
 

 

 

 

 

 

 

合格体験記  2022 
 

会津若松ザベリオ学園高等学校   

 

 

お茶の水女子大学 教育学部 言語文化学科 

中村 聡美 
南会津町立田島中学校出身 

ⅭＴコース 

 私は一般選抜前期日程で受験しました。私が志望する大学では共通テストと大学

独自の個別試験の点数の比重が同等なので、共通テストで高得点を取り A 判定で

あっても安心できません。しかし逆に言えば、共通テストの結果が振るわなくても

個別試験で逆転する可能性があります。だから直前記述模試と実際の共通テスト成

績のドッキング判定は D 判定でしたが、出願することを決意しました。受験は辛

いこともありますが基本は楽しいです。皆さん、勉強は好きですか。私は長期間コ

ツコツ努力することは苦手でしたが、学校の授業の中で学ぶ内容への貪欲な姿勢は

崩れることがありませんでした。古典は本を読むのと変わりませんし（わからない部分はネットに頼ることも

しばしば）、数学の問題を解くときの高揚感、世界史は遙か昔の事柄が現在につながる驚き、化学と生物では

身近な現象を説明できるようになったときの嬉しさ等、勉強する喜びを感じる瞬間を挙げれば際限がありませ

ん。ところが主体性を求められるこの世の中、受け身でただ授業を聞くだけではいけないようです。自分の得

意なことを活かせばいいと言われても突出した長所なんてそうそう持っているものではありません。そこで、

流されやすく優柔不断な私は、自分の好きなことをしなさいという甘い教えに誘われ、言語を深く追求する道

を望むようになりました。もともと言葉が好きなのです。文字に音、その一つ一つが先人たちの知恵の結晶の

ように思えてなりません。今将来について悩んでいる人も自分の好きなことを追いかけるという選択肢は常に

持っていると、やりたいこと・なすべきことを見つけられる日がきっとくるでしょう。最後に、今まで応援し

てくださったすべての方々、清明強を体現し勇気を与えてくれたザベリオ生全員と私が受験一週間前までコロ

ナに感染しホテルに隔離されていたにもかかわらずオンラインでご指導くださいました先生方に謝意を表し

たいと思います。本当にありがとうございました。変化の多い時節ですから、皆様どうかご自愛を。 

Aizu-Wakamatsu Xaverio Gakuen 

     

 



金沢大学 人間社会学域 法学類 

手代木 里奈 
会津若松市立北会津中学校出身 

ⅭＴコース 

私は一般選抜で金沢大学に合格しました。法学類は試験の配点が英語：２、国語：

１、数学：１でしたが、数学しか自信があるものはなくて合格発表までは虚無を過

ごし、口唇ヘルペスが再発しました。金沢大学は志望校判定がよかったので受けま

した。学部ではなく学域と書いてあるように広い学びができるようですが、一般な

ので詳しくわかりません。 

数学の授業では問題を黒板に解いて先生に添削してもらうというのが記述式の

練習になり、共通テストのあとにも先生に添削していただきましたが、あまり苦痛

でありませんでした。英語は一年生の間に単語と熟語の暗記を一通り終わらせると単語テストも楽だと思いま

す。金沢大学の英語は英作文がありますが、英検の英作文対策がそのまま活かされました。XEC の部活動で英

検対策もできるのでお勧めします。英表の授業の黒板に問題を解くのも率先してやるといいと思います。がん

ばって英検を準 1 級までとったのに金沢大学の法学類だけ英検が使えないのは悲しかったです。国語は共通テ

スト後、先生に添削していただき詰めました。世界史と倫理・政経は楽しんだもん勝ちです。私は海外の史実

の人物が出て来るゲームをやったことで興味が出て世界史を選びました。世界史は日本史より難しいと言われ

ていますが、現代の諸問題の原因についてふんわり理解でき、また、「難しい方が汎用性がある」という先生

の言葉で世界史にしました。受験のためだけでなく、その先の自分の趣味や興味を目標にした方が気持ちが楽

だと思います。 

基本的に家で十分睡眠をとり、授業の中で理解し、課題をこなしていけば基礎は固まると思います。睡眠は

記憶とかにも関わっているらしいのでたくさん寝るべきです。中学時代、英語の授業は全く分かりませんでし

たが、高校で頑張ればきっと大丈夫です。 

宇都宮大学 農学部 応用生命化学科 

髙橋 凜 
会津若松ザベリオ学園中学校出身 

ⅭＴコース 

私は一般選抜で宇都宮大学に合格しました。農学部を受験しようと決めたのは、

三年になったばかりの四月に担任の佐藤先生と面談をして、研究者になることを勧

められたときでした。それまでは薬学部を志望していましたが、「目の前にいる人

よりもっと多くの人のためになるような研究をして未来に残したい。」と思うよう

になり、歴史のある宇都宮大学を受験することを決めました。 

勉強する際、私は集中力が長く続かなかったので、短時間の学習を質の高いもの

にすることを心がけました。一番集中できたのは、通学時の電車に乗車してる三十

分間でした。三年になってからは、定期考査よりも模試や、その先にある共通テストの勉強に力を入れるよう

になり、各教科の問題集などを解きました。文系と理系、両方の教科で高い点数を取れるようにバランスよく

勉強しました。二次試験は化学のみだったので、自分で過去問や問題集を解き、化学の先生にマンツーマンで

私が苦手な部分を克服できるよう指導していただきました。 

これから受験を迎える皆さん、受験勉強が辛くなる時もあるとおもいますが、そんな時は美味しいものでも

食べて息抜きしてください。体が資本ですからね。健康に気をつけて頑張ってください。 

 



