質問をする。
玉成保育専門学校

4、また、関係ない回答をする。
というのを繰り返します。どちらかがつっかえ

私は総合型選抜を利用したので、一般試験や共

たり、素早く答えられなかったり、関係のある回

通テストに関してはアドバイスする事が出来ませ

答をしたらお終いです。簡単そうですが、かなり

ん。したがって、私が経験したパフォーマンス審

難しいです。とても頭を使います。実際の試験で

査、面接、定期考査について記していこうと思い

は関係ない受け答えをすると危ないですが、質問

ます。

を聞きながらこう言おう、この表現を使おう、と

【パフォーマンス審査】

頭の中で言葉を構築する力が付きます。後は、自

私の進学先には、パフォーマンス審査がありま

分の口から堂々と発するのみ！

した。驚く事にこの審査には、規定が一切存在し

【定期考査】

ません。ペーパークラフトから、弾き語り、リフテ

私は初め、指定校推薦を考えていたので定期考

ィング、茶道のお点前まで、なんでも OK！とい

査には力を入れていました。塾には通っておらず、

うのも、目的は学生のプレゼンテーション能力を

学校の教材や貰ったプリントのみで勉強をしてい

見るために行うからです。人前で話したり、披露

ました。参考になるかは分かりませんがそれも簡

したりする能力は、当然ですが保育系では必須に

単に記述します。

なります。きっと、保育系以外でもそういった事

まず、数学以外は只管声に出して深く理解する

は今後あるでしょう。進路先に全く関係なかった

まで自分に教え込んでいました。(数学は答えと睨

としても、パフォーマンス審査なんてない！と言

めっこしながら、解き方を完全に理解できるよう

うあなたも、1 度自分が 1 番自分らしい時、とい

にワークを解きます。)

うものをこの受験期に見つめ直してみては如何で

現代文、古文や、英語であれば教科書を何度も

しょうか？面接にも役立つはずですよ！

読み、正確に訳せるように、内容を詳細まで諳ん

【面接】

じて言えるように語り続ける事が重要です。

面接に関しては、臨機応変さが重要です。私自

社会科は誰が、いつ、どのような理由で、何をし

身、面接で想定していなかった質問をされ、焦り

たのかを理解し、ストーリー立ててこれも喋りな

ながらその場で考える事が少なくありませんでし

がら覚えました。誰かに教えるつもりで喋るのが

た。その対策としては、できる限り多くの質問に

結構大切で、家族には変な目で見られ続けました

対応できるように準備をする、というのが 1 番良

が、とてもよく覚えられました笑。どうしても覚

いのですが、想定以上に深堀りされてしまった時

えられない単語、助動詞、事象はキャラクターに

や、全く予想外の質問があった時には、その場で

して意味と名前を結びつけやすくすると良かった

考えるしか道がありませんね。頭に浮かんだ意見

です。

を素早く言葉にする能力が大切になります。この

定期試験当日は、全ての科目に対して重要な部

時に役立った、体育科の矢野先生から教えて頂い

分及び、苦手箇所をまとめた穴埋めシートを前日

た訓練法をわかりづらいと思いますが記述します。

までに自作し、早起きして簡単なテストをするよ

まず、2 人組を組んでくださいね〜

うにしていました。

1、誰かと向き合って、
『昨日の晩御飯は？』な

最後に、私は幼い頃から保育士になるのが夢で

ど片方が質問。

したが、3 年生になって当初、本当にこの道で良

2、聞かれた相手は、質問と全く関係ない回答を

かったのかと迷った時期がありました。それは、

する。

他の学問にも興味が湧いてしまったからです。皆

3、答えた側は次に、質問とも答えとも関係ない

さんは勉強が好きですか？嫌いですか？きっと、

1

好きな教科もあれば、嫌いな教科もあると思いま

にしました。今考えたらすごい決断だったけど、こ

すし、全部嫌！という人もいるかもしれません。

の決断がなかったらどこからも合格が貰えてなか

しかし、どんな学問も様々な方向から見てみると

ったと思います。

独自の面白さがあるはずです。例えばあなたが嫌

そこからは部活と塾との両立に悩みました。コ

いな教科も好きな人がいるように、一方的に忌避

ロナの関係で引退が通常より１ヶ月ほど延びてし

せず、ちょっとだけ向き合ってみては如何でしょ

まいました。部活が終わったら走って塾に行き、眠

うか。それに嫌だ嫌だと思いながらやるのでは、

たい目をこすりながら授業を受けるという生活が

モチベーションがだだ下がりですから、
『大変な勉

始まりました。周りと差をつけられていて不安で

強』の中に僅かでも楽しさを見出して、気持ちを

したが、隙間時間を上手く利用して何とかギリギ

楽に頑張りましょう。

リ追いつけていました。湯原先生には私の数学は

長文失礼致しました。四段落全てまとまりの無

算数だ！と言われるほど勉強に関して心配をかけ

い文章にはなりましたが、皆さんが進路実現でき

てしまっていたのですが、廊下や授業でお会いす

るよう精一杯応援しています。私もまだまだ頑張

る度にたくさん応援していただきました。田中先

るぞー！

生には毎週個別でお時間を割いていただいて、赤
点取りまくっていた私の算数を数学にしてくれま

昭和大学医学部附属看護専門学校

看護学科

した。担任の矢野先生は部活も勉強も学校行事も
…でやることが多すぎてパンクしそうな私に｢頑

私は受験で人として大きく成長できたと思って

張ってることは自分の自信にしていいんだよ｣と

います。私は結果からいうと第一志望には合格出

教えてくれました。その他の先生方からも多くの

来ませんでした。もちろん悔しくないと言ったら

励ましの言葉を貰えて私は死ぬ気でやってやろ

嘘になってしまうけど、ここまで全力で頑張って

う！という気持ちになりました。

来れたことにとても満足しています。

しかし、モチベーションが高い割に全くと言っ

まず、私の偏差値スタートは英語 33、数学 48、

ていいほど初めは学力が上がりませんでした。私

国語 46、生物 47 で総合して 42 しかありませ

は元々勉強するという習慣をつけていなかったの

んでした。とにかく英語ができない。わからない。

で、今考えればとてつもなく質の悪い勉強をして

嫌い。という状態から始まりました。

いました。でも、量は人一倍やったと思います。部

私は推薦入試で高校に入学したので、しっかり

活があった時は 1 日 6 時間以上、引退してからは

とした勉強をしたことがなくてとても不安でした。 10 時間以上、12 時間やることもありました。と
初めは、こんな低い偏差値でも行けそうな大学を

にかく必死に机に向かいました。

第一志望にしていました。2 年生の 2 月頃、塾の

私の学力があがったと感じた頃は 11 月です。

体験に行った時に塾長からそこの大学に行きたい

2 月から勉強を始めて 11 月にやっと結果が出始

理由を聞かれました。行きたい理由なんて考えた

めました。それまで何度も何度も模試や塾の授業

こともなかったので、何も答えられませんでした。

で悔しい思いをして塾の帰り道はほぼ毎日泣きな

すると塾長からは｢もし学力関係なく、どこの大学

がら帰っていました。

に入学してもいいとしたら、どこに行きたいです

最後の模試の結果では、英語 59、国語 65、数

か？｣と聞かれ、私は密かに憧れを持っていた偏差

学 63、生基 74、
総合して 64 まであがりました。

値 65 の大学を言いました。すると、｢そこの大学

自分の偏差値とは思えませんでした。

を目指せば、もしそこの大学が不合格でも他の学

受験でスマホは 1 番の敵と言われています。私

校は合格できるくらいの頭になれます｣と言われ、

は、合格者体験談で先輩たちの話を聞いた時にこ

入塾したと同時に偏差値 65 の大学を目指すこと

のままではダメだと思って友達とスマホを交換し
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て、お互いにゲームも Instagram も Twitter も何

しみのために頑張るという心持ちで勉強を始めて

もかも全部消し合いました。そして、ほとんど毎

から考えがすごく変わりました。

日自習に行っていた塾ではスマホを先生に預けて

勉強を嫌いって思ってる人はたくさんいると思

いました。スマホを使えないものにしてしまえば

います。私も勉強嫌いでした。なんでこんなこと

触る必要がないからスマホに当てていた時間を勉

勉強する必要あるのー、とか将来別に使わないも

強に当てることが出来ました。

ん、とか思っていました。でも、勉強する内容は別

でも私は受験にとって 1 番大切な精神状態を保

として学ぶことに対して一生懸命頑張れるかって

つ事に苦戦しました。スマホも遊びも何もかも制

ことに意味があると思います。なんで勉強が嫌い

限して勉強に集中する環境を作り、私は集中した

なのかって考えたら、出来ないからなんです。じ

ら止まらないタイプなので休憩時間は全くありま

ゃあ出来ないを出来るにしたら変わるんじゃない

せんでした。そこまでしても模試の結果は全く上

かな？って思いました。そこで、めちゃくちゃ簡

がらない。じゃあもっと頑張らなきゃ。まだ上が

単な問題から始めて「出来ること」を「楽しいこ

らない。じゃあもっと…。それがものすごくスト

と」に繋げて、とにかく頭を洗脳させました。例え

レスになってしまっていました。高いお金払って

ば、どんなに難しい問題でも「え、この問題出来た

まで塾に通わせてくれた親にも、私に時間を割い

らやばいよね！？解けたらすごくない！？やば、

てまで教えてくださった田中先生にも、ずっと応

めっちゃ楽しいじゃん、なにこれ」って思ったり、

援してくれてる先生方や友達にも、申し訳ない気

全ての問題に「へぇ〜！知らなかった〜！面白い

持ちでいっぱいになり、プレッシャーとストレス

なぁ」って心の中で言っていました(笑)頭おかし

と不安で私は推薦の 3 日前にパニック症になって

いじゃんって思うかもしれないけど、これほんと

しまいました。いつも通り塾からの帰り道は泣き

に効きます(笑)気がついたら勉強したい！って思

ながらで、家に着いても親には泣いてることがバ

えるくらい勉強が楽しくなります！楽しいと思っ

レないようにしていました。でももうそれが限界

てやった方が得してる感じするからやってみてく

で、泣いている時に突然息の仕方が分からなくな

ださい！

って過呼吸を起こして全身がしびれて力が入らな

あとは日常の不思議を勉強に繋げるってことを

くなり、本当に死ぬのかもしれないと思いました。

しました。私は生物を勉強していたので体の「不

そこで初めて自分は苦しかったんだってことに気

思議だな」と思ったことは必ずスマホで調べてい

が付きました。自分に甘えるとか厳しくとか極端

ました。例えば、「なんで寒いと鳥肌たつのか」と

じゃなくて、自分の精神状態を上手くコントロー

か「なんで勉強するとチョコ食べたくなるんだろ

ルさせることが何よりも大事なことだと思わされ

う」とか。「どうでもいい」で終わらせられること

ました。まずは自分を見直して、私は正直自分を

かもしれないけど、そこで調べて学んだことは多

楽しいことから制限しすぎたと思いました。以前

分ずっと覚えていられると思います！

は朝起きてから寝るまでずっと勉強でしたが、ル

勉強はスポーツと一緒だと思います。野球でも

ールをかえて塾から帰ったら自分の楽しいことを

何でも、試合で結果を出すためには練習が必要で

する時間を作るようにしました。その時には自分

す。どんな練習が必要かというと基礎を固めるた

の好きなドラマを見たり YouTube を見たりと、

めに走り、筋トレなどをすると思います。それと

勉強をしたあとは、勉強を忘れてもいい時間を大

一緒で勉強も試験で結果を出すためには基礎を固

切にしました。また、クリスマスの日だけ 1 日勉

める練習が必要なんです。大学受験は一生に 1 度

強から離れて友達と遊びました。頻繁に遊んだり

しかないし、こんなに死ぬ気で勉強するのも今し

することは良くないかもしれないけど、何かの楽

かない！たった 1 年を乗り越えればスマホはいつ
でも触れるし、遊びにだって行き放題。今しかな
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い目の前の受験のために一生懸命になれる人は人

なものを作ってみたらいいのではないでしょう

として大きく成長すると思います。目の前にある

か。

ことに全力で頑張れるようになるためにも部活、

・学校以外での過ごし方

行事も全力で楽しんで全力で頑張って欲しいで

家では主に課題と苦手な教科の復習をしていま

す！きっとコロナで不安かもしれないけど、そん

した。面接の日が近づいてきてからは練習の時間

な時は行きたい大学に行った先輩に話を聞いたり、

もとるようにしていました。

相談してみるのもいいと思います！みんなの努力

・夏休みの過ごし方

が結果として出ることを祈っています。頑張って

面接の日が迫っていたので家の鏡の前で面接の

ください！！

練習をしていました。オープンキャンパスにも何
度も足を運びました。
・失敗から学んだ教訓
東京アナウンス専門学校

入退室の流れは何も考えなくても自然と動ける
くらい身についていると安心です。間違えたこと

・志望校の絞り方

にばかり気を取られて焦って言葉が出てこなくな

高校を卒業したあと何を学びたいかを考え、学

ってしまったことがあります。

びたい分野の学校を説明会やオープンキャンパス

・面接当日の心構え

等で比較し、自分の学びたいことに一番近い学校

どれだけ練習をしても緊張はしました。けれど

を選びました。

練習を重ねていたおかげで本番で落ち着いて自分

・受験勉強で苦労したこと

の言葉を整理しながら話すことができました。入

給付型奨学金を受けるため、成績を下げないよ

退室の流れをおさらいしておくことも大切です。

うにすることがプレッシャーでした。特に苦手な

不安要素を当日までに一つでも減らしておくと心

教科の勉強時間を多めにとりました。得意な教科

に余裕が生まれます。

は授業中に覚えて、家では確認程度ですむように

・今振り返って思うこと

していました。授業でわからないところがあれば

準備や練習が本当に大切だと感じました。

その都度質問にいくようにしていました。

・これから受験を迎える在校生へ

・面接練習について

最初はうまくいかなくても練習をする事で言葉

面接練習は納得のいくまで先生にお時間をとっ

がすらすら出てきたり、表情や姿勢にまで気を配

てもらってください。為になるアドバイスを沢山

れたりと、できることも増えていきます。心にも

いただけます。一度もらったアドバイスは次の時

余裕が生まれます。練習や下準備をしっかりして

に言われないように準備しておくと次の時また別

おくことで当日の自分の助けになります。当日は

のアドバイスをもらえます。練習を重ねたことで

緊張したりすると思いますが、練習してきた自分

本番の時に自分の伝えたいことをしっかりと伝え

を信じてがんばってください。

ることができました。
・勉強の仕方や時間の使い方
苦手な科目に特に時間を割きました。得意な科

東京工学院専門学校

目は授業中に覚えるようにしていました。部活は

漫画家イラストレーションコース

学校再開後すぐに引退してしまったので、両立に
ついてのアドバイスができなくてすみません。何

専門学校の総合型選抜の課題等で提出物を出し

時になったらこの教科を始めるなど時間割のよう

た時に、先方から連絡が来るはずのところが 1 週
間待っても来ない場合は、先に先方にメールを入
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れて、それでも返信が来なかったら改めて質問し

高三は悩める受験生の時期ではありますが、何

たい内容をまとめてから電話してください。学校

事にも挑戦してわくわくを忘れないで欲しいで

の問い合わせメール宛てでも良いですが、受験先

す。

の先生のメールアドレスを知っているなら話が早
いです。とにかくメールを入れたというアクショ
ンが重要です。電話を入れる時に「先程メールを

東京都立北多摩看護専門学校

看護学科

入れさせていただいたのですが、返信がなくてど
うしても心配になってしまって」という前置きが

私は中学生の頃から医療系の仕事に興味があっ

使えるようになります。私はそれで課題をスルー

たので、高校に入り看護体験を通して看護の進路に

されかけてました。その後とても丁寧に謝罪され

進もうと考えていました。私が目指していた学校は

て、1 週間待ったのが嘘のように一瞬で課題確認

一般入試よりも推薦の方が倍率が低く比較的入り

されました。おかしいと思ったら絶対にワンクッ

やすい状態だったので、学校が指定している推薦の

ションいれてください。多分これは社会に出ても

基準を超えるように常に学校の定期テストは上位

使えることだと思います。

に入れるように頑張っていました。
普段は塾の自習室を利用して勉強の邪魔をする
ものがなく集中してできていたのですが、コロナ

東京声優国際アカデミー 声優養成科

の影響により使えなくなり、家で勉強することが
辛かったです。家だと勉強の邪魔をするものが多

私は東京声優アカデミーを総合型選抜、面接の

く、なかなか集中できませんでした。また、2 年

みで受けました。決めたのは 3 年の夏休み終わ

生の 3 月から自粛期間に入り、友達とも会うこと

り。正直ギリギリまで 2 校で悩みました。決め

ができず、周りの状態がわからないまま受験生に

てはやはりオープンキャンパスで、学校の雰囲気

なり不安でいっぱいでした。オープンキャンパス

や授業でした。高一、高二から。とにかく早くか

や学校説明会も実際に行って学校の雰囲気を知り

ら学校を見に行くことに越したことはないと思い

たいところでしたが、それもできなくなり受験の

ます。

情報が足りていませんでした。しかし、大学側が

またどの学校でも大切ですが、声を使う仕事に

オンライン説明会や体験授業などの企画に積極的

関係するので面接の際に声は大事だと思います。

に参加しました。予約が必要なところも多いので、

1 つ目はやる気の見え方が全然ちがう、元気と

ほぼ毎日ホームページを見るようにしていました。

大きさ。2 つ目は印象に残る様、はっきり端的

学校の登校ができるようになると、自習室を利

に。

用するようになりました。夏休みも友達と行き、

そして最後 3 つ目は、私が 1 番大切だと思う

朝から夕方まで集中してできました。ご飯を食べ

こと。言葉に抑揚をつけるです。基本は専門学校

ていたりお風呂に入っていたりして、ふと「あれ

の面接です。そこまで固くなく敬語はしっかり使

これなんだっけな」っと思った時はすぐに調べて

いますが、ラフに喋る事が良い印象を与えるので

頭に残るように整理していました。わからないま

はないかと思います。しかし全てを淡々と喋って

までいて模試に出てくる時は後悔が残ってしまう

も正直感情が伝わりません。普段なかなか言葉に

ので、確実に取れるところは取るようにしていま

感情が乗らない人でも、面接の時は「私はこうな

した。

りたいんです！」という言葉など力強く言った方

私が受験を通して一番学んだことは、学校を決

がいいのではないかと思います。

める際に最終的に決断をすることは自分だと言う
ことです。私は大学に行くか専門に行くか悩んで
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いる時間が長かったです。同じ進学を目指してい

