
 

 

 

 

 

 

 

合格体験記  2021 
 

会津若松ザベリオ学園高等学校   

 

2021/4/1 現在 

 

岩手医科大学 医学部 医学科 

清田 有紗 
会津若松ザベリオ学園中学校出身 

ＣＴコース 

度重なる災害や COVID-19 の流行を目の当たりにしたことで人々の生活の基盤と

なる医療の重要性を痛感し、自らも医療に携わることで地域に貢献したいと考え、医

師を志望しました。私は医師の偏在が顕著である岩手県で従事することを目指し、岩

手医科大学の学校推薦型選抜の一般枠を受験しました。 

高校１・２年次には福島県立医科大学の POMk Project に高校生チューターとして

参加し、中学生の探究活動のサポートをするとともに、医学的な知識を医学生から教

わるという貴重な体験をすることができました。 

私は理系教科が苦手で、毎日数学の先生に個人的に指導していただき、生物や化学

の授業では自由な発言を先生方が促して下さったのでその場で疑問点を解決することができ、成績の向上につ

ながりました。また、休校期間中も Classiを通して丁寧に指導し下さり、心から感謝しています。 

受験勉強では効率を重視しました。理数系は問題演習を通して本質を捉えるという帰納を通し、変わった形

式の問題にも対応できるよう努めました。英語は「使える英語」を意識し、日本語は極力使わずに、英語で単

語や文法を分析・理解して感覚に刷り込むことで、効率よく読解力や単語力を上げることができたと思います。 

これから受験を迎える後輩の皆さん、勉強に前向きに取り組めない時もあると思いますが、適度に息抜きを

しつつ、進路実現に向けて頑張ってください。 

 
   

Aizu-Wakamatsu Xaverio Gakuen 

     

 



新潟大学 創生学部 創生学修課程 

星 健斗 
会津若松ザベリオ学園中学校出身 

ＣＴコース 

様々な問題が露になる昨今、正しい知識を獲得、共有するためにはただ一つの学問

を専門的に学ぶだけでなく、多くの分野の知識を知り、地域に密着した形で知識を生

かさねばなりません。其故に、新潟大学創生学部を受験しました。 

世界史は YouTube で授業動画を視聴したり、倫政経の自分なりのノートを作り、

友達に授業を行ったりして勉強しました。また数学も同様に友達に教えることで自分

の理解も深めました。 

しかし、共通テストで英語の点数があまり取れなかった為、個別入試までの一か月

は英語を特に集中して勉強しました。毎日単語帳、英作文三題、長文二題は欠かさな

いように計画を立て、更に先生からお借りした問題集や、過去問に取り組みました。併願校の過去問まで解

くと時間もかかるのであまり行いませんでした。また、数学の過去問は自由帳に解答を記し先生に添削して

もらいました。 

後輩の皆さんには自分なりの勉強方法の確立に努めていただきたいです。たとえその方法が非効率でも、

自分のやり方を貫くことが合格への最大の近道だと思っています。頑張ってください。 

 

 

福島県立医科大学 保健科学部 臨床検査学科 

内川 日菜 
会津若松市立北会津中学校出身 

ＣＴコース 

私は２年生の時に臨床検査技師を目指すことを決め、福島県立医科大学の臨床検査

学科を受験するべく、担任の先生と一緒に準備を進めてきました。私にとっての大き

な課題は、受験勉強と部活動の両立でした。私は３年生の 8 月まで吹奏楽部に所属し

ていました。毎日の練習の後に受験勉強をしようとしても、どうしても疲れてしまっ

たり、部活動の仕事をしなければならなかったり自分の思うようにならない時期が長

く続きました。そんな時、家族や部活動の仲間や顧問の先生、担任の先生や友人の支

えにとても助けられました。支えてくださった方々には本当に感謝の気持ちしかあり

ません。 

私は部活動を続けられて良かったと思っています。高校生の本分である勉強以外に

も、これだけは頑張ったと胸を張って言えることがあるということは、自分の中で大きな自信になります。こ

れを読んでいる人の中にも部活動やそれ以外に頑張っていることを続けるべきか迷っている人がいるかもし

れませんが、どうか諦めないでほしいです。ザベリオには頼れる先生方がたくさんいらっしゃるので、壁を作

らずどんどん頼ってみてもいいと思います！ 先生方が勉強や進路の相談に丁寧に対応してくださったおか

げで勉強面の不安は小さくなりました。ザベリオだからこそ、勉強と好きなことの両立がしっかりできたのだ

と思います。一度しかない高校生活、後悔しないように勉強もやりたいことも一生懸命頑張ってください！ 

 

