見事合格を手にした先輩たちの体験記です。受験勉強に向けての励み・支えにしてください！
Ｑ１・この１年間の反省は何ですか？また、自慢できることは何ですか？
Ｑ２・アカデミーで過ごした何年間かを振り返っての 『受験体験記』 と、後輩へのメッセージを書いてください。
Ｑ３・後輩に薦めるサテラインの講座名や講師名を教えてください！
追記 英検準１級取得者への質問
①辛かったこと

②取得して良かったこと

氏名 安部 捺希

み重ねていくことが大切だと思います。継続するこ

高校名 中津南高校 出身中学 豊陽中学校

とはとても苦痛でやめたくなりますが、我慢して頑

進学先：広島大学（薬学部）

張ってください。あと、英検準一級はとても役立つの

その他合格校：福岡大学（薬学部）

で取っておいたほうが良いと思います。

Q1: 私は、部活を自分の納得する形で終わることが
できず、切り替えるためにとても時間がかかってし

①初めて準一級を受けたのは高校２年生の冬でした

まい、もっと早く切り替えることができていればな

が、リーディング・リスニング・ライティングのそれ

ぁと思うことが多々あります。しかし、共通テストで

ぞれで約 7 割とれたにもかかわらず、落ちてしまっ

は思うように点が取れませんでしたが、部活をする

たこと。ライティングの配点比率が高いことが分か

中で培った精神力で、最後まで諦めずに受験を乗り

り、2 回目は塾長に対策をしていただき、無事合格す

越えることができたため、部活をしていて良かった

ることができました。

と思いました。
②私は共通テストの点数があまりよくありませんで
Q2: 私は、中・高生の時、どうやって部活と勉強を

した。しかし、広島大学では英検準一級を持っている

両立するか一番悩みました。部活は毎日あり、また大

と、満点換算になるので、共通テスト後の合格判定が

会前は一日練習をしていたため、よく疲れで体調を

D から C に上がりました。そのおかげで、二次試験

崩すこともありました。そこで、私は、隙間時間を有

で逆転合格することができました。難関大では二次

効活用し、また人と遊ぶことをすべて我慢しました。

試験で英語は必須ですが、英検のライティング対策

例えば、学校の昼休みの間に学校の毎日課題をすべ

はとても役立ちました。

て終わらせ、家では＋αの自分の勉強をしたり、お風
呂で学校で扱った英語の長文をすらすら読めるまで
音読し、その後で声に出して英語でその文章の要約
をしたりしていました。また、睡眠時間は必ず 6、7
時間とるようにし、毎日朝早く起き、朝に英単語を毎
日 100 個音声を流しながら声に出して紙に書いてい
ました。私は、毎日コツコツと少しずつでも努力を積

氏名 A.S さん

だと思うけど、たくさん問題が載っている本を使っ

高校名 中津南高校 出身中学 西部中学校

て自分で何度も練習したことで力がついたと思いま

進学先：広島大学（薬学部）

す。

その他合格校：立命館大学（薬学部）
福岡大学（薬学部）

②準 1 級を取得したことで、入試（広島大学）では

Q1: 反省点は化学から逃げ出していたことです。自

共通テストの英語が満点になったので良かったと思

分の志望する学部の受験には化学が重要になるとわ

います。

かっていたのに苦手で後回しにしていたせいで直前
期になって焦りました。苦手な教科は時間のある２
年生までに他教科よりもっと時間をかけて勉強して
おけば良かったと思いました。自慢できることは、と

氏名 K.T 君

にかく勉強したことです。勉強している状態を日常

高校名 中津南高校 出身中学 西部中学校

にして授業がない日も塾に来て毎日勉強していまし

進学先：九州大学（理学部）

た。2 年生の頃からそういう日を過ごしてきたので、

その他合格校：関西学院大学（理学部）

人一倍頑張ったとは思っています。

Q1: 受験を終えて反省したことは自分で買った参考
書を 1 つも終わらせることができなかったことです。

Q2: 私はカルタスに来ていなかったら、こんなに受

金銭的にも学力的にも大変もったいないことをした

験と本気で向き合えていなかったと思います。数学

と思います。自慢できることは、地理の点数を大幅に

は本当に苦手だったけど、カルタスに来て授業を受

上げることができたことです。3 年生の初めの頃か

けるようになってからは、分からなかったことも分

ら地理には苦手意識をもっていたので、早期に勉強

かるようになったし、自分で根気強く解くことがで

を始めました。地理はインプットとアウトプットを

きるようになりました。また、授業がない日も塾に来

繰り返し行うことが大切だと思います。

て夜遅くまで集中して自習していました。みんなで
一緒に頑張っていたから、心が折れずに続けられた

Q2: 受験館では英語と数学の授業を受けました。2

と思います。最初はできるだけ長く勉強することを

年次の途中から英語を少し苦手だと感じたのをきっ

目標にしていたけれど、だんだんといかに有意義に

かけとして英語を受講しました。英語の授業では学

時間を使えるかを考えるようになりました。例えば、

校よりも詳しく基礎的な文法事項を学習できるので

時間を計って問題を解いたり、間違えた問題だけを

英語の成績を上げることができました。数学を受講

何度も見直したりしていました。この方法がどうし

したのは 3 年次の 2 月で、自分の志望校だった九大

ても要領が悪くなってしまう自分に合っていると思

レベルの問題で演習してくれました。初見の問題も

いました。これから受験をする皆さんには、自分なり

あったので助かりました。

の方法を見つけて最後まで諦めずに頑張ってほしい
です。

僕が後輩へ伝えたいことは、勉強の習慣をつける
ことと、勉強ができる環境を見つけることです。受験
期は勉強から逃れることはできないので、とことん

Q3: 現代文 船口先生

世界史 佐藤先生

①英検を取るときに辛かったことは、単語力が足り
なかったことと、2 次試験です。単語力はすぐに身に
つくものではないし、大問 1 はとにかく単語力が必
要なので、継続的に勉強することが大切だなと思い
ました。2 次試験はできるだけ他の人に頼って面接
官をしてもらい、本番の雰囲気に慣れることも必要