利用して、もっと学校について知るべきだったと

る友達や学校の先生、塾の先生、先輩、両親に相談

思います。

しましたが意見が多く逆に悩んでしまいました。

私は新宿セミナーの国立校に通っていました。

今思うとあの時の私は自分の気持ちを抑えて他の

授業料が高くて親に負担をかけてしまったけれ

人の意見に流されていました。そんな時に助けて

ど、通うことが出来て良かったと思っています。

頂いたのは担任の先生でした。自粛期間で学校に

看護医療系ならではのテーマについて学ぶことが

行けない中、電話やクラッシーでの対応や学校に

出来たからです。冬には志望校別特訓がありま

直接行った際に相談にのってくださいました。そ

す。もちろん都立看護対策の講座もあります。新

の時に言われたのが、最終的に進学先を決めるの

セミに通っていなくても志望校別特訓は受講する

は自分だと言うことです。これは当たり前のこと

ことが出来るので可能なのであれば、受講をお勧

ですが、受験に必死になると見失ってしまうこと

めします。ちなみに生物を受験で使うという人は

があると思います。本当に自分がその学校に行き

新セミ国立校本当におすすめです。授業はキツい

たいのか、何を学びたいのか、改めて考えさせて

けど成績伸びるし、根性が身につきます。

頂きました。その後も私が決めた進路を応援する

私の周りの友達は推薦で早くに進路が決定して

と言って頂き最後まで一緒に戦ってくださいまし

いる人が多かったので、バイトの予定や遊ぶ約束

た。

などの話を耳にすることもあり、精神的にキツか

受験が無事終わった今は自信を持ってこの進学

った時もありました。ですが、一般受験の友達と

先を選んでよかったと感じています。受験は長期

ふざけ合ったり、塾の面白い先生の話をしたりし

戦で辛いことが多いですが、挑み方は一人一人変

て笑う事でお互いのモチベーションを保つことが

わってくると思うので自分に合ったやり方を探し

出来た気がします。

てみてください。みなさんが無事自分に合った進

「受験生になると英単語や英熟語が重要だ」と

学先に進めることを祈っています。

沢山の先生や先輩がおっしゃると思います。振り
返ってみると、もちろん英単語・英熟語はとても
重要ですが、それらと同じくらい現代文単語や四

東京都立北多摩看護専門学校

看護学科

字熟語が大切だと感じました。塾の現代文の先生
が現代文単語は大切だとおっしゃっていたので、

私が東京都立北多摩看護専門学校を志望し始め

学校の教材を初めから覚えていきました。定期テ

たのは高校 1 年生の夏休みでした。学校説明会

ストでやっていたものの覚えきれていなかったも

に行き「この学校で学びたい！」と思ったのがき

のも結構ありました。都立看護は四字熟語や漢

っかけでした。

字、慣用句などが出ることもあるので、覚えてお

3 年になり第 1 志望はすぐに決まったものの

くと周りと差をつけられると思います。

併願校は中々決まりませんでした。受験校を最終

先輩方の受験体験記で Vintage をやるべきだ

決定したのは 10 月の終わりごろだったと思いま

と目にすることが多かったのですが、正直私はど

す。看護専門学校や看護学部を受験すると、どの

こから手をつけて良いのか分からずあまりやって

学校でも大体面接があります。面接では今受けて

いませんでした。ですが、勉強を進めてある程度

いる学校が第 1 志望であると言うことが前提で

の単語を覚えた時に Vintage を読み直したら確

す。つまり学校志望理由が適当だと熱意がないと

かに大切なことばかりだと痛感しました。それに

すぐにバレてしまい、印象が悪くなってしまいま

気付いた時には時間がなかったので、私はイディ

す。私は併願校の学校志望理由を決めるのに時間

オムと会話表現を重点的にやりました。都立看護

がかかってしまったので、下調べや学校説明会を
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は会話表現が頻出なので絶対覚えておいた方が良
いです！

東京都立北多摩看護専門学校

看護学科

英語の長文は毎日読むことが大切だと感じまし
た。忙しい日が続くと中々毎日読むことが出来な

私は一般の受験生の中で 1 番勉強時間が少ない

くなりますが 1 日空けてしまうだけでスムーズ

と自信を持って言えます（笑）なので、あまり参考

に読めなくなります。1 日 10 分でも良いので毎

になるか分かりませんが、体験したことをお伝え

日英語長文には触れるべきです。本当に読めなく

します。

なるので！

私が進路を考え始めたのは、1 年の後半で志望

数学は数をこなしました。私は公式を覚えるの

校も 2 択に絞ってありました。最終的に決めたの

ではなく、数をこなして体に解き方を叩き込みま

は 2 年の冬でした。
理由は、母の母校であったり、

した。塾の先生に都立看護の数学の過去問を 8

将来勤めたい病院が実習先だったりといくつかあ

年分くらい頂いたので、それをひたすら解いてい

ります。
（だいたい進んだ学校の実習先の中から就

ました。

職先が決まるので、そこも含めて考えた方がいい

都立看護では面接がとても重要視されていま

ですよ！）専門にしたのは、本気で学ぶのに 4 年

す。塾では筆記がどれだけ取れても面接次第！と

もいらないと思ったからです。学ぶ事は一緒で、3

言われていました。私は面接に苦手意識を持って

年でそれが出来る、経験を多く積むために最短を

いたので、2 ヶ月前から面接ノートを作り始めま

選びました。本人の努力次第ですが、バイトとか

した。質問を書いて言いたい内容を書いたノート

普通の学生みたいな楽しい生活を送ることもでき

です。質問の答えを丸暗記してしまうと機械的な

ます、が、のんびりやっていきたい人は大学の方

話し方になってしまうので、言いたいことをまと

が良いと思います。

めておく程度がおすすめです。当日、少し詰まっ

推薦は最初から考えていなかったので、一般の

てしまったり、礼を 1 度忘れてしまったりした

方に集中出来ました。

のですが、堂々とハキハキと話したら合格してい

受験勉強は 3 年の 5 月に塾に入ってからスター

ました。やってしまったミスはくよくよ気にしな

トしました。最初は国・数・英・生の 4 教科でし

いことも大切だと思います。私の面接官の方は少

たが、専門は３教科、自分の得意科目も生物より

し怖い雰囲気で、頷くこともなく、あまり目を合

数学だったので、生物を捨てました。塾の授業自

わせることもなく、私の話に退屈してるように見

体が 3 時間で、それを合わせても 5・6 時間、1

えました。でも、面接官の方の態度も合否に関係

日 10 時間勉強したのは冬期講習ぐらいでした

ないと思うので、自信を持って話せば大丈夫だと

ね、、、

思います！

元々苦手ではなかったというのもありましたけ

受験が終わって振り返ってみると、学校や塾の

ど、３教科とも暗記より解き方のポイントを押さ

先生方、家族、友達皆んなに支えられていたと感

える、それで結構とれましたね。問題集とかも 1・

じます。合格報告をしに行ったら、私よりも喜ん

2 ページぐらいしかやってないです。塾は看護系

でくださった先生方や友達の多さに驚いた程で

の所で、素晴らしい先生ばかりだったので、塾の

す。自分の部屋で 1 人勉強していると孤独感に

テキストとプリント、解くポイント、これがあれ

押し潰されそうになるかもしれませんが、味方は

ば何とか大丈夫でした。英語に関して言えば、

沢山居るので 1 人じゃないんだ！って思って頑

Vintage は会話とイディオムしかやらなかったで

張ってほしいです。皆んなが志望校に合格するよ

す。先に志望校の過去問の分析をするのが良いと

うに応援しています。

思います。私のところは必ず会話文が出て文章題
だったので、会話と文章題の解き方を多くやりま
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した。過去問は早めに、5 年分以上はやっておい

てます！ある程度先輩方のおかげで融通が効いて

た方が安心できます。分析した方が効率よく出来

る気もします（笑）
。

ます！

気負わず、自分を信じて頑張ってください！

問題は確か 2 年おきに難しくなっていると言わ
れていて、それが今年でした。だから、多少難し
い問題に合わせた方がいいかもしれないです。

帝京大学

医療技術学部 診療放射線学科

夏休みと冬休みは全部講習をいれてしまったの
で、だいぶお金を使わせていただきました、、
、。そ

私が受験勉強を始めたのは 3 年生の 4 月頃でし

んなに勉強時間が長い訳ではなかったし、寝たり、

た。自粛期間中は、部活のトレーニングも並行し

携帯いじったり、バスケもしてたので、スランプ

て行っていたため、1 日の勉強時間は短かったで

にはならなかったですね。

す。

面接は、学校と塾合わせて 4 回でした。1 番大

志望校を完全に決めたのは同じく 4 月で、受験

切なのは第一印象で、誰よりも大きな声と笑顔っ

は総合型選抜と、公募推薦で受験しようと考え、

て色んな看護師さんから言われました。うるさい

試験で使う生物と数学 I の勉強を始めました。私

と思われるぐらいでも大丈夫です。あと、決まっ

は特に数学が苦手で、サクシードを一から始めた

た形に囚われない事！間違えても失敗しても自分

のですが全く解けませんでした。また塾にも行っ

のことばで伝える事、これが大事です。

ていないので教科書やスタディーサプリ、

決めたことを突き通すことも大切です。何校か

YouTube を参考に勉強して基礎力を身につけて

受けましたが、第 1 志望校しか行く気がなかった

いきました。生物は、生物基礎から始めました。ま

ので、落ちたら浪人かなと思ってました。周りか

ず流れをざっと知るために、本屋に行って自分が

ら何を言われても、決めたことを辞めない、そう

1 番わかりやすい本を買いました。定期テストの

すると、勉強も迷うことなく集中して出来ます。

前はテストのための暗記勉強しかしていなかった

あとは、たくさんの人に感謝しました。お金を

ので、あの時しっかり理解しておけばよかったと

かけてしまった親、応援してくれた先生や友達、

後々苦労しました。

たくさん受験に関わってくださって、落ちるのが

自粛が明けてからは、9 月 10 月にある大会に

嫌というより落ちたら申し訳ないという気持ちが

向けて部活と勉強を両立しながら過ごしていまし

強かったです。何より、同じ進路先で同じ塾で同

た。平日は朝練や放課後練を早めに抜けさせても

じクラスの子と一緒に半年以上頑張ってきました

らって勉強の時間に費やしていました。コツコツ

が、ずっと隣で一緒に頑張ってくれた事に感謝し

勉強する癖がついていたので、基礎力を問われる

ています。その子がいなかったらここまで頑張れ

看護医療模試ではほぼ A 判定や B 判定が出るよ

てはいなかったと思います。

うになっていました。部活を引退してからは、休

「受験は団体戦だ」何言ってんだって思うかも

日の時間をたっぷり使えるようになりました。で

しれませんが本当にそうです！みんないてくれる

すが、だらけてしまう時間も多かったので、1 日

と心強いです。

にやる量や目標をボードに書いておくようにして

最後に受験生に言うのは酷だと思いますが、あ

いたと思います。

くまで通過点です。受験終わってからすぐ先取り

公募推薦の受験当日は、かなり緊張していまし

の勉強をしていますが、絶対こう思います、
「受験

た。前回総合型選抜を受けた時に、過去問よりも

勉強なんて比じゃない」それほど看護医療は特殊

はるかに問題の難易度が上がっていてほとんど解

です。

けていなかったためです。ですが、試験当日まで

でも、上水の子たちであれば大丈夫、そう思っ

の間、その失敗を活かして、スタディサプリで難
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易度の高い問題を理解するまでかなりの時間をか

すが「ここにいきたい！」と強気で言いました。

けて勉強していたため、当日難しい問題が出た時

志望校に対して強い愛を持ち「本当にここに行き

少しでも思い出しながら解くことができました。

たい！ここじゃなきゃやだ！」と思い続けること

引退してから 2 ヶ月の間に自力で試験に合格出

は自分のモチベにもなるので自分の志望校は愛し

来たのは、部活も勉強も毎日コツコツ積み重ねて

ましょう。

たことが結果に現れたのだと思いました。どんな
教科も基礎が 1 番大切なので、段階を飛ばさずに

〈新宿セミナー（塾）
〉

コツコツ努力していくことが大切だと思います。

私は高校 2 年生の 2 月から新宿セミナーと言

受験生の皆さん、頑張ってください。

う看護専門の塾へ行っていました。新宿セミナー
は医療従事者になりたい学生が集まり大学や専門
学校を目指す専門の塾です。そこには様々な大学

東京医科大学

医学部 看護学科

の古くからの資料が残されてあり、対策や傾向を
知ることができます。また、先生方も看護学校の

〜これから受験の皆さんへ〜

プロであり大学や専門学校先の生活などを教えて

正直受験は辛いです。これからは自分との戦い

くれることもあります。

だとおもいます。この文を読んで一つでも以下の
体験が参考になり手助けできればいいなと思いま

〈推薦の勉強法〉

す。

・面接

•公募推薦での体験、アドバイスを書きます。

推薦は初めてだったので推薦経験者である友達

〈志望校〉

にたくさんのアドバイスを聞きました。
「覚えた

初め私は今とは違う大学を目指してました。な

ことじゃなくて素直に言葉にして言うことが大

ぜなら高校 1 年生 2 年生は部活に全力を注ぎ全

切」初めは意味がわからなかったけど、友達を先

く勉強せずにいたからです。その時私が目指せる

輩に見立てて、敬語で言葉が長くなってもいいか

レベル、頑張ってもここにしか届かないと思って

ら、なぜ看護師になりたいのか素直に話してみる

選択していました。しかし塾の先生に本当にここ

と、「それでいいんだよ！」と言われた時、少し

に行きたいのかと聞かれた時にすぐに「はい」と

わかった気がしました。素直な言葉は覚えた言葉

答えることができませんでした。なぜなら本当は

より抑揚がつき、思いが届くことを自分で実感し

もっとレベルの高い学校を目指したいと内心思っ

ました。だからこそ面接時には覚えた言葉を言う

ていたからです。
「目標は高く持つべき」この言

のではなく、素直に思ったことを伝えようと意識

葉に背中を押されて 4 月から入学する学校を志

するようになりました。是非やってみてくださ

望校にしました。志望校を選ぶ時は「高いから目

い！また、新宿セミナーでもらえる「プログレ

指すのはやめよう」この考えは初めから持つのは

ス」を参考に過去にどのような質問をされている

やめたほうがいいです。今のレベルと近い所であ

のかを書き出し、自分の言いたいことをまとめた

ると少し勉強すれば届くだろうと考えてしまうか

ノートをつくっていました。面接ノートの内容は

らです。経験から言うと目標を高く持つことは自

一語一句覚えるのではなく、「この質問が来たら

分のレベルとはかけ離れたレベルに達する必要が

こんなことを話そう」くらいには覚えていまし

ある為、嫌でも勉強します。勉強すればどのくら

た。また、プログレスには過去の質問内容だけで

い伸びるかまだわからないんだから目標は高く持

はなく、時間や面接官の雰囲気、試験会場の図な

って自分の行きたいところを目指そう！正直親に

どが書かれているため、面接の想像もしやすいと

は「本当にここなの？」と言われたこともありま

思います。ぜひ見てください！
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・小論文

公募推薦での勉強法を語りましたが一応一般の

小論文を書くのも初めてだった私は、普段意見

勉強もしているので、わからないことがあれば聞

を言う人間ではないため、意見を出すことが苦手

いてください！これからきついと思うけど頑張っ

でした。また書き方もわからず先生に質問すると

てください！！

「小論文には型がある！型を覚えれば誰でも書け
るようになる！」
「型って何！？」と思いまし
た。初めは先生の言われた通りに意見を書き、小

東京都立大学 健康福祉学部

作業療法学科

論文を仕上げていくうちに型がわかってくるよう
になりました。医療系の小論文には種類が３つあ

私は公立大学の医療系の学部に学校型推薦で合

ります。①課題文型②タイトル型③図、表型で

格しました。推薦を受けましたが、この大学に優

す。基本的に形は似ていますが、意見の書き方が

先順位ぶっち切りナンバーワンで行きたかったと

様々なので志望校がどの型なのか調べおくといい

いうわけではありません。私はどうしても医療系

と思います。新宿セミナーでは志望校に合わせて

の分野に進みたいと考えていました。しかしどこ

型の練習をします。小論文が書けるようになるに

も学費が高いため、我が家の経済状況と貸与型の

つれ、先生の意見とは別に自分の意見を出すよう

奨学金は簡単に借りられるけれど返すのに苦労す

になりました。皆なが出すような意見とは別の意

るということを考えると、公立の大学か都立看護

見を出すことは大変ですが大切です。また、新聞

の専門学校という選択肢に絞られました。色々あ

などの社説を 500 字、600 字に要約と意見をま

って看護の道はやめて、私大は受けずに公立大学

とめ添削してもらっていました。私は本入試の 1

を目指すことになり、本気で大学を探す段階にな

ヶ月ほど前からやり始めていましたが遅い方で

りました。探すといっても家から通える距離の医

す。てか遅い。また、Yahoo ニュースをよく見

療系学部のある公立大学なのですぐに絞られ、候

ていました。Yahoo ニュースはコメントの機能

補に挙がったのは 2 つでした。家からあまり遠く

がついてます。１つのニュースに対する私の考え

なく、学費も安い上に最先端設備が揃っているけ

はこうだなと思っても、コメントでは違った意見

れど学力的に厳しめな東京の大学と、家から 2 時

があり「確かにこういう意見もある」と思うこと

間近くかかる上に、駅からも遠いが学校の雰囲気

も多く、多くの目線を持つことができました。

はとてもよく、学力も頑張れば安全圏には余裕を

私は 1 年生、2 年生は自分のしたいこと（部

持っていける埼玉の大学です。滑り止めは受けら

活など）を思い切ってやっていいと思います。授

れないけれど浪人も絶対にしたくなかったので、

業で寝てしまうこともすごくわかります。でも、

推薦で東京の挑戦校を受けるが、一般の勉強を中

定期テストと提出物はしっかりやること！それだ

心にして埼玉の方には確実に合格するという計画

けで推薦の幅は大きく広がると思います。私は、

を立てました。

定期テストはしっかりやってたものの、提出物を

推薦の内容は例年だったら一次選考は書類で二

半分は出していない人間でした。そのため 3 年

次選考は小論文と面接だったのですが、コロナの

生に入る段階で 3.6。東京医科大学の推薦は 3.8

影響で小論文が無くなって書類選考とそれに基づ

で 3 年生の前期で 4.0 を取らないといけない本

いた面接のみになりました。小論文対策の時間が

当にギリギリな状態だったので、やるときはやっ

省けたという喜びもありましたが、私は話すより

たほうがいいと思います！あとは、選択科目はあ

も文を書く方が得意なので少し不安もありました。

まり取らない方がいいと思います。自習時間の確

不安をなくすためには自信をつけるのが一番だと

保や 3 年次定期テストで少し余裕ができるから

思っているので、大学と志望分野について資料を

です。

ひたすら集めてまとめました。面接は慣れるまで
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何回もやった方がいいと言うし、私もそう思って

