
✵上高の後輩たちへ。 

 

 高３の 1年間は受験勉強ですごく長く感じると思います。でも、最後までやり抜く力は備わっているはずです。

頑張って下さい。 

 

  入試は想像している１００倍しんどいです。心してかかって下さい。 

  つらくても、頑張った人が勝ちますよ。 

 

 まわりを勉強しなければいけない空気にすることが大切。基礎をしっかりする。練習は学校がしっかりしてく

れる。 

 

 
 最後まで５教科８科目をやるつもりでやり抜いてください。 

 

 
 苦手科目は毎日勉強した方がいいと思います。 

 

 

 先生から与えられる課題は、負担を感じることが多いと思いますが、それをコツコツとやることが何より近道

になると思います。これは本当です。私は１～２年の中ごろまでとても不真面目だったので、その分とても遠回

りした気がします。 

 

 
 毎日の積み重ねが合格につながるので頑張ってください。 

 

 
 志望する大学に向けて自分が今できることから始めてください。頑張った分だけ結果はついてくると思います。 

 

 一番大切なことは、目標に向けて頑張ったというプロセスだと思います。たとえ本命がだめでも受験が終わっ

た時の充実感が何よりも心地よかったです。十年後、二十年後振り返ってみて改めてよかったなあと思えるよう

にしっかり頑張ってください。 

 

 
 とにかく受験を楽しめ！ 

 

 

 すっごく辛くても、努力は裏切らないってことを信じてひたすら頑張って！！！ほんまにほんまに行きたい大

学なら絶対頑張れる！ 

 

 

 塾行って適当にＤＶＤ観ているよりは、学校のテキストや自分で購入したものを幾度となくやり続けた方が良

い結果がでます。 

 

 

 夏休みは部活もなくて時間があるから勉強がしやすく、成績も伸びやすい時期だけど、２学期が始まると、ま

た学校が始まって、勉強の時間配分が難しくなってくると思う。けど、そこで頑張れるかが、最後に影響してく

るから、毎日を大切に過ごしてください。 

 

 
 悔いが残らないように何に対しても全力で取り組むこと。 

 

 
 大学については本当にちゃんと調べておいた方が良い。後で痛い目に遭う。 

 

 
 目標がある程度決まったら、それに向けて“自分に何が必要なのか”をしっかり考えて行動してください。 

 
 時間を無駄にせず、悔いの残らないように過ごしてください。 

 

 
 後悔しない様に考えて行動すればいいと思う。 

 

 
 本番は一度きりです。充分に点が取れるよう、本番を意識した受験勉強をして下さい。 

 



 

 自分がかわった分だけ伸びると言われますが、本当の事です。逆に言えばやらなかったら伸びないということ

です。自分の行きたい進路を志す者としてふさわしい行動を行なえば必ず道は開かれると思います。 

 

 

 受験はとてもしんどかったけど、目指していた大学に合格した時は本当に嬉しかった。しんどくても勉強して

きてよかったと思いました。 

 

 

 受験勉強から逃げないでください。自分の知識を増やし、正しい判断が出来るようになるつもりで勉強してく

ださい。 

 

 

 もし自分の行きたい大学が私立大学でもできるだけ国公立も視野に入れていった方がいいと思います。国公立

はセンター試験次第やし、私立大学のセンター利用も受けられるので、私文にするよりも国公立型にしておいた

ほうが負担は増えるかもしれないけど、大学の選択幅は増えると思います。 

 

 

 私が進路を決めたのは２年生の２学期、それも後半のころでした。しかも理系から文系へ転向し、更に音楽の

道を目指すという暴挙にでました。大きな方向転換です。当然、不安も大きかったのですが、それと同等以上に

努力する力がわいてきて、様々な方々の力を借りながら第一志望の大学に合格することができました。これから

苦しいことが多いのですが、今から死ぬ気でセンターのことを考えていけば、試験１ヶ月前の負担は減りますよ。

後は資料請求をして、どんな科目が受けられるのか調べてください。健闘を祈っています。 

 

 

