
  To be or not to be  進路通信 

縁あって下関南高校へ入学した君たちへ。今日は月曜日で新しい週のスタートです。来週は中間考

査が実施されますが、良い準備をすることがとても重要です。時間を有効に活用し、計画的な学習を

心がけてください。   

さて、「進路の栞アーカイブパート２」ですが、今日から文系を中心にアーカイブを継続したいと思いま

す。昨日は私が前任校で関わった名古屋大学工学部に進学した女子生徒の志望理由書を紹介しました。

今日は南高の生徒に戻り、ＡＯ入試と公募制推薦入試で国際基督教大学と上智大学の難関私立大に見

事合格を果たした生徒のコメントを掲載します。２人は同じ平成２０年度の卒業生です。私は平成２

０年度から進路指導を担当していますが、２０年度の３年生は勉強熱心で自立できている生徒が多く、

東京の大学を志望する生徒が例年の２倍以上でした。上智大学に合格した高路さんは受験勉強のほと

んどが自分と家庭で完結している印象でした。とはいえ、授業や管弦楽部の活動にとても熱心に取り

組んでいる素晴らしい生徒でした。一方、国際基督教大学に合格した磯部さんは志望理由書の作成か

ら入試本番まで学校でかなり指導をしました。厳しい指導にもめげることなく食らいついてくれて私

も貴重な経験をさせてもらいました。特に、指導初期の段階でプライドが邪魔をして自分と向き合う

ことができませんでしたが、前任校で担任をしていた生徒が国際基督教大学に在籍していたので電話

で色々と情報をもらいながら指導することができました。その辺は磯部さんのコメントに詳細に書か

れていますが、実はお世話になった生徒は私が長門市の大津高校から南高に異動が決まった時に私に

「先生、下関南高校の校訓は確か『日々に磨かん智と徳と』ですよ」と教えた生徒でした。遠い学校

の校訓をなぜ彼女が知っていたのか、本人曰く「たまたま」らしいのですが、丁寧なアドバイスのお

陰で思い切って受験することができました。「学びは人を繋ぐ」ということを実感した日々でした。で

は、１０年以上前の卒業生の文章ですが、入試制度の変わり目にとても参考になるメッセージなので

しっかり読んで、特に３年生は早く自分と向き合ってください。    （進路指導部・松村） 

                                   

                                                                           

＜平成 2１年度 進路の栞 私の大学生活＞ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

「合格体験記」 

国際基督教大学 

教養学部アーツサイエンス学科 

磯部 仁沙 

 

こんにちは。磯部仁沙です。皆さん、ＩＣＵ（国際基督教大学）を知っていますか？知らない人

が多いですよね。ＩＣＵは【Isolated Crazy Utopia】と言われるほどユニークな大学です。そんな 

ＩＣＵに進学して、２か月が過ぎました。寮生ということもあり、授業やサークル以外にも毎週寮

のイベントがあって楽しい毎日を送っています。  

  今回進路指導の先生に受験体験記を書いてくれと言われ、進路決定から合格発表までの受験生と

しての日々を思い出しました。特に合格発表までの一週間、毎日神さまに祈ったことと、合格の二

文字を聞いた瞬間、脚が震えたことは今でも忘れられません。あの喜びを皆さんにも感じてもらい

たいので、役に立つかはわかりませんが、私の体験を書きました。こんなの長くて読めるか！とい 
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う人は、アドバイスのところだけでも読んで下さい。（◎をつけています。） 

  