理由は、やりたいことはないけど憧れている大学

いましたが、一般の勉強の不安が大きくなってい

ではなく、やりたいことをやれる大学を選ぼうと

たので上手くできなくてもまあしょうがないと開

思ったからです。

き直り、数回やった後は一般の勉強に充てました。

このように考えるきっかけとなったのは、公募

食事中や入浴中などに頭の中で質問と返しをイメ

の試験で落ちたことでした。公募の試験を受ける

ージするとうまく整理できてよかったです。推薦

までは、ネームバリューや大学の立地などを考え

本番の面接は難しい質問はあまりなく、自分の進

てばかりで、周りの人にどう思われるかが基準で

みたい分野についてしっかり意見を持っていたの

大学を選んでいました。

で焦らずに答えることができました。

試験の結果がでた時、本当にやりたいことは何

勉強方法は何となく確立していましたが、勉強

かもう一度考えました。その結果、公募で受験し

場所の確保が最大の課題でした。同じような人は

た大学にはやりたいことがなかったと気づき志望

たくさんいると思いますが、私は家では集中して

校を変えることにしました。変えたことで試験科

勉強ができないタイプでした。しかし、塾には行

目も変わってしまい、１度も手をつけたことない

っておらず、図書館も滞在時間が限られていたの

2 科目を共通テストまで 1 ヵ月ないなかで仕上げ

で主な勉強場所は学校の自習室でした。夜は家で

ないといけなくなりました。

ろくに集中できないので、ベッドの上で暗記科目

今振り返ると、1 ヵ月もないのに試験科目を変

の勉強や推薦に向けた資料集めをしました。それ

えるなんて勇気あるなと思いますが、その時は謎

でもやはり塾に行っていた人に比べると勉強時間

の自信がありました。

は短く、焦りがありました。
「このままではまずい」

こんなに直前期に変える人はなかなかいないと

と思って朝型生活を始めてみると、これが思って

思いますが、志望校や試験科目はなるべく早く決

いた以上に成果が出ました。そもそも家では集中

めた方がいいと思います。

できない理由は人がいて話し声などがあるのと、

また、志望校を決めるときは周りがとかではな

Wi-Fi があるから永遠に SNS やネットサーフィ

く、自分が何を学びたいかなど、自分が本当に納

ンができてしまうことでした。それが早朝だとま

得できると思える学校を選ぶのがいいと思います。

だ誰も起きていないからとても静かな上に、まだ

次に、面接についてですが私は医療系だったの

辺りが暗いから少しワクワクするというのもあっ

で一般でも全ての大学で面接がありました。私は、

て前向きな気持ちで勉強を始めることができまし

公募の時に面接があったのでその前にたくさん練

た。

習しました。

私の経験というか自分の場合の受験期の様子を

初めて先生に面接練習をしてもらった際には、

書きましたが、本当に一人一人自分に合ったやり

緊張で表情は固まり、言葉はカタコトで予想して

方は違うと思います。まずは自分に合った勉強ル

いなかった質問には黙りこんでしまうなど本当に

ーティーンを作ってみるといいと思います。後輩

ひどいとしか言えない面接練習でした。面接が苦

の皆さん応援しています。

手なのは自分でもよく分かっていたので、先生に
何度もお願いをしてたくさん練習させてもらいま
した。担当の先生だけではなく、顧問の先生や友

文京学大学 保健医療技術学部

理学療法学科

達などたくさんの人に何度も面接練習をしてもら
い自信を持てるまで練習しました。そのおかげで、

私は、志望校の絞り方と面接について書きたい

実際の試験では自信をもって取り組むことができ

と思います。まず志望校の絞り方についてですが、

ました。面接は、とても緊張すると思いますが何

私は 12 月の初めに受験校を変えました。変えた

度も練習することで絶対に上手く話せるようにな
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るので自信がつくまで練習するといいと思います。

これは単語帳としては使いません。別売 CD を

あと、準備がとても大切なので準備にたくさん時

買い、この参考書内にある長文をシャドウィング

間をかけるといいと思います。

します。こうすることにより、長文とリスニング、

受験勉強は本当に大変だと思いますが、最後ま

両方の力を身につけることができます。必修篇と

で自分を信じて頑張ってください。

上級編がありますが、上級編は早慶レベルなので、
早慶を目指さない人には買うのをオススメしませ
ん。

青山学院大学

経済学部 経済学科

・世界史
-山川出版の教科書

〜はじめに〜

世界史はこれがあれば共通だろうと一般だろう

僕が第一志望の大学を決めたのは 3 年生の 6

と十分に戦えます。使い方は教科書の太字と一問

月で、その時から受験勉強を始めました。他の受

一答に載っている用語を赤シートで隠せるペンで

験生とは少し遅れてのスタートでした。また、僕

ひいていきます。このとき、一問一答に載ってい

は 3 年の定期テストで学年 200 位代や 100 位

て、教科書に載っていない用語は教科書に直接書

代後半を出しており、自分の学力と大きな差のあ

いていきましょう。あとは、ひたすら教科書を赤

るレベルの大学を目指していたため、焦りがとて

シートで隠しながら読んでいくだけです。

つもなかったです。しかし、絶対に合格してやる

・国語

という気持ちを忘れずに勉強をし続け、結果とし

国語は特にありません。苦手だったため、捨て

て、第一志望の大学に合格することができました。

る覚悟でいました。

〜勉強スケジュール〜

-現代文は過去問を解くだけ。

・6 月〜夏休み終わり

-漢字は配点低く、勉強してもメリットがあまり

受験の核は英語ということで、この時期は英語

ないと思い、対策はほぼしてません。

をやっていました。単語、熟語、文法の参考書を何

-古文は毎日 100 単語、文法の確認。

周も何周もしていました。

-漢文は句形を 1 週間で覚え、たまに確認。

・9 月〜12 月

〜さいごに〜

この時期は世界史をやりまくっていました。こ

僕が思うに、1 番最強の勉強方法は「反復」と

れが覚える量が多く、1 日丸ごと世界史に費やす

「参考書を買いすぎない」ことだと思います。自

日もありました。また、この期間に古文と漢文の

分がこれだと決めた参考書をひたすらやり、100

勉強もしていました。

周（ちょっともったけど笑）すれば絶対に志望校

・1 月〜2 月

に合格できると思います。そして、目標に向かっ

僕はこの時期から共通テスト対策や赤本を解き

て努力することを忘れないでください。そうすれ

始めました。最後のまとめとして、英語の単語、熟

ば１年後ハッピーになれます。皆さんが１年後、

語、文法を 1 日 1 周、世界史の範囲を 1 日半周

ボロボロの参考書を見て、やりきった自分の姿を

していました。そして、1 月には志望する大学の

見れることを願っています。頑張れ受験生！

合格最低点は取れるようになりました。
〜オススメ参考書〜
個人的に好きだった参考書を各教科一つずつ紹

亜細亜大学

国際関係学部

国際関係学科

介しようと思います。
・英語

あなたの夢はなんですか？1 番大切にしてるこ

-速読英単語

とはなんですか？今年は新型コロナウイルスの流
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行で、部活や行事などやりたいことが思うように

は叶いませんでした。

出来なくて本当に厳しい年になってしまいました

でも私にはまだ叶えたい夢が沢山あります。自

ね。それでもみんなに自分の夢ややりたいことを

分が行きたくない大学でも、もしかしたら自分が

叶えて欲しいのとお世話になった人への感謝を込

知らない世界を知れる魔法の絨毯かもしれない

めて、本当は大学名も誰にも言いたくなかったけ

し、ベルみたいに自分を持ち続ければ野獣とでも

ど VOICE を書きます。

幸せになれるかもしれないし、シンデレラみたい

私が受験勉強を始めたのは 2020 年 1 月 1 日

に夢と優しさと勇気を持てば夢は必ず叶うかもし

です。それまで勉強なんて全然せず 1 年生の時

れない、朝ドラヒロインみたいに何度も立ち上が

には数 A の単位を落とし、テストの順位も下か

って夢を叶えたい！夢見がちって思うかもしれな

ら 2 番目くらいでした。勉強をしようと思った

いけど、自分の人生は自分が主役だよ！進路を決

のは公立高校で甲子園に出場している高校球児の

めるにあたってしんどいことって沢山あるし夢が

記事を読んだことがきっかけでした。部活が忙し

思い通りになるとは限らない。でも、上水高校は

くても毎日勉強し文武両道で頑張っている同級生

生徒も先生も本当に素敵な人が多くてきっと助け

がいるのに私は何をやってるんだ！と思ったの

になってくれるから、1 人じゃないから大丈夫！

と、小学校の時から習い事の先生方に言われてた

私の周りは推薦で決まった子が多かったけど、一

やる気スイッチが入るのが遅いという短所を受験

般の子も推薦の子も含め私が決まるまで一緒に勉

に向けて直したいと思い、節目の年から気持ちを

強してくれて、先生方にも家族にも沢山応援して

入れ替えて毎日必ず少しでも勉強するようにしま

もらい本当にお世話になりました。感謝の気持ち

した。どんなに疲れていても単語だけでもやる。

でいっぱいです。夢と周りの人と自分を大切に、

音読だけでもする。そう決めてから今もずっとこ

夢、目標、憧れでもいいから見つけてみて！受験

の習慣は続けられています。継続は力なり！！演

はきついけど、勉強してるうちに色んな人や言葉

奏会が中止になったり休校で先が見えない毎日が

に出会ってぐっと世界が広がって新しい発見たく

続いたり、悔しくて不安な時期も沢山あったけ

さんあるよ！まだ全然立ち直ってないけど私はこ

ど、この継続と夢があったから止まることなんて

の悔しさをバネに感謝を忘れず、もっと大きい夢

できませんでした。

に向かって頑張ります！私は津田梅子よりすごい

学校が始まってからは毎日図書室で最終下校時

英語教員になって朝ドラのモデルになります。一

刻まで勉強しました。休日は塾でずっと自習して

緒に頑張ろうね！たまたま図書室で手に取った本

いました。第 1 志望が記述式だったので三宅先

が入試に出たり、図書室で読んだ新聞が小論文と

生、山本先生、廣田先生、塾の先生に添削をして

関連することだったりしたから、図書室で勉強す

頂いたり、矢野先生や三宅先生に進路面談をして

るのとってもオススメだよ！笑

いただいたり、声をかけてくださったり話を聞い
てくださったり色んな先生に本当にお世話になり
ました。第 1 志望しか行きたくなくて夢中で、

杏林大学

外国語学部 英語学科

一生懸命頑張りました。
だけど、結果は不合格。それどころか第 1 志

私は元々勉強がとてもできた訳ではなく、いつ

望以外も全落ちで、お世話になった人への申し訳

も平均的な位置にいました。いわゆる学校のテス

なさと報われなかったことでドン底でした。

トはできるけど、模試などは出来ない人種でした。

それでも諦めたくなくて後期で第 1 志望を受験

それが高校に入り、部活に入って生活がどんどん

し、また、前期全落ちだったので亜細亜大学を英

忙しくなるにつれて学校の勉強と部活の両立が

検利用で受けました。結局、津田塾現役合格の夢

難しくなり、そんな状況に甘えてあまり勉強を真
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面目にしていなかったと思います。そんな中、気

した。何度も、大丈夫大丈夫と言い聞かせていた

がつけば高校三年生になっていて受験期が始ま

けど、結構きてました。直前の 12 月や 1 月は

りました。私は一般受験なんて更々考えていなく

自分が基礎が出てきていないと思いずっと基礎

て指定校か、推薦かどちらかしか考えていなくて、

をしていました。塾には英語しか通っていなかっ

どこか行きたい大学があるわけでもなかったの

たので、国語と日本史は独学で勉強しました。国

で推薦だったら受かればどこでもいいと思って

語は元々出来たのでとにかく問題慣れをして、日

いました。私は内申点が勉強を真面目にしていな

本史は得意ではなかったのでずっと基礎をして

かったため全然なかったので、もちろん指定校は

ました。そして、一般受験が終わり、無事に大学

難しくて、選択肢的に推薦を選びました。その悩

が決まりました。自分にとっては不本意な大学で

んでいた時期が 3 年生の 5 月くらいだったと思

したが、そこに縁があると思いました。両親には

います。その頃から河合塾に行き始めました。な

大学の受験費用や塾費用を出してもらったので

んだかよく分からないけど、高校生活では模試の

ずっと感謝でいっぱいです。受験期に揉めて矢野

成績がまあまあ良かった方だったので、英語だけ

先生に何度もヘルプしてもらったことも多々あ

を受講していたのですが、クラスも高いところに

りましたが、親子でしっかり話し合う大切さを学

入ってかなり英語力がつき始めました。それくら

びました。後期、中期試験を受けていたらもっと

い勉強をしてました。周りも頭がいい人たちばか

上の大学に行けたのにって後悔もあります。私は

りで私はクラスの中で余裕の最下位だったと思

一般受験で 3 大学しか受けていなので、みんな

います。塾に行き始めた 6 月から真剣に勉強を

よりも受験回数が少なくて一発勝負でした。だか

始めて、今までしてきた私の言う勉強は全然勉強

らこそ、1 回 1 回の受験を失敗しないように気

ではなくて、本当の勉強をしていなかった自分に

合を入れることが出来たかもしれません。上手く

気が付きました。その時から自分の知識の無さに

出来なかったので、目的の大学には受かることが

気がついて、逆に一般受験で大学に行きたいなと

出来ませんでしたが。それでも、やっぱり受験期

思うようになりましたが、一般に反対だった両親

を支えてくれた両親、そして友達、先生方には本

は中々厳しかったです。推薦は受けたのですが、

当にお世話になりました。感謝してもし尽くせな

結果はダメで、かなり手応えがあったはずなのに

いくらい、私の心を支えてくれて今の受験結果に

なんて思ってましたが、その瞬間に一般の道が決

なっても後悔が少ないくらい大きな割合を占め

まって最初は両親から指定校は？なんて聞かれ

ています。本当にありがとうございました。もう

たり一般で行くの？って聞かれる事が多かった

一度受験できるのなら、もっともっと真剣にや

です。それくらい両親も不安だったと思います。

る！っと言いたいところですが、それは厳しくで

でも、そんな中で最終的に一般で行きたいと言っ

きなかった自分自身への甘えだと思いました。い

た時に両親は一般で後悔しないのなら一般で大

まの受験結果に満足が行くかと言ったら、もう 1

学行きなって言ってくれた事はほんとに嬉しか

年勉強してもっと上の大学へ進学したいです。で

ったしすごく感謝しています。やはり、一般受験

すが、それはしないという約束を元々両親として

は費用もかさむし家族や周りの人にかなり気を

いたということもあり、また、実際に最後まで詰

使わせてしまうので、一般受験に反対だった両親

めれなかった自分がいたので選択肢にないと思

が一般でいいと言ってくれたことは本当に嬉し

いました。自分自身が後悔しないように、家族と

かったです。そこからが本番で、両親に許しても

の関係も、部活のメンバーとの関係も、友達関係

らったぶん、勉強に勤しむようになりました。が、

も、恋愛も全てのことにおいて、中途半端になら

模試を受けても偏差値は上がらないし、成績は下

ないようにしっかり割り切って行くことが大切

がり続ける一方だし、かなりメンタルにも来てま

だと思います。私自身が、受験期なのに家族と揉
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めてしまったり、恋愛の方向に意識が向いてしま

していましたが、この時期までのノートを見返す

ったり、人間関係が上手くいかなかったり後悔す

と、書き殴られているのはほぼほぼ英語です。ひ

ることが勉強以外にも沢山ありました。なので、

たすらスタディサプリを見て、Vintage をやって

これから受験を控える後輩の皆さんは自分自身

を繰り返していました。日本史を本格的に勉強し

が絶対に後悔をしない選択を必ずしていってく

始めたのは 9 月でした。今考えると個人的にはも

ださい。そうすれば成功でも失敗でも結局高校生

う少し早めに始めてもよかったかなと思います。

活最高に過ごせるので！コロナで大変な状況だ

この頃から勉強時間は平日 3〜5 時間、土日 5

と思いますが、自分の最大限の力を出していって

〜8 時間でした。先生方から言われていた勉強時

ください。

間より少なかったかもしれません。
また放課後、図書室を利用しまくっていました。
図書室の椅子と机が、家の机と椅子よりも快適だ
駒沢大学

文学部 国文学科

ったもので…冬からはマスクをしていても風邪が
怖くて家に帰ってやっていました。10 月頃から英

［受験した大学と合否］

語の長文を一日一回は読むようにし、答え合わせ

・法政大学(不合格)

には特に力を入れました。国語は他教科に比べて

・中央大学(不合格)

比較的得意な自信があったので、
11 月頃から一日

・学習院大学(補欠)

一回は古文または漢文の長文を解くぐらいでした。

・國學院大学(補欠)

振り返ってみると漢字や現代文単語の勉強を疎

・駒澤大学(合格)

かにしがちだったなと反省しています。

・武蔵野大学(合格)

さらに反省すると、私は冬休みの終わり頃から

これから話すことの参考になれば幸いです。

ピンチだと感じていながらも、なぜか気持ちが切
れてしまい、少しサボり気味になってしまってい

［受験勉強期間の過ごし方］

ました。受験後に後悔のないようにしようとやっ

私は 4 月〜6 月までは毎日最低 6 時間をノルマに

てきましたが、ここだけは心残りです。第一志望

設定していました。(度々6 時間に達していなかっ

校に合格できなかったのも、確実に勉強不足のせ

たので次の日にまわしたりしていました)

いだなと感じています。趣味がたくさんある人は

この頃までは中学からの友人と毎日何時間勉強

息抜きをたくさんしがちだと思いますが、息抜き

したか報告しあって、士気を高めあっていました。

はほどほどにしましょう…。

7 月からはお互いに学校がまた再開したこともあ

あと学校の試験勉強は疎かにしがちですが日本

り、報告制度をやめたんですが、その友人が勉強

史や英語の文法なんかは特に、やっておくと役に

を嫌々言いながらも真面目にやることができる人

も立ちますし、受験勉強があるから…と完全に捨

だったのでいい刺激になり、やる気を出させてく

ててしまうのもよくないように感じます。別に学

れました。

校の回し者とかではないんですが、学校も十分活

結局は自分との戦いだ、とむげにされがちな、”

用できると思います。授業を中途半端に聞き流し

受験は団体戦”の言葉の所以はこういうことなの

て受験勉強するより、授業をしっかり聞いといた

かもしれません。(でも結局は自分との戦いなので

ほうがあとで理解できることもありますし…人に

しっかり自分のために勉強してください)

よりけりだとは思いますが。(^^；)

ちなみに夏頃まで特に力を入れて勉強していた

(こんなこと言ってますが、受験間近あまりに勉強

のは英語でした。中学の頃から英語がいっっっっ

に焦って授業の片手間、英単語を覚えようとして

っちばん苦手でした。勿論日本史や国語も勉強は

いたことがありました。お詫びいたします。)
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した。これは秋頃から始めましたが、個人的には
［オススメの勉強法］

だいぶ語彙も増えてよかったなと思う勉強法でし

参考程度に読んでください。あくまで私の良かっ

た。

たなと思う勉強法です。

先輩方から「英文は声に出して読むと効果的だ」

#英語

とよく聞いていましたが、馬鹿にできません。身

［使っていた参考書等］

をもって知りました。

・英単語ターゲット 1900

#日本史 B

・英語長文レベル別問題集⑤上級編(東進)

［使っていた参考書等］

・Vintage

・日本史 B 一問一答【完全版】(東進)

・その他授業で使用した問題集

・日本史問題集完全版(東進)

英語の勉強開始頃はスタディサプリで文法をひ

・授業で使用していた教科書(山川)、資料集

たすら勉強していました。とにかく最初は英語に

日本史は教科書を読んでから一問一答を読み、

慣れようと思い、英文はノートに日本語訳を考え

細かいところまで確認して、わかりにくいことが

ながら写して、わからない単語はあとからまとめ

あれば資料集を見て、自分があとから見てわかり

て調べました。あとは進研ゼミの問題を活用して

やすいようにノートにまとめ直しました。その次

いました。

にその日に学習したところまでを、東進の一問一

授業で使う問題集も学校の試験期間にたくさん

答とだいたい対応していた同じく東進の問題集で

解き直したり、予習をしてどこがわからないのか

どんな問題形式で出されるのかを確認しながら丁

をなんとなくでも見つけてから授業に臨むように

寧に進めてました。通史を終わらせたのは一月の

したら、だんだんと英語を読むのになれてきまし

初週とだいぶ遅くなってしまいましたが…

た。

日本史は教科書に書かれていることがそのまま

英単語は学校の登下校や暇な時間に読めるように

出ることが多いですし、太文字にされていない細

して Vintage は授業や長文でわからないところを

かいところからもたくさん出るので、とにかく問

つまんでやっていたところもあるので、正確には

題をたくさん解いて慣れることと、教科書をしっ

わかりませんが、大体 4 周ほどしました。もっと

かり読むことが鍵になってくると思います。

やってもよかったかなとは思います。

人によっては総理大臣を覚えるのに骨が折れる

長文の勉強で一番気を付けていたのは答え合わ

かもしれませんが、
「なかなか誰が何をやったのか

せを疎かにしないことです。わかりやすいと思っ

覚えられない！」
「順番がぐちゃぐちゃになってし

た長文でも小さな声でも声に出して読むと、すん

まう！」ということがあれば、まずは内閣の順番

なりと意味がでてこない単語が見つかることがあ

を覚えてみるといいかもしれません。私も最初は

ります。そういったものが残ってると本番で「わ

「いくやまいまいおおやまい…(資料集などにも

かりそうなのにでてこない！あとちょっとなんだ

載っている総理大臣の頭文字などから覚える覚え

けどな・・・」と変なところに考え込んで貴重な試

方です)なんて覚えても…」と思っていましたが、

験時間を使いかねなかったからです。

勉強しているとあまりにもぐちゃぐちゃになるの

わからなかった単語は答え合わせの後、調べて

で、先生が言っていた通り順番よりも内閣ごとに

日本語訳と一緒にノートに書き写し、書き写した

覚えようと、前述の覚え方を利用して、内閣を覚

ものを一旦ざっと読んでから、もう一度本文を読

えてからやってみたところ格段と問題が解きやす

んで英文に慣れる勉強をしました。書き写した単

くなりむしろ明治〜昭和が得意な時代になりまし

語は暇なときやたまたまノートを開いて目に入っ

た。

たとき、次の日など繰り返し見るようにしていま

自分の勉強法で行き詰まったら素直に先生に言わ
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れた通りにやってみるのもいいのかもしれません。