勉強に寄り添ってほしいです。

氏名 H.K 君

をせず、2 次試験用の英語対策ができたのも良かっ

高校名 中津南高校 出身中学 宇佐北部中学校

たと思います。

進学先：広島大学（総合科学部）
その他合格校：関西学院大学（総合政策学部）
東海大学（教養学部）
Q1: 反省は、最後まで苦手な物理を克服できなかっ

氏名 O.H さん

たことです。3 年になって学習した電磁気が苦手だ

高校名 中津南高校 出身中学 豊陽中学校

ったけど、その分野を重点的に勉強せずに、早々とマ

進学先：広島大学（文学部）

ーク演習に移った結果、共通テストでは目標点に届

その他合格校：西南大学（外国語学部）

きませんでした。2 次でも、電磁気分野の大問をほと

Q1: 私の受験勉強においての反省点は睡眠です。量

んど落としてしまいました…。自慢できることは、英

をこなすのが正しいとばかり思いこんでいた私は部

語をコツコツ続けられたことです。2 次の英語の配

活が終わるまで、よく睡眠時間が 5 時間をきること

点が異様に高かったけど、自信をもってのぞめたと

もありました。そのせいで毎日すごく疲れていたし

思います。

寝落ちしてしまうことも多く、効率が悪かったと思
います。反対に自慢できることは、毎日一定量の勉強

Q2: 高 1 の時は、受験のことなんて全然考えてなか

を続けられたことです。特に休み時間や車の中など

ったと思います…。大学のどんな学部に行きたいの

の隙間時間に単語や暗記表を見てコツコツ勉強でき

かもよく決まってなかったと思います。高 2 の後半

たのは自分でも頑張ったなと思います。

から、国際系の勉強がしたいと考えて、広大を第一志
望に決めました。理系受験なのに数学がいらない特

Q2: 私は部活を引退するまで、一日の勉強時間が限

殊な学部で受験勉強での数学をどれくらいするのか

られていることもあって、自分のやりたい勉強とで

というのはすごく悩んだなぁと思い出します。

きる勉強が全くかみ合っていないことにかなり焦っ

英語は、毎日少しずつでもやるべきだと思います。3

てしまいました。私は数学が苦手なのですが、数学に

年間勉強してきて、英語が伸びるのが一番時間がか

ばかり時間を割いていることが不安でした。ですが、

かったと感じます。学校の授業でやった長文の音読

部活引退後に、自分の勉強を見直して、まず授業の復

をすること、単語を覚えることを毎日続けてくださ

習、そして＋αの勉強をするというスタイルがベス

い。必ずできるようになります。

トであることにようやく気付きました。気付くのが
遅かったのかなとも思いつつ、仮卒期間の講座中に

Q3: 西川先生の英語

もそのスタイルで勉強しました。これで他人と差は
できるのかとも思いましたが、それで良かったと今

①私は 3 年のときの第 1 回と第 2 回の試験を受け、

は思います。基礎を大切にしていたら自ずと点数は

1 回目は 1 次で落ち、2 回目に合格しました。私が志

安定するので、まず授業を大切にしてください。それ

望していた広島大学は、英検準一級取得で共通テス

から模試のやり直しもすごく大事にしていました。

ト英語が満点になり、さらに私の学部は英語の配点

時間の使い方の反省や解く順番の見直しもして、解

が 300 点（900 点中）だったので必死に頑張りまし

法も解説を読んで理解するのが良かったと思います。

た。共通テストがかなり近づいていて、英検対策も共

想像よりも模試の問題は本番の問題でも役に立ちま

通テスト対策もしなければならなかったため、精神

した。

的にもかなりきつかったです。

今後皆さんの成績がどう変化しようとも、本番を
受けてみないと何もわからないので絶対にあきらめ

②取得して良かったことは、国公立・私立どちらの試

ないでください。頑張ってください！

験でも、加点や満点換算になることだと思います。ま
た、私は共通テスト前の冬休みは共テ用の英語対策

①リスニングが苦手だったのでその克服が大変だっ

たと思います。

以下、順不同にて掲載します
氏名 M.H 君

②私立受験や国立受験の時に加点やみなし満点がさ

高校名 中津南高校 出身中学 中津中学校

れるので心強かったし、何より英語に対する自信に

進学先：宮崎大学（工学部）

なったと思います。

その他合格校：福岡工業大学（工学部）
Q1: もっと共通テスト対策に取り組むべきだったと
思った。自慢できることは特にない。

氏名 三重野 太遥

Q2: 受験は思ったよりも体力面ではなく精神的な辛

高校名 中津南高校 出身中学 豊陽中学校

さがあった。高 2 と高 3 で周りも自分も追いつめら

進学先：大阪公立大学（工学部）

れている感覚が常にしていた。勉強時間や結果は胸

（旧 大阪府立大+大阪市立大）

を張って自慢できるものではなかったものの、最後

その他合格校：同志社大学（工学部）

まで続けたことだけは今後、何かしらの役に立って

立命館大学（工学部）

いくと思った。後輩へのメッセージとしては理科を

Q1: ＜反省＞私は、日頃夜ふかしすることが多く、

後回しにしないこと、これにつきます。

学校の授業中、眠気に耐えられずに寝てしまうこと
がよくありました。特に、化学や物理において、新し
い単元に入るとき、最初は基本的な知識を学ぶ時間
が続くので、そこで寝てしまい、結果何もわからない