山形大学 人文社会科学部 人文社会科学科 

鈴木 怜 
湯川村立湯川中学校出身 

ⅭＴコース 

 私は、学校推薦型選抜で山形大学を受験しました。国際化が益々広がっていく 

中で、様々な国で起こっている社会的な問題について深く考え、将来は国際社会や

地域の平和に貢献したいと考え、志望しました。CT コースでは、課外授業や土曜授

業、勉強合宿などがあり、学校での勉強時間がとても充実しています。最初は大変

でしたが、学力だけでなく、勉強に長く集中する為の体力も養うことが出来ました。

一・二年次に行っていた構文暗唱は、英文を読んだり書いたりするのに、とても役

に立ちました。 

受験では面接とプレゼンテーションがありました。私は三年次になってから、新聞の要約や、毎日ニュース

を見るなどし、様々な視点で物事を捉え、自分の意見や考えを持つように意識してきました。その為、これま

で分からなかった言葉や、社会で起こっている事、国際的な問題についての知識を増やすことが出来ました。

これらは受験の時にとても役に立ちました。また、プレゼンテーションの練習では資料制作から発表練習まで、

担任の佐藤先生が親身になって指導して下さいました。このようにザべリオは、進路実現の為に、一人一人に

丁寧に指導して下さいます。 

最後に、勉強するにおいて毎日の積み重ねが大事だと思います。やってきたことは後から絶対役に立つので、

今出来ることをし、有意義な高校生活を送ってほしいです。応援しています。 
 

山形大学 工学部 化学・バイオ工学科 

相良 明日香 
会津若松市立第三中学校出身 

ⅬＴコース 

 私は化学の授業で原子間の結合や物質の構造に興味を持ちました。学んでいく

ことで、その物質がなぜ使われているのかを知り、環境にやさしいものづくりがし

たいと思い、山形大学の総合型選抜を受験しました。 

１番大切だと思ったことは、教頭先生に教えていただいた「具体と抽象｣です。

志望理由書に自分が大学でやりたい具体的な文だけだと文が長くなり、伝えたいこ

とが分かりません。一方で、内容や物事の共通点などひとまとまりにした抽象的な

文だけでも相手に伝わりにくいです。目的のためにどのような手段をするか、この

２つを組み合わせることで相手に伝わりやすくなります。そのためには、帰納と演繹を反復することが大切

です。私はそれを意識しても上手く形にできず、泣くこともありました。しかし、今井先生が丁寧に理解で

きるまで毎日指導してくれました。そのおかげでよりよい志望理由書を書き上げることが出来ました。ま

た、具体と抽象の文を使い分けることは小論文や面接にも活かせるものになりました。 

受験対策を始めて間もないころの私は、わからないことに対して｢わからない｣で片付けていました。しか

し、受験生という自覚を持ってから、先生のしつこい質問にも根気よくぶつかっていき、１つ１つ壁を乗り

越えてきました。自分の｢受かりたい！｣という気持ち次第で目標への距離は変化すると、合格をいただいて

強く実感しました。受験を迎える皆さん、進路実現に向かって頑張ってください。 



山形大学 工学部 化学・バイオ工学科 

藤田 ゆい 
会津若松市立第三中学校出身 

 ⅬＴコース 

私は学校推薦型選抜で山形大学に合格することができました。山形大学を志望した

のは、高校二年生時から行われる選択授業で生物を学び、微生物に興味を持ち、微生

物を利用し人口減少が止まらない地元の会津を農業の先進地にしたいと考えたから

です。 

 私が受験した学校推薦型選抜では、面接と口頭試問という選抜方法でした。面接で

は過去に出された質問内容を確認し、言葉が詰まらないように先生と繰り返し面接練

習を行いました。また、口頭試問では数学と英語を問われるので、数学は基本問題を

ひたすら復習し、英語は短文を訳すといった対策を取りました。このように受験対策がしっかりと準備できた

のは担任の平野先生が面談で親身になって、指導してくださったおかげであると思っています。高校生活を通

して、やはり勉強することはとても大変であり、一番重要でもあることを身をもって感じました。私は 1 年生

から 2 年生への文理選択では進路が定まっていない状態で理系を選択しました。進路の幅を広げたいという思

いから必死に勉強を頑張りましたが、毎日勉強していたかと聞かれれば、実はそうではありません。やる時は

集中して取り組み、休憩する時は思いっきり自分のしたいことをするといった「メリハリをつける」ことを心

がけていました。授業についていけるか、進路はどうなるのかという不安を抱いたこともありましたが、この

「メリハリをつける」精神で日々過ごすことでそれを乗り越えることができました。 

時間は誰にでも平等に訪れます。その中で自分ができる最大限のことをやり続けてください！応援してま

す！ 

山形大学 人文社会科学部 人文社会科学科 

菅野 実咲 
猪苗代町立猪苗代中学校出身 

ⅬＴコース 

 私が山形大学を学校推薦型選抜(公募制)で受験しようと決めたのは、３年の７月

でした。進路が決まらず悩んでいた時に、担任の先生が山形大学を勧めてくれたこ

とがきっかけです。私は地域社会に興味があったため、それを詳しく学ぶことがで

きる地域公共政策コースを選択し、地域の活性化に貢献したいと考えました。試験

は、法律、地域、経済の 3 コースを 1 つの単位として個人面接と読書感想文があり

ました。そのために、地域に関する本を 6 冊読んだり、実際に町役場や地元の商店

に取材をしたりして地域についての理解を深めました。このおかげで、苦手だった

読書が好きになり、更には実際に取材に行って人と話すことでコミュニケーション能力も身に付けることがで

きました。面接ではどんな質問でも答えることができるように何度も練習をしたため、本番の緊張した雰囲気

でも臨機応変に対応することができました。 

 部活動は陸上部に所属し、仲間と共に切磋琢磨しながら３年間走り続け、競技力だけでなく礼儀やチームワ

ークの大切さを学びました。辛い練習を乗り越えてきた粘り強さで受験にも打ち勝つことができました。私は

ザベリオ学園で勉強と部活動に全力で取り組み、とても楽しく充実した高校生活を送りました。皆さんも目標

に向かって全力で突っ走ってください！応援しています。 

 最後に、私が合格できたのは周囲の方の支えがあったからです。特に、夏休みから毎日熱心に指導してくだ

さった受験担当の先生には心から感謝しています。本当にありがとうございました。 



福島大学 人間発達文化学類 芸術・表現コース  

澁川 なるみ 
会津若松ザベリオ学園中学校出身 

ⅭＴコース 

日本の教育機関では芸術の授業があり、多くの人が音楽や美術に関わる機会を

与えられますが大学への進学や就職が近づくにつれ芸術科目がないがしろにされ

ることも少なくありません。そこで、そもそもなぜ芸術の授業が必要なのかをより

詳しく研究したいと思い、福島大学を一般選抜で受験しました。 

一年から吹奏楽部に所属して学校で音楽に触れる機会をつくり、市民オーケス

トラへの参加や大学の管弦楽サークルに賛助として演奏するなどたくさんの経験

を積むことができました。吹奏楽部と勉強を両立することは大変でしたが、好きな

ことのためなので頑張ることができました。 

高校の授業では基本を復習する機会が多く、極端に苦手な教科を作らないようにする手助けになりました。

また共通テストが近くなると自分の必要な教科に集中できる時間割に変更されるので時間に余裕ができたこ

とがとても嬉しかったです。苦手な英語や数学では些細な質問や、ふと思い立った疑問にまで親切に応えても

らえた瞬間が何より楽しく、苦手ではあっても決して嫌いと思うことはありませんでした。 

受験対策は楽典の勉強や音感の強化、実技では参考音源を聞いて音楽の雰囲気や音の処理など細かいところ

で自分の感性を出せるようにしました。共通テスト対策では自分に合った方法を見つけて勉強に飽きないよう

にアプリや動画で学習し、模試の過去問を繰り返し解きました。 

受験を経験して一番大切なのは自分に合った勉強をすることだと思います。私は周りの友人たちの勉強量を

聞いて苦い思いをしました。教科書を読んでも全く頭に入らず、単語を何回書いてもすぐ忘れ、勉強に対する