うになった状況でした。説明会で話していた大学

#国語

群だなぐらいで、どれがどこのどんな大学かなん

［使っていた参考書等］

てわからなかったんです。

・授業で使っていた教科書単語帳問題集等

でも 3 月頃に受けた春季講習の際、塾の先生が

(漢文必携、新しい古典文法など)

このぐらいの時期から勉強したら GMARCH に受

現代文はこれといった勉強をしていなかったの

かるか受からないかのラインだよとおっしゃって

で何もお伝えできません…ただただ問題を解いて

いて漠然と、じゃあとりあえずそこのレベルを目

ました。

指そう！と第一志望校を決めました。選んだ大学

後悔があるとするならば、漢字の勉強をもう少

はネットで HP などを調べた際、勉強に集中でき

ししていればよかったなと思うので、漢字や現代

そうな環境だと思ったのが決め手でした。

文単語を疎かにしないようにしてください。

行きたい分野も、その頃の私は漠然と「日本の

古典は英語の長文と似たような勉強をしていま

文学や文化に興味があるな」という程度で国文学

した。答え合わせで現代語訳と本文を見比べなが

系の学部学科を選びました。元々二年の途中まで

ら読むことでわからない単語をあぶりだして覚え

は美術系の進路に進むことを考えていたので、絵

ました。古典をしっかりやると漢文でかなり楽に

以外に興味のある分野がすぐには見つけられなか

なるので、基本の文法事項や助動詞の活用や判別

ったんです。でも、受験勉強を続けていくうちに

はしっかり抑えてください。漢文は 10 月ごろま

だんだんとその大学に受かりたいという気持ちが

で全くどうしていいかわからず、これまたスタデ

強くなっていきました。また段々と日本語を学び

ィサプリを活用して勉強しました。また古文漢文

たいと思うようになり、その気持ちが完全に固ま

はセンターの過去問を解いているといい勉強にな

ったのは 12 月でした。他の志望大学が決まった

った気がします。

のも同じ頃だったと思います。ただ駒澤大学を志

私が受験勉強を本格的に始めたのは 4 月の後半

望校に加えたのは共通テスト 1 週間前でした。

でした。突如家にいる時間が多くなった 3 月、得

情報をネットでも友達でも家族でも先生でもど

体の知れない受験への不安にかられ、このままで

こからでも、自分で調べて自分でゆっくり考える

はいけないと無料の塾の春季講習を探し、足を運

ことが大事だと思います。じっくり悩んでくださ

びました。日にちにして 1 週間半ほどしか行きま

い。

せんでしたが、そこで受験勉強の仕方や受験に対

共通テストで失敗した身ですが私立大学を目指

する気持ちが少しでも理解できたのはかなり大き

す方は共通テストが全てではないので、そこで落

かったです。しかし、それから勉強習慣のなかっ

ち込みすぎないでください。無理やりにでも前を

た私は惰眠をむさぼる毎日で結局 4 月の最後の週

向いてください。本当に、誰かのためになること

から勉強を始めました。

が言える自信はないですが、これだけは言えます。

この時まだ学びたい分野も行きたい大学もなか

折角なら楽しんでください。力があるのに緊張で

ったので、急に行きたい大学ができてもいいよう

発揮できないのはあまりにも惜しいですから。こ

に、とにかく基礎を固めることに集中していたと

こまで読んでくれてありがとうございます、心か

思います。塾には通わず進研ゼミとスタディサプ

ら応援しています。

リを活用していました。
［志望校の絞り方］
私は情報にかなり疎く、日東駒専や GMARCH、
成成明学獨國武なんて言われても覚えられず、10
月半ば頃にやっとその群の大学の名称がわかるよ
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順天堂大学 スポーツ健康科学部 スポーツ学科

・志望校の絞り方

赤本の問題から、基礎をしっかりしていれば解

僕は高校二年生の夏までは全然進路が決まって

けると考えて、主な勉強は数学は基礎問題精講、

いなくてかなり悩んでいたのですが、自分がやり

現代文はセンター過去問の周回しかしてません。

たいこと、やってきたことなどを考えてスポーツ

あと授業の復習をするようにしてました。特にそ

という分野にまず絞りました。そしてそこからス

の日の授業の間違えたところや先生が大事と言っ

ポーツを中心にしてどんな職業があるか考えまし

ていたところを解き直ししました。そうすると定

た。その中で僕はスポーツを支える方向に進みた

期テストの勉強が楽になるので受験勉強にさける

いと考えて、そのようなことが学べる大学を選び

時間が増え、受験にも使えることがあるので一石

ました。

二鳥です。

・受験勉強で苦労したこと

・時間の使い方

まず僕は勉強することが嫌いで、時間があれば

よく人は朝方と夜型に分類されるって聞くじゃ

部活の練習したりしていたので勉強する習慣をつ

ないですか。それで僕は絶対に夜型だと思ってい

けるのに苦労しました。まずは 10 分でもいいか

て朝起きるのがとても苦手だったので、夜遅くま

ら英単語を勉強したりして、集中力が切れたら少

で起きて勉強していました。

し椅子から離れてダンベルを持ち上げたりして少

簡単に 1 日の流れを書くと

ししたら椅子に座って勉強を始める。このように

7:30 起床

して勉強してました。

8:40 登校（感染症対策のため時差登校）

そうすると段々慣れて椅子に長く座って勉強す

16:30 帰宅そして仮眠

るのが苦じゃなくなってきましたね。あと勉強を

19:00 起床

する前に決まった曲を聴いてスイッチを入れ替え

21:00～22:00 勉強開始

るようにしてました。

3:00～4:00 勉強終了、就寝

どうしても勉強する前は「勉強したくね〜」っ

こんな感じの生活を送ってました。先生方から

て思ってしまうので、好きなアーティストの応援

見たら絶対ダメと言われる生活ですが、僕は朝が

ソングを聴いてやる気を起こしてから勉強するよ

起きれないなら夜遅くやって昼寝すれば睡眠時間

うにしてました。

を確保出来ると思って、このような生活をしてい

・勉強の仕方

ました。僕は体力に絶対的な自信があり、夜勉強

僕は現代文と数学と英語の 3 教科の受験でした。

する方が自分に合ってると思ってやっています。

僕が 3 年生になって初めて受けた模試を父親に

真似しないでください。受験は朝からあるので朝

見せたら『お前このままだとどの大学も行けない

に強い方が絶対に良いです。

ぞ』と言われて、この 3 教科の中で好きな科目と

・スランプの時期の過ごし方

得意な科目を聞かれて現代文と数学と答えたらそ

僕は模試の成績は良くなかったから、もう上を

の 2 教科で満点取れと言われて『はぁ〜嘘でし

見るだけだと吹っ切れていました。だからスラン

ょ？』と思ったのですが、よく考えると苦手な教

プとかあまり感じたことがないですね。

科を勉強するより好きな科目や得意なな科目を勉

・失敗から学んだこと

強する方がモチベーションも保てるし、いいなと

一つ目。どんなに滑り止めの大学でも赤本はや

思って英語は最低限の単語しかやりませんでした。

ろう。第 3 志望の大学の赤本が学校に無くて借り

志望校が夏前ぐらいに決まってちょうどその時

れなかったので、ホームページにあった過去問を

ぐらいに現代文演習で赤本をやりまくる宿題があ

やったのですが数学が、その過去問と全然違って

りました。その時に数学もやったのですがその時

焦りまくりました。2 日連続でその大学の受験だ

に作戦を立てました。

ったのですが、1 日目が終わったら即本屋に行っ
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てその大学の赤本買って、3 年分くらい解いて傾

人たちへの感謝や友だちの大切さなど、勉強以外

向をつかみました。これは本当にやらかしました。

にも学んだことがたくさんあり、達成感を感じた

二つ目。英語を得意科目に出来るようにしよう。

貴重な体験となりました。この体験記ではありの

英語を捨てた人に言われるのは癪に障るかもしれ

まま私が体験したことをお伝えしていきます。頑

ないけど、絶対英語はできた方が良い。ある程度

張ろうという気持ちを持って大学受験に臨んで頂

の一般入試で使えるから絶対に英語をできるよう

ければ嬉しいです。

にしよう。

まず私が 1 番伝えたいことは、「志望校は模試

・受験当日の心構えや成功 or 失敗

の偏差値だけでは決まらない！」ということです。

寝られなくても大丈夫。僕は緊張しやすくて全

正直な話、私は最後の共通テストプレ模試の偏差

部の受験前日、良くて 3 時間、最悪 1 時間しか寝

値は、43 でした。志望校の専修大学は結局ずっと

られなかったけど全然支障はないから、寝られな

E 判定、、、
。先生からは志望校を考え直すように言

かったと思うより、少しでも寝れたと思う方が良

われました。私の心は絶望的でした。あまりのシ

い。人間 1 日徹夜したぐらいで死んだりしないか

ョックから教室に足が向かず、進路指導室で先生

ら。

にずっと話を聞いていただいたこともありました。

・受験スケジュールに気をつける（これ成功なの

心が折れそうになることは何度もありましたが、

か失敗なのかわからないけど）

それでも「誰に何を言われようと最後まで絶対に

僕の志望する学部は受験日が 2 週間に詰まって

諦めたくない」という思いを持ち続け、自分を信

いて、共通テストから一週間後には一般が始まっ

じて励みました。

たり、横浜で受験してそのまま千葉県に行って一

こんなダメダメだった私でも最終的に行きたか

泊して千葉県で受験して、次の日また横浜で受験

った大学に合格できました。

なんていう過密スケジュールだったけど、個人的

なぜ合格できたのでしょう。私のルーティーン

には日にちが開くよりよかったと思ってます。常

と勉強法をのせていきます。

に受験モードの方が、変に日にちが空くより気が

【私のルーティーン】

抜けないのでよかったです。

6 月に部活を引退してから SNS（インスタ・

・これから受験を迎える在校生へ

TikTok など）
を消して本格的に受験勉強を始めま

勉強は孤独との戦いです。一人で黙々とやるの

した。

はとても辛いし、投げ出したくなります。でも君

10 月頃までは、平日は、朝の通学時には単語・

を応援してくれている人は周りに沢山いるはずで

熟語を覚える→モノレールで小テストの勉強など

す。辛い時は周りの人に弱音をこぼして気持ちを

→学校で授業→帰宅時も単語熟語を覚える→帰宅

リセットするのも大切です。辛いことの方が多い

したら日本史暗記→英語長文を読む→日本史（た

けれど最後まで頑張ってください。

まに国語）
休日は、単語・熟語を 30 分覚える→英語の長
文→お昼周辺は国語→午後は日本史暗記→たまに

専修大学 国際コミュニケーション学部

英語の文法長文をはさむ。だいたいですが、この

異文化コミュニケーション学科

ようなリズムを決めて取り組んでいました。夏休
み頃からは、日本史の比重を多めに勉強しました。

これから受験を迎えるみなさん。私が受験を終

【勉強法】

えて一番感じたことをお伝えします。大学受験は

〈英語〉

甘くありません。想像していた以上に辛く厳しい

まずは単語です。私は犬の表紙の単語帳、ター

ものでした。しかし同時に、支えてくれた周りの

ゲットを使っていました。１年生の終わりくらい
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から単語の 1900 を、3 年生の 4 月くらいから

分析するというのは、言葉の一つ一つをイメージ

熟語の 1000 を覚え始めました。単語の方は 10

し、主語、述語、目的語にそって内容をとっていく

周〜15 周くらい、熟語の方は 5 周くらいしてい

ことです。接続詞を意識するだけでも大きく変わ

ました。

ります。小説は自分の主観的な感情で決めず、〇

私が受験前、特に使っていたテキストは、

〇が〇〇だからこれだ！と本文に書かれているこ

Grammar Collection です。これは、英語演習で

とから判断します。３年生になる春に私が使って

使っていたテキストです。実際の入試問題を単元

いた①『よくわかる現代文問題集』は、ヒントが下

ごとに解くことができ、しかも前のページに戻れ

に書いてあり、短文で訓練できるので、現代文が

ば一目でわかるように要点がまとめられていたの

苦手だった私でもスラスラ読み進めることができ

で、とても使いやすかったです。私は英語は英検

ました。漢字や語彙も大切なので、1 日のノルマ

利 用 で き る か ら と 思 っ て 、 12 月 く ら い ま で

を決めて毎日触れるようにしました。

Vintage をほとんど使っていませんでしたが、

古文は、私は受験科目でほとんど使わなかった

Vintage を 5 周くらいしている友達もいました。

のでそこまで勉強しなかったのですが、古文単語

数をこなすことが大切だと思います。また、長文

はもちろん、助動詞の識別は完璧にしておく必要

は毎日読み続けてください。たくさん読む必要は

があると感じました。追い込みのときに役立った

ありません。1 日 1、2 個でよいと思いますが、

テキストは、古文演習の授業で使っていた『集中

毎日必ず読むことを続けました。

2 週間完成 古典文法識別・敬語』です。識別パ

長文の勉強法としては、

ターンが識別語ごとにまとめられているため、頭

1、そのまま普通に問題を解く

に入りやすかったです。

2、わからない単語が出てきたら、そのままにせ
ず辞書を引いて調べる

①『よくわかる現代文問題集』

（私の場合、わからない単語をルーズリーフに
まとめていました）
3、単語の意味がわかれば解けた問題は色ペン
で丸をする
4、答え合わせをする
5、間違えた問題がなぜその答えになるのか、解
説を見ずに自分で考える
6、解説を見て、自分の考え方と同じかを確認す
る
7、違った場合、参考書などを確認

〈日本史〉

（それでもわからない問題があれば、先生に聞

私は普段の定期テスト勉強をするとき、教科書

いてみる。
）

を使って勉強したことがほとんどありませんでし

8、答え合わせが終わったら音読をする

た。当然、教科書は真っ白なままでどこが大事な

→音読は速読にもつながり、さらにリスニング

のかもわかりません。しかし、受験勉強を始めて

の耳を鍛えてくれます。スラスラ頭の中で理解で

からは、教科書を開いてみると蛍光ペンだらけで

きるまで何度も音読しました。

す。まず使ったのが、②『書き込み教科書 詳説日

〈国語〉

本史』という、教科書の大切な部分が要約された

現代文は、淡々と読んではいけません。本文の

穴埋め式のテキストです。赤シートで穴埋め部分

情報を分析しながら読むようにしました。情報を

を隠しながら読んでいき、穴埋めになっていると
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ころを教科書にマーカーで引きながら覚えていき

何がわかれば解けた問題なのか、しっかり分析す

ました。同じ山川出版のテキストなので、教科書

ることがとても大切であると思います。

通りで取り組みやすかったです。ある程度慣れて

【志望校決め】

きたら（私の場合は３年生の夏休み）
、③『一問一

私が専修大学に行きたいと思い始めたのは、高

答』を使いました。ここからはひたすら問題を解

校 1 年生の夏休みです。オープンキャンパスに参

きまくりました。

加するという宿題があり、私はそこで初めて大学

②『書き込み教科書 詳説日本史』

を調べました。なんとなく魅力を感じ、専修大学
のオープンキャンパスに参加したことで、大学受
験を頑張りたいと思い始めました。早いうちから
大学調べを始め、積極的にオープンキャンパス（コ
ロナ禍のうちはオンラインイベントなど）に参加
することをおすすめします。
最後に、私が大切だと思ったポイントをまとめ
ました。

③『一問一答』

1、量をこなす
私は脳が働いていない時間をなるべく作らない
ようにしました。暇があれば単語帳を開きます。
モノレールでも歩いているときでも、トイレにも
かかさず持っていました。また、毎日ポケットに
単語帳のコピーを入れて、赤信号のときや暇な時
間がある度に眺めていました。
2、あきらめない

※しかし！！！

勉強をやってもやっても模試の結果が上がらず、

問題だけを解いていては 1 度覚えたものも忘れ

悔しい思いを何度もしてきました。私は共通テス

てしまいます。そこでインプットとアウトプット

トはまったく点数が取れず、共通テスト後に調子

のバランスが鍵になってくるのです。冬休みまで

が上がってきたように思います。受験が始まって

の目安としてはインプット:6、アウトプット:4 く

からは、1 校失敗したとしても気持ちを切り替え

らい。特に夏休みはインプットに時間を使ってい

る、落ちるかもとネガティブな考え方をしない、

ましたが、冬休みからはインプット:2、アウトプッ

モチベーションを上げるためになんでもポジティ

ト:8 くらいのつもりで問題にたくさん挑戦してい

ブに考えることが大切です。

きました。

そして、これから大変な時期になってくると思

【赤本】

います。ご両親や先生方と衝突することもあるか

私は夏休みに第 1 志望校の赤本を 1 年分、10

もしれません。しかし、それは真剣に考えてくだ

月までに全志望校を 1 年分終わらせました。
私は、

さっている証拠です。受験は 1 人では決してでき

押さえ校の過去問が 7、8 割安定して取れるよう

ません。支えてくれる人、応援してくれる人がい

になってから、上位の過去問を本格的に始めたの

るということを忘れないでください。上水の先生

で、最終的に第 1 志望校は、６年分くらいやりま

方はどんな時も相談にのってくださり、手を差し

した。1 時間かけて問題を解くのに対し、復習を

伸べてくださる先生方ばかりです。みなさんが悔

2〜3 時間かけて行っていました。赤本はただ解

いなく、充実した受験勉強ができるよう応援して

いて終わりではありません。なぜ間違えたのか、

います！頑張ってください！！
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す。初めから国語が得意だったわけではないです
専修大学