氏名 O.K 君

状況におちいりました。これを改善するのはとても

高校名 中津南高校 出身中学 駅川中学校

難しく、周りとも差がつき大変でした。

進学先：大分大学（理工学部）

＜自慢＞先に書いた状況の改善において、友人たち

その他合格校：西日本工業大学（デザイン学部）

との勉強、彼らからのアドバイスが本当に頼りにな

Q1: 反省は、化学・世界史の取りかかりが遅くて最

りました。環境に恵まれていたことが私の自慢の一

後まで足を引っ張られたこと。化学に関しては夏の

つです。

間にもっと演習をつんでおくべきだったと感じる。
世界史は本当に時間をかけないとできるようになら

Q2: 人間関係において大きく失敗したり、勉強して

ないので夏前からスタートをしておけばよかったと

も苦手な科目が伸び悩んだりと大変なことがたくさ

感じる。自慢できることは高 1、2 の時から数学は学

んあったのですが、そのたびに、カルタスの仲間たち

校の添削課題などに手をつけていたので苦手意識は

が支えてくれたおかげで頑張れたことが多かったで

なかったこと。二次対策として解いた問題の類似問

す。友達は宝だなと感じました。また、自分はカルタ

題を解きなおしたり、苦手をまとめてノートにあら

スで数学を受講していたのですが、寺一先生の授業

い出すことで次に同じ問題が出た時に手を止めずに

は私の数学力を大きく底上げしてくれました。これ

解けるようになっていたこと。

からの受験で数学に躓く人もいると思います。ぜひ
寺一先生に助けを求めてみてください。きっと力に

Q2: この 1 年間の受験期を過ごして思うのが、友達

なってくれます。これから受験生になる人たちは睡

を頼ることの大切さです。先生に聞くのはもちろん

眠不足に気を付けて、友達と支え合いながら、一致団

良いと思いますが、友達に聞くことで深いところま

結して頑張ってください。応援しています。

で聞けたり、同じ場所で躓いた経験のある人だと、考
え方などをわかりやすくかみ砕いて教えてくれたり
と自分の納得するかたちで知識を自分に落とし込み
やすくなります。僕は物理を聞くならこの人といっ
たように聞く友達を決めていました。自分よりもレ

ベルが高い人だったのでレベルの高い大学の良問を

受験勉強はすごく大変だし、きついと思うけど人

教えてくれたり、わからなければまた教えてくれた

生でこんなに頑張れる機会はあまりないと思うし、

りと自分にとってとてもプラスになりました。また、

受験生になると自分がたくさんの人に支えられてい

インターネットなどで色々な勉強法を聞くかもしれ

るということをたくさん実感できると思うので最後

ないけれど、結局は集中してどれだけの量を解いた

まで頑張ってください。

かに点は比例していくと思うので頑張ってほしいで
す。また共通テスト後にすさまじくやる気がなくな
ることもありますが、2 次が自分の運命を決める本
番なので前・後期まで走りぬけてほしいです。

氏名 S.S 君
高校名 中津南高校 出身中学 駅川中学校

Q3: 化学 標準 藤原先生

進学先：熊本大学（工学部）

1 つ 1 つがわかりやすく、まとめたノートを直

Q1: 共通テスト当日は、朝から鼻血が出たが、落ち

前に見るのは効率的だった。僕は 1.5 倍速で見

着いてテストに取り組めた。数学の参考書や問題集、

ていました。ゆっくりなので。

チャートに取り組む時間を増やしてもっと周回して
おけば良かったと感じた。物理は、もともと知識の偏
りがあったが秋頃にはバランス良く力をつけること
ができた。英単語の学習を毎日継続して取り組めて、

氏名

G.Y さん

高校名 中津南高校 出身中学 吉富中学校

自分の長所になったことが良かった。
もっと早く受験モードになるべきだったと思う。

進学先：北九州市立大学（文学部）

問題集への取り組みも、もっと長い時間を割いてお

その他合格校：西南女学院大学（保健福祉学部）

けば良かったと思う。毎日、することが沢山あって勉

Q1: ＜反省＞二年生の時から志望校をしっかり決め

強をしようとすることはきつくなかった。

て毎日コツコツと勉強すれば良かったです。一年生
の時にちゃんと色々な大学を調べておけば良かった

Q2: 受験勉強を始めるのは、やはり早ければ早いほ

と後悔しました。わからない問題があったときに後

うが良いと思う。志望大学が固まっているのなら、赤

で聞こうと思わないですぐに聞けばよかったです。

本などの対策問題集を買って取り組んだほうが良い。

＜自慢できること＞共通テストだけの判定は C で定

多少、自分の苦手な教科があっても大学の対策をし

員にも全然入れてなかったのでダメかと思ったけれ

ておけばかなり受かりやすいと思う。英単語、化学の

ど、最後まで諦めずに頑張ったら二次試験で挽回で

無機、高分子の知識分野は毎日見たり、解いたりして

きたこと。

身に着けておかないと、秋頃からではぎりぎりだと
思う。

Q2: 家で勉強できなかったので三年生になってから
自習室に行ったり、図書館に行ったりして頑張りま
した。自習室で勉強していると、受験勉強が嫌になっ
てもう諦めたくなったり、早く家に帰りたいと思っ
たり、スマホしたいって何度も思いました。だけど、
周りを見てみると友達が一生懸命勉強を頑張ってい
て負けられないと思い、また、最後までみんなみたい
に頑張りたいと思うことができたので諦めずに頑張
れたのだと思います。塾に来ることで友達や先生が
みんな一生懸命頑張っていたので私も頑張ることが
できました。

Q3: 為近和彦先生の物理

氏名

S.K 君

まで勉強を続けたことです。色々と大変だったけど、

高校名 中津南高校 出身中学 緑ヶ丘中学校

勉強をつづけたことは自慢できることです。

進学先：川崎医療福祉大学（医療技術学部）
その他合格校：島根大学（総合理工学部）

Q2: 僕が受験生の時は、コロナのこともあり、様々

広島国際大学（保健医療）

なことに気をつかっていました。体調管理を十分し

Q1: 自分の好きな教科の勉強ばかりをしてしまって

て勉強するのはとても大変でした。毎回の模試では、

マーク演習が始まっても基礎ができていなかったか

点数が安定せず、思ったような点数が取れないこと

ら点数がのびなかった。特に、地歴では、覚えるだけ

が常でした。しかし、毎回テストのやり直しをして、

だと後に残しておくと他の科目とのバランスが崩れ

次のテストにのぞむように心がけていました。おか

てしまい、覚えようとしても覚えられなかったので

げで、弱点がわかったり、逆に、自分の得意な分野に

早めに、地歴をある程度仕上げておけば良かったと

気づくことができて、勉強を効率よくすることがで

思う。

きました。しかし、集中はあまり長く続かないもの
で、すぐにやる気がなくなったりしていました。そん

Q2: カルタスに入って数学はすごく伸びたと思うの

な時は、無理に勉強するのではなく、少し休憩をし

で数学は先生の言うことをしっかり聞き、それを復

て、もう一度集中しなおしていました。また、ほかの

習するだけで十分だと思う。自習室（2 階）では、難

人と一緒に勉強することで集中できるときもありま

しくてわからないことがあればその科目や分野が得

した。自分がアドバイスできることは 2 つあります。

意な人に聞くことによってより理解が深まり、自分

第一に体調管理です。これができないとスタートラ

が説明することによっても同じであるのでわからな

インにも立てません。次に、自分が一番集中できる場

いところがあれば、得意な人に聞くことが大事だと

所を見つけることです。頑張ってください。

思う。上記でも書いたが、共通テストで点が取れなけ
れば、志望学校、志望学部が大きく変わってしまい、
やる気が失われてしまうので、早い時から教科書を
読み込むなどをして基礎を固めておかないと受験直