  �進路選択について 

  私がＩＣＵの存在を知ったのは高校一年生の時でした。当時の私は建築や心理学、英文学など幅

広い分野に興味を持っていて、色々なことが学べる大学・学部はないかなと漠然と考えていまし

た。ある日新聞を読んでいると、『ＩＣＵがメジャー制になる』という記事を見つけ、私が探して

いたのはこの大学だ！と思い、ＩＣＵについてその場でネットで調べてみました。調べてみたとこ

ろ、偏差値７０以上の大学であることが判明し、こんなところに行ける訳がないと思いあきらめま

した。その後、演出の勉強がしたいと思い、大阪芸大を目指していたのですが、将来の安定性など

を考えてやはり難しいと思い諦めました。 

  高二の冬、周囲が志望する学部を決めていく中、私は志望する分野さえ決め切れずにいました。

受験のために法学や経済学など専門の分野を選択して、他の選択肢を捨てるのは嫌だったし、高校

生の段階で自分の専門分野を決めてしまうのは早いと思っていました。しかし、進路系の雑誌など

には高二の冬までに志望分野を決めておこう！などと書かれてあって、どうしたらいいのか悩んだ

のを覚えています。 

  高三の春休み、英語の先生に職員室に呼ばれＩＣＵを受験することを勧められました。ＩＣＵの

名前を聞いた瞬間、『あの時新聞で読んだ大学だ！』と思い、『一度諦めた大学をもう一度勧めら

れるなんてもしかしたら神様がここを受けろと言っているのかもしれない』と運命を感じて、二つ

返事で『一年後に職員室前に【国際基督教大学】の名前を貼り出せるように頑張ります！』と答

え、ＩＣＵを受験しようと思いました。とはいっても、やはり偏差値７０で上智大や早稲田大、東

京外国語大と同じくらいのレベルの大学であるということがネックで、もう少しレベルの低い大学

でリベラル・アーツ教育を行っているところを探しましたが、私が理想とするリベラル・アーツ教

育を行っている大学はＩＣＵだけでした。それに、他の大学は英語を学ぶことに重点を置いてい

て、私は大学で英語を学びたいわけではなかったので、嫌でした。しかしＩＣＵは自分の専攻を学

ぶためのツールとして英語を習得するという方針をとっていて、その方針にも惹かれ、先生の『こ

の調子で頑張ればＩＣＵにいける』という言葉を信じて、ＩＣＵを受験することを決意しました。 

  �ＡＯ入試について（書類選考編） 

  私はディスカッションや発表が好きで、尚且つ高校三年間で様々な活動をしていたので、自分に

一番適した受験方法はＡＯ入試だと思っていました。だから、ＩＣＵを受験すると決めた段階で、

ＩＣＵ特別選考入試（ＡＯ入試）を受験しようと決めていました。 

  ＡＯ入試を受けるにあたって、両親・先輩・先生方から早く取りかかった方がいいと口を酸っぱ

くして言われました。しかし私はＡＯ入試を甘く見ていて、『まだ大丈夫だ』と思い、夏休みに入

ってから取りかかろうと思っていました。ところが、友人と М‐１甲子園という漫才の大会に出場

したところ地区大会で優勝し、８月下旬に行われる全国大会に出場することになってしまいまし

た。その時の私は、「受験は一浪とかできるけど、М‐１甲子園に出れるのは今年だけだ！」と言

って、受験勉強をほとんどせずに、漫才一筋の夏を送ってしまいました。また、私は応援団に所属

し、振付を担当していたので、М‐１甲子園が終わった後は体育祭に集中してしまい、ＡＯ入試の

勉強に取りかかり始めたのは、締め切りの１０日前でした。ＩＣＵのＡＯ入試には必要な書類が５

点ありました。１つ目がエントリーシートで「ＩＣＵを強く志望する理由」、「ＩＣＵで学びたい 
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こと」、「ＩＣＵがあなたを受け入れることによってＩＣＵにどんなメリットがあるか」という３