 中堅国公立大学を目指している人へ。 

国公立大学を受験するには、あたりまえですが７科目を勉強しなければなりません。そのため１つの科目に多く

の時間を割いて勉強するのはとても難しいです。また苦手科目だけを集中してする時間もあまりないと思います。

なので、得意な科目は高得点を維持、苦手科目はしっかりと基礎を固めてせめて平均点ぐらいとるのを目標に頑

張ってほしいです。とにかくセンター試験！！失敗するとすごくこわいので、がんばってほしいです。つらいこ

としんどいことこれからいーっぱいあると思うけど、「この大学に絶対に受かる！！」っていう強い意志があれ 

 
ば大丈夫！！応援しています。 

 

 
 時間はあるようでないので大切にしてください。 

 

 
 色々とつらいこともあると思いますが、悔いだけは残さないように頑張ってください。 

 

 

 「あの大学に行きたい」という強い意志があり、部活動も一生懸命に頑張れるけれど、勉強もノルマを決めて

こつこつやれば、文武両道できると思います。 

 

 希望した大学に入ることはできませんでしたが、国立の後期試験まで諦めずに受けたことで、自分なりに結果

に納得することができました。上手に息抜きをしながら、コツコツめげずに乗り越えてください。大学受験はと

ても貴重な経験になると思います。 

 

そりゃね、勉強するのが面倒くさくなったり、「何でこんなに頑張らなきゃならないんだ｣とかも思う日が多く

ありましたけどね、自分の知らない間に少しずつ力がついていったりするんです。実感は無くてもね。それが大

学に合格した時に急に分かったりするんですよ。 

 

✵早く受験勉強を始めよう!! 

 

 勉強はあとになればなるほど「やっておけば良かった・・・」って後悔するから、今のうちに頑張った方が絶

対良いです！！頑張って！！ 

 

 

 受験までの間に時間が限られているのは確かです。しかし、焦って勉強するよりも時間と心の余裕を持って勉

強した方がいいです。なので、なるべく早くから受験勉強に取り組んで第一志望の大学に合格できるように頑張

ってください。 

 



 

 部活をやっていた人は集中力があるから引退してでも大丈夫！と思っていましたが、それは現役の時から自分

なりの勉強法を確立していた人の場合だと思います。私は引退してからは必死で勉強して、量だけなら他の人に

も負けていない自信はありますが、基礎になる部分がしっかりできてなかったので結局最後まであまり成績は伸

びませんでした。英単語や公式などは１、２年のうちからしっかりやっておいた方が良いと思います。 

 

１年生の時からしっかりと勉強しておいた方がいいと思いました。 

 

 

 受験において最も大切なことは、早く「受験生になる」ことだと思います。高校１年生でも、部活で忙しくて

も、この「受験生」にはなれます。毎日少しずつでもいいから、受験を意識して何かを始めることをおススメし

ます。それが、「受験生になる」ということです。周りを気にせず、自分の目標に向かって日々努力してくださ

い。そうすれば必ずよい結果が待っています。がんばって！！ 

 

 大学受験は高校受験と全く違う。このことは実際受験生にならないと分からないけれど、受験勉強は絶対出来

るだけ早く始めることが大切。そのためにはできるだけ早く進路を決めること、入試の前の１ヶ月で何とかなる

といった甘い考えは捨てていち早く勉強に励んだ人が大学受験に勝つ人だと思った。 

 

 

私が受験を通して思ったのは、やはりすべてにおいて早くから取り組むべきだということです。私は志望校を

決めたのが高３の秋でした、そのため、併願校を決めるのがさらに遅くなり、それぞれの学校の試験への対策が

充分ではありませんでした。このようなことは毎年先生方や先輩から聞いてうんざりしてる人もいると思います。

でも本当のことなんです。私も３年生になって早めにやっておけば・・・と何度思ったかわかりません。遅すぎ

て後悔することがあっても、早すぎて後悔することは絶対にありません。  

 

 

 早いうちから学習の習慣はつけておいたほうがいいと思います。今まで覚えられなかったことが試験に近づく

につれて覚えられるようになった、などということはよくありますが、今まで全く勉強していなかった人が急に

１日何時間も勉強するのはとても難しいことです。全然覚えられなくてもいいから１日１回音単をひらく、１日

１回必ず机に向かうなど、学習の習慣をしっかり体にしみこませてください。 

✵継続は力なり 

  先輩達が言っていたように、やっぱり単語とかは１、２年からの積み重ねが大切だと思った。 

  毎日コツコツ勉強しましょう。時間がないので。 

  毎日少しずつでもいいから勉強し、基礎を作ることが大切だと思いました。 

✵諦めないことが大切!! 