氏名 T.K 君

前で点数が伸びなくなってしまうので、苦手科目で

高校名 中津南高校 出身中学 宇佐中学校

もしっかり時間を作って対策していってください。

進学先：熊本大学（理学部）
Q1: 受験勉強をするときに、一教科に集中しすぎて

Q3: 標準物理 為近和彦先生

他の教科をおろそかにしてしまっていたので、模試
の時に、勉強した教科は点が上がっているが、ほかの
教科が下がってしまい、全体でみると前回と変わら
なかったということが何度かあったので、まんべん

氏名 H.Y 君

なくやるべきだったと思った。サテラインは計画的

高校名 中津南高校 出身中学 上毛中学校

にみるべきだと思った。自慢できることは、勉強とは

進学先：熊本大学（工学部）

関係ありませんが、ポケモンウエハースのシールを

Q1: 僕の反省は、もっと早く受験勉強を始めていれ

全種類集めたことです。

ばよかったということです。僕は、2 年生の頃、3 学
期になって受験モードに入れとか言われても、まだ

Q2: 僕は入学した時からこの塾を利用していました。

早いと思ってあまり真剣に受験勉強をしませんでし

部活に入る前は、学校が終わってからすぐに塾へ行

た。なので、共通テストの一カ月前くらいになると時

き、課題をしたり勉強をしたりしていました。僕は家

間が足りずあたふたしていました。特に、共通テスト

に帰ると勉強のやる気がなくなるタイプなのでとて

は教科が多いので、やることが多く、もっと早くにす

もありがたかったです。部活に入ってからは、自習を

るべきだったと感じました。自慢できることは、最後

しに行くことは少なくなりましたが、塾の授業で、少

なくなった勉強時間をカバーすることができました。

い知識とか上手く利用すればするほど効率よく学べ

3 年になって部活が終わると、毎日塾で自習をする

ます。あとは自分の目標を人に公言することです。志

ようになりました。塾にはいろんな教材があるので、

望大学とかをいうのは少し恥ずかしかったり、バカ

とてもいい環境で勉強できました。僕は勉強が好き

にされるのではないかという怖さもあると思います

ではなかったので、受験モードに入るのが遅く、最初

が、周りの人はそんなこと思わないし、公言したほう

に目標にしていた大学には遠く及びませんでした。

が自分のやる気にもつながったりします。他には、途

部活後の気持ちの切り替えが一番大切だと思いまし

中で英検などの資格の勉強をするのも良いと思いま

た。これから受験勉強をする後輩は、ただがむしゃら

す。やはり、資格は受験で有利に働くことが多いし、

に勉強するのではなく、計画を立てたり、英単語や古

ゴールがあまり明確ではないところを目指すより、

文単語は毎日やるように習慣づけたりして、充実し

近くにあったほうがそこに向かって全力で取り組め

た 1 年間を送ってほしいです。途中で投げ出したく

ると思うからです。あとは最後まで諦めないことで

なるかもしれませんが、最後まであきらめずに頑張

す！何が起こるかわからないので、自分を信じて頑

ってください。応援しています。

張ってください。

Q3: 共通テスト古典

Q3: 共通テスト現代文 船口先生

氏名 A.R さん

氏名 K.H さん

高校名 中津南高校 出身中学 豊陽中学校

高校名 中津南高校 出身中学 三光中学校

進学先：大阪教育大学（教育学部）

進学先：大分大学（理工学部）

その他合格校：福岡大学（経済学部）

その他合格校：九州栄養福祉大学

福岡女学院大学（国際キャリア学部）

（リハビリテーション学部）

Q1: 私はもっと早くから本気になっていれば良かっ

Q1: 一年間の受験期を終えて、とにかく辛かったで

たと思いますが、それ以外でいうなら、得意科目を作

す。反省は、一度覚えたところが模試で定着していな

っておくべきだったなと思います。
全部の教科が 7、

いということに気づくのが遅かったことです。やは

8 割安定して取れるとか以外なら、何があってもこ

り、何度も復習、見直しをしないと、私は覚えること

の教科だけは 8、9 割取れるという教科を作っていた

ができなかったです。

ほうが、受験直前になって心に少し余裕をもたせて
くれると思います。
自分の良かったなと思うところは、後悔しなかっ
たところです。先生や親に自分の志望校ではないと

自慢できることは、塾が開いている日は、ほぼ必ず
通ったことです。毎日集中して勉強することは簡単
ではなかったけど、受験が終わった今は、合格でき
て、達成感でいっぱいです。

ころをすすめられることもあると思いますが、自分
がそこの大学に行きたいと思えるところを受験する

Q2: 毎月ある模試で、なかなか点が取れずに、悪い

ことも大事だと思います。

判定ばかりでモチベーションも下がりました。しか
し、私は 3 年から塾に通い、部活が終わると授業が

Q2: 勉強でわからないところがあれば先生や友達、

ない日も自習をするために通いました。塾に居ると、

先輩に積極的に質問するのが良いと思います。特に

やる気がなかったり、集中力が切れた時でも、周りの

少し難しいかもしれませんが、1、2 年生は先輩に聞

人の頑張っている姿を見て、何度も私も頑張ろうと

くのは結構おすすめです。先輩は自分たちの既習範

思えました。私にとって、塾の環境はとても良かった

囲以上のものを学んでいるので、簡単な解き方とか

と思います。共通テストでも判定は悪かったですが、

を知っているし、覚えたほうが良いところとか、新し

逆転のチャンスを信じて、一カ月間頑張ることがで

きました。これからの受験期は、毎日不安になった

氏名 小野 里桜

り、諦めそうになったりすることもあるかもしれな

高校名 中津南高校 出身中学 緑ヶ丘中学校

いけど、毎日の勉強や自分の努力を信じて頑張って

進学先：熊本大学（理学部）

ください。判定が悪くても、最後に 3 年間南高で学

その他合格校：福岡大学（理学部）

んだことが発揮できるように、充実した一年間にし
てください。応援しています！

岡山理科大学（理学部）
Q1: 私は、三年間ずっと英語が苦手で、受験直前で
も英語が不安でした。苦手な科目に向き合い、克服す
ることができれば、もう少し楽に受験にのぞめたと
思います。なので、私の反省は、苦手科目を疎かにし

