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縁あって下関南高校へ入学した君たちへ。今日は金曜日で、学校再開後、3 回目の週末です。お互

いに慣れてきたように思いますが、同時に疲労やストレスが溜まり、少し浮ついた行動も目立ってき

ました。3 年生が目標に向かって頑張っている姿を下級生もしっかり見ながら全体で協力していきま

しょう。 

さて、「進路の栞アーカイブパート２」ですが、これまで、西日本の国公立大学に進学した理系学生を特

集してきましたが、今日からは産業界を支えようという志を持った学生を育成することをミッション

とする工学部や農学部に進んだ学生を紹介します。まずは、工学部からです。（進路指導部・松村） 
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皆さん、こんにちは！ 

学校生活、楽しんでいますか？さて、私は今、宮崎大学工学部で化学を専門に学んでいます。私は

正直、大学受験は成功した科目もありましたが、失敗した科目もありました。そのため、今回は成功

談と失敗談の両方を皆さんに紹介したいと思います。あえて失敗談も紹介するのは皆さんに自分と同

じ過ちを繰り返してほしくないからです。後半には、今の私の大学生活についても紹介するので、最

後まで目を通して頂けると嬉しいです。 

 

私は、理科、数学、地理が好きな高校生で、がっつり理系の学生でした。一方、英語は中学生の頃

から苦手意識があり、大の苦手科目でした。そんな私ですが、センター試験では前者の得意科目は 7

割以上、8 割近くの点数が取れたのに対し、苦手科目の英語は 6 割程度しか取れず、失敗しました。

では、この差はどこから生まれてきたのでしょうか？もちろん、好き・嫌いの影響もあったと思いま

すが、一番の原因は勉強方法だったと思います。まず、得意科目の勉強法ですが、常に「なぜ、そう

なるのか？」ということを意識して勉強していました。つまり、公式や教科書の内容を暗記するので

はなく、理解するのに時間をかけていました。特に地理は、この考え方が大切で、皆さんも一度は「地

理的思考力」というキーワードを聞いたことがあるのではないでしょうか？この言葉は本当にその通

りで地理の問題を解くには暗記ではなく、思考力が必要です。実際、地理は膨大な量のデータを扱う

ので暗記だけでは太刀打ちできません。私が高校生時代に地理的思考力を磨くために行なった勉強法

は白地図を使う方法です。白地図にケッペンの気候区分や農作物、山脈など様々な情報を書き込みま

した。そして気候、農作物の情報を書き込んだそれぞれの白地図を比較すると「なぜ、そうなるのか？」

の答えが見えてきます。この勉強法は本当にオススメです！  

一方、失敗してしまった英語の勉強法ですが、まずは単語・文法を覚えるのに時間をかけました。

この作業を本格的に始めたのは3年生になった頃からです。ひたすら単語集・文法集の内容を暗記し、

ある程度の内容を覚えることができたのは夏休みが終わった頃です。この頃からは模試でも 7 割、8

割近い点数を取れるようになってきました。そして、秋・冬はひたすら過去問などの問題を解いてい

たのですが…ここで私は大きなミスをおかします。それは、せっかく覚えた単語・文法の復習をあま 
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りしていなかったことです。そのため、問題集にあまり出てこなかった単語・文法はみるみるうちに