  受験勉強は大変だと思うが、最後まであきらめずに頑張れ！！ 

  粘り強く最後まであきらめなければ結果は必ず出る。 

 

 部活や勉強などに忙しくて時間が足りないように思われますが、時間を有効活用する方法を身につければ、自

分の希望進路に進むことができます。最後まで頑張ってください。 

 

 
 何事にもあきらめないことが大切だと思います。夢の実現のために頑張って下さい。 

 

 

 受験勉強は苦しいこともたくさんありますが、目標に向かって自分の実力を上げていくのはとても気持ちの良

いものです。模試などであまり納得のいく結果が出なかったとしても、出来なかったところをしっかりと復習す

れば必ず次は良くなるので諦めずにがんばってください。 

 

志望校の判定がわるくても、最後の最後まであきらめないでください。受験生は試験当日まで伸びます。私も

当日の会場へいってもまだあきらめずに勉強しました。すると一番最高の得点を取る事ができました。ラスト０

日まで頑張ってください。 

 



 

 私は、得意科目だった英語をセンターで失敗してしまい、自分が目指していた大学を受けられるか心配であっ

たが、どうしてもその大学に行きたかったし、公募で私立は決まっていたこともあり、志望校を変えずに受けま

した。前期と後期ではセンターの比重が前期の方が少なかったので、なんとか前期で合格するために必死で勉強

しました。しかし前期では落ちてしまい、後期ではよりセンター重視されるので、もうだめだと諦めようと思っ

たりもしたけど、周りの方の応援もあって、最後まで手を抜かずに勉強しました。そのかいがあり、合格するこ 

とができました。だから、私は自分の体験も踏まえ、最後まであきらめないでほしいと強く思います！！絶対志

望校に行きたいという気持ちを持ち続けて頑張ってください！！ 

 

何よりも最後まで粘ることが重要です。 

 

何事もあきらめないことが大切です。最後まで自分を信じて頑張ってください。 

 

 

 模試の判定が良くても、センターでは何が起こるか分からないので「センター試験＝簡単」とは思わず、最後

まで気を抜かないで下さい。 

 

 

 私は部活動を最後までやってきました。勉強する時間は少なかったけど後悔はしていません。第１志望の大学

には行けなかったけれど、中途半端にやるよりは何事も全力でやって素晴らしい高校生活を送って欲しいです。

あと、道は決して一つではないという事を伝えたいです。あらゆる方向から自分の進む道を探ってみてください。

そして最後まであきらめないで。可能性は０ではありません。１％でも可能性があるのなら全力で取り組んでく

ださい。あきらめるのは誰にでもできます。本当に夢をかなえたいのであれば、最後まで頑張ってください。夢 

 
がかなうことを心から応援しています。 

 

 

 僕は受験勉強を始めて、最初から飛ばしすぎたので、夏にスランプがきて夏の計画がうまくいきませんでした。

そのために秋に成績が下がってしまい、１２月までまったく伸びずにとても悩んでいました。友達や先生の支え

もあり、なんとか勉強をやり続けた結果合格することができました。自分の第一志望はダメだったけど最後まで

あきらめずに受けたことは自分の自信につながりました。受験は大変だと思いますが、最後までやって得るもの

は大きいと思います。だから最後まで第一志望をあきらめないで受験勉強を頑張って下さい。 

  

 最後まで諦めないように。結果はどうなるかわからない。そして、志望校対策はとても重要なのできっちりや

ったほうがいいよ。 

  

✵クラブをやっている人へ。 

 

 部活動と勉強の両立はとても大変でした。でも、その分得たものがたくさんあるし、引退した時の受験の 

追い込み、集中力は部活をしていて良かったと思えました。 

 

 

 部活を一生懸命やっていた人は、引退してからその熱意を勉強に注げると思うので、クラブもしっかりやって

ください。青春！！って今しか味わえないので・・・・・・・。後悔しないように頑張って下さい。 

 

 

 勉強と部活を両立できていれば、部活を最後までやり遂げて受験に切り替えるのは絶対出来ます。今は、部活

に集中してやり切ってほしいと思います。勉強は基礎を徹底するのが大切だと思います。誰でも出来ることを他

の人より完璧にして、苦手なことがあれば得意にするくらいやる、という当たり前のことをちゃんとやることが

成績が上がるポイントかなと思います。友達と刺激しあって、応援し合えば頑張れます。 

 