氏名 麻生 菜月

ていたことです。また、自慢できることは、友達に恵

高校名 中津南高校 出身中学 緑ヶ丘中学校

まれたことです。私が大学に合格できたのは、友達や

進学先：宮崎大学（医学部）

先生方の励ましがあったからこそだと思います。

その他合格校：安田女子大学（看護学部）
福岡女学院看護大学（看護学部）

Q2: 高校に在学していた三年間、特に最後の一年は

Q1: 反省すべきことは、私大をちゃんと調べずに決

辛く苦しいことばかりだったけれど、共に頑張る友

めて、受験してしまったことです。私は進路を 3 年

達のおかげで楽しいこともありました。受験勉強は、

の 12 月に変更して、私大を決める時間が全然なく、

わからないところをわからないままにしないという

ほかの人からおすすめされた学校にしてしまったた

ことを意識して取り組みました。これは良い心がけ

め、自分でもっとちゃんと調べて決めるべきだった

だったと思います。

と思いました。自分がその学校に行っても後悔がな
いと思えるところを受験するべきだと思います。

これから大学受験にのぞむ皆さんに伝えたいこと
は、友達を大事にしてほしいということです。辛いと
きには友達と励まし合って、嬉しい時は一緒に喜び

Q2: まず、受験校と学部、入試科目をしっかり理解

合ってください！あと一喜一憂してもいいことない

して、どの科目にウェイトを置くかを考えておくこ

ので、成績が伸び悩んでも自分を信じて頑張ってく

とが大切だと思います。私は、3 年の 12 月に進路変

ださい。あと、為近先生の標準物理は本当におすすめ

更するまではずっと化学が必要で、自分の苦手科目

なので、ぜひ体験してみてください！！！！

だったので時間をかけていたのですが、急にいらな
くなったのでもったいなかったなと思いました。ま

Q3: 為近先生の標準物理

た、国・数・英、特に英語はちゃんとやっておくこと

きてないと思います！！

←これがないと、合格で

が大事です。英単語を覚えておいたらめちゃくちゃ
楽ですよ！！
あと、私は部活を途中でやめましたが、部活をやめ
てもすぐには成績が上がるわけではありません。な

氏名 A.S さん

ので、安易な考えでやめないほうが良いと思います。

高校名 中津南高校 出身中学 高田中学校
進学先：徳島大学（医学部栄養学科）

Q3: 黒目先生の現代文

Q1: 受験を終えて第一志望の大学に合格できたこと
はとても嬉しいです。そして、私の将来の夢である管
理栄養士になることにも一歩近づくことができまし
た。たくさん支えてくれた周りの人にはとても感謝
しています。自慢できることは、面接で自分の思いを
しっかり伝えることができたことです。
Q2: 入塾した時は数学が苦手でしたが、塾の授業を

通して、学校の授業でわからなかったところを解決

ることは、他大学への切り替えのはやさです。もし、

することができ、しっかり理解できるようになりま

合格できなくても、ほかの大学には頑張れば合格で

した。また、一階の自習室は自分の勉強に集中するこ

きると思えたことが、合格につながったと思います。

とができ、とても役立ちました。わからないところは
友達や先生に聞くことで、解決できました。

Q2: 私は、家で勉強ができなかったので、主に塾で

受験期は、きついときもあると思いますが、時には休

自習室を利用していました。サテラインも物理と化

んで、体調に気を付けながら頑張ってください。

学を取って、勉強しました。私は、サテラインを見始
めるタイミングが遅かったので、なるべく早く見始

Q3: 標準化学 亀田和久講師

めて、わからないところは何回も見ることをオスス
メします。塾の授業は数学と英語を受講していて、楽
しかったなと思います。勉強を楽しいと思うことは
大切だと思うし、終わったら時間はあっという間だ

氏名 N.S 君

と思うので人生で一番勉強する時期だと思って頑張

高校名 宇佐高校 出身中学 駅川中学校

ってください。あと、バランスを大切にしてくださ

進学先：大分大学（経済学部）

い。私は教科の偏りがすごかったので、共通テストで

その他合格校：日本文理大学（経済経営）

点が思うように取れませんでした。なので、バランス

Q1: まず進研模試などの大きなテストのやり直しを

重視で頑張ってください。応援しています。

怠ったことです。テストのやり直しは自分の弱点を
発見する近道なので、しっかりやり直しをすべきで

Q3: 物理

漆原先生 わかりやすかった。

した。また、第一志望の大学に必要な科目を調べずに
共通テストを受けたことです。

何度も見ると良い。
化学 亀田先生 面白かった。見やすい。

Q2: YouTube を一度見始めるとなかなかやめること
ができませんでしたが、塾で自習するようになって
からは、スマホを使用する時間が減ったため、休日は

氏名 H.S 君

ほぼ毎日塾に行きました。塾に行けば、わからない問

高校名 宇佐高校 出身中学 駅川中学校

題を友人や先生達が教えてくれたり、友人が勉強し

進学先：立命館アジア太平洋大学（国際経営学部）

ている姿を見ることでモチベーションを高められる

Q1: 自分は推薦だったので出願する際に志望理由書

ため塾を積極的に利用すべきだと思います。塾の先

や課題論文、プレゼンテーションを提出しないとい

生はとても親切に勉強を教えてくれ、丁寧に質問に

けなかった。それらが計画通りに進まなかったので

答えてくれるため安心して勉強をすることができま

提出（出願）期限にギリギリになった。もっと早く行

した。

動するべきだった。
Q2: 集中して勉強できた。応援しています。

氏名 T.R さん
高校名 高田高校 出身中学 高田中学校
進学先：島根大学（総合理工学部）
その他合格校：福岡大学（理学部）
Q1: 私は、第一志望大学に合格できませんでした。
しかし、前期で自分の得意としていた数学を生かし
た受験ができ、合格することができました。自慢でき