やる気が全く上がらない時期もありましたが、アプリや動画を使うようになってから成績が伸び始めました。

人それぞれ自分に合った勉強方法があると思います。ひとつ勉強法に合わないからといって諦めることなく、

是非いろんな人のアドバイスを参考にしてみてください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



福島大学 人文社会学群 人間発達文化学類 

猪瀨 こころ 
会津若松ザべリオ学園中学校出身 

ⅬＴコース 

 私は一般選抜で福島大学を受験しました。私が福島大学を志願しようと決めたの

は中学生の時でした。当時ザべリオ高校 3 年生だった憧れの先輩が福島大学に合格

したという報告を聞き、私も同じ場所で学びたいと思ったのがきっかけです。 

 「文武両道」。この言葉を目標にする人はたくさんいますが、実際に勉強と部活動

の両立がしっかりとできていると自信を持って言える人はあまり多くはないでしょ

う。しかし、私はザべリオ学園での高校生活で文武両道を実現することができたと

胸を張って言えます。私は陸上部に所属し仲間と顧問の先生と目標に向かって走り

続けながら自分の学力を維持し続けました。自分が決めたことは絶対に曲げることなく最後までやり続けまし

た。部活動で得た強い精神と粘り強い心は日々の勉強や引退後の受験勉強に大いに役立ったと思います。陸上

部で最後まで努力してやりきったという自信が受験勉強のやる気に繋がり最終的に合格という結果に結びつ

いたと強く感じます。私の将来の夢は体育教師です。私はこの自分の意志をずっと忘れずに持ち続けてきまし

た。どんな時もこの強い意志があったからあきらめずに全力で頑張ってこれたと思います。また、周りの人の

支えにもたくさん助けられました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。みなさんには、まず、自分の意志を

持ちそれを大切にしてほしいと思います。そして、周りの人に支えられながら最後は自分を信じて努力してい

ってほしいです。私はザべリオ学園で良かったと心から思います。先生や仲間に恵まれて充実した高校生活で

した。みなさんも最後に笑って終われるように今できること、今やるべきことを全力でやり続けてください。 

福島大学 人文社会学群 行政政策学類 

池田 虎太朗 
会津若松市立第三中学校出身 

ＧＴコース 

私は総合型選抜で福島大学を受験しました。家庭科の授業で世界の貧困について

のＤＶＤを鑑賞したことをきっかけに、わが国の状況について気になって調べたと

ころ、日本でも格差が広がっていることが分かりました。 

子どもたちがどのような環境下で育っていても、それぞれの夢に向かって挑戦で

きる社会でなければならないと考えるようになり、自分はその実現に向けて貢献で

きる人材になりたいと考えるようになりました。 

高校時代は、サッカー部に所属しながら、校内外のボランティア活動に取り組み

ました。本校では、インターアクト部がフードバンクの活動をしており、賞味期限に余裕がある食材や生活雑

貨などを集めて必要とする場所に提供するということを行っているので、それに参加してみました。集めた物

品は「はる」という母子生活支援施設に送られていることがわかり、その施設を訪問をさせていただきました。

その訪問によって、施設の現状や行政との連携や課題について理解を深めることができました。福島大学行政

政策学類では、様々なフィールドワークを通じて理解を深めることができます。行政政策を学ぶことで自分の

夢に近づくことができると考えました。合格にむけて、先生方に出願書類の書き方を指導していただきました。

知識を得るために多くの先生方と対話をさせていただきました。先生方に薦められた本も読み込みました。貧

困に関わる Youtube も参考にしました。ザべリオには枠を超えて、合格に向けて手助けしてくれる多くの先

生方がいます。中学生の皆さん、失敗に恐れてはいけません。苦しいことから逃げたら目標に近づくことはで

きません。失敗を恐れず突き進むことで多くのことを学び、その壁を乗り越えることで目標に近づきましょう。 



福島大学 共生システム理工学類 

川﨑 陸翔 
会津若松ザべリオ学園中学校出身 

ⅭＴコース 

私は一般選抜の後期試験で福島大学共生システム理工学類に合格しました。高校

入学時から大学進学を考えていましたが自分の中で一番学びたいことが決めきれ

ず、選択肢を増やすために理工学という大きなくくりの中に身をおこうと考え、こ

の学部を受験しました。後期試験まで受けたので、人よりも長い受験期間でしたが

ようやく終わってほっとしています。 

私は最初は医療従事者を志しており、前期で新潟大学の保健学部を受験しました。

しかし自分なりにベストを尽くしましたが、力及ばず敗北してしまいました。後悔

はないと言ったら噓になりますが全身でぶつかったため、結果には納得しています。 

私が受験で一番しんどかった時期は前期試験が不合格だとわかってからの数日でした。自分の力のなさを痛

感しました。努力も熱意もたりなかった、もっと早くから受験勉強を開始すればよかった、受験のことをもっ

と調べていればよかったなど様々なことを考えました。同時に後期試験まで時間がないと焦り、今の学力では

足りないかもしれない、また落ちたらどうしようとも考えました。私はひたすらに勉強することをえらびまし

た。考えても不安が広がるだけでどうしようもない、今やるべきは勉強だけだと思い切りました。結果論です

がそれでよかったと確信しています。 

また、学校ではどの科目も評定５を目指して真面目に取り組みました。振り返ると、一般選抜を考えている

人は全て評定５を目指す必要はないと思います。受験では点数が正義なので自分に合った勉強法を見極めて自

分なりに進める方がいいと思います。受け身でいては受かるところも受かりません。自分に必要な勉強量を知

る為にも早期に進路を確認するべきです。 

最後になりますが、受験勉強において適度に休むことは確かに大切です。しかし一生に何度とない貴重な期

間です。皆さんが限界を超える勢いで勉強し、第一志望を達成することを期待します。 

  



福島大学 共生システム理工学類 

加藤 実果 
会津若松市立第四中学校出身 

ⅭＴコース 

私は一般試験前期で福島大学を受験しました。１月の大学共通テストの結果では、

Ｃ判定でした。もともと数学があまり得意ではなく、勉強量も少なかった私は数学

Ⅲの定期テストでは赤点を取るほどでしたが、そんな私が大学受験の二次試験で数

学Ⅲを使うと決めてからも、先生方はその無謀な挑戦を受け入れ、支えてください

ました。 

私は正直、大学共通テスト前まであまり勉強を一生懸命やっていたとは言えなか

ったと思います。しかし、大学共通テストが終わって一般入試の期間まで毎日学校

に来て自分の納得する勉強することができました。そのモチベーションが保てたのは先生方が学校を開けてく

ださり、更には心配して声をかけてくださったお陰だと思います。そして、大学共通テストが終わって自宅学

習期間になってからは授業がほとんどなく自分で勉強スケジュールを立て勉強しなくてはいけません。一二年

生の内に｢この課題にはどんな意図があるのか、なぜこれをやるのか｣その目的を考えていれば自習になってか

らも自分で「ここは足りないからこういう勉強をしよう」と思えるようになると思います。何となくやるべき

だからやるのではなく、「この目標にはこの難易度の問題が解ける必要があり、そのためにはこういった勉強

をするべきだ」と思えるようになるとモチベーションを保つことができると思いました。 

また私は一、二年生の時に自分自身がやりたいと思うことを熱中してやることができました。皆さんにも部

活動を初め、たくさんの高校生のうちにやりたいことがあると思います。それを一、二年生のうちに自分が納

得するまでやりきれることが、受験期になったときに勉強しようと思えるきっかけになるのだと思います。私

が一二年年生の時さまざまな挑戦を応援してくださったのも、本学園の先生方です。 

最後に、ザベリオ学園で受験を経験できてよかったと思っています。本当にありがとうございました。後輩

の皆さんも、先生方と自分を信じて頑張ってください！ 

  