 

 夏休みまで部活をしていた人は、２学期が始まり、「スタートが遅れたのでは！？」と不安になるかもしれま

せん。僕もそうだったのですが、気持ちを入れ替え、「これから半年頑張るぞ！」と気合を入れて毎日学校で残

って勉強しました。なかなかすぐに学力は上がりませんでしたが、冬休み前の模試ではＡ判定、Ｂ判定がとれる

くらいになり、自信がつきました。いろいろ大変な時期ですが、メリハリのついた生活、気持ちの切り替えが大

事だと思います。あと、判定が良くても浮かれないように。逆もまたしかりです。 

 



 

 部活動と勉強の両立が出来るか不安な人はいっぱいいると思います。でも、私も私の周りのみんなも色んな工

夫をしてしっかり両立していました。私の場合は、朝早くに学校に行って、その日の授業の予習をしたり、昼休

みは友達と英単語の問題を出し合ったりしていました。放課後、部活が終わったら時間を決めて授業の復習や提

出物をしていました。部活の時はとことん部活！勉強の時はとことん勉強！というメリハリある生活が両立しや

すいと思います。部活も勉強も全力でやりきってください。 

 

受験を心配して部活をやめようか迷うことはあるだろうけど、迷うならやめない方がよい。最後まで続けてい

ても、終わった後に一生懸命勉強すれば十分間に合うし、今から少しずつ勉強しておけば全然大丈夫やと思う。

やめて後悔することはあっても、続けて後悔することはきっとないと思う。諦めてしまわず、最後までがんばっ

てください。 

 

 

 部活動が忙しくて勉強時間が確保できずに不安に思った時期もありましたが、部活で学んだ何事にも諦めずに

立ち向かう意志は受験の上で非常に大きなパワーの源になりました。また、困った時に部活の友達や先輩、先生

に相談できたのもとても心強かったです。今では続けて本当に良かったと自信を持っていえます。もし部活と勉

強の両立に悩んでいる人がいたら、ぜひ続ける事をオススメします。きっと続けて後悔はありません。 

 

  

 勉強と部活の両立は、私にとってとても難しいものでした。運動部や他の文化部系の子たちが引退していく中

で、まだ受験生になりきれないでいた自分を覚えています。周りの友達が放課後、図書館や塾に行くのを見なが

ら部活へ行こうとする自分に「このままで良いのか」と何回も自問自答していました。しかし、大好きな部活を

途中でやめることは私にはできませんでした。大切な仲間と目指す高校最後の夏。どんな結果になろうとも、み

んなと引退できなかったら絶対に後悔する。そこまで思えるほどの部活があったからこそ、引退した後に勉強に

打ち込めたのだと思います。毎日毎日同じ時間を部活で過ごした仲間と一緒に受験勉強ができたのも、良い刺激

となりました。これから、部活をやめて勉強に切り替える人も多いと思います。しかし、そのすべての人が本当

に集中できるわけではありません。自分がやめた後の穴が気になってしまうのなら、絶対に両立すべきだと思い

ます。もちろん、勉強に切り替えてから成功した人もいますが、部活をやり切って後悔した人は誰一人として知

りません。部活でできた仲間や、そこでついた自信は、少なくとも私の場合、受験に必要でした。いつでも帰れ

る場所が今でもあるのは、本当に安心します。部活に入っていない人も多いと思いますが、部活をやりきった人

の集中力に負けないように、時間を大切にして頑張ってください。時間は一人ひとり平等にあります。それをど

う使うのかは自分次第です。迷うこともたくさんあると思いますが、周りにいる友人や先生はその度に相談に乗

ってくれるはずです。いっぱい悩んで、納得できる結論を出してください。そうすれば「ああすれば良かった」

じゃなくて「こうして良かった」と後々思えるはずです。力みすぎず自分のペースで頑張ってください。 

  

✵目標を決めよう!! 