 
  



長野大学 環境ツーリズム学部 環境ツーリズム学科 

表 ありさ 
会津若松市立一箕中学校出身 

ＣＴコース 

私は学校推薦型選抜で長野大学に合格しました。私は町づくりをすることに関心が

あり、実際に町へ出て地域の人と関わりながらその町の課題を見つけ解決する方法を

研究したいと思い長野大学を志望しました。 

1 次試験では現代文の試験があり、私は記述が苦手だったので渋川先生にご指導を

いただきながら過去問や評論文の問題をたくさん解き、少しずつ読解力を高めていき

ました。２次試験の面接では時間がなかったので毎日先生にご指導いただきながら細

かい所まで自分の中で得た情報や考えを整理することで焦らず答えることが出来ま

した。また、情報を得るために町づくりの鍵と考えていた酒蔵や奥会津の道の駅を実

際にいくつか訪ねてお話を聞いたり、町づくりをしている商工会の方や現地に住む本校の生徒の方と話す機会

をいただき様々な視点の意見や考えを聞いたことで気づいたり改めて考えることがあり、面接試験に生かすこ

とが出来ました。渋川先生を始め、沢山の方々の協力があったからこそ合格できたと思います。忙しい中時間

を練ってご指導してくださった渋川先生や北野先生、突然訪ねた私の質問に優しく丁寧に答えてくださった酒

蔵の方々、商工会の会長さん、本校の生徒のみなさんに深く感謝しています。 

大学受験は苦手なものと向き合ったり辛いことばかりではありますが、だからこそ合格した時に得られる達

成感は大きく、たくさんの人々の支えや優しさに触れることのできる機会だと思っています。合格することが

決してゴールではないのでこれからも油断しないで生活したいと思っています。皆さんも頑張ってください。 

上智大学 法学部 地球環境法学科 

佐々木 桜 
会津若松ザベリオ学園中学校出身 

ＣＴコース 

私は総合型選抜で上智大学に合格しました。現代では地球を持続可能な社会にする

には環境の改善や保全が大きな課題となっています。企業や人々の環境問題への取り

組みの現状を理解し環境を拘束力のある法的な観点から学ぶことで、より企業や人々

に意識を問題解決に向かわせ持続可能な社会を創りたいと考えています。CT コース

では 8 校時課外まであるので長時間勉強をこなせる力を身に付けることが出来まし

た。またオーストラリア研修やグローバル人材育成事業、高校生が結婚式を創るとい

った学校外での活動に積極的に参加したことで学校では学べないことを学ぶことがで

き、人々の繋がりや協力することの大切さを学びました。私は受験にあたって英検準

1 級や TEAP 対策としてガルシア先生や笠間先生のご指導の下英検準 1 級を取得しました。私は２学部受験

だったので、数学科の加藤先生と国語科の渡部先生には大変お世話になり、数学と小論文を細かく指導してい

ただくなど沢山の先生のおかげで合格することが出来たと思います。 

アドバイスとして、何事にも諦めず挑戦する気持ちが大切だと思います。私自身勉強があまり得意ではない

ですが、校外活動に積極的に参加したことで学べたことがたくさんあり、また日々英単語の暗記など諦めずに

コツコツとやった結果英検を取得することが出来ました。なのでぜひ皆さんも好き嫌い関係なく様々なことに

チャレンジしてみてください。 
  



 