種類のエッセイのようなものを、各１０行ぐらい書かなくてはいけませんでした。２つ目は「学校

内外における自己活動歴と自己分析」がテーマのエッセイで、高校在学中の活動を通して指導者

（リーダー）としての自分の資質を、どのように評価することになったかを８００字でまとめなく

てはいけませんでした。３つ目は、「初対面の人（複数）に、自分の特長を深く、かつ正確に知っ

てもらおうとする時、あなたの人生の転機となった経験をどのように伝えるか」という１５００字

のエッセイでした。４つ目が推薦書２通、そして５つ目が TOEFL/TOEIC のスコア、または英検の

合格証明書でした。必要な課題がたくさんあったため、何から始めればよいか分からず、とりあえ

ず１５００字のエッセイを書き、顧問の先生に見てもらうことにしました。見てもらったところ、

「まったく面白くないし、君はエッセイが何かを分かっていない」とボロクソに言われてしまいま

した。それまで楽観的だった私は突然焦りを感じ、早くから取りかからなかったことを後悔しまし

た。そこからの１０日間はひたすらエッセイを書きつづける日々でした。毎日進路指導の先生に見

てもらい、１０日間でエントリーシートは１０回、自己分析は３回、エッセイは５回、テーマを完

全に変えて書き直しました。あまり大きな声では言えませんが、授業中も頭の中で内容を考え続け

て、良い表現や内容が思い浮かんだらノートに書き込むようにしていました。進路指導の先生に添

削してもらう中で厳しいことを言われたり、体力的にもきつくて何度もくじけそうになりました

が、「絶対合格するんだ！」という思いを心の糧にして頑張りました。全てが書きあがったのが締

め切りの日の PM８：００で、親に呆れられながら郵便局に出しに行きました。私が一番最後に出 

したんだろうな、と思いきや、受験番号は２１７人中の１８８番でした。私よりも遅く出した人が

いるんだと驚いたのを覚えています。ＡＯ入試で合格した友達の中にも締め切りの日の夜に出した

という人が結構いましたし、締め切り一分前に出したという強者もいました。 

◎皆さんにアドバイスしたいことは、早くから取りかかるにこしたことはないけど、時間がない

からと言って諦める必要もないということです。私は１０日前から取りかかりました。それでも合

格できました。だから何でも挑戦してみるべきです。ただ、私の場合高校の３年間で、韓国にホー

ムステイに行ったり、下関市高等学校演劇連盟による合同公演の演出を務めたり、山口県高校生交

流集会の副実行委員長を務め、ワーキングプアについてのレポートを作成したり、全国高校生交流

集会への参加や国民文化祭のミュージカル部門への出演、М‐１甲子園で審査員特別賞を受賞する 

など、幅広い分野で活動してきました。また校内では生徒会の会計を二期務めるなど、書くネタが

豊富でした。ネタがたくさんあったからこそ、短期間でも何度も書き直したり、一番良いものを取

捨選択できたのではないかと思います。ですので１，２年生の皆さんは、掲示板に注目してどんな

活動でも挑戦してみるべきです。 

  ◎エッセイなどを書く上で、先生に注意されたことや経験から学んだことを書きたいと思いま

す。 

１、学外活動・課外活動だけでなく、授業への取り組みについても書く 

  これは進路指導の先生に言われたことですが、ぜひ皆さんに伝えたいことです。ＡＯ入試＝学

外・課外活動のことをアピールする場と考えがちですが、大学は勉強する場であり、勉強する学生

を求めているということを忘れないでください。私はエントリーシートに、『授業を常に最前列で

受けていたこと』、『週に一度、友人と苦手科目の勉強会を開いていたこと』を書きました。 

２、書きたいと思ったことはなんでも書く 

  ＩＣＵのオープンキャンパスに行った時に、ＡＯ入試で合格した先輩から『書けることは何でも 

書いた方がいい』と言われました。だから私は、高校３年間で経験したことをエントリーシートや 
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エッセイなどに全て詰め込みました。また、エッセイに М‐１甲子園で審査員特別賞を受賞したこ