 

 高校生活３年間本当にあっという間でした。１、２年生では、特に部活に力を注いでいた気がします。でも、

１年生の６月ぐらいから志望校を確定して勉強してきました。早く志望校を決め、計画をたてることはとても大

事だと思います。１ヶ月間にやるべきことを自分でカレンダーに示しました。センター直前になっても全然成績

が伸びなくてあきらめかけたこともあるけど、友達が頑張っている姿を見ると、本当に力がわいてきました。高

校３年間しっかりと目標を立てて、夢の実現に向けて頑張って下さい。体調管理も大切です。 

 

 

 私はこの学校に入学する前から、美容師の専門学校へ行こうと決めていました。この学校を選んだのも、家か

ら近いし、この学校の吹奏楽部にあこがれていたからです。でも周りのいろんな人たちが「高校でもっと勉強し

ておけば良かった。」と言っていたのを聞いていたので、高校に入ったからには、勉強もしっかり頑張ろうと思

っていました。だから、授業はしっかり聞いて毎日勉強するようにもしました。そのおかげで中学の時よりも、

毎日勉強する習慣がつき、勉強することもそんなに嫌いじゃなくなりました。しかし、進路が決定し、学校の定

期テストもなくなると、勉強しなくなってきました。目標がなくなったからです。でも、そんな時には英検や漢 

 

検を積極的に受け、目標を作りました。目標は何をするのにも大切だと思います。そして、高校生の時は今しか

できないことや、上高にいるからこそできることを一生懸命するべきだと思います。 

 

自分が行きたい大学はなるべく早く見つけること。そうすれば、対策する時間も増える。早くから自分の目標

を持っていれば、あとはそこまで突っ走るだけ！！でも、本当に自分がしたいことなのかはよーく考えること。 



この大学に絶対に行きたい！！と強く思えるような大学を見つけてください。強く思えるほど勉強も頑張れる

と思います。これだけ頑張った！という自信があれば、落ち着いて試験に臨めるはずです。絶対受かる！！と思

いこみましょう。 

 

自分のやりたいことを思い切りできる大学を見つけて、それを目標に最後まで諦めずに頑張ってください。 

 

大学選択は自分の学びたいことができる所と考えて選ぶべきです。大学のレベルや名前だけに捕らわれて一生

懸命頑張って合格して入学はしたけど自分のやりたいことができなければ、４年間を棒に振ることになってしま

います。僕は結局第二志望の大学に進学しますが全く不満はありません。なぜなら自分の夢と結びつく勉強が出

来るからです。超有名大学だが特に目標もなく過ごした４年間と、あまり名は通っていないがやりたいことがで

きる大学で４年間過ごすのとでは大きく変わってくると思います。もちろんレベルの高い大学に行きたいと思う 

のもその人の意思なので大切なことです。これから受験は長い戦いになっていきますが、しっかり自分の目標を

もって頑張ってください。 

 

✵基本は授業 

 

 毎日の授業を大切にしましょう。そのためには、規則正しい生活をすることが大事です。朝なるべく早く起き

るほうが良いです。残りの学校生活を精一杯楽しんで下さい。 

 

 

 日々の授業を大切にすることが受験では何より大切です。授業でやったことは受験で必ず役に立ちます。予習・

復習がどうしてもできないなら、せめて４５分間集中して授業を受けてください。それだけでも得られるものの

量や質は大きく変わってきます。小テストを捨ててしまっている人はいませんか？本当にもったいないです！授

業時間を割いてまで確認しないといけない重要ポイントがぎゅっとつまった小テストで覚えたことは受験では強

力な武器になりますよ。ハングリー精神を持ってがんばって下さい。 

 

 

 早めに対策を始めるべきです。あと授業は本当に大切にしてください。部活をしている人はこの授業だけで十

分な対策になります。目標は高く、あきらめるのは最後でも出来るのでレベルを下げずに頑張ってください。 

 

 １回、１回の模試を大切にして、しっかり勉強して臨んでほしい。模試の結果は実際の入試の結果につながる

ものだと思います。また、授業を大事にしてください。ちゃんと予習をしましょう。 

 

 私が受験で１番しっかりやってきてよかったと思うことは、英語の隔週テストです。このテストで英語で点を

取るための単語、文法、構文を自然と３年間継続して勉強できていました。隔週テストは上高で良い成績を取る

ためだけにやっているんじゃない！！受験のときになってそう気付きました。１年生からのそういう積み重ねが

すべて大学受験につながっていたんだと思います。 

  

✵私の勉強法 

  模試の復習は絶対にやっといた方がいい。 

 