上智大学 文学部 史学科 

小林 みき 
会津若松ザベリオ学園中学校出身 

ＣＴコース 

私は上智大学に学校推薦型選抜（公募制）で合格しました。上智大学に興味を持っ

たのは、中学校時代に修学旅行の一環で上智大学へ訪問した時です。それから私の中

で強い憧れがずっとありました。学科の志願理由は、昔から歴史について関心があり、

大学では自分の興味を探究したいという思いがあったこと、学部のポリシーに共感し

たことが挙げられます。 

推薦選抜を受ける際、北野先生には志願書や面接練習などで早朝から指導していた

だきました。また、CT クラスの課外授業を通して授業の内容をより深く復習する機

会があり、ザベリオ学園の先生方の丁寧で適切なご指導のおかげで安心して試験を迎

えることが出来ました。受験科目の日本史では、歴史的な出来事の関連性を自分で例を挙げて答える深い理解

が必要なものにも対応出来ました。 

高校時代はボランティア活動に取り組み、様々な人と交流することで新たな見識が得られることを知りまし

た。そして、多様な国の人が在籍する上智大学ではどのような発見があるのか、より強い期待を抱くようにな

りました。受験対策は日本史だけでなく倫理、政治経済、世界史も復習をしました。受験では科目を超えた語

彙の説明問題が出題される為、社会系の科目全般を復習しました。 

後輩へのアドバイスとして、私は自分が興味を持つことを学ぶことが重要だと考えます。関心を持つことや

得意なことを伸ばしていくことで、目標が明確になります。更にしっかりとしたビジョンを持って楽しみなが

ら学ぶことが出来ます。皆さんのこれからの益々のご活躍をお祈り申し上げます。 

 

 

同志社大学 経済学部 経済学科 

宋 佳玲 
南会津町立荒海中学校出身 

CＴコース 

私は学校推薦型選抜（指定校）で同志社大学に合格しました。中国の電子決済サー

ビスの使用に興味を持ち、経済学を学びたいと思いました。試験は面接と口頭試問が

ありました。圧迫感は面接官によりますので、心の準備をしておきましょう。経済学

を志望する方はできれば最後まで数学の授業に取り組みましょう。私は理系で数Ⅲま

で取りました。学校推薦型選抜を考える人は 1 年から評定を意識しましょう。特に技

能教科は５を目指しましょう。受験で使う評定は３年間の平均点ですので、1 年生で

の成績で、２、３年の成績をカバーする人が多く見られます。選択授業があるときは

自分のできるものを選択するのも一つの手です。出願する時に、１点の差がどれほど

大きいかが分かると思います。利用するかどうかは別として、学校推薦型選抜をよく知っておきましょう。 

 

 

 
  



 

法政大学 文学部 地理学科 

鈴木 沙和 
小美玉市立小川南中学校出身 

ＣＴコース 

私が法政大学を学校推薦型選抜（指定校）で受験すると決めたのは、3 年の 10 月

中旬でした。それまでは志願する大学を迷っていました。万が一のため併願先を決め、

受験の準備に取り組んでいました。私はダンス部に所属しており、7 月末にある大会

までは部活と勉強の両立が大変でした。しかし夏休みから受験の準備や進路相談など

たくさんの先生方のサポートのおかげで大学に合格することができました。受験対策

で取り組んだことは区分図と小論文です。毎日、区分図と小論文を先生に見ていただ

いたおかげで合格できたと思います。他にも、クラスの仲間や友達、先輩などたくさ

んの人に相談にのっていただいたことで、主観的にしか認識できない自分を客観的に

見ることができるようになり、何がしたいのかが明確になりました。本当に感謝しています。大学に進学して

からは自らの目標に向かって頑張りたいと考えています。 

 