氏名 射場 士竜

な分野や得意な分野を自分の目標点まで上げられた

高校名 宇佐高校 出身中学 駅川中学校

ら、良い結果につながると思います。

進学先：宮崎大学（工学部）
その他合格校：福岡大学（工学部）
近畿大学（工学部）
Q1: 反省：共通テストで過去一番悪い点数を出して

氏名 佐藤 紗雪

しまったこと。嫌いな教科に手をあまりつけなかっ

高校名 安心院高校 出身中学 安心院中学校

たこと。

進学先：大分大学（教育学部）

自慢できること：E 判定からひっくり返しまし
た。英語力があまりなかったが英検二級を習得した
こと。

その他合格校：長崎外国語大学（外国語学部）
福岡女学院大学
Q1:結果として前期試験で合格できましたが、合格が
決まるまでの間、後期の対策で少し手を抜いてしま

Q2: 高校一年の時からなるべく時間が空いた時は塾

ったことです。受かるまでは最後まで全力で頑張る

に来て自習するようにしていました。高校二年では

ことをおすすめします。前期試験まで約一カ月間 、

部活のキャプテンをしながら勉強にも頑張ってきま

ひたすら英語とペーパーインタビューの対策をしま

した。高校三年となり、受験生となったときに高一の

した。英語のほうは時間を意識して解くことで、本番

頃から頑張ったこともあり、物理、数学は基礎がしっ

はスムーズに解くことができました。ペーパーイン

かりできたので特に困らなかった。

タビュー対策としては、教育に関する知識を身につ

また、わからないところがあると先生に質問して
いました。ここの塾では物・数・化の質問を受け付け

け、本番では対策でやったことのあるテーマが出て
しっかりと自分の考えを書くことができました。

ているので、わからないところはしっかり聞いて理
解するべきだと思います。
英検二級以上は取るべき！！（特に理系）

Q2: 5 年間この塾で学習してきて、着実に成績を伸ば
すことができました。塾の先生方のご指導のおかげ
で、数学、英語、国語の力をあげることができました。

Q3: 共通テスト化学、標準物理

特に苦手だった国語では添削指導のおかげで、少し
ずつコツをつかむことができました。得意だった英
語では、長文読解や英作文、リスニングなど、4 技能
をまんべんなく身につけることができました。共通

氏名 井上 碧

テスト本番では、理系科目で納得のいく点数が出せ

高校名 安心院高校 出身中学 安心院中学校

ず悔しかったですが、無事に大学に合格することが

進学先：北九州市立大学（文学部）

できて本当に良かったです。

その他合格校：福岡大学（歴史学部）
Q1: 日本史をもう少し詰め込めれば良かったと思い
ました。自慢できることは、英語のリーディングで
94 点を取れたことです。
Q2: 自分は数学が苦手でしたが、この塾に通って、
数学の授業を受けることで、授業を受けていない頃
の自分よりも数学の点数が取れるようになったと思
います。大学入学共通テストでも、だいたい平均点ぐ
らいを取れたので自分的には良い結果であったなと
感じます。後輩へのメッセージとしては、自分の苦手

後輩の皆さんへ、自分の行きたい大学へ進めるよ
うに後悔のないように日々勉強に頑張ってください。

期を乗り越えられたのも友人のおかげなので、一緒
氏名 I.M さん

に頑張れる友人を作るべきです。志望校合格に向け

高校名 高田高校

て頑張ってください。応援しています。

進学先：長崎大学（環境科学部）
Q1: 高校三年間、コツコツ積み重ねてきたことが良

Q3: 化学

亀田先生

い結果につながったと思います。スマホ依存はすぐ
に改善できるものではないので、早めにスマホから
離れるべきだったと思います。
氏名 K.M さん
Q2: 自習室で集中して勉強し続けたのがすごく良か

高校名 宇佐高校 出身中学 駅川中学校

ったです。自分でどうにもできない問題はすぐに先

進学先：福岡女子大学（国際文理学部）

生に質聞くべきです。どんなに考えてもできないの

その他合格校：中村学園大学（栄養科学）

は割り切ったほうが時間の無駄にならないと思いま

Q1: 反省

・早く志望校を決めなかったこと

す。近くに先生がいる環境を有効活用したもの勝ち

・授業中に寝てしまったこと

でした。

・苦手科目を早くつぶさなかったこと
自慢 ・人生で一番勉強したこと

Q3: 生物基礎は鈴川先生がわかりやすいです。

・共通テストで苦手教科の最高点を取っ
たこと
Q2: 私はこの塾に通っていたことが合格につながる

氏名

W.R さん

大きな要因だったと思います。私は、家で一人では勉

高校名 宇佐高校

強ができなかったけど、塾にはわからないところが

進学先：中村学園大学（栄養科学部）

あったら質問できる先生や一緒に勉強してくれる友

Q1: 受験を終えての反省は、苦手科目となかなか向

人がいて、勉強にしっかり取り組むことができまし

き合えなかったことです。早めに苦手科目をなくし

た。頼れる先生や一緒に勉強してくれる友人が大切

ていき、バランスよく勉強するべきでした。また、周

です。早急に探しましょう。

りよりも部活引退まで長く、受験勉強に遅れをとっ
たため、焦らないためにも 1、2 年生の頃からしっか
り勉強しておくべきでした。自慢できることは、自分
の将来としっかり向き合い、志望校に合格すること