会津大学 コンピュータ理工学部 コンピュータ理工学科 

津田 真旺 
会津若松ザベリオ学園中学校出身 

ⅭＴコース 

私は会津大学に学校推薦型選抜（推薦 A）で受験し合格しました。会津大学では、

将来学びたいコンピュータや英語を徹底的に勉強できるので受験しました。 

 CT コースでは、週３７時間の授業時間を確保しており、長時間勉強する体力を身

に付けることができ、また、数学の授業では教科書を進める進行が早かったおかげ

で多くの応用問題に取り組むことができました。 

 私は平均評定 4.5 を目指して学習に取り組んでいたので、定期テストで高得点を

取るために苦手な科目でも手を抜かずに勉強しました。 

 推薦試験では、小論文、数学、外国語のテストがありました。小論文は総合評価であったためあまり対策は

しませんでした。数学では基礎的な問題が出されるので満点をとれるように勉強し、外国語では会話表現と単

語を特に勉強しました。また調査書による配点が高かったので、英検二級や IT パスポートの資格取得のため

の勉強にも力を入れました。 

 私は試験本番の一週間前から緊張し始めて不安がありましたが、当日では緊張しないで意外と冷静に受験す

ることができました。これから大学受験を控えてる皆さんは適度な緊張感をもって受験に取り組めればと思い

ます。 

会津大学 コンピュータ理工学部 コンピュータ理工学科 

仲野 龍太朗 
会津若松市立第一中学校出身 

ⅭＴコース 

私は学校推薦型選抜（推薦 A）で合格しました。私は幼少期からコンピュータに

興味があり、コンピュータに特化した会津大学を受験しました。入学当時私は、数

学の成績がとても会津大学に受かるような状況ではありませんでした。どこが分か

らないのかが分からなかったので初めは勉強するのにとても苦労しました。放課後

数学科の加藤先生に数学の勉強法を聞きに行った時に、先生は「このプリントを解

いてできなかったとこ持ってきて。」と言ってくださり、何回か先生のところに通っ

て数学の勉強方法をなんとなく掴むことができました。加藤先生の授業は教科書に

載ってない重要事項も説明してくれるのでしっかり聞いたほうがいいです。 

会津大学受験に向けて私は、過去問から傾向をつかみ、頻出分野を中心に全分野のチャートの例題を解きま

した。会津大学は推薦、一般問わず出題傾向が決まっていて対策はしやすい方だと思います。 

推薦を考えるなら評定をとることを最優先に考えてください。具体的には最低 4.0 は欲しいです。私は、理

系科目以外がどうしても受け付けず評定が振るいませんでした。評定が振るわないと入試本番は数学を満点近

くとらなくてはなりません。会津大学は年々人気が増しているので今後は数学満点でも評定次第では不合格に

なるかもしれません。会津大学を目指す人は理系物理、数Ⅲを選択しなければならないのでとても大変だと思

いますが、数学はもちろん、文系科目でも評定を取れるようにしておけば楽に合格できると思います。高校生

活は勉強に追われて苦しいかもしれませんが遊んでも全然いいので毎日勉強する習慣をつけると三年間苦労

しないと思います。目標に向かって諦めずに３年間頑張ってください。 



宮城大学 食産業学群 フードマネジメント学類   

佐藤 帆風 
会津若松市立第四中学校 

ⅭＴコース 

私は宮城大学に総合型選抜で合格しました。私は地元の食材を使った商品の開発

について関心があり、地域の企業と共同で商品開発するなど実践的な食に関する活

動をしている宮城大学を志望しました。 

一次試験では講義を受けてその内容に関するレポート(設問形式)を作成する試験

があり、私は記述解答が苦手だったため夏から本を読みその内容をまとめ先生に添

削してもらいながら文章力を高めていきました。二次試験ではグループディスカッ

ションと口頭試問を含む面接がありました。私は人前で話すのが苦手だったため、担

当の先生の他にも先生方に頼んでグループディスカッションの練習をしました。口頭試問では公文先生にご指

導をいただきながら英語の問題を解き基礎の復習をしました。また、情報を得るために福島ハイテクプラザに

行って加工についての話を聞いたり、公設市場に行って会津伝統野菜についての話を聞きたりして、それにつ

いてまとめた食のテキストを作成したりすることで、食について改めて考えることができ面接試験に生かすこ

とができました。受験担当の先生を始め、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

中時間を見つけて指導してくださった受験担当の先生や公文先生、突然訪ねた私の質問にやさしく丁寧に答え

てくださった公設市場の方々福島ハイテクプラザの方々に深く感謝しています。 

アドバイスとして、一年生の時から様々な活動に参加してください。私自身校外活動に参加したことで学べ

たことがたくさんあり、受験に生かすことができました。ぜひ皆さんも臆することなく様々ことに挑戦してみ

てください。 

都留文科大学 文学部 英文学科 

栗城 由宇 
会津若松ザべリオ学園中学校出身 

ⅭＴコース 

 私は物心ついた頃から英語やそれを取り巻く文化に興味がありました。当時見て

いたテレビや映画の影響が大きいのだと思います。高校に進学してからは元々読書

が好きだったということもあり海外文学とりわけ英文学を読むことに多くの時間を

費やすようになり、それが結果的に英文学科志望の直接的な動機にもなりました。

総合型選抜での受験の際にはそのような勉強以外での知識を大きな強みにすること

ができたと感じました。筆記試験で出題された問題に自分が愛読していた作家レイ

モンド・カーヴァーの小説が出た時には自らが行ってきた読書の成果を身をもって

感じることが出来ました。また面接試験では高校時代にどっぷりとハマり自分なりの探求を行っていたヨーロ

ッパサッカーの話でウェールズ人の面接官の教授と意気投合することもできました。指導の面では担当の佐藤

公文先生には、優しく熱心なサポートを通して志望理由をさらに奥深いものにすることの出来る指導をしてい

ただき、日本人としてだけではなく英文学を志す者としての視点に立った助言を多くいただくことができまし

た。これから受験に向けて走り出す皆さんに伝えたいのは自分と向き合うあるいは自分の好きな事と向き合う

時間を大切にしてほしいということです。私にとってはそれが英文学とヨーロッパサッカーでした。そういっ

た経験はテストに向けた勉強と比べると目に見えた成果は出ません。しかしそれは思いもよらないところで皆

さんにとってかけがえのないものであると気づかせてくれはずです。本当にありがとうございました。 

 