とを書こうとしたところ、担任の先生に反対されました。しかし私は、「これを書いたことで私を

落とす大学なんて、こっちから願い下げだ！」と思い、反対を押し切って書きました。もう一つ、

私はＩＣＵでセクシュアルマイノリティー、特に同性愛についての研究をしたいと考えていまし

た。しかしＩＣＵは名前の通り、キリスト教系の学校なので、そのことを書いていいのか悩みまし

た。進路指導の先生に相談したところ、ＩＣＵの卒業生の方に電話してくださり、『１００％大丈

夫とは言えないけど、最終選考にまで残るくらいのインパクトはある。ＡＯ入試は賭けみたいなも

のだから、後悔しないように自分の書きたいことを書けばいい』と言われました。先生の言われた

ように、ＡＯ入試は賭けです。自分の気持ちに正直に書くべきです。もし、「キリスト教系の大学

だから同性愛のことを書くのはやめておこう」と思い、違うことを書いていたら合格できていなか

ったと思います。自分の中のキラリと光る部分を見つけてもらうために、たとえ先生に反対された

としても、一見「こんなこと書いていいのかな」と思うことでも、書けることはすべて書くべきで

す！！ 

   �ＡＯ入試について（集団ディスカッション編） 

  ＩＣＵ特別選考入試の二次試験は集団ディスカッションでした。一次試験の合格発表〜二次試験

の受験日まで一週間しかなく、且つテスト中だったので、ディスカッション・面接の練習が一度し

かできなかったので非常に不安でした。ＩＣＵの二次試験は最初に資料が配られ、それを３分間読

んだ後、３つ質問が出され一問あたり一人一分で答え、集団ディスカッションにうつります。今年

のテーマは【漫画と教育】で、ディスカッションのテーマは『教科書に漫画を使うのはありかなし

か』で、１５分以内に意見をまとめて、代表者が発表するというものでした。   

◎集団ディスカッション対策のために私がしたことをまとめておきます。 

１、日本の論点を２年分読む 

  これは本当に役にたちます。私の場合、時間がなかったので基礎知識のページと興味ある分野の

論文しか読みませんでしたが、それだけでも非常に力になりました。幅広い分野の最新情報が載っ

ているので、ＡＯや推薦を受ける人、小論文がある人はぜひ読んでみてください。 

２、幅広い分野の本を読む 

  １週間で日本の論点に加えて、１０冊以上の本を読みました。ＩＣＵは教養学部でどの分野が出

るのか見当もつかなかったので幅広い分野の本を読みました。本から得た知識をノートにまとめて

おくと、後で役に立ちますし、一見関係ない分野同士でも実は繋がっていたりするので、各問題同

士の関係も考えてみると勉強になります。 

３、必殺技を持つ 

  これは受験時でなく、合格後に友達のディスカッション練習に参加していた時に気付いたことで

すが、どんな議題に対しても使える対策案(必殺技)をもっていると便利です。私の場合は『大学まで

の教育費と医療費を無料にする』というものです。たくさんの本を読んで、多種多様な考え方や情

報を吸収して、自分なりの必殺技を考え出してください。 

４、ディスカッション練習の時に出てきた案をノートに書いておく 

  これも友達の練習時に学んだことです。他の人が出した案もまとめておくといいですよ。 

  

 余談ですが、試験中に試験官が色々書いていたりして気になってしまうと思います。私も他の受

験生が質問に答えている間に気が散って試験官の手元をガン見してしまいました。が、試験に集中 
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してください！また、何か失敗をしてもあせらないようにしましょう。私の場合、試験後に席を立