 僕は部活動には入っていなかったけど、本格的に勉強し始めたのは２年生の後半ぐらいからでした。１年生の

ときの勉強はとても重要なので、今になって後悔してます。だから、みんなには早めに勉強することをすすめた

いです。ここで僕の勉強法を紹介します。まず、予習をして、分からないところがあると、次の日の授業を聞い

てその問題を解決します。そして復習して再確認。また模試の復習を怠らないのが重要です。英語以外は新しい

問題集は必要ありません。英語は何か１つ英単語の本を買った方がいいと思います。僕のおすすめの単語帳は「英

単語ターゲット１９００」です。 

 

英単語はなかなかすぐには覚えられずに大変苦労しました。英単語は毎日やっておくほうが良いと思います。

あと、自分なりの勉強法を見つけるのも大切です。私は単語帳を見ていても全然覚えられなかったので、分から

ない単語があると単語カードにそれを書いて何回も見直すという方法を取りました。そういう自分の方法を見つ

けることが大切だと思います。 

  



✵周りの人に支えられて・・・/受験から学んだこと 

 

この３年間を振り返ってみて、私は改めてこの学校に来てよかったと思います。親切な友人、熱心な教師、先

輩、後輩、個性豊かなさまざまな人が数多くいて、たくさんのものを与えてくれました。何より友人らにはとて

も助けられました。いつもいつも辛抱強く付き合ってくれた人たちにはどんなにお礼を言っても言い足りない程

です。お世話になりました。ありがとうございました。 

 

部活をやっている人は、ぜひ最後まで続けてください。勉強時間は少なくなるかもしれないけど、最後までや

りきったとき、きっと勉強するだけでは得られない精神的な強さが身についていると思います。あと、勉強ばか

りで嫌になったり、モチベーションが下がったりしたときには、ぜひ先生に質問しに行ってみてください。先生

はどれだけ忙しいときでも、私たちに一生懸命に教えてくれます。自分も頑張らな！！って気持ちになりますよ。 

      

後悔しない道へ進むため、頑張ってください。応援しています。 

 

勉強しているときはつらいと思うけど終わったときの達成感は比べるものがないほど大きく、やってて良かっ

たと思うので１年間しっかり自分の目標に向かって勉強しよう。 

 

 

受験勉強は勉強だけじゃない。家族や友達、先生、周りの人達の大切さがあらためて分かる。自分をひとまわ

り大きくしてくれるもの。いつでも感謝の気持ちを忘れずに最後まで諦めないでください。 

 

 

 私は入試ぎりぎりになるまで、勉強に集中できていませんでした。入試一ヶ月前くらいから焦り始め、分から

ないことだらけで苦しみました。そのとき助けてくれたのが先生や周りの友達です。私は問題でつまずいたとき、

すぐにその人たちに質問に行きました。分からないことがある度にその場で解決することによって、どんどん理

解ができるようになりました。自分で考えることも大切ですが時間の無駄になることが多いので、周りの人に聞

くのは一番良い方法だと思います。これからの受験勉強でいろいろな困難にぶつかることになると思いますが、 

 
最後まであきらめずに自分を信じて頑張ってください。 

 

 

 ３年間、学校の勉強を通して、１,２年は本当に定期テストの勉強するくらいであまり積極的に勉強することは

なかった。けれど、それでも勉強の環境は整っていたと思う。何をするにしても、やはり自分次第だしその道を

切り開くのも自分だと思う。自分がその気になれば、何にでも取り組むことが出来るし、人間基礎というものを

学んだ３年間であったのかもしれない。勉強ももちろん大事であるがそれだけでないと学校で経験したと思う。

以上が僕の３年間で学んだ体験記である。３年間お世話になった先生方本当にありがとうございました。 

 

 

 私はギターマンドリン部に所属していて毎日部活三昧の日々でした。勉強はほどほどで、ほとんど部活一色の

生活でしたが私が受験勉強以外で人間関係やコミュニケーション能力を学ぶことが出来たのは部活のおかげだと

思います。高 3 の秋からセンターにかけて母が体を壊し、他の受験生より精神的に辛いのではないかと思う時期

がありました。でも私を支えてくれたのは部活やクラスの友人です。もちろん先生や家族もですが受験は１人で

乗り越えられるものではありません。人に頼って、人に励まされて頑張れます。最後まで自分を信じると結果と

なって返ってきますので是非頑張ってください。 

 

 

