放課後そのまま勉強に取りかかれるのでよいと思います。私は数学と化学で苦しみまし

たが、苦手なものは早く取りかかるべきだと思います。何をすればよいかわからない人は先生に聞いてみた

らよいと思います。 

⑦受験生になると、時間がたつのが恐ろしいほど早いです。何月にこれをやろうと思っても、実際は目標の

10 分の 1 くらいしかできませんでした。現実的な計画を立てることが大切だと思います。自分が本当に必

要な勉強が何かを見極め、自分の苦手や足りない部分を自覚して無駄のない勉強ができたらよいと思いま

す。 

⑧朝学は基礎固めとしてとても大切だと思います。ただやるだけではなく、朝学で身につけていく気持ちで

できたらよいと思います。 

⑨模試は復習する習慣を早めにつけるべきだと思います。3 年になると模試が増えていき、たまっていくの

で、自分の復習方法を身につけられたらよいと思います。 

⑩３年の秋、冬ごろは、焦りもあり、とてもつらくなると思います。あのときもっと勉強すればよかったと

後悔することが必ずあると思います。授業を大切にしろ、1,2年のころから受験を意識しろと言われても

1,2年のときはあまり気にしないかもしれませんが、合格体験記などから少しでも受験をイメージして、皆

さんが 3 年の冬に後悔することが少なくなればいいなと思います。 

 

（せ）さん（令和４年３月卒）【山口大学 工学部 知能情報工学科】 

後輩への言葉・・・「共通テストが悪くても最後まで諦めないことが大切。」 

①私が最終的に進路を決定したのは共通テスト前です。２年生の時に理系に進んでから大学進学を意識し始

めましたが、その頃は部活に専念していたこともありあまり考えていませんでした。３年生になって自分の

やりたいことを探したときに YouTubeや Siri など AIが使われているものに興味があったのでそれについて



研究・製作したいと思い今の学科を志望しました。 

②③１，２年生の時は、全く受験を意識した勉強はしていませんでした。ただ、定期テストでは毎回１０位

以内を目標にして一生懸命頑張っていました。テスト期間中の課題の量は教科によっては多かったので毎日

コツコツとやることをお勧めします。 

④３年生になってから受験に向けて少し勉強をし始めました。私は一学期、夏休みの期間をつかって苦手で

あった国語と点数が伸び悩んでいた英語に重点をおきながら勉強しつつ、他の教科もバランスよく勉強でき

るように心がけていました。 

⑤２学期が始まって１０月頃まではスタサプや tryの映像授業で物理・化学を主に勉強していました。これ

以降はどの教科も共通テスト対策の問題集を使って演習を繰り返ししていました。 

⑥⑦学習のアドバイスとしては中途半端に勉強しないようにすることです。今自分がやっている教科を一通

り勉強できてないのに、やっぱり他の教科のほうが重要だからと言って後回しにすると後々後悔します。な

ので、本当に計画を立てて勉強することをお勧めします。 

⑧朝学は１０分で解かなければいけませんが、自分なりの答えを書いてから提出するといいと思います。週

末課題は嫌になるかもしれませんが、後回しにはせず毎日コツコツとやることが大事です。課外は自分が苦

手だなと思う科目だけを受ける感じでいいと思います。 

⑨学年が上がるにつれて模試が多くなって、志望校判定をだんだん気にするようになっていきました。私は

判定が悪くなっていった人ですが、それでも落ち込まず前を向いて共通テストの練習と思いながら頑張って

いました。 

⑩大学受験は共通テストだけではありません。２次試験までが勝負です。なので、共通テストがどんな判定

になろうともそこで一喜一憂せずに最後まであきらめずに自分を信じて頑張ってください。 