忘れていき、結局、頑張って覚えた単語・文法のうち半分くらいは受験の時に忘れていたと思います。

基礎を固めることは確かに大切なことなのですが、その固め方を私みたいに間違えないように注意し

てください。また、重要な単語・文法は時間をかけて習得するなど、全てを一様に勉強するのではな

くて、ある程度選択的に勉強することも大切です。 

以上が私の得意科目と苦手科目の成功談・失敗談ですが、もう 1 つだけ勉強法について成功したこ

とがあるので紹介しておきます。それは、朝に勉強する習慣を身に付けるということです。私は塾に

通わずに受験生活を送ったため、いかに自主的に効率よく勉強するかを考えました。その結果、思い

ついて実施し、成功したのがこの朝型の勉強法です。まず、夜は長く勉強せず、22~23 時には就寝し

ます。そして次の日の朝 3~4 時に起き、学校に行く時間になるまで勉強します。この勉強法のいいと

ころは何といっても勉強を妨害する要因が夜に比べて少ないことです。例えば、友達からの連絡も朝

早い時間帯ならないですし、テレビ番組もほとんどないため、テレビの誘惑に負けることもありませ

ん。しかも、朝早い時間帯から起きているので、授業時には脳がしっかり働いており、1 限目から授

業に集中することができます。また、夜に比べて朝は学校に行くという時間のリミットがあるので、

ダラダラと勉強し、睡眠時間を無駄にしてしまうリスクも少ないです。私は大学生になった今でも、

この方法を実践しており、実はこの体験記も朝 4 時から書いています。もちろん、自分にあった勉強

法は人それぞれだと思いますが、まだいまいち良い勉強法を確立できていない人はぜひ試してくださ

い！ 

最後に、私の今の大学生活を少し紹介したいと思います。宮崎大学は今年度からクウォーター制(4

学期制)を導入し、1 週間に同じ授業が入っている科目があります。また、実験が 1 週間のうちに 3 回

あり、この実験は正確なデータが得られるまで帰宅することが出来ません(遅い班は 20 時頃まで実験

しています…)。また、この実験は終わった後にレポートを提出しなければならず、レポートの提出が

約 1 週間に 1 回あります。このように、最近は忙しい日々を送っていますが、化学が好きでこの学科

に入った自分にとっては楽しいことの方が多く、充実した日々を送っています。また、大学に入って

から新しいことを始めたかったため、部活は気球部に入部しました。全国に 14 大学しかなく、とて

も珍しい部活ですが、土日祝日に熱気球で空を飛んでいます。私も昨年、パイロットライセンスを取

得しましたが、空を飛ぶときに必要だったのが「地理的思考力」でした。気球は風を使ってしか移動

することができないので、様々な地形・気候の情報を読み取る必要があります。そして、総合的に判

断して、風がどう変化するかなどを予測して飛行しています。このように、高校時代に学んだことが

思わぬところで生かされることがあります！そのため、皆さんも今、学んでいることが無駄だと思わ

ずに、「きっとどこかで役に立つ」と前向きな姿勢で勉学に励んでください。最後まで読んで頂き、あ

りがとうございました。 

<時間割> 

 月 火 水 木 金 

1 限目 安全工学 生物反応工学   安全工学 

2 限目 分子生物工学 無機材料化学 
工学英語 

演習 

生物反応 

工学 
分子生物工学 

ランチタイム 

3 限目 
環境応用 

化学実験Ⅱ 

 
環境応用 

化学実験Ⅱ 

 
環境応用 

化学実験Ⅱ 
4 限目   

5 限目   

※火曜日と木曜日の午後に授業は入っていません。この時間を使って実験の予習をしたり、レポートを書い



たりしています。 
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岡山大学 

環境理工学部環境デザイン工学科 

三回生 

内野夏季 

 

こんにちは。わたしは今から二年前に母校である下関南高校を卒業し、現在岡山大学の環境理工学

部環境デザイン工学科に通っている内野夏季といいます。 

さて、南高は皆さんご存知の通り女子生徒がかなり多い学校ですね。それが理由で、などとは言い

ませんが、理系は少ないようには思います。わたしと同じ学年では、理系でも看護志望がかなり多か

ったです。少ない理系の中でも、わたしの専攻である『土木』という分野へ進む生徒はかなり限られ

てきました。母校の在校生である皆さんの参考になればと思い、これから、岡山大学とはこんなとこ

ろ、環境理工学部環境デザイン工学科とはこんなところなど、岡山大学に実際に進学して分かったこ

と感じたこと伝えたいことを紹介していきたいと思います。わたしが伝えることが、これから受験を

迎える南高生のだれかにとって進路の幅が広がるきっかけになれば幸いです。 

➢ 岡山大学について 

まず岡山大学について紹介したいと思います。岡山大学は文学部、教育学部、法学部、経済学部、

理学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部、環境理工学部、農学部、マッチングプログラムコースの