人間科学部 社会学科

が、受験当日までには国語で 8〜9 割取れるよう
になりました。これは私の自慢話をしたい訳では

・軽く自己紹介

なく、何が言いたいかって言うと、評論文にはコ

16 期のみなさんこんにちは。
名前が漢字だと認

ツがあり、誰でもコツさえ得られれば難しい文章

知してもらえないのですが、さわべ にこです。小

でも解けるということです。

2 から英会話教室に通っていて、ずっと英語の教

古典は、スタディサプリで文法を勉強しました。

員を目指していました。なので勉強は英語だけや

単語帳は学校で貰った古文単語 315 だけで十分

って、他はその場しのぎの勉強しかしていません

です。英単語に関しても教材の浮気はだめです！

でした。ちなみに日本史は毎回最下位でした。

MARCH は全体の内容理解が必要です。日東駒

・春休み(自粛期間)の過ごし方

専は間違い探し的な所があり、これが厄介ですが、

私は 3 月の自粛期間から立川の個別指導トライ

逆を言えば答えはもう文章に書いてあるんです！

に通い、受験勉強を始めました。この時は、ここに

(英語)･･･文法は CM でもやっているスタサプの

行きたい！と思える大学がまだ見つけられていま

関先生の授業を見ていました。神授業です。人生

せんでした。でもこの自粛期間はチャンスだと思

変わります。ぜひスタサプ入れてみてください！

い、ここで差をつけてやる！とやる気を出します。

それを見たあとにグラマーコレクション(これも

私は日本史が苦手で、というか真面目に勉強し

学校でもらったやつ)、ビンテージは 1 週間に 1

た事がなくて、この時まで豊臣秀吉と明智光秀が

周やっていました。長文は苦手なので他の先輩の

同一人物だと本気で思っていました(笑)。なので

を参考にしてください！私は当日点を取れる自信

まずは日本史の基礎を固めようと思い、貯金 2 万

が無かったので英検利用しました。みんな受験生

円を使い、日本史の漫画の全巻(旧石器時代〜近現

は英検を取ってくるので、受けておくべきです！

代)を買いました。これは私の偏差値を爆上げしま

(日本史)･･･日本史に関しては伝えたいことが

す。１ヶ月で 1 周して、一気に日本史への苦手意

沢山ありますが文字数の関係で大切なことを絞る

識が消えるどころか、好きになりかけていまし

と、ひたすらに、暗記暗記暗記です！アウトプッ

た！この漫画は私のバイブルです。ちょっと高い

トを大切にしましょう。たくさん知識の引き出し

けど、1 年後の自分のためと思えば安いもんで

を作れても、どの引き出しを選べばいいか分から

す！学校の自習室にも全巻置いてあるので、日本

ないのでは意味が無いからです。人に説明できる

史を受験する人はぜひ読んでみて下さい！

ようになれれば、その知識はもうあなたのもので

・夏休みと塾での過ごし方

す！がんばれ！！

夏休みは、毎日 9 時間は勉強していました。

【他すっ飛ばしていいからこれ読んで】

私はずっと同じ場所で集中することができない

去年まで近現代がどの大学でもあまり出されて

人だったので、塾と自分の部屋を半々くらいの割

いなかったけど、今年は日大東洋専修で思いっき

合で使っていました。これは人それぞれで大丈夫

り出されました。この詰めが甘く、第 1 志望の東

です！自分に合う勉強スペースを見つけましょう。

洋大学は落ちてしまいました。日本史は MARCH

ちなみに私は自分の部屋の机を 90 度ずつ 1 周し

より日東駒専の方が難しく感じました。でも今か

て変えて気分転換してました(笑)。

らやれば大丈夫！！

・国英社の勉強の仕方

・失敗談

ここで勉強について話します。

私の夢は英語の教員でした。でも受験勉強をし

(国語)･･･現代文は、赤本と学校でもらった教材

ていくうちに英語が嫌いになってしまい、
「本当に

だけをやっていました。正直、これだけで十分で

自分はこの道に進んでいいのかな。
」と毎日悩みま
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した。結局受験１ヶ月前になっても決められませ

私は受験を通して大切だと思ったことが 3 つ

んでした。そんな時に現代社会の富塚先生の哲学

あります。

の授業で、｢諦める事から始まる｣という言葉を知

1 つめは実際にオープンキャンパスに行って、

り、心に刺さりました。富塚先生ありがとうござ

大学の雰囲気を知ることです。私は入学する大学

います。沢山相談して泣きながら悩んで英語の道

のオープンキャンパスに行き、先輩方の雰囲気や

を諦め、社会学の道に進むことにしました。自分

施設などに魅力を感じ、推薦を受けることに決め

の悩みと早く向き合えていたら、受験直前にこん

ました。だから、気になっている大学には実際に

な事にはなっていなかったと思います。進路が曖

足を運んでみることが大切だと思います。

昧な人は今のうちに沢山悩んでください！道は 1

2 つめは、学校や塾をうまく活用することで

つではありません。自分が本当にやりたい事をも

す。まず学校の小論文講座では、小論文の書き方

う一度考えて、沢山進路について調べてください。

だけではなく志望理由の書き方も教えてくださっ

・成功の秘訣

たので、推薦の際にとても役に立ちました。他に

私は第 1 志望が補欠で落ちてしまい、成功とは

も学校や塾の先生に小論文と志望理由を何度も添

言えないかもしれません。でも、学校や塾の先生

削していただきました。また、家ではテレビやス

方、友達の支えと応援があったおかげで何とか 1

マホを見てしまい、なかなか勉強に集中できなか

年乗り切ることが出来ました。1 人では絶対乗り

ったので塾の自習室に行き、勉強をしていまし

越えられませんでした。本当に感謝してもしきれ

た。受験生活を通して、改めて勉強する上では周

ないくらい、感謝してます。どんな結果でも、この

りの環境が大切だと思いました。

1 年頑張れた事が財産であり成功だと思います。

3 つめは学校の定期テストや小テストにも力を

・アドバイス

入れることです。私は 1、2 年生の頃、理系科目

”日東駒専は難化傾向にあり、全く滑り止めに

が苦手でしたが、将来的には使わないと思い、な

ならない。という事を今覚えて下さい！

かなか力を入れて勉強することができませんでし

”コロナ禍だからといって入試は易化しませ

た。しかし、推薦を受ける際に理系科目の評定が

ん！むしろ難化してます！！

足を引っ張ってしまい、1、2 年生の頃にもっと

”入試は、フライングしたもん勝ちです！これ

勉強していればよかったと思いました。また、単

を読み終わったらすぐ机に向かいましょう！！

語の小テストなどは受験にもつながると思うの

”模試の結果に惑わされず、最後まで諦めずに

で、日々の小テストで高得点を取れるようにする

粘り強く！！私は最後まで E 判定でした

ことも大切だと思います。

”音楽を聴いてモチベを上げましょう！（祝祭

改めて受験について振り返ってみて、大変なこ

／sumika、可能性／サンボマスター、万歳千唱／

とが多かったけど、その分勉強面以外でも学ぶこ

RADWIMPS など。
）

とが多かったです。

ここまで読んでくれた人ありがとうございまし

頑張ってください！応援しています！

た。これを読んで不安にさせてしまっていたらご
めんなさい。でもその不安を糧にこれから頑張っ
て下さい！あなたなら絶対受かります！！全員応

専修大学

法学部 法律学科

援してます。
・志望校の絞り方
教育学部以外で教員免許が取れる大学で選びま
専修大学

文学部 英語英米学科

した。
・勉強の仕方とか時間の使い方
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割と就寝時間は早めにしていて起きるのを早く

ージを開くと世界史 A をやっていたのに気づき、

していました。自分の体質では夜中まで起きてる

めっちゃ変な汗かきました。

と次の日調子が結構下がるので、朝型とか夜型と

だから、自分のことを信じることも大切だけど、

かは自分に合ったやり方でした方がいいと思いま

あまり過信しすぎないような心構えで試験に臨ん

す。勉強については世界史に関しては独学でした

でください。いつも通りを出すって本当に難しい

があまりおすすめしません。興味が無かったりし

ことだから、１回１回の問題演習を本番のように

たら全然得点あがんないです。あと英熟語なめた

考えてください。

らいけません。後回しでいいやーって思ってると

・最後に

痛い目に遭います。英単語と英熟語は並行してや

これから辛いことが多くあります。めげずに頑

ってください。ヴィンテージは神ですので何回も

張ってください。辛い時は一人で抱え込まないで

何回も繰り返してやってください。国語に関して

友達や家族、先生方に相談してください。特に勉強

は一冊新書を一章ずつ要約したらめっちゃ読解力

にとってはわからないことがあれば親身になって

上がりました。でもあまりおすすめしません。時

くださる先生が上水にはたくさんいます。頼りま

間めっちゃかかるんで。本当に現代文無理だ！っ

くってください。本当に応援しています！特に剣

て人にはおすすめします。あと自分は漢字を最後

道部の後輩たち！お互い支え合って頑張れ！！

まであまり勉強しませんでしたが、やっておいて
損はありません。普通に間違えて損します。
・塾に関して
一応塾に入っていましたが、夏期講習とか冬期
講習とか受けてないし、授業も週一でした。結構

中央大学

商学部 会計学科

自習の時間って大切です。塾でやったこととかは
やりっぱなしにしないで理解するまで継続して復

自分たちはコロナ禍での受験だったのでおそら

習してください。あと YouTube の「ただよび」

く状況が異なるかと思いますが、自分の体験が少

本当にお勧めします。古典が苦手だった私にとっ

しでも役に立てば幸いです。（文系の人向け）

てはそのおかげで苦手を克服できました。お金に

自分は高校入学時から志望校は中央大学と決め

余裕はないけど塾とかないとまずいなって考えて

ていました。なので、併願校をどのように決めた

る人だけでなく、ちょっとここ苦手だなーって思

のか話したいと思います。併願校を決めるにはま

ってたところの復習にも使えます。おすすめしま

ず、実際に行くこと、これしかありません。自分

す。

は 2 年の夏に 5 校ほどオープンキャンパスに行

・休憩時間

きましたが、自分が学びたいことを学べる環境が

結構大切にしてました。あと出来ない時はなに

あるか、その学校の雰囲気は自分に合っているか

本当に何も出来ないんで、ずーっとボーッとして

等、実際に行って感じたことを基に併願校を決め

ました。リラックス大切です。自分できないって

ていきました。3 年になってからでも遅くはない

思い詰めたら行けません。そんなこと考えていた

ので行ける機会があればぜひ行ってみてくださ

らすぐに精神ぶっ壊されます。

い。また早めに志望校、併願校を決めることで目

1 回ほったらかしにしてもいいと思います。

標を定めやすくなり、モチベーションにもつなが

・試験中とかその前の心構え

るので早めに行動するのが良いと思います。

自分は共通テストで世界史 B をとっていたのに

続いて受験勉強についてですが、自分のは参考

も関わらず、世界史 A からやり、そのまま気づか

程度に読んでください。先に言っておくと自分は

ず終わらせて一問足りないなーって思って次のペ

1 日に十何時間も勉強していたわけではありませ
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ん。塾の時間含め平均 6、7 時間程度だったと思

帝京大学

教育学部 初等教育学科

います。それをふまえて大まかに流れを言うと、
🔴志望校の絞り方

春頃のコロナ休みで日本史と英語の基礎を固め始
め、夏には共通テスト形式の問題をやっていた、

私は教育に関する職に着きたかったのですぐに

という感じです。早めに受験勉強を始めることは

教育学部のある学校に進むことを 2 年生の時から

メリットしかないので今からでもすぐにやった方

決めていました。

が良いと思います。また、長期の休みを利用して

🔴受験勉強で苦労したこと

英語や日本史の基礎を固めていくことが重要で

勉強に対しての焦りを感じるのが遅かったこと

す。また、共通テスト対策として共通テスト形式

です。先生から教わることでしか知識を得ようと

の問題を解いたり模試を受けたりすること以外

してなかったので、模試の結果を見ても「まだ日

に、私大の問題に取り組むのも良いと思います。

本史もまだ全ての範囲が終わってないから」と自

特に英語は形式が変わる可能性もあるので様々な

分の中で言い訳していました。また、勉強の習慣

形式の問題に触れておくことで本番当日、形式が

化も私は全然出来ていなく、家に帰るとそのまま

異なっても対応できるようにしておくと良いので

グダグダしてしまいがちでした。

はないかと思います。実際、自分も共通テスト前

🔴勉強の仕方や時間の使い方

に様々な大学の英語の問題に触れていたことで、

家に帰ってもスマホ見てしまったりと全然集中

形式が思っていたものと異なっていても比較的落

出来ない人は学校に残って勉強することをお勧め

ち着いて取り組むことができたように思います。

します。3 年生の科目は取る科目が少ないので３、

教材は Vintage や古文単語など学校で使用し

4 時間目が空いたりすることがあります。その時

ていたものを多く使っていました。特に国語（古

間図書室や自習室などで勉強したりするので、そ

文、漢文含む）の問題演習は新たに買ったりする

れが習慣化され自然と私は家よりも集中して勉強

ことはなく、学校で配られた教材やテキストで勉

出来ました。また赤本も置いてあるので学校で勉

強をしていました。おそらくその教科の先生に言

強することは本当にお勧めです。

えばテキストを用意してくれるはずなので、それ

🔴学校以外での過ごし方

に取り組むのも良いと思います。また、英単語帳

塾に通っていて週に２回英語と現代文を取って

は自分に合ったものを選ぶのが良いと思います。

いました。塾の自習室も利用していましたが、そ

自分は database4500 という単語帳を使ってい

んなに私には向いてませんでした。

ましたが、他にも色々な単語帳があるので自分が

🔴夏休みの過ごし方

やりやすいものを実際に本屋などで見て選ぶのが

夏休みは午前に学校の講習に行き、午後塾の夏

良いです。その方が効率的に勉強できるのではな

期講習を受けていました。

いでしょうか。

🔴スランプの時期の過ごし方

最後に、受験が近づくにつれて不安や焦りがつ

日々の習慣は忘れずにやっていました。あとは、

のり、心が折れそうになることもあるかもしれま

いつもよりも多く色んなところを気にするように

せん。そんな時は、先生や周りの友達を頼ってみ

して、見落としてるところを見つけたら「ここが

てください。きっと力になってくれるはずです。

出来てなかったから」と焦らないように心がけま

自分のペースで、最後まで諦めずに頑張ってくだ

した。

さい。皆さんが行きたいところに行けますよう

🔴失敗から学んだ教訓

に、応援しています。

模試の自己採点をしながら、答と一緒に載って
いる解説をルーズリーフにまとめていましたが、
時間の無駄だったなと感じます。自分は変に几帳
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面だったので、模試の自己採点をした数日は丁寧
に書いていましたが、段々とページがまたがるご

東京家政大学

子ども学部

子ども学科

とに自分のノートの書き方のルールへのこだわり
に腹が立ってやめてしまいました。解説は一通り

①進学先

読んで大事だと思うところにマーカーを引き、後

東京家政大学こども学部こども支援学科

で忘れないようにノートに自分の言葉で簡略化し

②併願校

てまとめることが大事だなと思いました。

東京家政大学

🔴受験当日の心構えや成功 or 失敗談

家政学部児童学科育児支援専攻（合格）

友達と一緒に受験会場まで行ったのですが、単

短大学部保育科（合格）

語を呪文のように唱えるのではなく、確認するよ

東京都市大学人間科学部児童学科（不合格）

うな感じで「ここはこうだったよね」や「ここ出る

③志望した動機

気がする!」など記憶の 1 番新しい所にやったこと

・キャンパス内に保育園があった

を置いておくような感じでやったことによって緊

・実習が充実していた

張によるど忘れが無かったです。

・障害児の対応の仕方も勉強できる

🔴今振り返って思うこと

・クリニックもあり院内保育についても学ぶこ

今振り返ると 1 番最初に思うことは、もっと早

とができる

くやっておけば良かったということです。誰に聞

・留学制度があり、深く学べる

いても 1 番の後悔はこれがほとんどだと思います。
だからこそ、3 年生になる前に今出来ることは、

④利用した問題集や参考書
・『ターゲット英単語 1900』

習慣をつくることです。私も受験期中盤での放課

無難にこれが一番いい

後の図書館での勉強は、とても良い習慣だったと

・『入試頻出生きる漢字・語彙力』

思います。

毎日これはやっていた

🔴これから受験を迎える在校生に送るアドバイス

・『新国語問題総演習』

上に兄姉がいなかったり、これから進む進路が

家政大学の対策にはこれが一番

違えば普段から仲良くしてる友達にも相談出来る

・漢字検定準２級の問題集

ことは少ないと思います。だからこそ、担任の先

偏差値５０くらいまでの大学は準２級が出る

生やお金の面でもお世話になる親をこれでもかっ

・『Vintage』

ていうくらい利用することが大切だと思います！

私はあんまりやらなかった。並び替えだけ練

大人を利用した者勝ちです。先生方は長年色んな

習のためだけ

先輩方の進路を見てきたので、自分の進路が決ま

⑤科目ごとの勉強方法

らなくて不安でも親身になって話を聞いてくれる

【英語】

はずです。

文法、長文、精読それぞれ問題集を買い、本当

あとは、無理に頑張りすぎないこと。周りも頑

に基礎からやった方がいい。２、３周やったら

張っているのは当たり前なんだから、焦らないで

次のレベルにいくってやった方が効率も集中力

少しずつ自分のペースでやってください。そうし

も持つ。
「全レベル問題集英語長文１〜３」、
「入

ないと覚えられるものも覚えられません。これか

門英文法問題精講」、
「入門英文精講」はかなり

ら先色んなことがあると思いますが、大学受験の

やり込むといい。文法、長文、精読を一日それぞ

受験勉強が 1 番勉強する時期だと思います。1 年

れ見開き２ページやるなど偏りなくとりあえず

もないですが、少しだけ踏ん張って頑張ってくだ

数をこなすことが大事。

さい。

【国語】
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漢字は絶対毎日。一冊決めてそれを毎日何周も

時間は余る。私は３０分余った。傾向的に最近の

繰り返す。四字熟語やことわざが入ってるものの

話題を入れることが多い。ニュースを見てるとい

方がいい。文章は、毎日１文解く。英語と同じで基

いかも。私の時は岡本太郎の話だった。大阪万博

礎から量をたくさん解く。全レベル問題集現代文

関連かな？と思っている。問題も難しくなく高得

１〜３はやっとくといい。私の場合 GMARCH と

点狙いやすい。漢字は難しいところを突いてくる

か日東駒専レベルを解きすぎて、何度も同じ過去

ので注意。

問に当たってました。学校の定期テストで国語の

英語も記述だが、選択肢を書かせたりする程。

応用問題で、
「これ解いたことある」ってなったこ

英検利用もでき、２級を持っていれば８０点もら

とが２回くらいありました。でもそれぐらいやり

える。英検持ってると有利。英語は穴埋め問題が

込むのが大切です。

あり結構難しいから英語は受けなかった。それが

⑥受験した大学それぞれの対策

落ちた原因の一つかもしれない。穴埋め問題は攻

〈東京家政大学〉

略すれば結構点数を取れる。

保育の学部が３つあるので一日で３学部受けら

⑦最後に

れるので３つとも受けるのがおすすめ。私は、３

私は進路にめちゃくちゃ迷って、コロナだった

つ受けて、全学部に合格しました。

のもありオープンキャンパス全然行けなかったの

国語は結構癖がある。過去問的には(1)評論文

でなるべく早く決めること、基礎を疎かにしない

(2)基礎問題（四字熟語など）がほとんどでした。

ことが大切です。１、２年の時に全然キクタンを

でも、今年から(1)評論文(2)小説文(3)基礎問題に

やらなかった自分を恨みます。

変更されており、解く時間がギリギリになってい

途中で投げ出したくなる瞬間が来ます。でもい

ました。共通テストでも感じたのですが、最初か

つかは報われるので頑張ってください。

ら解き始めるのではなく、パラパラっと見てから
やるのがいいと思います。１０分以上は余裕を持
って終わらせるべきです。

東京経済大学

経済学部

『新国語総合演習』と漢検準２級の問題集は最
強です。絶対やるべきです。実際でた難読漢字が

私が今一番に思うことは、もう少し早く受験勉

全部漢検の問題集に載ってました。

強を始めるべきだったということです。私が本格

英語は文法問題１題、会話文問題１題、長文２

的に受験勉強を始めたのは３年の夏休みが終わっ

題、並び替え問題１題と普通の大学とは変わらな

たあたりの 9 月あたりでした。一般的な受験生な

いのですが、５０分でやるのはなかなかの量だと

ら夏休みはたくさん勉強をして、基礎をしっかり

思いました。練習をやれば慣れると思います。会

と身につける時期であります。しかし、私は勉強が

話文問題と並び替えは結構簡単なので満点を目指

あまり手につかず、勉強をしてなかったわけでは

せると思います。

ありませんが、あまりモチベーションがありませ

〈東京都市大学〉

んでした。私のモチベーションが上がらなかった

建設の学部があるからかめちゃくちゃ綺麗。来

のには明確な理由があります。それは志望校が全

年から保育の学部も世田谷キャンパスに移るそう

くないことです。正直、何のために勉強するのか分

なのでおすすめ。だからか倍率が結構上がった。

からず、目的がありませんでした。自分は本当に大

あと響きがかっこいい w

学に行きたいのかわからなかったです。志望校が

国語は記述。とは言っても抜き出しと漢字を書

ないという状態は結局、受験の最後の最後まで続

かせるぐらいなので、そんなに怖がる必要なし。

きました。ですのでこれを読んでいる皆さんには

２題で両方評論。時間は９０分と長めだが意外と

早めに目標を決めて、私と同じようにならないで
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欲しいです。志望校が決まらないという人は、勉強