つ時に礼をせず後ろに歩き出してしまいました。眼の端に礼をしている人が見えて、「やばい！忘

れてた！！」と思い出しましたが、瞬時に落ち着き、「ここで止まって礼をしてしまったら忘れて

いたことがばれてしまう！」 と思い、私は一番後ろまで歩いて行ってから試験官の方に向きかえ

り、大きな声で丁寧に礼をしました。たとえミスをしたとしても『うちの学校ではこう習いました

が何か？』というオーラを出して気持ちを切り替えていくことが大切です。万が一のために度胸を

付けておくことは大事だと思います。 

 �合格後の過ごし方 

  合格後の数カ月は人生で一番自由な時間です。残りの高校生活をエンジョイしてください。だけ

ど自分のペースでいいので、ちゃんと勉強もしてください。合格後の数カ月の過ごし方で大学生活

が変わるといっても過言ではありません。私の場合、先生や親から何度も勉強しろと言われていま

したが、あまり勉強していませんでした。しかし大学生になって、あの時勉強しておくべきだった

と後悔しています。一般入試で入ってくる人は３月まで死に物狂いで勉強しているということ、そ

して自分にとっては第一志望の大学であっても、他の人にとっては滑り止めの大学だったりすると

いうことを忘れないでください。私のセクション（ELP=英語教育プログラムを受けるクラス）に

は、東大や一橋大の法学部、東京外国語大学を目指していた人や早稲田の法学部に合格していたけ

ど蹴ってＩＣＵに来たという人もいます。ただでさえそこまでの学力がなかったのに、数ヶ月間ち

ゃんと勉強していなかったせいで現在苦労しています。私のような思いを皆さんにはしてほしくな

いので、一日２，３ページとかでもいいので勉強してね♪ 

  

�大学生活について 

  ＩＣＵにきて２カ月がたちましたが、正直まだ２カ月しかたってないのか！？というくらい、内

容の濃い充実した毎日を送っています。大学の授業はディスカッションやエッセイ、プレゼンテー

ションがメインで、学生が自分の意見をアウトプットできる場でもあるので、知識だけでなく、思

考力や判断力も身につきます。そこが高校での勉強とは違うところだと思います。 

  また、大学には様々なバックグラウンドを持つ人がいるので、自分の知らない世界を知ることが

できます。ＩＣＵだと、海外での留学経験を持っている人がたくさんいますし、インターナショナ

ルスクールに通っていた人、日米二重国籍で大学生になって初めて日本に来た人、大検をとってＩ

ＣＵに来た人や、一度他学に進学したけど２週間でやめてＩＣＵに入学した人など、様々な経歴を

持つ人がいます。そのような人達と出会うことで刺激の多い毎日を送ることができてます。 

  そして何より大学は自由です！自分がしたい勉強ができるし、サークルやバイトなど自分の時間

を自由に使えます。また、自分が行動すれば、勉強会やイベントを企画することもできます。しか

し自由な部分が増える分、責任も増えます。授業をサボっても誰からも何も言われないし、掲示板

の情報は自分が気を配っていないと見逃してしまう可能性もあります。また、計画的に行動しない

とサークルの仕事をかかえすぎたり、課題を後回しにしすぎて泣くことになります。特に授業の出

席は成績にも関係してくることなので、一人暮らしを考えている人は寝坊しないように気を付けて

ください。大学生になると大変なことも多いですが、その分充実した日々が送れます。皆さんにも

この楽しい日々を送ってもらいたいので、受験勉強を頑張ってください！！受験は恋愛と一緒で

す！好きな人（＝志望校）に好きになってもらえるように努力しましょう！！その努力はきっと報

われるはずです。 
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            ＜国際基督教大学キャンパス＞ 

   