氏名 Y.S 君

ができたことです。

高校名 高田高校 出身中学 高田中学校
進学先：徳島大学（理工学部）

Q2:1、2 年生のときは自習室を利用する機会が少な

その他合格校：広島工業大学（工学部）

くただ塾に来て授業を受けているだけでしたが、
3年

Q1: 一番は文理選択です。将来学びたいこと、仕事

生になって受験モードに入ると学校帰りに塾に来る

があるならそれに合った選択をすべきですが、大学

ことが日課になりました。塾は家で勉強するのとは

合格した後の話ですので、勝負できる方を選んだ方

違って、わからないところは先生や友人にすぐに聞

が良いです。また、将来のしたい事や大学調べはきち

け、またスマホやテレビなどの誘惑もないので自習

んとしたほうが良かった。

室での勉強はとてもはかどりました。個人的には受
験期の友人の存在はとても大きかったと感じていま

Q2: 私は夏期講習と 12、1、2 月という短い期間でし

す。同じ時間を共有し合いお互いを高め合うことで、

たが、M 先生にとてもお世話になりました。忙しい

勉強へのモチベーションにもつながりました。受験

のに無理をしてくださったり、サテライン等手厚く

サポートしていただきました。本当に感謝していま
氏名 K.H 君

す。
後輩の皆さんへ、大学受験は長く、辛く、先の見え

高校名 高田高校

ない戦いです。そして一番感じたことは「本番にいつ

進学先：鹿児島大学（工学部）

も通りの力を出せるか」です。本番一発勝負でラッキ

Q1: 受験を終えての反省はやはり、もっと勉強をし

ーだとしてもそこでうまくいった方が勝ちます。今

ておけば良かったと思いました。もう一年あれば、共

年の共通テストは過去最低の平均点で対策しても無

通テストで自分の目標点数を取れると感じたので、

理なものは無理な問題が出ます。
（時間がきつい）

そう思わないような勉強をしておけばよかったと思

緊張もあると思いますが、後悔のないようにできる

いました。

ことをすることが一番大切です。成績について、私は
3 年 6 月の点数を予想問題パック以外で超えること

Q2: 塾では楽しく数学を学べたと思います。共通テ

ができませんでした。必ず上がるわけではないです

ストでは数学は難化し、難化するのがわかっていて、

が、早くから人より勉強し続けたから合格できまし

勉強していたのに過去最低の点数を取ったのが悔し

た。ぜひ最後まで走りきるんだ！！という強い意志

く、先生に申し訳ないと感じました。このようになら

をもってこれからの受験頑張ってください！

ないために、後輩の方たちには今からでも間に合う
ので、まずは計画を立てて、それを行えるように努力

Q3: 漆原晃先生の物理、亀田和久先生の化学

してください。
Q3: 漆原先生の物理、亀田先生の化学

氏名

K.K 君

高校名 高田高校 出身中学 高田中学校
進学先：熊本大学（工学部）

氏名 宮本 大志

Q1: できるだけ早い時期に受験勉強を始めていたら

高校名 宇佐高校 出身中学 北部中学校

もっと楽だった。特に、数学と英語は、コツコツやっ

進学先：佐賀大学（理工学部）

ていたらよかった。自慢できることは、運の良さだと

その他合格校：福岡工業大学（情報通信学部）

思う。

Q1: 1 年生の頃から勉強する習慣をつけておけばよ
かった。学校の授業をもっと大切にするべきだった。

Q2: 私は半年間という短い期間でしたが、数学の力

自慢できることは、共通テストで足を引っ張った数

がとても向上しました。自習室はとても集中できる

学を、2 次試験で得意科目にするまで猛勉強したこ

ので、非常に役に立ちました。私が合格できたのは部

とです。

活動で培われた忍耐力、集中力があったからだと考
えます。部活動が大変な人もいると思いますが、その

Q2: 塾をかなり有効活用できたと思う。入るのは遅

経験は絶対に無駄ではないので頑張ってください。

かったけど、塾に入ってなかったら家で勉強できて
いないので、たくさん塾に来て勉強の習慣をつける

Q3: 亀田先生の化学

ことが大切だと感じた。模試の結果に一喜一憂せず
に、毎回の模試で安定して点数を取ったり伸ばして
いけるかを大切にしてほしい。後輩へのメッセージ。
最後まであきらめずに勉強することが合格へのカギ
だと思う。自分に自信を持って戦ってほしいです。
Q3: 化学

亀田先生

物理 漆原先生

卒業生が選ぶ
サテライン年間講座

第１位
標準物理

＜編集後記＞
大學受験館中津校 館長 寺一 浩二
受験を終え、今年も皆さんの先輩方がそれぞれ新たなス
テージへと巣立って行った。
この受験体験記に綴られていること・・・これらはまさに
受験を体験した諸先輩方の“生の声”。ほとんどが、どん
な言葉にも代わることのできない貴重かつ重みのある
ものだと私は思います。
現役合格を成し遂げるためにやるべきこと・・・それは、
や

の

先輩方が言っていることを忠実に遣って退けること！特
に、“反省していること”については、今これを読んでい
るほとんどの生徒が、今後直面し、経験することになる

（為近先生）

でしょう！受験とは過酷以外の何ものでもありません。

第２位
標準化学

なさい！そしてその強大な敵に立ち向かうのは、私で

きれいごと抜きで言えば、結果が全てです！そんな過酷
な状況に、今自分自身が曝されていることに早く気づき
も、友人でもありません。あなた自身が１人で立ち向かう
のです！ただ、後ろには保護者の方々、友人、我々講師
陣が付いています！努力は報われる…ではありませ
ん！報われるまでしっかり努力しなさい！
最後に…カルタス生徒！
絶対に現役で合格してみせなさい!!!