全 12 学部で構成されています。キャンパスは津島キャンパスと鹿田キャンパスの二つあり、医学部

と歯学部と薬学部の一部が鹿田キャンパスにあります。12 学部という数多い学部ゆえ、総合大学の中

でもかなりの生徒数を誇る岡山大学。街中にあるのですが敷地もかなり広く、自転車で大学内を行き

来します。 

 

駅にも両キャンパスともに比較的近く、学生生活を大いに楽しめる環境です。 

 

写真１：学内のスクランブル交差点 

写真２：岡山大学図書館 



                                     ※次のページへつづく 

➢ 環境理工学部について 

次に環境理工学部についてです。環境デザイン工学科は、1974年に工学部土木工学科として岡山

大学に設置されました。1994年に環境理工学部環境デザイン工学科に改められ、「土木工学」に加え

「環境工学」を教育・研究の基本方針に加えられました。 

 

環境理工学部は環境デザイン工学科、環境管理工学科、環境数理学科、環境物質工学科の4学科か

ら構成されています。一言でいうと、環境デザイン工学科は土木系、環境管理工学科は農業土木

系、環境数理学科は数学系、環境物質工学科は科学系といえます。わたしが所属しているのが環境

デザイン工学科は、土木といいましたが、その中でも5つに研究室の種類として分けられていて、そ

れぞれ構造・材料系、地盤・地下水系、水理・水文系、環境・衛生系、計画・景観系と呼ばれてい

ます。構造・材料系では、鉄の副産物を使って長持ちするコンクリートについて持続可能な社会に

向けて研究しています。近年、構造物の老朽化が問題になっていますが、この分野ではより耐久性

の高いコンクリートを開発しています。地盤・地下水系では、土砂災害の軽減と地盤・地下水環境

の保全を目指し、安心・安全に生活できる地盤環境を持続するために、地盤と地下水の状況を調査

する方法や新しい観測技術開発につながる研究を行っています。水理・水分系では、陸と海をつな

ぐ水循環から物質循環を読み解くことを目的に、河川、地下水、湖沼、沿岸海域を対象に研究を進

めています。環境・衛生系では、環境と化学物質、環境調和のための技術について研究していま

す。水、廃棄物、化学物質について環境保全の科学と技術が将来の日本、世界へと活かされる形に

なるよう研究が進められています。計画・景観系では、自然と人間社会が共生できる土木技術の構

築や快適で地域性豊かな都市を築くヒントを、これまで先人たちが残した過去から学び、未来を創

造することを目的として研究が行われています。 

➢ 入試について 

ここでは環境デザイン工学科の入試情報について述べたいと思います。わたしの学年では本学科

は推薦入試(AO入試)、前期試験しか設けていませんでしたが、わたしのひとつ下の学年つまり26年

度入学試験では、推薦入試(AO入試)、前期試験そして後期試験が設けられました。推薦入試はセン

ター試験・面接・小論文、後期試験はセンター試験・面接のみとなりますので、前期試験を紹介し

ます。前期試験の内容は、数学(ⅠⅡⅢAB)200点、英語150点、理科(物理・化学)150点の合計500点

です。理科は物理75点、化学75点の配点です。これから見て分かるように、文理選択の際に物理・ 

化学選択でなければなりません。また、四科目なのでまんべんなく勉強することが必要であること 

 

写真３：環境理工学部棟 
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など何時間も集中することが求められます。 

 

 

 