管弦楽部の活動に打ち込み憧れの上智大学に合格！ 

               上智大学外国語学部英語学科 

                 高路 萌                                              
   

南高のみなさんこんにちは！私はこの春、上智大学外国語学部英語学科に入学した高路萌です。

憧れていた上智大学で勉学や部活動に励み、とても楽しく充実した毎日を過ごしています。 

上智大学に入学して改めて感じたことは、世界各国からの留学生が多く、彼らの国や文化につい

て話を聞き、学ぶ機会が多いということです。彼らと一緒に授業を受けたり、部活動をしたり、貴

重な経験をしています。私が所属しているグランドホッケー部にも留学生がおり、毎日一緒に練習

しています。また私の英語学科には帰国子女が多く、多くの講義が英語のみで行われています。授

業中の私語さえ英語でする人がいますよ。（笑）ここは「英語を」学ぶ環境というよりも「英語で」

学ぶ環境だと思います。このような環境の中ですばらしい刺激を与えてもらっていることを日々実

感しています。 

   私が上智大学を第一志望に決めた一番目の理由は、上智大学が非常に国際的でよりよい人間性を

追求する大学であることを知っていたからです。二番目の理由は、大学の立地条件がとても魅力的

であったことです。皇居や迎賓館がすぐ近くにある大学など他にはありませんよ！下関の安岡で三

月まで生活していた私には、今の自分の環境とのギャップがなかなか埋められません。三番目の理

由は、英語学科に第二言語習得研究の著名な教授がおられたことです。私は将来英語の教師になっ

て英語教育を研究したいと考えているので、ぜひその教授から指導を受けたいと思っていました。

実は何と一年の春学期からその先生の授業を履修しているんですよ！ 

私が上智大学外国語学部英語学科を第一志望に決定したのは高校３年になってからでした。一旦

決めてからは毎日自分で具体的な課題を設定し、休み時間や登下校の時間なども有効に使って着実

に課題をこなすようにしました。私は英語力の強化に特に力を注いでいたため、１）語彙力をこつ

こつ身に付けること、２）英文を訳さないで読めるまで繰り返し音読し「英語での」読解力をつけ

ること、３）Next Stageという文法書を５回通しでやって文法力をつけることなどを具体的な課題

としていました。英単語は、単語集を買うのではなく、日々英文を読んでいく中で遭遇する自分の

知らない単語を書き出して覚えるようにしていました。 

   私は公募推薦入試で上智大学に合格しました。一般入試での受験も考えていましたが公募推薦を

受験することによって少しでも合格のチャンスが広がると考えたからです。しかし公募推薦入試だ

からといって簡単に上智に受かるはずもなく、入試の難度はとても高いものでした。 

試験前の書類審査の時点で、TOEIC 700 以上、３年間の評定平均値 4.0、英語 4.5 の条件をクリ

アしている必要があり、それに加えて志望理由書、高校での活動に関する課題小論文を提出しなけ

ればなりませんでした。試験当日はまず初めに「英文解釈」の試験がありました。この試験は、３

０分以内に何ページもある長文を読み、何行もある英文を日本語に訳し、６問ほどの設問に英語で

答えた上で、最後に文章がどのような人たちに向けて書かれたものかを答えるという内容でした。

次にリスニングテストが３０分間あり、その後に与えられた課題について３０分以内で英語の小論

文を書く試験がありました。最後に日本語と英語の面接があってすべてが終了という大変な試験で

した。多少時間が足りなくて未練が残ったところもありましたが、英語の小論文では練習の時より

もしっかりと自分の意見を書ききることができたので、自分では非常に満足しました。 

  

 

                                   ※次のページへつづく 



私なりに考える、上智大学に合格できた理由は、まず日頃の授業や定期テストを一生懸命頑張って

条件を満たす評定値が取れたことです。そして自分で課題を決めて単語や熟語を毎日コツコツおぼえ

英語力をつけたこと、また当日の試験に備えて繰り返し英語の小論文を書く練習をしたことなどが合

格につながったと思います。私は管弦楽部でコンサートミストレスとして全国大会出場を果たすこと

ができましたが、この中で得られたことがらを課題小論文で論理的に説明することができたこともと

ても重要だったと思います。 

自分のやりたいことを徹底的にやって高校生活を十分に楽しんで憧れの上智大学に入れたので南

高での３年間は本当に充実していたと思います。勉強、部活動などを熱心に指導してくださった先生

方には心から感謝しています。また励ましてくれた友達や、いつも支えてくれた家族にも本当に感謝

しています。受験は団体戦であり決して一人では乗り切れません。みなさんも友達と励ましあいなが

ら悔いのないよう頑張ってください！ 

  最後に私の一週間の日課を紹介します。私の学科は必修が多く、週に６コマあります。そのほか全

学共通科目、選択必修科目、外国語学部基礎科目といったものがあります。授業はすべて９０分です。 
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歴史学 I 

（日本史） 

 英作文 アメリカ社

会入門 

 

 

４限 

国語の 

歴史 I 

言語習得 
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