 私が進路を決めたのは３年生の夏休みです。それまでずっと進みたい道が２つあり、その２つが全く正反対な

方向だったので勉強をするよりも、人生どちらを選ぶかで悩んでいました。人生は選択ばかりだと思います。ど

の道を選ぶかによって、必ずよかったと思うことも、後悔する事も出てきます。でも、自分の決めた道だったら

とことん進んでみてください。受験勉強を始めると、普通は成績の伸びに悩むと思いますが、勉強以外にも悩ん

でくることがあると思います。そんな時は、やはり支えてくれる友達や家族、先生のおかげで私はこの期間をや 

 

りきれました。そんな人たちに感謝の気持ちを持ちながら、これからの受験勉強を最後までやってください。 

 

高校時代での受験勉強に費やした時間はただ勉強をしていただけですが、それを進めていくと同時に卒業後の

自分について考えることも多くなっていきました。この間、自分は自分自身を見つめなおすいい機会でもありま

した。 

 



 

 自分の進路についてたくさん悩み考えました。何に興味が持てるか、将来はどんな職業につきたいかなど、人

生を左右する決定なので本当に真剣でした。後輩の皆さんもたくさん悩み自分の進路を決定していってほしいと

思います。目標が明確になればなるほど、勉強に対する力の入れ方も変わってくると思うので、頑張ってくださ

い。友達と放課後に勉強したりするのも集中できたり、励まし合ったりと、とても有意義だと思います。友達の

存在はとても大きく、改めて友達の良さを発見できたりしました。友達を大切にしてください。 

 

 

 受験はとても長い戦いです。つらくなったら友達や家族、先生に話を聞いてもらってください。友達との会話

によく励まされました。一緒に頑張れる友達がいること、応援してくれている人がいるということを忘れずに乗

り切ってください。 

 

 

 自分の夢に向かって頑張ってください。共に支えあえる友達、見守ってくれる家族、そして助言をくれる先生

方への感謝のキモチを常に忘れないでください。努力した分だけ必ず自分に戻ってくる。後悔をしないように、

何事も早めに決めて実行してください！！ 

 

 

 私は気持ちばかりが先走って途中であきらめようとすることが多くなりました。でも最後までやり切れたのは

応援してくれる家族や先生、そして共に支えあった友でした。自分はけっして「１人」ではないことを忘れずに、

最後の１年間頑張ってください。 

  

✵勉強に疲れたら・・・ 

 

 スランプにおちいったり不安にさいなまれるときもあるでしょう。そういう時は、一人でため込まずに誰かに

話すのが一番です。人に話すということはとても勇気のいることです。しかし、何か行動をおこさなければ何も

始まりません。話が変わるかもしれませんが、今、失敗を恐れては何も変わりません。 

 

 

 自分の決めたことに対して疑問や不安を感じたときには、勉強に集中できなくなることもあるので、信頼でき

る友達などに自分の迷いや不安を打ち明けてみたりするなどして、もう一度じっくり自分自身と向き合う時間を

取ってみて下さい。 

  

✵さぁ!入試本番!! 

   試験のときは緊張しすぎないのが一番大切。試合のように常に平常心を心がけて。 

 

  面接では、面接官が自分の出した答えに対して否定的な質問をしてくるので、一般的な質問に対してはしっか

りした答えを自分の中で前もって決めておいたほうがいいです。それと、うそは絶対につかないほうがいいと思

います。自分がうそで通せる自信がなければ面接官にばれて悪い雰囲気になるので、事実がつまらないことであ

っても本当の事を言った方がいいと思います。また、質問が自分の思い入れのあるものであれば積極的に言い出

していったほうがいいです。自分から言い出さないままであると、面接官が出す質問がなくなってしまい、自分

が何も言わないまま、面接が終わってしまいます。 

 

✵失敗・後悔・反省からのアドバイス 

 

 １,２年の時は部活に集中し、学業面を疎かにしてしまいました。３年になってから取り返そうとしましたがや

はり無理でした。そして希望していたように出来ませんでした。３年の後半に思ったのは、１年、２年のときに

もっと勉強しておけば良かったと思いました。だから、今のうちに少しでも勉強を積み重ねをしたほうが良いと

思います。 

 

 

 私は３年間を通してほとんど自宅での学習はできませんでした。意思が弱すぎるので、帰宅するとＴＶを見て

しまったり、漫画をよんでしまったりと本当に駄目な受験生でした。家で集中できないと、自分で分かっていた

ので、７時ぐらいには学校に行き、最終下校まで学校で頑張りました。夏休みや冬休みもできるだけ学校に行っ

て、自習室や図書館で勉強しました。しかし、自宅のサボりのせいもあり、センターは失敗しました。当たり前

のことですが、自宅でも勉強はやらないといけません。みなさん頑張って下さい。 

 