法政大学 法学部 国際政治学科 

星 恵摩 
下郷町立下郷中学校出身 

ＬＴコース 

私が中学３年生の時に初めてアメリカを訪れた際、ある出来事を通じてカルチャー

ショックを感じました。当時の私にとって衝撃的でしたが、グローバル化が進む今日

においては、他国の文化を理解する１つのきっかけとなった出来事でした。そして、

各国でばらつきのあるルールは争いを引き起こす可能性があるため、国際的ルールの

策定が必要だと考えました。将来こうした問題に対して関わることができるようにな

りたいと思い、他国の政治体制などを実践的かつ論理的に学ぶことができる、法政大

学法学部国際政治学科を学校推薦型選抜（指定校）で受験しました。 

出願締切日や受験日が近づくにつれ、心配事や不安は募るばかりでした。しかし、

真摯になって相談に乗り、志願理由書などを丁寧に添削してくださった先生方の存在は私にとってとても心強

かったです。今年は新型コロナウイルスの感染拡大によって受験方法が「グループディスカッション」から「小

論文課題提出」へ変更となりました。小論文を書くにあたって、国際的に問題となっている事柄をピックアッ

プし、オリジナルの時事ノートを作成しました。そして、新聞やニュースをいつもより目をとおし様々な視点

からの情報を得ました。私は勉強とよさこいを両立するため、隙間時間を有効活用しました。 

部活動やボランティア活動、校外活動をとおして得られることはたくさんありますが、どちらかに集中する

のではなく、自分なりのやり方でそれらをうまく両立し、学校推薦型で重要な評定を維持する必要があります。

１回１回の定期考査を大切にすることはもちろんですが、それまでの予習・復習といった勉強習慣を身に付け

る事も大切です。そして、各種検定は受検できるチャンスがあるときに挑戦することをオススメします。それ

がきっとみなさんの強みになるでしょう。将来の夢に一歩でも近づけるよう、充実した高校生活を送ってくだ

さい。 
   



 