➢ 卒業後の進路先 

受験生からすると、こんな勉強がしたい！やここの大学に憧れている！などの理由で大学を選ぶ

ことも多いと思いますが、その大学の卒業後の進路先で進路を決めることも重要だと思います。環

境デザイン工学科の卒業後の進路先は、おおよそ四割が大学院に進んでいますが、ここ最近は少し

減ってきているそうです。公務員が三割、残りが企業、という流れになっています。岡山大学環境

理工学部は教授も授業内で「理工系では全国トップクラスの就職率！」というくらいおおよそ98％

と就職率が良いです。土木業界というのは人手が少なく、企業は人材を求めています。週刊東洋経

済3年間就職率ランキング理工系学部全国2位に選ばれました。企業でいうと、建設会社、コンサル

タントなどが多いです。現場監督となり、建設現場でのリーダーとなり働いています。また公務員

では、国土交通省、経済産業省などの官公庁へ進む卒業生もいました。地方自治体にもかなりの人

数が進んでおり、より身近で都市を支えています。 

 

➢ 最後に 

ここまでわたしの通う学科について説明させていただきましたが、恥ずかしながら、わたしは高

校時代物理が大の苦手でして、化学で受験しました。しかしいざ入学してみると、学科の特色上ほ

とんどの授業が物理の内容で、やりがいのあるものでしたがかなり苦労はしました。というのも、

二次試験で使わないためにセンター試験用の物理しかしておらず、より深い物理の勉強をおろそか

にしてしまっていました。高校時代に何度か松村先生がこうおっしゃっていました。「入試に使わな

くなったからといって、その科目をおろそかにするな。受験でその勉強が終わったわけではない。

受験勉強は大学で学ぶことの始まりなのだ。」と。この言葉が、大学に入学してから痛いほどよく理

解できました。みなさんもまだ進路の幅は無限に広がっています。どの道を選ぶにしても有利であ

るために、高校時代に幅広く学び、知識をつけていってほしいと思います。南高には頼りがいのあ

る先生がたくさんいらっしゃいます。どんどん頼って、たくさん教えてもらいましょう！きっと皆

さんの力になってくれるはずです。わたしは現在三回生ですが、大学で開かれている公務員講座を

受け、来年の公務員試験に向けて勉強しています。皆さんと同じ受験生です。別々の道ではありま

すが、共に頑張っていきましょう。 

 

 

写真４：大学会館前 
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大学生活、建築学科について 

こんにちは。2016年に南高を卒業した西田です。 

現在は九州大学工学部建築学科 4年生として研究や設計に勤しんでいます。今回はこれまでの３

年間の大学生活や、現在の活動についてお話ししていきたいと思います。 

まずは大学１年次の生活についてです。九州大学は総合大学なので 1年次は基幹教育といういわ

ゆる教養科目というものがメインで、建築に関わる授業はほとんどありませんでした。例としては

高校の延長線上にある微積分や物理、少し特殊なプログラミングの授業や心理学の授業などもあり

ました。どれも教養にはなるけど、建築に必要のないものじゃんと思い、どれだけ評価が低くても

単位だけ取れたらいいやという気持ちで受けていました。放課後や授業のない日はバイトをした

り、ここだけの話ですが飲み会をしたりしていました。おかげさまで１年次の成績はひどいもの

で、卒業要件ギリギリの状態になり、今になって痛い目を見ています。しかし、自分が思い描いて

いた、また皆さんの多くが思い描いているであろう大学生活が送れたことに満足しており、後悔も

していません。大学生になるとほとんどの人が親元を離れ、一人暮らしを始めると思います。遊び

疲れて家に帰っても洗濯物や洗い物というモンスターが襲ってきます。人の助けを借りずに生活す

るのは大変ですが、その分、身の回りのことに関してのほとんどのことは自分で責任が持てるよう

になりますので、思う存分遊んで、たくさん苦しみましょう。(笑) 