長岡造形大学 造形学部 美術工芸学科 

内川 真那 
会津若松ザベリオ学園中学校出身 

ⅭＴコース 

私は総合型、学校推薦を受験しどちらも不合格でしたが、一般選抜前期で長岡

造形大学に合格することができました。長岡造形大学は学科同士の垣根が低く、

専門領域にとらわれずに活動でき、他学科の教授であっても相談し指導が受けら

れることもあるというところに魅力を感じました。ところがいろんなことに興味

があり、面白いと思ってしまうため本当に自分がしたいことが何なのかがわから

ず、出願する学科を決定するまで時間がかかりました。そのため指導していただ

いた先生を度々困らせてしまいましたが、それでも忙しい中時間を作って指導し

てくださいました。それにもかかわらず良い結果が出せなかったのは、自分とう

まく向き合えなかったせいだと考えています。総合型、学校推薦を受験してやっと自分の力不足と視野の狭さ

に気付くことができました。それ以降は共通テスト対策に注力しましたが、共通テストで思うように点が取れ

ず、実技（提案書）で高得点をとらなければ合格はできないだろうという状態でした。滑り止めに会津短大を

受験しました。提案書対策は長岡市にあるデッサン教室の先生にお願いし、約一か月間オンラインで指導をう

けました。条件把握、アイデア出し、解答提出、添削を受けて直す、というのを良いアイデアが出るまで続け、

一週間あたり一問、模擬問題を使って何度も繰り返していきました。やっていくうちに提案書というもののす

ごさを実感するようになりました。そのすごさというのは、自分の持っている知識をフル活用して問題解決に

取り組むという経験、そして正解のない問題に自分なりの答えを出すことです。ぜひやってみてほしいです。

積極的に外に出て自分の視野を広げていくことは、受験に限らずグローバル化が進む現代をより良く生きるた

めに必要なことだと思います。具体的には校外の人と関わることができるイベントなどに参加すると良いと思

います。私自身そういった活動の参加には消極的なのですが、「死ななければ大丈夫だ」と思えば気持ちの面

ではすぐ乗り越えられるのでおすすめです。 

  



 

  

長野大学 社会福祉学部 

五十嵐 真優 
会津坂下町立坂下中学校出身 

ⅬＴコース 

私の入試方式は学校推薦型選抜で、一次選考は国語、二次選考は面接でした。    

将来は社会福祉士の資格を取得し、就労支援員として障害をもつ人と企業の両方を

支えることのできる社会福祉制度を学びたいと思い、長野大学を志願しました。 

 志望理由書の作成には三年の夏休みを利用しました。厳しい指摘をたくさん受け

ましたが、とにかくめげずに取り組みました。一次選考の対策では現代文を担当する

先生から問題集を借りて一日二題解くようにし、面接練習は二人の先生に指導して

もらいました。面接練習では、社会福祉に関することや現代社会の課題といった観点

からの質問と、高校生活全般の質問に答えられるように対策しました。 

私は高校では部活に入っていなかったので、ボランティアや校内活動に積極的に取り組むようにしました。

また、高校入学当初から社会福祉士になりたいと考えていたので社会福祉に関する本をたくさん読むようにし

ました。おかげで面接官に「読書家だね」と言ってもらえました。 

最後に、私は受験の一週間前から不安とストレスでめまいを起こしたり、二次選考の前日にものもらいにな

り、新幹線に乗る前にウエルシアで目薬を買う羽目になったりと踏んだり蹴ったりの状態で受験しましたが、

無事に合格できました。これを読んだ人もきっと大丈夫です。 

上智大学 文学部 哲学科 

矢木 許達 
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（カトリック高等学校対象特別入学）で上智大学に合格しました。 

元々興味があった歴史や政治について調べていくうちに格差や分断が顕在化した

社会について、人の争いの原因は現在に至るまで不変であると漠然と考えるように

なりました。その際に先生に貸して頂いた哲学書「我と汝」を読み、哲学の解は１

つに留まらない点や、混迷を極める現代社会の課題に多角的な視点からアプローチ

することができると感じ、哲学科を志しました。 

 高校時代には、出願に必要な評定を獲得するために各教科をバランスよく勉強す

ることを心掛けました。苦手な理系教科や英語では先生方がマンツーマンで親身に教えて下さったおかげで、

高校入学時と比べて大きく学力を伸ばすことができました。 

 上智大学の入試では哲学や倫理の教養を問われる小論文や面接が課されるので、高校１年次から多くの哲学

書を読みました。その際に classi を用いて休日や長期休業期間でも先生に哲学の解釈についてアドバイスを頂

き、自分の知識を深めることが出来ました。３年次からは、小幡先生に毎日遅くまで小論文の添削や面接練習

をして頂いたおかげで、入試に自信を持って臨むことができました。 

 これから高校生になる皆さんは、受験勉強においては苦しい思いをすることもあると思いますが、適度な息

抜きを挟んで、自分の進路実現に向けて頑張ってください。 



立教大学 理学部 物理学科 

桑原 英也 
会津若松ザベリオ中学校出身 

ⅭＴコース 

私は高校２年生の冬に因数分解から勉強し始め一般選抜で立教大学に逆転合格

することに成功しました。私は dx/dt などが含まれる数式を解いている人やとて

も頭が良い人に憧れを持ったのがきっかけで物理や数学を勉強し始めました。

dx/dt や積分ってかっこいいですよね。 

直前期には吉海先生に一対一で物理を教えてもらい最後まで学力を伸ばすこと

ができました。公文先生による英語の直前課外でも毎日英語長文に触れることが

でき、英語の学力を落とすことなく入試でも安定して得点を稼げたことにつなが

りました。数学の加藤先生には字の汚さを指摘され続けましたが結局、直すことができませんでした…ただ、

記述答案はしっかりかけるようになりました。指導してくださった先生、受験教科以外でも応援してくださっ

た先生方にはとても感謝しています。 

私自身もそうでしたが物理をやっていると微積分を使いたくなると思います。ただ、公式を理解し使いこな

せるようになる方がより早く高得点を狙えるようになるので、逆転合格を目指している人はやめた方がいいと

思います。苦手科目に時間を費やしましょう。また、入試開始の数十分前は英文解釈の復習をしておくと英語

長文の読みやすさがかなり違ってくるのでおすすめです。 

かなりつらいとは思いますが最後まで頑張りきってください！応援しています！ 

同志社大学 経済学部 経済学科 

大桃 帆南 
 南会津町立田島中学校出身 

 ⅬＴコース 

私は、木材需要の減少、林業の衰退の進行を止めるには、国内産の木材を使うべき

だと考えました。そのため、自然資源を有効活用し地域経済を活性化させるため必

要なことを学びたいと思い、同志社大学経済学部経済学科を学校推薦型選抜（指定

校）で受験しました。 

私は、高校３年間で勉強と部活の両立を頑張ってきました。普段は野球部のマネ

ージャーとして選手を全力で支えました。そして定期考査前は、勉強に集中して取

り組んだことによって良い成績を維持することが出来ました。 

受験対策は、志願理由書では、大学のパンフレットを読み込み、自然についてよく調べました。口頭試問課

題文では、ニュース番組を見たり新聞を読んだりして経済や社会の問題点を見つけて自分なりの解決策を考え

ました。担当の先生には何度も繰り返し添削をしてもらったので納得のいくものが出来ました。放課後に何回

も先生方に面接練習の指導していただいたおかげで、本番は焦ることなく落ち着いて話せました。 

ザべリオ学園の先生方は親身になって、最後まで熱心に指導してくださいます。大学受験は辛く、逃げ出し

たくなる時もありますが、合格した時の達成感は大きいので最後まで諦めずに頑張ってください。 

  