法政大学 経営学部 市場経営学科 

宮内 千輝 
喜多方市立第三中学校出身 

ＬＴコース 

私は将来マーケティングコンサルタントになりたいと思っており、マーケティング

論を学ぶために、学校推薦型選抜（指定校）で法政大学経営学部市場経営学科を受験

しました。 

高校３年間、私は特に定期考査のための学習に力を入れてきました。部活動で忙し

い中でも、考査２週間前から力を入れ、毎日コツコツ学習しました。その結果、３年

間を通して、学年最上位の成績を維持することができました。部活動はバレーボール

部に所属しており、厳しい練習を通して、受験勉強に対する忍耐力を培うことができ、

勉強と部活動の両立を成功させることができたと思います。 

受験に向けては、先生と書籍の講読を行い、内容について議論を重ねることで、論理的思考力や表現力を養

いました。また、小論文の対策として、週１回の小論文課外に参加し、講義と実践を繰り返しました。課外授

業を通して、小論文を書くために必要な概念を理解し、使いこなせるようになりました。さらに、小論文・面

接対策として、マーケティング論に関する書籍を読んだことで、知識だけでなく読解力もつけることができま

した。事前提出のレポートは、担任の小川先生に何回も繰り返し丁寧に添削してもらい、とても完成度の高い

レポートにすることができました。 

何事もコツコツ取り組めば、必ず力はつきます。皆さんも頑張ってください。 

法政大学 人間環境学部 人間環境学科 

須田 真琴 
会津美里町立本郷中学校出身 

ＬＴコース 

私は、授業で貧困国の子どもたちの生活に密着したＤＶＤを見て、私たちの生活と

の差に衝撃を受け、貧困問題に興味を持つようになりました。そして、発展途上国の

貧困問題がもたらす教育格差を改善するため、国境を越えて現地で即戦力として活動

できるようになりたいと思い、法政大学の人間環境学部を学校推薦型選抜（指定校）

で受験しました。 

受験に向けて、発展途上国の現状や国連などの活動を調べて知識を深め、担任の先

生にアドバイスをいただきながら志望理由書、レポートを書き、何度も添削していた

だきました。私は高校生活の中で、特に英語検定と部活動に力を入れて活動しました。

英検取得の際には、英語科の先生に毎日面接練習をしていただき、本番に万全の態勢で臨むことができました。

部活動はソフトテニス部に所属し、学校での練習以外にもクラブチームでの練習に参加していたため、限られ

た時間の中で予習、復習はもちろん英検取得のための勉強をしていました。１年次は学業との両立が難しく大

変でしたが、家族や友人、先生方に支えられながら徐々に慣れていき、良好な成績を保ちながら部活動でも結

果を残すことができました。また、日々の行いが結果として表れるとコーチから教わったことから、一日一日

を大切にして生活するよう心掛け、その結果、時間を有効に使うことに繋がりました。 

高校３年間は短く時間が限られているので、多くのことに積極的に挑戦し、目標を持って有意義に過ごして

ください。 
  



法政大学 文学部 哲学科 

藤本 智香 
会津若松ザベリオ学園中学校出身 

ＬＴコース 

私は、将来の目標が明確ではないので、哲学の一つのテーマである「自分を問う」

ことから、今まで自分が持っていた概念とは異なる概念にたくさん触れ、自分を客観

的に、多様な角度から見て自分を見つめ直し、自分の特質を理解することで将来の目

標を明確にしようと考えました。そこで多様な専門領域があり、人間の理解に必要な

履修科目を少人数教育で徹底して学ぶことができる法政大学の哲学科に学校推薦型選

抜（指定校）で志願しました。 

ザベリオ学園には宗教の授業や、様々な宗教行事があり、「心の集い」や「クリスマ

ス祭儀」などでの神父様からの講話を通して、自分を見つめ直し、そこから人間の道

徳や自分自身を新たな考えへと導く機会を与えてくれます。また、学校推薦型選抜では、英検を取得している

ことが条件となっている大学がほとんどです。ザベリオ学園は、英検に力を入れており、様々な英検対策がと

られています。その中でも私が一番魅力に感じたのは、「英検」の授業があるということです。自分の受験級

ごとにクラスが分かれており、その中で英検の問題を丁寧に解説してくれるので英検への意欲も高めることが

できます。受験対策としては、定期考査に力を入れ評定を保つこと、上げることを常に意識していました。そ

の努力が活かせる学校推薦型での受験を決めました。私の志望する大学では新型コロナウイルスの影響で面接

試験が急遽小論文提出に変わるという異例の事態もありましたが、先生方が何度も書き方の指導してください

ました。 

自分がやった分、結果は必ず付いてきます。どれだけ今が辛くても心を燃やして限界を超える努力をしてみ

てください。限界を超えた数ほど人は強くなれます。そして、その経験は挫けそうなとき自分に勇気を与えて

くれます。受験は高校１年生から始まっています。まずはどんな目標でもいいので自分の目標を決め、その目

標に向かって全力で走ってみてください。 
 

山形大学 工学部 機械システム工学科 

二瓶 光太郎 
会津若松市立第六中学校出身 

ＬＴコース 

私は以前より機械に関する工学を勉強したいと考えていました。学校推薦型選抜

（公募制）という選抜方式でどこの大学で機械について勉強したいと考えたときに、

東北にあり、研究内容やその大学についての評判等を見て、山形大学を受験すること

を決めました。試験は面接だけですが、口頭試問もあり、試験前の 3、4 か月前から

は出る教科の苦手分野を先生に対策プリントを用意してもらい勉強しました。高校生

活では勉強と部活の両立を頑張り、高校３年生ではボランティア活動などにも取り組

みました。受験対策は、過去６年分の出題内容に目を通し、わからないところは周り

の友達や先生に聞きました。 

これから受験する 1、2 年生の皆さんは、３年生になったときに行きたい大学についてしっかり対策し、後

悔の無いように頑張ってください。 

 
  



 