私は１,２年の間クラブばかりしていて、ほとんど勉強をしていませんでした。受験はたぶんほとんどの人が思

っているより厳しいものです。私はそれに気づくのが遅すぎたと反省しています。今、できることをその時やっ

ていけば、有意義な高校生活が送れると思います。後悔しないように頑張ってください。 

 

自分は部活動中心だったので勉強はほとんどしなかった。みんなには部活と勉強の両立を目指してほしい。 

 

「あの時勉強しとけばよかったな」と思う場面が多々ありました。まだ間に合うと思うので、後悔しないよう

に取り組めばよいと思います。 

 

 

 合格への近道は早く苦手な所をなくすこと。私は「分からへんかも｣って思ったときにやらなかったので、とて

も後悔しました。皆さんは早く自分を知ってください。見てみぬふりは結局自分を苦しめます。認めて、克服し

ていく人が最後に笑うでしょう。最後に、進路が決まらなくて焦っている人、すぐに私立に走るな。特に理系。

最後まで国公立で粘って方が視野が広がり、そのときは苦しくてもあとで助かります。大学で人生の全ては決ま

りません。「これや。」って思ったところからがスタートです。頑張って下さい。応援しています。 

 

 

 部活で忙しくしていても、授業とテストは絶対に大切にすべき！特に推薦を受けたいと思っている人は、学校

の成績で受験できる大学とか受験方法も変わってくるから、とても重要です！１,２年で頑張っとかないと後で後

悔することもあるから、今自分にできることを精一杯頑張って下さい！！ 

 

 

 受験を終え、思ったことは、英単語と漢字はしっかりやっとくべきだったということです。短い時間でもでき

るし、コツコツとやると良いと思います。部活動については、勉強との両立はできます。悔いの残らないようよ

う全力で取り組んでほしいです。 

 

 

 僕は部活動と勉強の両立が難しくてなかなか思うようにいかなかった。後輩の皆には部活も勉強も同じくらい

一生懸命に打ち込んでほしいと思う。 

 

 

 ずっと勉強に対する意欲がでず、３年になっても成績が下がる一方でした。しかし、秋になると雰囲気が変わ

りはじめやっと勉強する習慣がつき始めました。受験が終わると、もっと勉強しておけばよかったと思う人が多

いので、後輩には後悔しないようにしてほしいです。 

 

 

 １,２年生の時に勉強を頑張っていたつもりでも３年生になってから考えてみると、全然勉強していなかったと

思う。 

 

最後の入試結果で第一志望学部に落ちた時、あと一ヶ月あれば・・・・と後悔しました。「たら、れば」はし

てはいけないと思っても、やはりもう少し勉強しとけばよかったと今になって思います。受験勉強は今までの定

期テストのようにはいきません。一夜漬けでやっていた人は相当大変だと思います。早いうちに計画を立てて３

年生を迎えることをおすすめします。大変だと思いますが、先生や家族、友だちなど周りの人と一緒に乗り切っ

てください。応援しています。 

 

僕はとても後悔しています。それは、１,２年生のときにもっと全力で勉強に励めばよかったという後悔です。

部活で疲れた、遊びの予定が入った等の言い訳をして勉強から逃げていました。３年からやれば大丈夫、そう思

っていました。そのような人はたぶん多いと思います。この考えを持っている人は今すぐ生まれ変わりましょう。

後悔します。後悔しても時間は戻ってきません。だから、今という時間を大切にして勉強・部活等に全力でやる

べきです。また、部活をやっている人は絶対に最後まで部活を続けてください。一生の思い出となります。忍耐

力・友情・一生の仲間などかけがえのないものが手に入ります。書きたいことは書ききれませんが残り短い高校 

生活を全力で頑張ってください。 

 

３年になって全員が勉強に後悔すると思うので、今から基礎をたたき込んでおくと、自分の自信にもつながり、

一石二鳥だと思います。毎日の生活も遊びと勉強の時間を決め、習慣付けるのが良いと思います。とにかく、ま

だまだ伸びると思うから、目標を高く持って毎日充実した１日を送ってください。 

 

 