同志社大学 文学部 文化史学科 

大森 楓加 
喜多方市立第一中学校出身 

ⅬＴコース 

私は、昨年起きたジョージ・フロイド事件に大きな衝撃を受けたことがきっかけ

で、人種差別問題に興味を持ち始めました。差別の現状や歴史的背景を詳しく研究

することで知識や理解を深めると同時に、問題解決に向けた具体的な策を見出し、

提唱していきたいと考え、同志社大学文学部文化史学科を受験しました。 

 はっきりと進路が決まったのは３年の夏休み中で、そこから受験に向けた志望理

由書の作成や面接練習をしてきました。準備を進めていく中で行き詰まってしまう

ことも多くありましたが、先生方に丁寧にアドバイスをしていただいたおかげで、

試験当日は焦ることなく落ち着いて臨むことができました。 

高校生活の中では特に英語の学習・英検取得に熱心に取り組みました。ザベリオ学園高校は英検対策の授業

など英語の学習に力を入れているため、充実した環境の中で英語を学び、スキルを高めることができました。

実際、高校入学前に比べ、英語力が大きく成長したように思います。 

後輩の皆さんには、とにかく時間を無駄にしないように過ごしてほしいと思います。また、推薦で受験する

にあたって評定はとても重要になってくるので、1 年生のうちからしっかりと勉強をし、定期テストにも全力

で取り組んでほしいと思います。受験の際に後悔がないよう、はっきりとした目標を持ち、有意義な学校生活

を送ってください。応援しています。 

立命館大学 政策科学部 政策科学科 

安部 拓人 
猪苗代町立猪苗代中学校出身 

ⅭＴコース 

私は、学校推薦型選抜(指定校型)で合格しました。私は将来的に、衰えていく日

本の地域経済を活性化させるという目標を持っています。現在、日本では少子高齢

化や過疎化により、地域経済の衰退が進んでおり、それによるインフラの悪化、伝

統文化の担い手不足など、様々な問題が発生しています。私の地域もそのような問

題が発生している地域の一つで、寂しい思いをしている人も少なくありません。私

はこのような問題の解決に少しでも貢献できるような力を身に着けたいと思い、立

命館大学政策科学部を受験しました。 

ＣＴコースは課外や土曜授業があり、とても大変でした。しかし、このような大変な思いをしたからこそ、

確かな学力が身についたと思います。私は主に評定の水準を保つための定期考査の勉強や、英語検定の取得に

力を入れたのですが、これらを両立して行えたのは、質問に行くと親身になって指導してくださった先生方、

また、検定試験に積極的に挑戦しようと思えるような素晴らしい環境を用意してくれたザべリオ学園のおかげ

でした。私はこの３年間の高校生活の中で、挑戦することの大切さを知りました。何事も面倒くさがらずに真

摯に取り組み、目標達成に向けて頑張ってください。 

  