福島大学 人文社会学群 行政政策学類 

長谷川 拓夢 
会津若松市立第五中学校出身 

ＬＴコース 

私は、総合型選抜で福島大学を受験しました。福島大学の夜間主を選んだ理由はい

くつかあり、親に経済的な負担をかけたくないという思いから、私立大学よりも学費

が安い国立大学に進学したいと考えたことと、福島県が抱える諸問題を福島県で学

び、解決するためにフィールドワークやボランティア活動などといった座学以外の学

習を重視しているところや、夜間主は社会人の方々と共に学ぶので今までなかった知

識を得ることができる魅力は福島大学にしかない学びだと思ったからです。 

総合型選抜を受けるにあたって、学類における事前学習と志願理由書に基づく口頭

試問が実施されるのに備えて学習する分野について深く学びました。その中で国語科

の佐藤先生から「新聞から学ぶ」ということ教わりました。志願理由書を書く前も事前学習の最中も学習する

分野の新聞を読むことで物事の考え方が変わりましたし、何よりも以前より文章力が身に付きました。新聞を

読むこと以外にも私が大事にしてきたことは、実際に見て、聞いて学ぶことです。私は障がいのある方々の生

活について学んだのですが、厚生労働省の資料を読んでいる中で疑問に思った点が多くあったので実際に障が

い福祉センターに訪問して明らかにしました。そこでは自分が学習した以外のことや、障がいについての現状

を深く知ることができました。何度も施設へ訪問し、訪問を通して学んだことを自分の考えも踏まえて説明で

きるようになるまで何度も佐藤先生に指導していただきました。 

受験が近づいてくると勉強に力を入れるのはもちろんですが、１、２年生の学習が大事ということを実感し

ました。私が１年生の時は勉強をおろそかにしていましたが、学年が上がるにつれて勉強に力を入れるように

意識してきました。受験に向けての意識付けは重要です。また先述した通り、実際に見て、聞いて学ぶ経験を

積むことが大事だと思います。私は、障がいを持った方々と常に関わっている職員の方からお話をいただき、

自分もこうした役割を担う存在になりたいという思いと同時に受験へのモチベーションを上げることができ

ました。少しずつでいいので経験を積んでそれを最大限に生かすことが大切です。受験生の皆さんを応援して

います。 
   



新潟県立大学 国際地域学部 国際地域学科 

杉原 彩夏 
会津若松ザベリオ学園中学校出身 

ＬＴコース 

私は大学で、ジェンダーやセクシュアルマイノリティについての研究と、英語のス

キル向上に取り組みたいと思い、その双方に特化して研究・勉強のできるこの大学を

受験しました。志望理由書では、それらを学ぶ際に新潟県立大学にしかない利点と、

高校在学中に取り組んだ学校内外の活動を中心にアピールしました。 

私が受験した学校推薦型選抜は、小論文と個人面接という選抜方法でした。小論文

は過去問を繰り返し解き、それを毎日担任の先生に添削していただいて対策をしまし

た。また、普段から自分の学びたい分野について調べたり、その分野に関する本を読

んだりしたことは、小論文や面接の際に活かされたと思います。 

高校在学中は計画的に全教科を勉強しながら、特に英語の学習に力を入れました。ザベリオ学園高校では、

充実した環境で英語の学習に取り組むことができます。丁寧な英語の授業や級別の英検対策授業を通して、英

語の基礎スキルを身につけることができました。また、グローバル人材育成プロジェクトなど学校外の活動に

参加したり、SNSを活用してネイティブスピーカーとやり取りをしたりするなど、普段から英語の実践的なス

キルの向上にも自主的に取り組みました。 

普段からの学習や活動は、大学受験に大いに活かされます。受験期間は苦しいことが多いかもしれませんが、

それらの積み重ねてきた勉強や活動から自信を得て頑張ることができます。志望校に合格した自分を想像し

て、最後まで気を抜かずに頑張ってください。 

日本女子大学 文学部 英文学科 

小島 捺珠 
南会津町立田島中学校出身 

ＬＴコース 

私は小学１年生の頃から塾で英語を習っていたので、小さい頃から英語に興味があ

りました。大学で英語について深く学びたいと思い、学校推薦型選抜で指定校枠のあ

る日本女子大学を受験しました。新型コロナウイルス感染防止のため、試験内容が少

し変更され、提出課題が志望理由書と小論文、試験はリモートで面接を行いました。

高校１年生の頃から学校推薦型で受けようと思っていたため、テストや勉強などは努

力してよい成績をキープし、部活動との両立も頑張ってきました。そして、受験では

国語科の先生方から授業や課外で小論文に関しての授業を受けました。また放課後で

は、担任の先生から面接の指導を受けることができ、本番では良いコンディションで

試験に臨むことができました。 

私が高校３年間を通して学んだことは「自分を甘やかさない」ことです。自分を甘やかすことで勉強や部活

などを怠るようになり、すべてが中途半端になってしまいます。高校１年生の頃からコツコツと努力していく

ことで３年生になってからそれが有利に働きます。また、それは人間関係にも関わってきます。自分を甘やか

さず、何事にも頑張ると信頼関係が生まれ、より良い関係を築けることができるでしょう。皆さんには自分を

甘やかさず、一生懸命努力して素晴らしい人生を自らの手で掴み取っていって欲しいです。 

 

 
  