そして共通テストの日になりました。普段の模

の時間を割いてでも、少し気になる学校に足を運

試と同じように英語が低すぎてしまったので、共

んでみるのがいいと思います。

通テストではなく一般にかけるしかなくなりまし

私は愚かだったので、大学のオープンキャンパ

た。そこでやっと焦り、受験勉強と言う名の過去

スや説明会などには、めんどくさかったので参加

問をひたすら解いて答え合わせをして、わからな

しませんでした。だから、大学に初めて訪れるのが

いとこは調べたり知識を詰め込みました。毎日過

受験の当日でした。そこで思ったことは、実際にキ

去問の 1 日分をやるという繰り返しでした。

ャンパスに来てみると、大学に行きたいという気

試験当日はいつもどおり電車でスマホゲームし

持ちが出てくるということです。その時私は「オー

たりリラックスしていきました。会場に着いたら

プンキャンパスなどに来てれば志望校ができたか

資料集や単語帳を見ながら待ち時間を過ごしまし

もしれない」と後悔しました。コロナ禍ということ

た。

もあってオープンキャンパスが中止になってしま

英語と国語と政経で受けたのですが、学校の問

ったりするかもしれませんが、オープンキャンパ

題によって得意科目が変わります。英語が苦手で

スでなくても、大学のキャンパスの近くに行って

ベスト 2 科で英語を無くそうと思っていたが、結

雰囲気を見てみることはできるので、勉強の息抜

局政経が難しく、英語がよく取れるようになった

きにでも行ってみてください。

ので国語と英語が使われました。英検の換算得点

受験はとても大変です。舐めてると全落ちも普

より点数が高かったから良かったのてすが、他の

通にします。最後まで諦めないことが大切です。頑

大学では英語の難易度が高すぎて英検の換算得点

張ってください。応援しています。

には全然届かないということもあったので、英検
2 級は取れると安心だと思います。
そして併願校の試験が始まる直前に発表があり

東京経済大学

経済学部

ました。しっかり全ての方式で受かってたので興
奮しました。しかし共通テストの時に併願校の経
済 3 科以外落ちてたのもあったので、リベンジの

1・2 年の時は授業をしっかり受けて、宿題を答

ために最後までしっかり受けました。その併願校

を参考にしながらやって、定期考査の前日くらい

は 4 つの方式を 1 日のテストでかけるやつでし

しか勉強をしなかったけれど、一応部活と両立で

た。結果は 4 つとも全て受かりました。嬉しかっ

きていました。3 年になってからは授業の隙間時

たけれど他の人には迷惑だったはずなので反省し

間ができたので、教科書を眺めたりして予習復習

ています。

を週に 3 回はやるようになりました。しかし家に

終わってから振り返ってみると 1 ヶ月真剣に受

帰るとやはりお休みタイムをしてしまいます。受

験勉強したのと、短い間だったので集中がきれな

験勉強しなくちゃいけないとわかっていても、結

かったのが合格する要因でもあったのかなと思い

局受験勉強をスタートできませんでした。そして

ます。後輩たちに伝えたいことは、将来やりたい

すぐ夏休みになり、各大学がミニオープンキャン

ことが無く、スタートが遅れたとしても、最後ま

パスを開いたりしたので参加しました。そこで雰

で諦めないことが大切だということです。効率よ

囲気が良かったので第一志望が決まりました。英

く勉強ができればまだ間に合います。ただ英検な

検 2 級を受けたのですが 2 次試験で落ちました。

どは間に合わないので、早めに受けておいた方が

学校で模試と定期考査が連続していたのもあった

良いと思います。まずは目標を決めるところから

のと、
「どうせ使わないもんねー」って思っていた

頑張ってください。目標があれば勉強の質が上が

のが失敗した最大の原因だと思います。

ります。自分の進みたい進路に行けるのを願って
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ます。頑張ってください!

番です。これを読んで少しでも参考にしていただ
けたら嬉しいです！
＜進路を決めた時期＞

東洋大学 国際学部 地域総合学科

幼いころから動物園の飼育員になることが夢で
高校２年生の前半までは専門学校に行こうと思っ

受験生活の中で「伸び悩む時期」はあると思い

ていました。でも、オープンキャンパスに行き、

ます。特に夏に。机に向かっているのに成績が上

周りの話を聞くうちに違う道に進む方向も残した

がる実感が湧かなかったり、毎日暗記や単語学習

いと思って、３年生手前で大学に行こうと決めま

をしているのに問題が解けるようにならないなど

した。

…。時にはスランプに陥ることもあります。です

＜おすすめの勉強法＞

が、そこで落ち込む必要はありません。基礎の穴

私は塾に向いてない人間だと思っているので塾

埋めこそ「伸び悩む時期」を乗り越えるカギなの

には行かず、学校の先生と参考書、YouTube

です。今、コツコツ基礎固めをしておくことで演

で基本勉強してました。こんな感じでやってたと

習問題に対応できる力がつきます。
「塵も積もれば

いうのを書いておきます。あくまで個人的に合っ

山となる」ということわざがあるように、目の前

てたものなので参考程度に見てください！

にあることを一生懸命に積み重ねて行けば、いず
れ成功になっています。つまり、合格への道には
土台づくりが必要不可欠なのです。例えば、英語

【英語】

の長文読解においては単語や文法、イディオムな

圧倒的 Vintage！ 文法や熟語はこれで十分！

ど様々な種類の知識を身に付ける必要かあります。

これをやるかやらないかで大きく差がでます。過

その知識を得た上で、はじめて正確に読解ができ

去の受験体験記にもこれを書いてる先輩が多くい

るようになります。結果が目に見えない時こそ、

ました。これは私が実際にやった勉強法です↓

焦らずにじっくりと基礎固めを徹底することで、

一周目：１日２０ページ

実力はアップします。なので、間違えた問題を確

・分からないところは付箋貼って、右ページの

実に解けるようになるまで繰り返し解く。一度基

解説はさらっと読む

礎に立ち返って考えてみる。このような習慣がつ

※付箋だらけになると思うけどそれが正解！

いていると、一つ一つの問題に集中して取り組め

・所要時間は 1 ヵ月半

ます。

二周目：１日２０ページ
・左ページの問題を解いて右ページの解説を理
解できるまで読む
日本大学

商学部 経済学科

※自分で説明できるくらい理解することが大
切！

3 年生のみなさんへ私がまず一番に言いたいこ

↳英表の内村先生の授業でその大切さを痛感

とは、この受験体験記の大切さです。書いてる本

しました(笑)具体的に言うと…内村先生の授

人が言っちゃう？って感じだけど私が身をもって

業では答えを言えるだけじゃだめで、ちゃん

感じたことです。理由は、これを読むことは受験

と根拠を理解してるかを重視してました。

合格への一番の近道だと思うからです！私は実

・分からないところは理解できるまで先生にし

際、先輩の書いた受験体験記を参考にして勉強し

つこいくらい聞く

ました。そして今、今度は私がみなさんに伝える

・所要時間は 1 ヵ月半
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こんな感じで続けていきます。たぶん２～３周
目あたりが一番きついと思います。でも、その分
自分の成長を感じやすいです。そのうちビンテー

日本社会事業大学 社会福祉学部 福祉計画学科

ジに愛着湧くとリュックに入れっぱなし状態＆ど
の授業にも持っていくというスタイルが定番化す

こんにちは！春から日本社会事業大学に行くこ

るので楽しみにしててください。(笑)

とになりました。私は所謂公募推薦で合格したの

【国語】

で、主に推薦関係のことについてお話したいと思

市販の参考書！ 本文に、決まったマークや線

います。

を引くやり方を参考書で知ってから評論を正しく

まず、私が志望校を決めたのは 1 年生の後半で

解けるようになりました。あとはもうひたすら演

した。推薦を受けようと思った理由は準備の過程

習としか言えない！

で福祉のことをたくさん学べると思ったのと、高

【政経】

校に入ってからボランティアをしていないのでそ

学校の授業！ 政経担当の富塚先生の授業で私

れをするためです。

は政経が好きになったし得意科目になりました。

推薦の準備を本格的に始めたのは 2 年の最後の

授業をちゃんと聞くだけで内容の吸収力が全然違

方です。コロナで学校なくなった頃。準備として

います。

は 1 番最初に「社会福祉ノート」をつくりました。

市販の参考書！ 私が使っていたのは「蔭山克

ノートはラジオや本を読んでそれをまとめたり自

秀の政治経済が面白いほど分かる本」ですが、参

分の志望動機をまとめたりに使いました。ちなみ

考書は正直どれでもいいと思います。大切なのは

にラジオは、NHK の社会福祉セミナーを聞いてい

その使い方にあります！

ました。もし聞くのであればテキストを買うこと

①参考書の内容理解＆語句の暗記

がおすすめです。テキストなしはむずかしい！本

↓大体覚えたら…

に関しては宮本節子さんの「ソーシャルワークと

②比較的簡単な大学の赤本を解く

いう仕事」がおすすめです！あと丸山正樹さんの

③赤本にしかない語句や内容を参考書に書き加

「デフ・ヴォイス」もおすすめです。手話を履修し

える

た人は知っているかも。話がそれましたが、小論

これは早稲田を受験した大学生が YouTube

文のネタをつくるためにも知識を広げるためにも

で紹介していた方法です。私もこの方法が一番合

本などを読んでそれをまとめることは大切だと思

ってたし合理的だったのでおすすめです！

います。

＜これからのみなさんに一番伝えたいこと＞

面接練習についてですが、私は同じ先生に 4 回

受験は勉強が大変なのはもちろんのこと、一番

付き合っていただきました。本当に丁寧にやって

きついのはメンタルです。私はちゃんと休息をと

くださったおかげで、本番で同じ質問がきたので

ることと、学校生活、行事を大切にしてきまし

より安心してできました。自分が安心するまで突

た。学校での思い出は強い味方になります。あ

き詰めるといいと思います！

と、英検は絶対取ったほうがいいです！７０点や

勉強については、塾にかなり頼ってやっていき

８０点くらいもらえるからどんなに当日やばくて

ました。塾に行きだしたのは 2 年生からで 3 年の

も保険になる！チート級。

夏まではとにかく英語の基礎を固めること、一般

最後に、受験期は長くきつい戦いです。でも逆

で入る気でいたので日本史をつきつめていました。

にいえば自分が大きく成長するチャンスともいえ

夏休み中は学校の夏期講習に行き、そのまま塾で

ます。自分を信じて頑張ってください。みんな本

自習をして夏期講習というかんじでした。基礎を

当に応援してます！

夏休みで完璧に固めることはとても大事です。現
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代文も受講しており、文章の読み方や予備知識を

悩んでください。

教えてもらっていました。

ちなみに私の志望校(入学決定校)は日本社会事

また、塾では小論文もみてもらいました。とに

業大学社会福祉学部で、偏差値は 40 前後の小規

かく書くことに慣れるため色んなジャンルの文章

模大学です。福祉の東大と呼ばれ、講義・実習共に

で練習しました。要約をしたり問題を解いたり。

充実しています。聴覚障がい分野に特化している

あとは過去問を紐解きまくって書いていきました。

のも珍しいです。気になったら調べてみてくださ

当日は早くに着くようにして心を落ち着かせま

い。

した。面接時間は 12 分で、志望動機、上水につ

2．評定と勉強

いて、調査書に先生が書いてくださったことから

私は、授業中に寝て怒られたり、補習になった

抜粋した質問、コロナ禍でのすごしかた、最後に

り、呼び出しされたり、面倒なことがとにかく嫌

自己 PR をお話しました。

いだったので、割と真面目に授業は受けていたし、

これは余談ですが、推薦で進路が決まってから

提出物もきっちり出していました。そのおかげな

も勉強は続けて共通テストは受けました。仲良い

のか、定期考査は真ん中くらいでも評定は 3.5 以

人や周りのモチベーションを自分の浮かれた気持

上取れていました。今考えるとおかしな話です。

ちで消したくないし、高校生活の集大成という気

勉強の話に移ります。私は女子サッカー部で部

の持ちようでした。問題の相性もあると思います

長をしていてそれなりに忙しく、普段の勉強は全

が、手を抜かないで勉強したので成績は自分の中

くしない人でした。定期考査 1 週間前になって赤

ではかなり良かったです。

点回避を目指して詰め込むタイプの典型的なダメ

長くなっちゃったと思うのでこれで私の話を終

人間です。そのため模試や学力調査の結果は悲惨

わりたいと思います。これからの時期友達の存在

で、偏差値 50 未満がほとんど。日頃勉強してい

は本当にすごいありがたいと改めて気づかされま

なかったので特に悔しいとも思わず、当たり前だ

す。きっと！受験は精神的にもやられるけど残り

な～くらいの気持ちでした。本当に良くないです。

の高校生活とにかくたくさん楽しんでください。

意識改善大事です。

楽しんだもんがちです！！部活入ってる人は最後

3．公募推薦に決めた理由

までとことん打ち込んでください。後になって「部

結果を先に言ってしまうと、公募推薦で第一志

活であんなに頑張ってたんだから、なんのこれし

望合格でした。公募推薦を受けるに至るまでを書

き！」ってなります。本当に、応援しています。

きます。
2 年の終わりから、コロナウイルスによる緊急
事態宣言で休校が続きました。その長期間に及ぶ

日本社会事業大学 社会福祉学部

福祉援助学科

休みすべてをだらけ尽くし、学力が大変なことに
なりました。片道 5 時間かかるのに集合時間にな

真面目に勉強してこなかったダメな先輩の姿を

ってもまだ家にいるくらい大きな遅れです。さす

お届けします。役立つかはわかりませんが、
「この

がの私でも焦りました。焦るのが非常に遅い。も

人はいろいろ手遅れだったから私は早くから取り

う一度受験について考えたとき、評定も推薦を受

組もう」という気持ちにはなれると思います。

けられるラインを超えていたので「推薦の選択肢

１．志望校決定について

もあるのではないか」と気づきました。元々面接

不真面目な割に、志望校は高校入学時点でほぼ

も小論文もとても苦手でしたが、志望校に入学し

確定していました。今考えるとこれが唯一の救い

たらやりたいことが決まっていたため、何とか話

でした。いつ確定するにしても、本当に行きたい

せるんじゃないかと思い、チャレンジしてみるこ

と思える所がいいです。たくさん調べてたくさん

とにしました。とはいえ推薦に落ちたら、一般入
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試で受かることのできるほどの頭は無かったため、

れました。何か 1 つでも、受かりたいという強い

焦りはありました。

気持ちに繋がるものを探してみてください。誰か

4．推薦入試の内容

に自慢してやりたい…とか偉そうなものでも全然

私の受けた公募推薦は、教養試験・小論文・面接

良いと思います。(正直試験会場に着いたとき、
「私

で、面接の比重が大きいものでした。幸い教養試

が一番この大学に相応しい、私を合格させないな

験は高校基礎レベルだったので、私の残念な頭で

んて勿体ない」って自分に言い聞かせてました。)

も何とかなりました。

6．まとめ

小論文は、資料を読んで要約したり自分の意見

たくさん書きましたがまとめると、

を述べるたりする形式でした。もうこれはとにか

・成績は稼げるときに稼ぎましょう。

く書いてたくさん添削してもらってとにかく慣れ

・勉強習慣は嫌でもつけましょう。本当に後悔

るしかないと思います。私はあまり書かずに本番

します。

に挑んだので頭真っ白になりました。あとは、自

・志望理由・経験がはっきりしているなら、推薦

分の志望する分野の基礎知識をつけていった方が

を考えるのもアリ。

本番になったときに書きやすいです。そのおかげ

・やる気を引き出す何かを 1 つ見つけること。

で首の皮 1 枚つながったって感じでした。

くらいですかね。あとおまけで 1 つ言うと、朝

面接は、比重が大きいこともあってたくさん練

ごはんにニンニク食べると本番集中できないので

習しました。担当の先生にお願いして週 1～2 回

やめた方がいいです。そこはかとなく臭うニンニ

練習しました。ありがたいことに、担当の先生が

クとともに受験することになります。ガーリック

1 つの質問に対して深く掘り下げてくれたので、

フランス食べた私が悪かったです。

本番も臨機応変に対応できました。大学の特色を

ここまで読んでくれた人いたらありがとうござ

踏まえ、それに生かせる経験や入学してからやり

いました。皆さんの明るい未来を祈っています。

たいことを軸として話題が膨らませられると良い
と思います。1 つの例として私が話したことを置
いておきます。
（参考にはならないかもしれないで

武蔵大学

経済学部 経済学科

す。ごめんなさい。
）
大学の特色として、福祉に特化、手話の授業、聴

先日受験を終えました。いわゆる燃え尽き症候

覚障がい分野について詳しく学べる数少ない学校、

群を発症しておりまして何に対しても無気力にな

充実した資格、社会福祉士の合格率が高いなどで

りがちですが、自身の受験の経験を是非後輩の皆

す。

さんに伝えたいと思い、第 1 志望に落ちている先

志望動機として、聴覚障がい者支援の道に進み

輩、同級生、そして自分自身を鑑みて思った、受験

たい、表現の授業で手話を学んだ、入学したら手

に落ちるタイプの人間をリストアップしたいと思

話の授業を受けたい、特別支援学校教諭免許が取

います。まだまだ勉強してない人も多いと思いま

得できる、社会福祉士合格のための充実したカリ

すが、受験勉強に取り掛かったら、このタイプに

キュラムのもとで学べる、など。

当てはまってないか思い返してみてください。

5．モチベーションについて

【しくじり受験生！こういう受験生になるな！】

誰もが陥るモチベーションの下落。私はとても

受験に落ちるタイプの受験生 15 選！

仲の良い友人が同じ試験を受けていました。情報

①志望校を途中で下げる人

交換をしながらも、相手が受かって自分が落ちる

②勉強しているアピールをする人

ことの恐怖と戦っていました。それが自然とモチ

③模試を過度に気にする人

ベーションに繋がり、嫌いな小論文や面接も頑張

④受験が始まっても SNS をやり続けている人
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⑤予定をしっかり立ててない or カツカツに入