立命館大学 情報理工学部 情報理工学科 

長谷川 瑞紀 
会津若松市立一箕中学校出身 

ⅬＴコース 

私は学校推薦型選抜(指定校推薦)で受験し、立命館大学に合格することができま

した。私は社会と情報の授業でコンピュータやインターネットの仕組み、IP アドレ

スの有効範囲を算出するなど、様々なことを学びました。少子高齢化などの社会問

題を解決するために情報技術が必要になると思います。その情報技術をより深く、

良い環境で学びたいと思い、立命館大学を志望しました。 

私は高校生活で部活動と勉強の両立を頑張りました。部活動では、サッカー部に

所属し、辛い練習の中で、精神面や体力面を鍛え、受験勉強を続ける忍耐力を培う

ことができました。勉強では、授業を真面目に受け、予習、復習を忘れずに行っていました。その結果、定期

考査などで上位の成績を維持することができました。 

これらのことを 3 年間続けたので受験を乗り切ることができたと思います。  

 受験では志望理由書と課題論文を書きました。特に大変だったのは課題論文で最初はどんなことを書けばい

いのかわかりませんでした。そこで、知識をつけるために情報技術に関する本を朝読や放課後の時間に読みま

した。また、先生方に添削してもらい、わからないところは両親や友達に聞いていました。 

 受験勉強は３年生になったらではなく１，２年生のころから始めておくことで志望校に近づけると思いま

す。学校推薦型で受験を目指している人は評定が大事なので授業をしっかり受け、定期考査の全ての教科で高

得点を取れるように勉強してほしいと思います。これから受験の１，２年生の皆さんは何事にも全力で取り組

み、自分の目標や夢の実現に向けて頑張ってください。 

法政大学 法学部 国際政治学科 

小澤 沙也加 
会津若松ザベリオ学園中学校出身 

ⅭＴコース 

現代には、日々錯綜している世界の諸問題が存在しています。私は、そんな混沌

とした世界情勢を自分の目で捉えることができる力を身につけたいと思うように

なりました。より良い地球社会の実現を目指す知性を身に着けるため国際政治学の

基礎を徹底的に学び、英語で考え、表現し、議論する能力を養うことのできる法政

大学法学部国際政治学科で学びたいと思い学校推薦型選抜(指定校)で受験しまし

た。                             

指定校推薦では、校内選抜を突破するには評定と英検等の資格が求められるため

日々の努力を怠らずより良い結果を残すことに力を入れました。授業中に分からないことがあったら直ぐに先

生に質問して問題解決するようにしていました。受験方法は書類提出と小論文課題提出でしたが志望理由と小

論文は担任の先生に添削して頂いたり、友人に有用なアドバイスをしてもらったりと周りの方々のお力添えも

あり、最終的に自分で納得のいく文章に仕上げることができました。進路を決定する際に自分がどの道に進み

たいか思い悩み、なかなか確定することができなかった時に、いつも相談に乗ってくれた友人や家族にとても

感謝しています。CT コースは授業が多く大変な面もありましたが、クラスのみんなと励ましあい高めあえる

環境で有意義な高校生活を過ごすことができました。それが今の結果につながったと強く感じています。また、

合格するまでに支えてくれた家族、友人、先生方にとても感謝しています。後輩の皆さんには、支えてくれる

全ての人に感謝を忘れず、自分の将来のために日々努力を続けてほしいと思います。 



法政大学 生命科学部 応用植物科学科 

根本 竜聖 
会津美里町立本郷中学校出身 

ⅬＴコース 

私は指定校推薦で法政大学生命科学部応用植物科を受験しました。私は高校時代に

生物を選択し多くのことを学びました。その中でも特に植物について興味を持ち様々

なことを調べました。私は、現代の世界の環境問題を改善していくためには、植物の

知識が必要不可欠だと考えます。そのため、植物について学べる法政大学を志望しま

した。 

受験をするにあたって、今井先生に大変お世話になりました。私の受験方法は面接

だったのですが、時間に空きがあれば、ひたすら面接の対策をしていただきました。 

また、ザベリオ学園では１年時には、総合探求の時間があり SDGs について調べたり、自分の興味のあるこ

とを調べたりと、おそらく他の学校ではやることのない面白いことがあり、自分の興味関心を深めながら探求

していくことができます。その環境が私にとって大きなプラスとなりました。２・３年時には、文系理系に分

かれ、それぞれの時間割になります。理系は大変ですがとても楽しいです。 

私は理系のクラスで数学を一番頑張りました。二年生に進級すると進路のことを考えつつ勉強しなければな

らず、大変な時期ではあるのですが、友達と一緒に勉強したのでいくらでも頑張れました。 

後輩へのアドバイスとしては、勉強は決して辛いものではないことと部活は楽しむことです。 

法政大学 経営学部 市場経営学科 

金澤 理乃 
会津若松ザベリオ学園中学校出身 

ⅬＴコース 

新型コロナウイルスの影響で市場環境が変化していく中で、将来を見据え、変化の

時代に対応する商品を開発できる能力を身につけたいと思い、法政大学の学校推薦

型選抜（指定校）で受験しました。 

高校 3 年間、私は特に定期考査に力を入れてきました。バスケットボール部に所

属していたため、考査対策を行うにあたり、毎朝学校の図書室で自習することを心が

け、いかに効率よく勉強できるかを重視して取り組みました。苦手だった数学は、数

学の先生に教えて頂いたり、友達と教え合ったりすることで、成績向上にも繋がりま

した。自分に合った勉強方法を見つけ、様々な工夫をすることで、前向きに定期考査に挑むことができたと思

います。 

 受験対策としては、早期から多くの書籍を読んだことで、経営に関する知識を吸収することができ、志望理

由書を作成する際に役立てることが出来ました。面接指導では、放課後に練習を重ねました。色々な先生方が

熱心に指導して下さり、心から感謝しています。 

「継続は力なり」。何事も努力して積み重ねてきたことは、必ず自信になります。進路実現に向けて頑張っ

て下さい。応援しています！ 

  