日本女子大学 人間社会学部 心理学科 

鈴木 梨花 
会津若松ザベリオ学園中学校出身 

ＬＴコース 

私は学校推薦型選抜（指定校）で受験しました。人間の思考や行動の原因に興味を

持ち、それらのことについて研究したいと思い、カリキュラムが多彩で、身につける

専門性を自分で選べる日本女子大学の心理学科を志望しました。入学試験である小論

文と面接の受験対策では、とにかくその分野に関する知識を深め、練習を重ねました。

コロナウイルスの影響で選抜方法が変わり不安な部分もありましたが、先生方の熱心

なご指導のおかげで自分自身の力を最大限に発揮することが出来ました。学校推薦型

選抜では評定と英検等の資格が求められるため、特に定期考査や英語の勉強に力を入

れました。日本女子大学の推薦選抜は外国語検定の提出が求められており、英語に特

化しているザベリオで培った英語力はとても力になりました。 

結果として無事に第１志望の大学に合格することができ、とてもほっとしています。悩んでいるときに一緒

に考え、的確なアドバイスをくださった先生や切磋琢磨し合える友達、応援してくれた家族には本当に感謝し

ています。今まで努力しても納得のいく結果が出なくて落ち込む時もありました。結果が思うようにいったな

ら、それはとても素晴らしいことです。逆に結果が思うようにいかなかったとしても、「最後まで諦めずやり

抜いた」それが一番大切なことでいちばんの財産なのではないかと思います。今自分が何をすべきで、何を優

先すべきなのかをもう一度見直し、最後まで諦めることなく自分の目標や夢の実現に向けて有意義な高校生活

を送ってください。応援しています！ 

日本女子体育大学 体育学部 スポーツ科学科 

須藤 珠 
西会津町立西会津中学校出身 

ＧＴコース 

私はこれから先も剣道を続けたい、体育教員になりたい、様々なスポーツをしたい

という思いから体育大学を選び、総合型選抜で受験しました。ザベリオ学園の GT コ

ースでは、高校 2 年から選択授業として探究活動があり、私は体育探究を選択しまし

た。授業内では将来に向けて取り組むために自分の得意分野を相手に教え伝えるとい

う活動をしました。私の中でこの授業は初めて将来と向き合えたと思っています。学

習面では中学よりも力を入れ、考査での学習のほか、小テストに向けての学習や英語

の予習を欠かさず行いました。部活動は休まず参加し、自分の課題と向き合い、改善

するよう考えることができるようになりました。 

受験対策として、まず高校 2 年次にオープンキャンパスに参加したことが重要でした。志望校を決め、目標

を掲げることで受験への気持ちをつくり、学習やスポーツに真剣に取り組むことができました。また、選抜内

容の中で苦労したのは志望理由書を含むエントリーシートで自分の思っていることを文章で表現することで

した。この時間は自分を見つめ直し、高校での活動を振り返る機会となりました。 

これから高校 3 年を迎える皆さんには、夢を諦めないでほしいと思っています。将来に悩むことは何度もあ

ると思いますが、自分の意志を持って可能性を広げることが大切だと私は考えます。応援しています。 

 

 
  



 