なので、模試の結果が悪くても、｢ふーん、まあ続

れてる人

けてればどうせ受かるし。｣と軽く受け止め、とに

⑥塾に行っているのに自習室で勉強しない人

かく勉強してもらいたいです。

⑦睡眠時間を削る人

受験は長く短い戦いです。矛盾しているように

⑧生活リズムが一定でないまたは、深夜まで起

聞こえますが、一日一日勉強している瞬間は長く

きている人

ても、｢もう 1 ヶ月経ったのか！｣と思うことざら

⑨英単語を徹底して覚えてない人

にあります。長いようであっという間に試験本番

⑩携帯をしまえない人

になりますので、一日一日、先程言ったように、

⑪直前期になっても赤本対策をやらない人

｢ふーん、まあ続けてればどうせ受かるし。｣とい

⑫直前期に全力を出さない人

うメンタリティで頑張って貰えたら嬉しいです。

⑬歴史科目に勉強時間を多く割いている人（文

ここまで読んでくれてありがとうございます。健

系に限られるが）

闘を祈ります。

⑭後期、直前期から浪人を考えている人
⑮どこかのタイミングで諦めてしまう人
です。これにあてはまってる人は一部の天才を除

武蔵大学

社会学部 社会学科

いて、大体ろくな目にあってないです。ここまで
ズラズラとリストアップしてきてなんですが、1

志望校は自分の将来の夢を実現できると思える

番ダメなのは最後に書いた、｢諦める人｣です。僕

大学で自分の学力にあうところにしました。一年

含めみんな、E 判定を突きつけられると、あたか

生の頃からオープンキャンパスに参加したり模擬

も不合格の未来を見せられたかのように落ち込み、

授業を受けたりパンフレットを取り寄せてどんな

｢どうせ落ちるし。｣と思い始め勉強に精が出なく

授業やゼミがあるのか模索して自分が学びたいと

なる人が沢山いますが、全統模試の第 1 回第 2 回

魅力を感じる大学に絞っていき決めました。すぐ

第 3 回共通テストプレ、どの模試もまじで当てに

には決まらなかったけれどたくさんの大学を見る

なりません。そもそも模試の E 判定に属する人は

うちにだんだん絞れてきました。私は公募推薦を

6 割以上いますし、ごく少数の早いうちから頑張

受けようと決めてからは小論文、面接の練習をす

っていた人、浪人生を除いて、現役でその大学を

るためにたくさんの時間がかかったので学力試験

第 1 志望としている受験生はほぼ E 判定なので

との両立が大変でした。また、公募推薦を受ける

す。それにも関わらず大概の人は E 判定を見て、

からには絶対に受かりたかったので、二個の大学

｢どうせ落ちるし。｣と諦めてしまいます。全然間

を総合型、公募推薦で受験したのでそれぞれの大

に合うはずなのに。慰みでもなんでもなく、よく

学に合わせて志望理由や書類を準備するのが大変

言われていることですが、現役が伸びるのは受験

でした。本番の実技以前に提出書類がたくさんあ

期の最後の最後、共通テスト前後です。共通テス

り、中でもレポートは字数も多く出題内容も難し

トが終わり、共通テスト前まで、箸にも棒にもか

く、書き上げるのにとても苦労しました。私は塾

からない状態だった人が急激な伸びを実感し、

に通っていたので塾の先生に助けてもらったりし

MARCH に全勝するなどはよくある話です。もち

ました。塾だけでなく学校の先生にもよく相談に

ろん、共通テストまで努力を惜しまずに勉強して

乗ってもらい、とても助かりました。1 人では絶

いたことが鍵となりますが、続けていれば確実に

対に出来なかったので周りの人達のおかげです。

成績の伸びを実感し、｢どうせ落ちるし。｣と考え、

1 人で抱え込まずにたくさんの人に助けてもらう

勉強に精を出せなかった多くの受験生を差し置い

のがいいと思います。そのためにも自分から行動

て、合格を手にすることが出来るということです。

するべきです。面接練習は学校と塾でやってもら
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いました。たくさん練習した分だけ上手くなるの
で、回数重ねるのみです。

法政大学

経済学部 経済学科

勉強の仕方は、前日から予定を立て時間通り動
き、携帯は触らず自分の部屋にこもり、休憩はほ

受験が終わってやってよかったと思うことと後

どほどにとりました。休憩といっても私は英語が

悔していることを書こうと思います。

好きなのでリスニングを聞いてリフレッシュして

私は塾に通っていなかったので学校の授業と参

からまた勉強に戻ります。コロナ禍では一日家に

考書、問題集だけで勉強していたのですが、学校

いて体力に余裕があったので、朝から夜中まで最

の授業を大事にしたため、良い結果に繋がったの

低でも 10 時間以上は勉強していました。おかげ

ではないかと思いました。私は３年次で世界史、

で英検準一級を取得することができました。公募

現代文演習 A、古文演習、英語演習 IV をとってい

推薦では英語の資格提出などあるので英検や

て、授業の予習復習を行い、わからないところは

IELTS など取得すべきです。私は漢検、英検、

先生に聞きに行って定期テストと小テストは常に

IELTS を受けました。スランプの時期には合格し

全力で挑んでいました。世界史の授業では毎回先

て楽しい大学生活が待ってるって思ってなるべく

生に当てられることがあったのですが、最初の頃

不安な気持ちをなくすように心がけました。部活

は全然答えられないのが悔しかったので、授業前

動と勉強の両立については、部活は活動日が多く

自習室でその日にやる内容の教科書を読みまくる

体力も使って家に帰る頃には疲れ切ってしまうの

ようになりました。予習すると授業の内容がより

で、家に帰る前によく塾に行き、最後の方まで残

面白く感じるし、当てられたときに答えられると

って自習してから帰っていました。私は受験期は

頭に入りやすくなった気がしたのでどの教科でも

とにかく勉強をたくさんしました。無駄な時間も

予習は大事だと思います。先生や先輩方が揃って

無くして遊びに行ったり楽しいことも全部我慢し

基本を疎かにしてはいけないと仰っていたので、

ました。息苦しくなる日もありましたが、努力し

授業レベルの基本を大事にしてほしいなと思いま

続けました。そのおかげで大学に合格することが

す。

できたし、今はやり切った気持ちでいっぱいです。

次に私は英語が得意科目だったので、英語でや

後悔が一つも残らず自分の持ってる力を出し切

ってよかったことを教えたいと思います。まず共

ることができたと自信をもって言えます。結果が

通テストでは速読力が重要なのですが、私はター

どうであれ、後悔が残らない方が絶対にいいです。

ゲット R と速読英単語を使っていました。1 日 5

時間はあっという間に過ぎてしまうので少しの時

題くらいのペースでやっていたのですが、これを

間も大切にして努力していくことが合格の秘訣だ

使い始めたのが 3 年 7 月初めで、この次の 7 月

と思います。そして、周りの人にも頼って力を貸

終わりの模試では文章がスラスラ読めるようにな

してもらうことも大切です。将来、辛いことや大

っていて、5 月模試の 50 点から 87 点まで伸び

変なことに直面した時に、受験期がんばって努力

ました。一般入試で出てくる文法は Vintage とデ

できた自分を思い出して「どんな困難も自分なら

ュアルスコープを使っていました。自粛期間中に

乗り越えられる」と思えるように今がんばってく

Vintage を 1 日 1 章やってデュアルスコープは

ださい。努力が無駄になることは絶対にないので、

英語表現と英語演習の授業で詳しく知りたいとこ

最後まで諦めないでください。

ろがあったら読んでいました。世界史にも共通す
るのですが、私はプライドが邪魔なくらい高いの
で、絶対学年 1 位を取るぞという気持ちで勉強し
たことも受験の良い結果に繋がったのではないの
かなと思います。
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次に後悔していることですが、大学についてあ

ダメなので、学校でも塾でも面接の練習をしまし

まり調べなかったことです。私は 1、2 年生のと

た。自分が喋っている姿を上手く想像出来ずに、

きに全く大学について調べていなかったのでオー

学校で二回目の面接練習。この時は受験の 2 日前

プンキャンパスにも行けず、勉強のモチベーショ

でした。その際に事前準備が足りずに、先生にそ

ンもあまりありませんでした。入試についても、

れじゃ受からないから、あと 2 日で詰めてきてと

「この入試方式も良かったな」とか、
「この学部も

言われてしまう程でした。

受ければよかったな」という思いがあるので、勉

その後塾に向かい、改めて自分が話すべきこと

強も大事ですが大学調べも大事だと思いました。

をまとめました。

後悔もありますが、受験はとても良い経験になっ

次の日も 1 日塾にいる状態で(受験前の 1 週間

たなと思うので、全力でがんばってください。

ちょっとは毎日通っていました)過去問の小論、設
問、面接の整理をして当日になりました。
準備不足だったか...と思いながらも受験してみ

明星大学 教育学部 子ども臨床学科

ると思ったより手応えはよく、もしかして？と思
えました。

私が志望校を決めたのは 2 年の冬頃で、最初は

自分が思っているよりちゃんと準備できていた

めちゃくちゃ行きたいわけじゃありませんでした。
なので、やる気もなく 3 年になり、たまに大学に

んだなと思え、安心したのを覚えています。
1 週間後に合格発表で、その間は息抜きを沢山

ついて調べるくらいで、
気づいたら 7 月くらいに。

しました。

一般じゃ厳しいのは分かっていて自分は中国語を

合格発表の日、土曜学校で通学途中に結果を見

話せる強みがあるので、総合型選抜でうけるつも

ました。結果は合格で、一緒に妹とも学校につい

りでした。その総合型選抜の 1 番早いのが 10 月

て同じところを受けた友達とも沢山喜びました。

18 日。
追い込まれないとやらないタイプの私は焦

ただ、後悔することがあるとしたら準備を始め

りはしたけど、とりあえず参考書(保育関連の本、

るのがあまりに遅かったかなと思います。総合型

小論文の書き方の本)を買いました。ダメだった時

を受ける分には成績に問題はありませんが、推薦

のために、一般の勉強も並行してやってはいまし

となると全然足りないので成績をとっておけばよ

たが受験生の自覚がほぼない状態でした。なので、

かったと思いました。

「総合型選抜も一般も厳しいかもね」と塾の先生
に言われてしまったこともあります。
そのまま 8 月が過ぎ 9 月に。受験まで 1 ヶ月

立教大学 文学部 文学科 英米文学専修

ちょっとで流石にやばいと自覚した私は、買った
本を読み込み、気になるページには付箋したり詳

後輩のみなさんこんにちは。ブリッジ交流会で

しく調べて見たり...。前にもちょくちょく大学につ

私の話を聞いた方は重なる部分があると思います

いて調べてはいましたが、本当に少しだったので

が、私の受験体験を書こうと思います。

あらためて別の大学と比べてたり、行きたい大学

まず私は立教大学文学部文学科英米文学専修に

の長所を色々な受験サイトでみて自分はここに行

進学することになりました。学部学科は高 2 の秋

きたいなと思えるようになりました。

頃に決めました。私は英語を喋れるようになりた

ある程度保育について知った後、過去問をみて

いと思っていて、国際系か英文学系かで悩んでい

小論文の練習をしました。文章を書くのは苦手で

ました。高 2 の夏に 10 校位オープンキャンパス

はない(得意でもないけど)ので、ちょっと修正さ

に行ってどちらにするか考えました。学部説明を

れたくらいで OK でした。知識をつけるだけでは

聞いたりシラバスを見たりすると、国際系は英語
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以外のアジアや世界の情勢などを学ばなければい

験勉強を始めるいい機会になりました。

けないことがわかり、私はあまり社会系に興味が

話は変わりますが 1、2 年次の時の話をします。

なかったので、純粋に英語ができる英文学系に進

部活はダンス部に所属していました。部活は週 5

もうと思いました。志望校を決めたのは高 3 の春

で、さらに習いごとのダンスを週 1 でやっていま

頃です。受験方式（学部個別、全学部、共通テスト

した。勉強は普段の小テストと定期テストの 1 週

利用など）は決めていませんでしたが、受験校の

間前しかしてませんでした。勉強の習慣をつける

候補はかなり絞れていました。私は特殊なタイプ

のは大変なので、後輩のみなさんには 1 日に 5 分

だと思いますが、第一志望ははっきりとは決めず

でも 10 分でも毎日勉強する習慣をつけることを

に、中央、学習院、日本女子を第一志望群として考

お勧めします！

えていました。その理由は、私は完璧主義的な性

ここからは各教科の勉強方法についてお話しし

格なので、第一志望をはっきり決めてしまうと第

ます。最初に言っておきたいのが、私は塾に行っ

一志望に不合格だった場合に必要以上にがっかり

ていませんでした。スタディーサプリのようなも

してしまうと思ったからです。実際、第一志望を

のも使用していませんでした。平均勉強時間は平

はっきりと決めなかったのは自分にとっては成功

日 3 時間、休日 4 時間です。少ないですね😅

だったと思いました。そのおかげでどの大学に試

まずは国語です。私は現代文、古文、漢文が受験

験を受けに行く時も変に緊張せずにできました。

に必要でした。古文と漢文はかなり苦手意識が強

受験校の選び方として協定校を活用するのも１つ

かったです。古文は学校で購入した古文単語 315

の手です。私が受験した大学のうち、立教、学習

の単語を毎日 10 個ずつ、慣れてきてからは 20

院、日本女子、学習院女子は協定を結んでいるの

覚えるのをルーティーンとしました。この単語帳

で大 2 になると協定校の授業を履修できます。
（こ

の良いところでもあるのですが、イラストがつい

れに早稲田を含めて fcanpas と言います）そのた

てるので、単語ではなくイラストで覚えてしまっ

め協定校のどこかに行ければ満足だと思っていま

ていることに気がついたので、秋頃からは索引を

した。また立教は元々受験するつもりはありませ

1 ページずつ進めることにしました。それでも

んでした。
しかし高 3 の 12 月に加藤先生から「立

中々古文ができるようにならなかったので鈴木小

教も受けてみないか」とお声掛けいただき受験す

織先生に相談したところ「1、2 年の時に使ってい

ることを決めました。私にとって立教はハイレベ

た教科書の文章の現代語訳と品詞分解をした方が

ルだと思っていたのですが、調べてみると中央、

いい」とアドバイスをいただき実践しました。現

学習院のワンランク上ということが分かり、その

代語訳と品詞分解の答えのプリントは先生に迷惑

2 校を実力相応校だと考えるために挑戦するだけ

レベルで大量にお願いして、いただいていました。

してみようと思いました。

そうするとメキメキ力がついて、高 3 の冬休みに

受験勉強は高 3 の 4 月頃から始めました。学校

やっと古文ができるようになってたまに楽しさも

が急に休みになった 3 月はテスト無くなってラッ

見出せる位になりました。漢文もサッパリわから

キー位の気持ちでした。しかし 1 ヶ月も経つとそ

んと思っていましたが、漢文演習の授業や小テス

ろそろ勉強始めないとヤバいのかなと思い始めま

トを通してわかるようになりました。具体的には

した。受験勉強と言っても始めの頃は手探りで、

漢文必携に載っている句形と語彙を、授業で問題

学校の課題プラスアルファ少しやる位です。友達

を解きながら覚えました。漢文はレベルの高い大

とも会わないし、あまり連絡もとってなかったの

学でも基礎的なことしか問われない場合が多いの

で、みんなどうやって勉強してるのかな？って思

で挑戦してみる価値があると思います。

いながら、ネットで調べたり Classi を活用したり

次に英語です。英語は元々私の得意科目だった

しました。今思うと自粛期間は自分にとっては受

のであまり時間を割いていませんでした。
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Vintage を 20 ページ、
ターゲット 1900 を 100
単語、ターゲット 1000（英熟語）を 50 熟語毎
日やり続けました。自分で唯一買った教材がター

駿河台大学

ゲットです。間違えたところに印をつけると自分

メディア情報学部
メディア情報学科

が覚えられていないところがすぐわかるのでオス
スメです！後悔として英単語は聞いて音読すれば

○はじめに

よかったなと思ってます。リスニングは元々得意

私は指定校推薦で受験した。なので、ここでは

だったので勉強してません😓参考にならなくてす

指定校推薦を目指す人に向けて書く。もしかした

みません。

らそれ以外の方法で受験しようとしている人には、

最後に日本史です。日本史は不得意科目でした。

これから書く内容は向かない可能性がある。予め

始めはスピードマスターという教材の該当範囲の

ご容赦願いたい。

教科書を読んで、問題に取り組んでいました。し

○必要なもの

かし秋頃からこれは効率が悪いと思い、教科書の

・学力

太字を赤シートで隠し、それ以外の大切だと思う

試験自体には学力が問われることはないが、

ところはオレンジペンで引き、シャーペンでちょ

高校の方で誰を推薦するかを選ぶ際には必要な

こちょこメモをしました。あるあるなのが色んな

ので、普段の授業からしっかり受けることをオ

線を引きすぎて何がなんだかわからないパターン

ススメする。

なので、シンプルをオススメします。ラインを引

・志望動機

いたりメモを書くことで、自分にとって最強の教

何故その学校のその学部を受けたいのか。そ

科書を作るつもりでした。情報がまとまっている

れを明確化しておく必要がある。
「将来こういう

のでわかりやすかったです。模試や問題でわから

ことをしたい。
」というのがあると考えやすいと

なかった部分をメモすることでかなり覚えられま

思うが、ないのであれば「こういうことに興味

した！高 2 の時に東進のセンター同日模試を受け

がある。
」というもので選ぶと良いだろう。自分

て日本史は 34 点だったけど、
共通テストでは 91

も特に「将来これを必ずやりたい」というもの

点をとることができました。また 11 月頃から学

はなかったのだが、こういうことを将来活かせ

習院の論述対策を始めました。学習院の過去問と

たらいいなと思えるもので選んだ。何故その学

出題方法が似ている大阪大学の過去問をまんべん

部なのかというよりも、
《何故その学校のその学

なくやりました。毎週 1、2 回山本しおり先生に

部なのか》が重要なので、各学校のことをしっ

お題をもらいに行って添削していただいていまし

かり調べて、こういう点が自分的に良かったと

た。論述はつらかったけど自分の言葉で説明でき

言えるところのある学校を受けよう。

るようになることで理解が深まりました。日本史

・その他試験対策

は 1 番頑張った教科です。

学校によって面接や小論文など、実施する試

最後に、みなさん不安がいっぱいあると思いま

験は異なるし、学部などにより同じ面接などで

す。私も一年前は今の自分を全く想像できていま

も対策が異なる。一概にこうだとも言えないの

せんでした。それでも冷静に自己分析をすること、

で、学校が用意してくれている講習や模擬面接

逆算して行動すること、苦手から目を背けないこ

などを受けることをオススメする。その他にも

との大切さをお伝えしたいです。私の受験体験記

独自に本を読んだり、塾などで練習するのも良

を読んで、少しでもやる気が出たり、モチベーシ

いかもしれないが、個人的には学校で受けたも

ョンになったりしたら嬉しいです！最後まで読ん

のだけでも充分に感じた。回数をこなすのに悪

でくれた方ありがとうございました！！

いことはないだろうが、色々な情報が錯綜する
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と混乱してしまうかもしれないので、やりすぎ