１年次の終わりに自分にとって人生の転機ともいえる出来事がありました。当時同学科４年生だ

った先輩の卒業設計の手伝いです。卒業論文というのはみなさんご存知だと思いますが、建築学科

では卒論に加えて卒業設計も行います。４年生が数ヶ月かけて設計した建物の模型等の作成を１〜

３年生が手伝うのですが、僕が手伝った先輩は設計力や知識、思想に関しても尊敬できる人で、こ

の手伝いを通して建築の楽しさを知りました。１年で遊び呆けてた自分を律し、翌年度から頑張ろ

うと思えた出来事でした。 

２年からは建築関係の授業が徐々に増えてきます。そして待望の設計の授業が始まりました。週

に２日、その日の午後から夕方まで設計演習という授業になります。しかしながら建築に対する意

欲のある人たちにとって週２日じゃ到底足りません。授業とバイト以外の時間のほとんどは学校の

製図室という部屋にこもり、寝る間も惜しんで作業していました。授業に関してのモチベーション

は正直１年次よりもちょっとマシになった程度でしたが、設計演習に関しては先の転機から非常に

高く、一時期は冗談抜きで学校に住んでました。２,３年次には前期に２つ、後期に２つ、それぞれ

約１５週かけて設計演習が行われ、全部で８つの設計演習をこなしてきました。体力的にも精神的

にもきつく、途中でドロップアウトした人も何人かいますが、僕にとってはきつくも楽しい時間で

した。 

次に学校外での活動について話したいと思います。僕は 1年生の時から「糸島空き家プロジェク 

ト」という建築学生が主体のサークルに参加しています。サークルの活動内容は主に福岡県糸島市

にある空き家を改修し、シェアハウスやカフェなどにする活動です。今は縁あってそのサークルで 
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改修したシェアハウスに九州大学の先輩（他学科）二人と同居しています。「シノハウス」という物 

件で、サークルの HPに載っているのでぜひご覧ください。 

２年生の時には「Design Review」という大会の実行委員になりました。この大会は、主に先ほど

説明した卒業設計の作品を国内の多くの大学から募り、プロの建築家をお呼びして講評をいただ

き、ついでに優秀案を決めてしまおうという大会です。３年次には 1年を通してこの大会の副実行

委員長を務め、多くの社会人と接し、非常に勉強になる機会でした。 

最後に現在の活動についてです。九大建築学科では４年生への進級時に研究室へ配属されるので

すが、僕は１年次に卒業設計の手伝いをした先輩と同じ末廣研究室を希望しました。末廣先生は建

築家でありながら九大の准教授を務められており、九大で最も設計に特化した研究室であると言え

ます。競争もありましたが、２、３年次の設計演習の頑張りが評価され無事に入研できました。 

４年次は、秋に卒業論文の締め切り、冬に卒業設計の締め切りがあるので、今は卒業論文に力を

入れています。４年生にもなると授業はほとんどないので、スケジュールを自分で設定し、かなり

先の目標に向かって動かなければなりませんが、僕はそういうのが得意なので授業のない日々を有

意義に過ごしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計演習後にくたばっている僕 
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具体的な研究内容ですが、簡単にいうと熊本地震の被災地における建築物の良し悪しの研究みたいな

感じです。これは KASEIという九州の建築学生や教員を主とした組織の活動の一環のようなもので、末

廣研究室がこれに参加しており、卒論のテーマとしてあったため先輩とチームを組んで取り組んでいま

す。災害というのは、僕が建築学科に進学しようと思った一因でもある重要なテーマなので、今この研

究ができることを非常に誇らしく思っています。卒業設計についてはまだほとんど着手していない状況

なのでここで紹介はできませんが、最後に僕のこれまでの設計や活動についての写真を載せておくので

ご覧になってください。 

長くなりましたが、以上で終わりにしたいと思います。九州大学や建築に興味がある人は先生を通し 

てぜひ連絡をください。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