東洋大学 法学部 法律学科 

若林 出 
西会津町立西会津中学校出身 

ＧＴコース 

私は学校推薦型選抜（指定校）で受験し、東洋大学法学部法律学科に合格すること

ができました。東洋大学を志望したのは、哲学教育を実践しており、社会に生じる問

題を解決するために必要な専門知識を身につることができると共に、剣道で培った体

力や精神力を活かし、人の役に立つ職業に就きたいと思ったからです。 

私は高校生活で、部活動と勉強の文武両道を頑張りました。部活動では、剣道部に

所属し、日々の辛い練習の中、精神面や体力面を鍛えることができました。大会はも

ちろん、勉強面で辛いことがあった時にも精神面や体力面を鍛えていたおかげで、乗

り切ることができたと思います。 

このように、3 年間日々努力を怠らずに続けることができたのは剣道部顧問であり担任であった内山肇先生

や部活動の仲間、そして剣道部保護者の皆さんのおかげです。部活動を頑張ると必然的に勉強にも力が入り、

3 年間上位の成績をとることができました。 

後輩になる皆さんに伝えたいことは、何事にも全力に取り組んで有意義な時間を送って欲しいということで

す。高校 3 年間はあっという間に過ぎてしまいます。そのため指定校推薦で受験を目指している人は、高校 3

年間の評定や、部活動の成績、出席日数など、様々なことが必要となるので進路実現に向けて精一杯頑張って

ください。 

東洋大学 文学部 哲学科 

阿部 美羽華 
会津若松市立河東中学校出身 

ＧＴコース 

私は、将来、現代社会の様々な問題に主体的に向き合い、様々な問いに探究・挑戦し

ていく力を身に付け、教育に携わりたいと思っていました。コロナ禍で大学のオープン

キャンパスは軒並み中止になり参加することが出来ず自分の進路について悩みました。

そこで先生方からいろいろな話を聞き、大学の Web 体験にも多く参加しました。その

中で、自らの視点のみだけではなく他者の意見を取り入れ現実を突き詰めていくことに

より、より良い解決方法を導く学びができる、東洋大学哲学科を学校推薦型選抜（指定

校）で志望しました。受験方法は書類選考で志望動機の他、事前課題が課せられていた

のですが、先生の指導で準備することができました。 

高校生活では、オーストラリア研修に参加し現地の人々とふれあい、文化の違いなど大きな刺激を受けるこ

とができました。3 年次は英語が苦手な私の為に担任の先生が放課後遅くまで英語の勉強につきあってくださ

いました。他の先生方も何か分からないことがあると親切に相談にのってくださり、とても良い環境で高校生

活を送れたと思います。 

受験するにあたり 1 年生のうちから定期考査に向けてしっかり授業を受け、時間をかけて学習に取り組み、

その努力を継続することが大切だと思います。不安や迷い、時には諦めたくなることもあるかもしれませんが、

ザベリオ高校の先生方は生徒一人一人に親身になり、意見を尊重し最後まで協力してくださいます。後輩の皆

さん、自分の努力は未来への投資です。目標を持ち頑張ってください。 
 



会津大学短期大学部 食物栄養学科 

二瓶 あい 
喜多方市立第一中学校出身 

ＧＴコース 

会津大学短期大学部を志望校にすると決まったのは３年の夏です。それまで、した

いことがとても漠然としていました。担任の先生との面談の際、話題にあがった栄養

士の仕事に興味を持ったのが食物栄養学科を目指したきっかけです。GT コースの授

業数が少ないことを活かし、１、２年次にボランティア活動やプロジェクト事業に進

んで参加してきました。３年では英検に力を入れ、準２級を取得しました。 

学校推薦型選抜（指定校）で受験だったので、内容は面接のみでした。きちんと会

話をすることを意識して、落ち着いて話せば問題ないです。この３年間で人と話すこ

とに力を入れてきたことが役に立ちました。 

面接官が多く、圧倒されますが、何を一番伝えたいのかを自分の中ではっきりさせておくことが大切です。

頑張ってください！ 

 

 

 

会津大学短期大学部 幼児教育学科 

平野 有紗 
南会津町立南会津中学校出身 

ＧＴコース 

私は学校推薦型選抜（指定校）で受験しました。幼いころから保育士になりたいと

思っており、中学２年生から高校生まで保育園などでボランティア活動をし、ますま

す保育士になりたいと思うようになりました。そこで、保育士資格だけでなく社会福

祉士受験資格が得られ、さらに少人数制であるため専門的な知識をより深く学べる会

津短大を志望しました。 

推薦選抜の内容としては、口頭試問を含む面接試験が課せられました。面接の対策

は、小林先生と担任の内山先生に指導していただきました。小林先生には木曜日と金

曜日のお昼の少ない時間に熱心にご指導していただき、どんな質問にも流暢に答えら

れるように練習していました。内山先生には放課後を利用し何度も練習したくさんのアドバイスをいただき、

自信を持つことができました。高校生活では勉強と部活の両立に力を入れるとともに、ボランティア活動もし

ていました。勉強では定期考査に力を入れていました。部活は剣道部に所属し、辛い時もお互い励まし合い忍

耐力を身につけることができました。こういった経験を短大での生活に生かしていきたいと考えています。 

後輩の皆さんには、学校推薦型は評定が大事なので１年生のうちからしっかり勉強し、定期考査も手を抜か

ず全力で取り組んでほしいと思います。また、ボランティア活動にも積極的に参加することが大切だと思いま

す。最後に、私を志望校合格まで導いてくださった先生方、支えてくれた友人、家族にはとても感謝していま

す。 

 

 
     