法政大学 人間環境学部 人間環境学科 

佐藤 悠 
会津若松市立一箕中学校出身 

ⅬＴコース 

 私は、短大にするか、専門学校にするか、どこの学部にするか、ずっと迷ってお

り、法政大学を学校推薦型選抜（指定校推薦）で受験しようと決めるのに多くの時

間がかかりました。様々なことに興味があり、様々な知識を習得したかったからで

す。法政大学の人間環境学部では、法律や政治、経済や経営、社会や地域、人文科

学、自然科学の５つの科目を幅広く学ぶことができます。将来の夢が明確でないか

らこそ、様々な知識を習得したいと思い、受験を決意しました。 

 出願締切日や受験日が近づくにつれて、焦りや不安に押し潰されそうでした。そ

うした中で、真剣に相談に乗ってくださったり、多くの提案をしてくださったりした担任の先生には感謝して

います。さらに、指導の先生方には志願理由書を熱心に何度も添削指導をして頂きました。面接練習は、どん

な質問にも流暢に答えることができるよう毎回違う先生にお願いをしました。何度も練習し、様々なアドバイ

スを頂いたおかげで、自信をもって本番を迎えることができました。指導して頂いた全ての先生方に深く感謝

します。 

 高校 3 年間、定期考査のための学習に力を入れ、評定を保つことや上げることを常に意識してきました。定

期考査は、勉強ができなくても勉強が嫌いでも、やった分だけ結果として表れるものだと思います。高校１年

生の頃から、努力しておくことで３年生になってから有利になります。３年生になった時に行きたい大学に行

くことができるよう頑張ってください。応援しています。 

女子美術大学芸術学部 デザイン・工芸学科 

相田 美月 
会津若松市立第四中学校出身 

ⅬＴコース 

 私は高校で美術部に入り、もっと美術について学びたいと思い、美大進学を決め

ました。女子美術大学は、美術について深く学ぶことが出来、数々の著名な芸術家や

デザイナーを輩出している学校です。私も将来、社会で活動できるデザイナーにな

りたいと思い、受験しました。 

 私が受けた受験は、総合型選抜です。私の場合、一次選考で書類審査、二次選考で

実技試験と面接がありました。一次選考では、志望理由書やキャリアイメージシー

トを始めとして、自己アピール資料などを作成しました。二次選考では、実際に大学

へ向かい、実技と面接を行いました。面接では、自分の答えを明確にして答えれば、先生も応えて下さいます。

美術部ではないけど美大を受けたい、という方も、諦めずにやって大丈夫だと思います。また、オープンキャ

ンパスなど大学の行事には積極的に行った方が良いと思います。受験や大学についての質問が実際に聞けるチ

ャンスだったため参加しました。 

最後に、もしも自分の進路について、難しいから受けるのを迷っている、という方がいるのなら、それは受

けるべきだと思います。他の人に無理だと言われても、それでも行きたいと思うなら、受けていいと思います。

実際大変です。本当にとても緊張します。でも大丈夫です。思い切って受けてみれば大丈夫です。それは運で

はなく、頑張ってきた証拠です。後輩の皆さん、どうか合格を勝ち取ってください。 



大東文化大学 経済学部 社会経済学科 

 渡部 樹 
南会津町立荒海中学校出身 

ＧＴコース 

私は学校推薦型選抜（公募制）で大東文化大学を受験しました。日本の経済問題に

興味を持ち、改善していくためには何が必要なのかを深く学びたいと考えたことが大

東文化大学を受験しようと思ったきっかけです。 

高校３年間、特に私が力を入れたことは部活動です。私は陸上競技部に所属し、三

年間全力で取り組んできました。顧問の先生による熱心なご指導をいただき、また共

に切磋琢磨し合えるチームの存在のおかげで、最後の IH では目標である東北大会出

場を達成することができました。その結果、目標を達成するために何事にも全力で取

り組むという思いが合格につなげることができたと感じています。 

学校推薦型選抜では、面接と小論文が課せられるので、特に小論文の練習を中心に行いました。過去問に取

り組むことはもちろん、どのような課題が出題されてもいいように他大学の過去問にも取り組みしました。ま

た、小論文には経済に関する幅広い知識が必要だったので、地歴公民科の先生に連日にわたり、遅い時間まで

ご指導していただきました。 

中学生のみなさんは、高校受験を控えて様々な悩みがあると思いますが、ザべリオには３コースあり、それ

ぞれの特長を生かして、努力する３年間を送ることができます。高校選びは、将来に繋がる第一歩ともいわれ

るので、悩んでしまう人も多いと思いますが、自分のやりたことができる進路を選択してほしいと思います。

皆さんも進路実現に向けて、充実した高校生活を送ってほしいと思います。 

会津大学 短期大学部 幼児教育科 

舟田 大輝 
 会津若松市立第二中学校出身 

ＧＴコース 

私は学校推薦型選抜(指定校推薦)で会津大学短期大学部幼児教育科を受験しまし

た。私は、保育教諭として、自分の生まれ育った会津若松で、元気で活発な子ども

を育てたいと考えています。会津大学短期大学幼児教育科では、健康身体教育ゼミ

があり、子どもにも運動することの楽しさを理解し、心身ともに健康な幼児を育成

するためにはどのような運動指導をすればよいか学ぶことができます。 

ＧＴコースの特長として、２年次から探究活動があります。私は、幼児保育探求

を選択しました。授業中に幼児のおもちゃを制作したり、実際にこども園に行き、

手作りのペープサートや劇の発表をしたりして、実際の保育教諭のやりがいや大変さを学ぶことができまし

た。その中で、幼児保育探求の授業担当の先生から、常に子ども達の反応を考えながら発表の構成を考えなけ

ればいけないと教えて頂きました。また、私はこども園でのボランティア活動もしました。園長先生や主任先

生をはじめ、先生方に様々なアドバイスをいただきながら、保育教諭になりたい気持ちがさらに強まりました。

こども園の先生方の様子を長時間にわたって見学させていただいたことは、大きな学びを得ることになりまし

た。受験に向けては、口頭試問で幼保系のことについて聞かれるので基本的な知識を自分で調べたり、ボラン

ティア活動の際に男性保育教諭の方々に保育教諭としての話などを伺ったりして、本番の面接に役立てまし

た。中学生の皆さん、夢は何ですか。自分も進路実現に向けて、多くの情報を収集しました。高校選びはとて

も重要だと思います。受験は、自分一人だけの戦いではありません。お世話になったたくさんの先生方や応援

してくれる仲間や家族への感謝の気持ちを、常に忘れずに楽しんで受験本番を迎えてください。 



会津大学 短期大学部 幼児教育学科 

三星 香穂 
会津若松市立第二中学校出身 

ＧＴコース 

私は、幼い頃から保育教諭になりたいと思っており、ＧＴコースに幼児保育探究が

あったので本校を受験しました。 

私は、３年間勉強と部活動の両立に力を入れました。勉強では授業に真面目に取り

組み、スキマ時間を利用して資格取得に努めました。部活動では忍耐力を身につける

ことができました。幼児保育探求の授業では、こども園に行き、様々な活動をさせて

いただきました。そこで、発達障がいを抱えている子どもと関わったことで、それつ

いて学ぶ必要性を感じました。会津大学短期大学幼児教育学科では、カリキュラムが

充実しており、幼稚園教諭二種免許や保育士資格の両方の資格を得ることができること、さらには、発達障が

いについても詳しく学ぶことができるため選ばせていただきました。 

受験の内容としては、小論文と口頭試問を含む面接試験がありました。小論文では、担任の先生にご指導い

ただきながら、家で練習したり、参考書を利用したりしました。面接練習では、担任の先生と部活動の顧問の

先生にも指導していただきました。挫けそうになりながらではありましたが、何度も何度も練習をお願いして、

どんな質問をされても答えられるように練習してきました。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。お忙しい中、私の指導に関わってくれた先生方には感謝の気持ちでいっぱいです。 

高校３年間は、短く時間が限られるため、多くのことに挑戦し続け自分に自信をつけてほしいと思います。 

会津大学 短期大学部 食物栄養学科 

佐藤 舞紀 
会津若松市立第四中学校 

ＧＴコース 

 現在増加しているといわれている死因のがん、心疾患、脳血管疾患は偏った食生

活が発症の主な原因と言われています。しかし、これらは栄養バランスのとれた食

事を心がけることによって予防することができると知り、食に興味を持ちました。

病気によって食事を楽しめない方でも楽しめるような食事作りに貢献したいと考

え、学校推薦型選抜で会津大学短期大学部食物栄養学科を受験しました。 

高校生活では勉強と部活動の両立に力を入れました。勉強では、テスト前に復習

をするだけでなく授業で習ったその日のうちに復習するように心がけていました。

特に、苦手な教科は時間をかけて取り組んでいました。部活動では、家庭同好会に所属しコンテストなどに参

加して実際に一からメニュー考えるなど授業では学ぶことのできない貴重な体験ができ、さらに学びたいとい

う気持ちを強く感じるきっかけとなりました。面接では、将来に向けて今まで取り組んできたことについての

質問がありましたが、勉強と部活動の両立を心がけたことや先生方にたくさんの面接指導をしていただいたの

で自信を持って答えることができました。 

最後に、私は進路についてなかなか決められず迷っていましたが、先生が親身になって相談に乗ってくださ

り決断することができました。まだ進路に迷っている方でもきっと見つけることができると思うので焦らず頑

張ってください。 

 

  



会津大学 短期大学部 産業情報学科 

佐藤 仁哉 
会津若松市立第五中学校出身 

ＧＴコース 

 私は、一般選抜で会津大学短期大学部を受験しました。AI やコンピュータなどの

発展により、これまで以上に能力が必要とされるようになる中で、特にプログラミ

ングの能力が必要になるのではないかと思い、情報学がある会津大学短期大学部を

受験しました。 

 私が受けた学力テストの科目は、国語と英語です。その中でも、英語が得意では

ないので、英語を重点的に勉強しました。そのために、早朝の課外授業を受けまし

た。 

会津大学短期大学部の問題には、「癖」があるといわれています。それは、授業では通常習わない単語や、単

語の意味が出てくる問題です。その問題を解けるようにするために、過去問を多く使いました。文法(並べ替

え)を勉強する中で特に心掛けたのは、「SVOCM」の構成と、「品詞」をしっかりと理解することです。それに

より、過去問でも解ける問題が多くなりました。 

受験当日、1 科目めの英語では、緊張から最初の 1 問目が解けず、連鎖したかのように大問 1、大問 2 がほ

とんど解けないという状況に陥りました。しかし、大問 3 の並べ替え問題で 1 問解けると、それまで全く分か

らなかった問題が理解できるようになりました。2 科目目の国語では、緊張から 30 分ほど集中できませんで

した。しかし、問題を解いているうちに集中できるようになり、分かる問題も多くなりました。最後に、本番

を迎えて、緊張でほとんど解けないときは、自分が一番自信がある問題から始めるといいのではないかと思い

ます。 

 