（亀田先生）

第３位
標準物理

＜編集後記＞
大學受験館宇佐校 館長 益永 文雄
大学受験は全国大会である。従って全員第一志望に合格
できるものでは当然ないし、上手くいかなかった人も大
勢いる。努力したものが全員報われるわけではないとて
も厳しい世界である。
この受験体験記を読んで皆さんはどう思っただろう。昨

（漆原先生）

年の先輩の姿を見て何を感じ取っただろう。結局大学受

現代文

結果として先輩方も反省すべき点、皆さんに伝えたい事

（黒目先生）

経験してもらいたい。自分をもっともっと磨いてもらい

験とは自分で体験してみないとわからないものであり、
がたくさんあるのであろう。
だからこそ悔いの残らない、全部出しきった大学受験を
たい。
才能は開花させるもの センスは磨くもの
私の好きな言葉です。全力でぶつかってみて下さい。全
力で支えますから。

※夏・冬の講習会では、様々な教科（先
生）を受講することで、ポイント（弱点や得
意）を絞った、効率的な学習ができます！

ここに書かれている経験や受験に対する熱が少しでも皆
さんに届くことを願うとともに宇佐校の自習室が人で溢
れかえるのを、そしてその先にある皆さんの現役合格を
切に願う。

2022-2023 大學受験館
現役アクティブコース時間割

土
時間/教室

A(18)

B(18)

C(8)

D(12)

14:00
～
15:00

教室横( )内数字は、各授業定員人数

火

曜日
時間/教室

木

A教室(18) B教室(18) D 教室(12) A教室(18) B教室(18)

17:30
～
18:50

19:20
～
20:40

高1
英語

高2
英語

20:50
～
22:10
※
※
※
※
※

水

高2
数学

高3
英語

高1
数学

高3
英語

高2
数学

高1
英語

C教室(8)

A教室(18) B教室(18) D 教室(12) A教室(18) B教室(18)

高1
英語
R＆L

高3
数学

高2
英語
R＆L

高1
数学

金

高3
数学

高3
英語
R＆L

高2
数学

高3
数学

高3
英語
R＆L

高1
数学

15:00
～
16:00
16:00
～
17:00
17:00
～
18:00

高1
数学

高1
英語
R＆L

高2
数学

C教室(8)

18:00
～
19:00

高3
数学

高2生…数学については、必要がれば文系および理系のコースでクラス分けを予定しています。
高3生数学…必要に応じて文理のクラス分けを検討します。その際に時間変更の可能性があります。
英語授業における、R：リーディング中心、L：リスニング中心の授業形態となります。
英語特講L＆Sは、英会話とのコラボ授業でリスニング・スピーキング力を養います。
高１・2生の土曜日特別講座および補講 は、週2回の授業を受講している生徒に限り開講します。
進研模試（全国模試）の演習をはじめ、英語については英検や入試に必要な英語4技能の対策を実施します。

19:00
～
20:00
20:00
～
21:00

サテライン

時間割

13:00
～
14:00
高3
英語特講

L&S

高1
英語特講

L&S

14：00
～
14：50

14：00
～
16：00

15：00
～
15：50

16:00～17：20

高1
数学
特講Ａ

高校
英語C
補講

高2
英語特講

L&S

16：30
～
17：20

16：00
～
18：00

17：40～19：00

高校
英語A
補講

高2
数学
特講A

19:20
～
20:40

19:20
～
21:20

18：00
～
20：00

高３

高校
英語B
補講

数学Ⅲ

21:00
～
22:00

20：00
～
22：00

土
時間/教室

３(20)

２(24)

教室横( )内数字は、各授業定員人数

火

曜日
時間/教室

3号教室(20)

水
2教室( 24)

3号教室(20)

木

2教室( 24)

金

3号教室(20) 2号教室(24) 3号教室(20)

2教室( 24)

18:00
～
19:20

19:40
～
21:00

21:10
～
22:30

14:00
～
15:00
15:00
～
16:00
16:00
～
17:00

高1
英語

高2
英語

高1
数学

高3
英語

高3
数学

高2
数学

高1
英語
R＆L

高2
英語
R＆L

高1
数学

高3
英語
R＆L

高3
数学

17:00
～
18:00
18:00
～
19:00

高2
数学

※ 高1･2生…必要に応じてクラス分けをする場合があります
※ 高3生…県大会後または必要時応じてクラス分けをする場合があります
※ 高１・２生の土曜日特別講座 および補講は、週2回の授業を受講している生徒に限り開講します。
進研模試（全国模試）の演習をはじめ、英語については英検や新入試に必要な英語4技能
の対策も合わせて実施します。

19:00
～
20:00
20:00
～
21:00
21:00
～
22:00

サテライン

時間割

13:00
～
14:00

14：00
～
16：00
16:00 ～ 17:20

高校
英語A
補講

高2
数学
特講

16：00
～
18：00

17:40 ～ 19:00

高校
英語B
補講

高1
数学
特講

19:20
～
20:40

19:20
～
21:20

高校
英語C
補講

高３
数学Ⅲ

18：00
～
20：00

20：00
～
22：00

最難関国立大学
東 京 大 学 １名
京 都 大 学 １名
大 阪 大 学 ５名
九 州 大 学 10名
神 戸 大 学 １名
難関国公立大学
横浜国立大学
東京学芸大学
広島大学
九州工業大学
熊本大学

１名
１名
６名
10名
10名

医・歯・薬学部
大分大学（医）
九州歯科大学

１名
１名

国公立大学
横浜市立大学

１名

千葉県立保健医療大学

１名

都留文科大学

２名

明治大学

５名

信州大学

８名

熊本県立大学

１名

中央大学

３名

静岡大学

２名

長崎大学

８名

法政大学

２名

県立広島大学

２名

長崎県立大学

６名

立教大学

１名

岡山県立大学

３名

宮崎大学

９名

青山学院大学

１名

島根大学
島根県立大学
鳥取大学

２名

宮崎公立大学

２名

１名

１名

宮崎県立看護大学

２名

東京理科大学
成蹊大学
専修大学
関西大学
同志社大学
関西学院大学
関西外国語大学
立命館大学
福岡大学
西南学院大学
産業医科大学

公立鳥取環境大学

山口大学
下関市立大学
山口東京理科大学

愛媛大学
高知大学
徳島大学
福岡教育大学
福岡女子大学
福岡県立大学

北九州市立大学 １１名

２名
佐賀大学
２名
１名
鹿児島大学
９名
11名
大分大学
24名
４名 大分県看護科学大学 １名
４名
名桜大学
３名

１名

最難関私立大学
慶應義塾大学 ２名
３名
早稲田大学
１名
上智大学

２名

東京理科大学(薬)

１名

３名

北里大学(薬)

１名

１名
２名
１名

立命館アジア太平洋大学

１名
２名
５名
10名
３名
９名
４名
46名
12名
１名
７名

私立大学 その他 多数合格

合格が証明するもの
それは、努力できる才能だ！