と思える学校に入ると良いのではないか。

るのも注意が必要。どれか一つの機関に絞って

○終わりに

試験勉強に臨むのも悪くないだろう。

志望動機がしっかりしていさえすれば、基本的

○学校選び

にはどうにかなるだろう。もし仮に目指している

前述した通り志望動機はとても重要だ。なので、

学校が自分より学力が高かったり、小論文のよう

自ずと学校選びもしっかり行う必要がある。

に色々とニュースを調べておく必要があるかもし

・学部学科選び

れない。その過程で大変だなと思ったら自分の未

学校で選ぶよりはまず、自分の興味のある方

来を考えてみると良い。その大学に入れたら、ま

面の学部や学科を選ぶとよいと思う。とりあえ

た入れなかったら、自分の未来はどう変わるのか

ずこの学校に行きたいからその学校の適当な学

と。私自身は大学に行ったからといって偉いとは

部に入ろうという考え方もあるかもしれないが、

限らないとは思うが、世間はそうではない。結局

オススメしない。というか、多分受からないの

雇用する方から見ればよく知らない二人の内どち

でお金が勿体無い。大学の学部にはその学校で

らかを選ぶとなったら大学に進学している方を選

学べることを学びたい人が多く集まる。指定校

ぶだろう。それほど少なくとも今の日本にとって

推薦などでは特にそうだ。そんな人たちと同じ

大学は大きな存在だ。諦めないで頑張ってほしい。

テーマの小論文を書いたり面接を行ってもやる
気がないことがバレるだけだ。
・実際に行ってみる

女子栄養大学

栄養学部 実践栄養学科

学部や学科である程度学校を絞ったら、実際
にその学校のオープンキャンパスなどに行って

私は一般と公募の準備を同時進行していました。

みよう。冊子を貰って読むだけでは伝わらない

実際公募は受験の 2 ヶ月ぐらい前から、一般は 3

こともある。実際に行って話を聞いたり模擬授

年始まってすぐから対策し始めてました。高校受

業を受けたりして比べてみると良いだろう。

験のときから同じ塾に通っていたので塾からは単

人によっては友達にオープンキャンパスを誘

語を 1 週間で 100 覚えてテストしたり、必要な

われたり、親や先生に学校をオススメされるこ

科目の勉強プリントを大量に貰ったりして学校終

とがあるかもしれない。もしそこに興味がある

わったら塾に籠るみたいな毎日を送ってました。

学部がなくてもとりあえず行ってみるという手

正直、高校受験とは比較にならないくらいしんど

もある。話を聞いたら興味が湧いたなんてこと

かったんで、どうにか公募で受かりたいと思って

もあるかもしれないし、やっぱり興味ないなと

公募のために 2 ヶ月の時間を費やしました。公募

なったらそれはそれで自分はこういうのには興

の対策としてまず、小論を時間をかけてでもいい

味がないんだなと自分の進路を考えるきっかけ

から書いて、国語の先生に見せる。見せて添削と

になる。基本的に行くのはタダだと思うので、

かしてもらって同じ内容で次は時間内で小論を書

行ってみるだけ行ってみるのはアリだ。

いて、また見てもらっての繰り返しでした。それ

・行ったときの印象

を内容を変えたり他大学のをやったりして、
10 回

私事ではあるが、先日大学の入学準備セミナ

以上小論文を書きました。

ーがあり、私はそれを受けた。受ける前は大学

あとは、自分は栄養関係の大学に進むことを決

という環境に不安を抱いている部分が多かった

めていたので、小論で役に立ちそうな栄養と健康

が、セミナーが終わった後は、大学が楽しみと

の関係とか病気との関係とかを受験の前日に調べ

いう方が多かった。一種の目安にしてもらえれ

てました。面接は先生の時間や他にも栄養関係の

ばと思うが、その大学に入れたら楽しそうだな

大学へ進む子が居たりしたので、
「1 週間に１回で
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きればいい」ぐらいで計 3 回しました。最初は全

・夏休み中に赤本をやってみる。

く出来なかったけど、質問されたことをノートに

夏休みに一回解く事で出題傾向などをなんとな

書き込んで、どんなことを言うのかっていうのを

くでも分かっておく事が大切だと思います。また、

箇条書きにしたりして書き出して覚えていきまし

一般受験でも様々な受け方があるので試験の種類

た。

を調べておくのも大切です。薬学部の場合、化学

結果的に公募で受かって第 1 志望の大学に進む

の点数配分が大きくなる試験を行なっている学校

ことが出来ました。

が多いです。そのため、化学が得意だと合格率が

自分の向き不向きがあって、自分には一般で行

ぐんと上がるので、試験の種類なども調べておく

くより自分を表した方が合ってると思い公募に力

と良いと思います。

を入れたので、これから受験の子は自分には何が

・日記を書く

向いてるかとかを考えながら受験方法を選んで欲

毎日日記を書くのがおすすめです。その日にや

しいです。

った勉強と感想を書いていました。スタディプラ
スなどのアプリで記録できると思うので、それで
も良いと思うのですが、私は出来るだけ携帯を触
昭和薬科大学

薬学部 薬学科

りたくなかったのと手書きで書くのが好きだった
のでメモ帳に書いていました。出来るようになっ

まず、勉強法をはじめとして志望校の決め方や

た事や良かった事などポジティブなことを一つで

試験日程、モチベーションの保ち方など全て人そ

も書くことを意識していました。また、その時に

れぞれです。私がこれから書く事は一つの参考と

明日の予定も細かく決めていました。

して読んでくれたら嬉しいです。自分に合った方

・進学に関わるお金のことを考えてみる

法で受験をやり抜いてください。

私は奨学金を借りて大学に通うのですが、奨学

・志望校を決める

金について考えるタイミングで、これは自分の将

志望校は明確に決めた方がいいと思います。明

来なんだ、自分が行きたくて大学に行くんだと強

確に決められているとモチベーションが上がる、

く実感しました。それまでは何となく他人事な気

保ちやすい＋具体的な目標が立てやすいです。
（共

がしていたけれど、毎月いくら返して何歳までに

通テストで何割を目指すなど）

払い終えるなど具体的に考えると自分の事として

私はコロナの影響などで出来なかったですが、モ

受験を考えるようになりました。すごく気合いが

チベーションが下がった時に志望校に実際行って

入るし、やらなきゃ！となるので奨学金を考えて

みるのは先輩や先生などもおすすめしてました。

る人もそうじゃない人も、進学するとどのくらい

・スケジュールを立てる

お金がかかるのかを知ることは本気で勉強する良

年間スケジュールをたて、そこから逆算して１

いきっかけになると思います。

日のスケジュールを立てるのが良いと思います。

・周りの人とコミュニケーションをとる

年間スケジュールは一ヶ月単位で目標を決めます。

親や友達、先生など周りの人達とたくさんコミ

例）6 月中にターゲットを一通り覚える

ュニケーションをとることはすごく大切だと思い

1 日のスケジュールは 24 時間を細かく分けてや

ます。私の仲の良い友達は指定校推薦の子が多く、

ることを決めます。私が 1 日のスケジュールを立

今思うと無意識に距離をとっていたと思います。

てる時に気にしていたことは「朝一番は単語など

また親や先生とも必要な事以外はあまり話してい

簡単なものにする」
「復習時間として設定して、予

なかったのですが、もっと沢山話すべきだったな

定内に終わらなかったことをする時間をとってお

と振り返ってみて思います。正直、1 番後悔して

く」ことです。

いる事です。
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自分のことを応援してくれている人は沢山いた

木先生に添削してもらい、面接練習も何度も繰り

のにそれに気づかず勝手に一人で自暴自棄になっ

返しやりました。小論文は、初めの方、中学生の文

ていた時期もあったので、周りの人と話して色ん

章と言われましたが、何度も書き直し、家にある

な人が応援してくれているんだと、もっと実感出

新聞を全て読み、それなりの文章を書けるように

来ていれば、
、
、と思います。

なりました。時々厳しいことは言われるけど、先

特に、先生には些細な質問でもなんでも沢山す

生はいくらでも寄り添ってご指導してくれました。

るべきだと思います。先生達はたくさん情報を持

沢山の努力をして、先生方に協力してもらい、試

っているので、どんどん引き出して吸収して下さ

験当日には気付いたら自信がついていました。

い。

推薦入試を得て、いくつか反省と学んだことが

私が受験を通してやって良かったこととやれば良

あります。まず、いつもとは違う環境で時間制限

かったことを書きましたが、最初に言ったように

を決めた、緊張感のある練習をしておくべきだっ

人それぞれのやり方があります。色々な人からた

たと思いました。試験当日は、見たことのない人

くさん情報を収集して、自分に合ったやり方を見

が多い、広い試験会場で受験することになります。

つけてほしいです。最後まで諦めず、悔いのない

私は、初めての環境によって緊張するようなこと

よう頑張って下さい！応援しています！！

はなかったけど、試験中の周りの鉛筆の音に違和
感と焦りを感じました。だから、普段使用してい
ない教室や、環境で勉強をする経験をした方が良

職業能力開発大学校 建築学科

いです。
また、面接の話になりますが、本当に自分の言

私は、総合型推薦で合格しました。この大学を

いたいことを単語で頭に思い浮かべておくと良い

第一志望に決めたのは、3 年生の夏頃、進路部の

と思います。私は、面接の時に、あまりにも聞かれ

加藤先生に紹介されたのがきっかけでした。志望

なさ過ぎて、試験終了後不安が残りました。面接

校を選ぶ時は、本当に自分のやりたいこと、自分

は本当に一瞬だけど、質問をされる中で自分の伝

に合った環境かを考えることが大切です。今の時

えたいこと言えるチャンスは必ずあるので、それ

期では中々難しいと思いますが、実際に大学を見

は知っておいて欲しいです。

て話を聞くとかなり印象が変わります。私は、大

普段の勉強の仕方についてですが、私は塾には

学で、実際に自分が入学したら使用する作業場を

通わず、自分自身で計画的に勉強を進めていまし

見たのが 1 番強い刺激でした。また、実際に大学

た。受験期に入ってからは、手帳を利用し、どの時

の先生からのお話を聞くことで、知らない一面も

間帯で何を勉強するか工夫していました。私は、

知ることができました。

朝、夜が最も集中出来る時間でした。（5 時起き、

第一志望が決まり、推薦を受けると覚悟してか

11 時就寝）だから、朝、夜には苦手な教科や集中

らすぐに準備に入りました。私は、自分で自信を

力が必要な教科をやるようにしていました。そし

持つことが苦手ですが、それは「準備がしっかり

て、その他の時間では自分の得意な数学を主に入

出来ていないからではないか」
、と部活で先生に言

れ、リフレッシュしながら勉強していました。使

われたことがあります。だから、私は自信がつく

っていた教材は全て学校のもので、授業で使うも

まで頑張ろうと、全力を尽くして推薦入試の準備

の、学校で紹介されたものをひたすらやりました。

をしました。学力試験に向けて、サクシードを 8

私は基本家で集中出来たのですが、図書室もかな

周ひたすら解き、基礎を固めました。チャートに

り利用していました。図書室は、静かな環境で周

取り組んだのが 1 週間前でしたが、その時には十

りにも勉強している人がいるため、集中力が高ま

分力が付いてました。また、小論文はほぼ毎日鈴

ります。また、すぐに先生に質問をしに行くこと
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も出来るし、勉強終わりに先生方や、友達と会話

にあたって志望理由を考えた時に本当に困ったか

をすることも出来ます。切羽詰まっている時でも、

らです。

誰かと会話すれば自然と笑顔になり、リフレッシ

結局私が成蹊大学に行こうと思った理由は、映

ュをすることも出来るので、学校は最適な勉強場

画『アイアンマン』に出てくる人工知能である

所だと思います。

「J.A.R.V.I.S.」を作りたい！なんて簡単な理由で

これから受験を迎える在校生の皆さんへ

す。なので、最初から難しいことは考えずに一度

このコロナ期の中、部活の心配もあり、受験への

単純に考えてみることをお勧めします。

不安を抱えている人が多いと思います。私は、部

・推薦のための準備

活動を引退した時、努力を重ねて頑張ったからこ

指定校推薦を受けるにあたって、まず志望理由

そ、大きな後悔が残りました。その後悔がバネと

を明確にしました。次に志望校のホームページや

なり受験勉強でも、心折れることがなく頑張るこ

パンフレットを読み漁り、先生に過去の先輩の残

とができました。しかし、皆さんには後悔ではな

した推薦の資料を読んで大まかな質問内容をまと

く、成功、喜びをバネにして受験に向かって欲し

めました。ほかにも校内選考のための手続きもあ

いです。部活を中途半端に終えてしまったら、切

りましたが、それについては先生から説明がある

り替えが付けにくく、受験勉強に身が入りにくい

はずなので安心してください。

と思います。だからこそ、受験のためにもまずは

成蹊大学の場合は志願票に書いた内容について

部活動を頑張って最後までやり切って下さい。そ

重点的に聞かれるので、少なくともその内容につ

して、既に勉強を始めていると思いますが、今か

いての質問にはしっかりと答えられるようにする

ら計画的に勉強とも両立していくべきだと思いま

必要があります。

す。私の周りの友達も、1.2 年生の時、3 年生の

・面接練習について

初めにもっと頑張っていれば良かった、と言う人

面接練習は担当の先生が決められ、その先生と

が多いです。1 年間は本当にあっという間なので、

一緒に練習します。練習と同じように本番で聞か

悔いの残らないように自分と向き合って考えてみ

れるのは正直志望理由くらいだと思いますが、練

て欲しいです。応援しています！

習する価値は十分にあると思います。自分の想定
していない質問にその場で答える経験ができるか
らです。また、家に帰ってからすぐにその日の練

成蹊大学

理工学部 情報科学科

習の振り返りをすると良いです。
・試験本番について
私の時はオンライン面接でしたが、使用するパ

・受験方式 指定校推薦

ソコンには注意が必要です。
（試験開始 10 分前に

・志望校決定時期 2 年次の夏オープンキャンパス

いきなりパソコンが再起動を始めた時は本当にこ

・志望校の絞り方

の世の終わりだと思いました。
）トイレにはなるべ

志望校は自分の将来なりたいもの、やってみた

く行くなどして、心配事や気がかりなことを一つ

いことを軸に考えると良いと思います。しかし、2

でも減らしておくと良いと思います。

年次でそれを思い浮かべるのは難しいです。

・振り返って思うこと

私は正直、志望校のことなんて全く考えずに 2

指定校推薦は校内選考を通過すれば合格確実！

年次を過ごしていました。なんとなくオープンキ

と思う人もいるかもしれませんが、それは間違い

ャンパスに参加した大学を志望校だと決めていま

です。面接では思った以上に緊張するし、面接練

した。しかし、そのことを 3 年次になって本当に

習で聞かれなかったことをたくさん聞かれます。

後悔しました。指定校推薦の校内選考に応募する

油断していると一言も答えられなかったり、自分
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でも訳の分からないことを言ってしまうことがあ

をとってもなかなか、集中は続かないので普段か

ります。ですので、油断せずに総合型選抜を受け

ら少しづつ勉強することの大切さを知りました。

るくらいの気持ちでいることをお勧めします。

さらに、自粛期間から塾に入校して勉強計画や予
習を進めていたため、学校が始まった時からスム
ーズに行うことができていました。

法政大学 理工学部 経営システム学科

そして夏前までに一、ニ年次の数学の復習と英
語のヴィンテージと化学の復習をしていましたが、
しっかりと問題を解く実力はなかなかつかず、も

私は大学に入る際、指定校推薦という選抜方法

っと早くから勉強したほうがよかったと思いまし

で受験しました。指定校推薦とは、各高校に推薦

た。勉強を身につけるのには想像よりも時間がか

枠があり、そこから校内選抜を行い、大学での面

かるので早め早めの計画の重要さに気がつきまし

接などで合否を決めるという選抜方法です。

た。夏休みから少しずつ演習をしました。机上だ

私は高校入学時にこの指定校推薦での大学進学

けの勉強では全然時間が足りないので電車などの

を目標としていました。指定校推薦で一番重要と

時間を有効に使うことが必須でした。夏休みが明

なるのは平均評定です。そこで私が感じた、しっ

け、指定校推薦の校内選抜に受かり、大学での面

かりと一年次から学習し、評定を上げる重要なこ

接など受け、無事合格することができました。そ

とが三つありました。一つ目はテスト範囲の出題

こからは大学入学後必要となる復習を増やしてい

しそうなところをしっかりと予想することです。

きました。

定期テストでは授業の理解度を確かめるものなの

大学受験は人それぞれの受験方法があると思い

でプリントやノートでとったものなど、各教科の

ますが、自分を信じて仲間と支え合うことで乗り

先生が教えたいことを授業でしっかりと理解する

切れると思います。これから受験に備える人も

ことが大切だと思いましす。二つ目は勉強計画で

色々と苦労があると思いますが頑張ってください。

す。定期テスト一週間前から部活動は休みになり
ますが、実際一週間では正答率はそこまで上げる
ことはできません。最低でも三週間前から部活動

武陽ガス株式会社

と両立して行なっていくことが大切だと感じまし
た。最後に一緒に勉強を競い合える友達です。友

自分は三年になるまで頭が部活、部活、部活だ

達と目標を設定して互いに報告していくと、しっ

ったので「進路決めなきゃ」という実感はあまり

かりと学習し続けられると思います。

ありませんでしたが、いざ三年になると嫌でも頭

さらに、私は指定校推薦を考えていましたが、

によぎってきます。実感はないと言ったものの、

同時に一般受験も視野に入れていました。校内選

元々「大学行きたいなぁ」なんて思っていなかっ

抜に受からなかった場合、一般受験を受ける予定

たので就職する形でいました。

だったからです。一般受験の準備を始めたのは二

なぜ自分が就職にしようと決めてたのかという

年次の冬からです。部活後の夜に少しずつ数学の

と、将来の夢や目標が明確ではなかったからです。

問題を解き始めました。最初は青チャートを解い

大体は将来ああしたい、こうしたい、〇〇になり

て一年次の内容から復習を始めました。3 月から

たいみたいなのがほとんどだと思いますが、自分

は自粛期間になり、自己学習の時間が極端に増え

はそれが高校三年になっても見つかりませんでし

始めました。私は冬から自習を行なっていたため、

た。趣味は割とあるものの仕事に繋げるという思

学習習慣がついていたので、スムーズに勉強を自

考までには至りませんでした。そもそも勉強が得

宅でもできていました。いきなり多くの勉強時間

意な方ではないので大学はいいかなって感じでい
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ました。両親はやりたいことやればいいと言って

の良い男だと思います。今まで出会ってきた人は

くれましたが、これと言って思い浮かばなかった

みんな良い人で、いつも誰かに助けてもらったり、

ので、なら就職してお金を稼いでプラスになるこ

気にかけて頂きました。本当に良い縁で繋がった

とに使うのが良いんじゃないかと思い、本格的に

と思います。今度は自分が誰かを助けられるよう

就職を考えるようになりました。しかし、大学行

になっていきたいです。またこれまでの学生生活

きながらやりたいことを探すという手段もありま

の経験と野球で培った精神力と体力、人間性を活

す。ただ、
「目標がないのに行ってもお金もったい

かしながら、何事も中途半端で終わらせず最後ま

なくね？」とか「遊んじゃったりしたら意味ない

でやり切ろうと思います。その為には感謝を忘れ

な」と思ったので、ますます大学へ行くという気

ず、覚悟を持って日々精進していきます。上水に

持ちが薄れていきました。他の友人達は目標があ

来て良かったです。ここまで長々と失礼しました。

って大学を目指す人がほとんどなので良いなあと

ありがとうございました！

思ったりもしましたが、結局自分の気持ちは変わ
りませんでした。
いざ、就職先を決めると言っても、結局どうい
う系の仕事がやりたいのかが絡んでくるので、
少々苦労しました。しかし、幸運なことに求人票
が 100 社以上も来て選び放題でした。その中で
選んだのは地元の都市ガスの会社。そこは地域密
着型の会社で自分は地元が好きという点があった
し、なるべく近いとこが良いとも思ってたので「こ
こ良いな」と思い、見学にも行きました。見学に行
った後は、先生方や両親と相談したりして結局こ
こに行くことに決めました。それから本番前日に
ハローワークの方と面接練習をして「良い感じだ
ね、大丈夫だよ」と言って頂き、自信がつきまし
た。その自信が身についたまま迎える本番当日は
（やべえ）と思いながら臨みました。3 対 1 とい
う何かやらかして尋問受けてる時みたいな雰囲気
と言わんばかりの空間で、背筋がつりそうになり
ながらも、一つ一つ正確にハキハキと答えていき
ました。その日は特にミスなどすることなく終え
ることが出来ました。そして後日、無事に内定を
頂くことが出来ました。嬉しかったです。
そんなわけで 4 月から社会人になるので自覚を
持つこと、立ち振る舞いなど今まで以上に頑張っ
ていかなくてはと思います。社会に貢献し、誰か
に尊敬されるような、期待されるような人材にな
りたいです。ここまで来れたのも様々な人達に支
えられながら過ごしてきたからだと思います。自
分で言うのもなんですが、何から何まで自分は運
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