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大学に進学した先輩からのメッセージメッセージ

山田  昇太 さん（琉球大学　医学部　医学科）

　受験を乗り越えて、沢山の人達に支えられてきたことを痛感しました。正直に言うと楽しくないことが多

いとは思いますが、私は勝負時に力を出せる自信と根性を身につけるつもりで勉強を頑張っていました。辛

い時は先生に頼ることも大切です。成績が良くても悪くても手を抜かず、諦めずに出来るだけ楽しんで欲し

いと思います。最後に、親にはいい事も悪いことも報告しましょう。必ず力になってくれるはずです。

豊島  純斗さん（千葉大学　理学部　数学•情報数理学科）

　自分の行きたい大学に行くのは簡単じゃないと思います。僕も受験は大変でした。でもその分合格した時

は嬉しかったし、今も楽しく大学生活を過ごせています。全力で受験に向かうことができた時間は、絶対に

それからの自分の自信になると思います。自分の進路を自分で掴み取ってください。残りの高校生活を楽し

むことも忘れずに！みなさんの大学進学、応援しています！

佐久本 真希 さん（沖縄国際大学　総合文化学部　日本文化学科）

　大学進学を考えている後輩の皆さんへ。大学について、これは私の体験談になるのですが、まず視野が広

くなります。百人近くの学生が学年関係なく同じ教室にいる環境は今までになく、とても良い刺激になります。

そして、同じ目標を持った仲間と出会えます。大学で出会った仲間とは協力し合いながら多くの課題に取り

組んできたお陰か、繋がりの強さを感じています。このメッセージが後輩皆さんの大学進学に向けて、少し

でも後押しするものになれば嬉しいです。

崎原  永都 さん（横浜国立大学　教育学部　学校教育課程　人間形成コース　心理発達専攻浜）

　大学進学を考えている後輩達へ…大学は自由です！自分次第で大きく人生を変えることが出来る場所だと

思います。だからこそ、大学でこうなりたい！こういうことをしたい！そんな強い思いがある人ほど勉強に

おいても、推薦等の試験においても強いと思います。勿論今やりたいことが明確でない人でも大学で何かに

挑戦して道をひらく！そんな抽象的で熱い思いがあれば十分です！理想を諦めないで。自分の閃きや発想、

理想を全力で追える人。そんな人が次世代に必要だと私は強く思います。共に理想の自分を全力で追い掛け

ましょう (^-^)

久高  大輝 さん（北九州市立大学　外国語学部　英米学科）

　自分は北九州市立大学に通っていますが、ここの大学は九州各地を主にたくさんの地域から人が来るので

方言や文化の違いがあって、学生同士で会話をするのがとても楽しいところです。大学は今までと違い、時

間割を自分で決めたり、一人暮らしで何もかも自分でしないといけず、大変なことも沢山ありますが、それ

以上に自分の好きな学問を中心に学んで、部活に取り組んで好きなことに取り組める時間が増えるのでとて

も充実した生活が送れています。受験勉強はたいへんですが、その先にきっと楽しい学生生活が待ってると

思いますので頑張って下さい！

【国立大学】
千葉大学／横浜国立大学／京都教育大学／琉球大学（医学部医学科含む）

【公立大学】
横浜市立大学／兵庫県立大学／北九州市立大学／名桜大学

※【私立大学】【専門学校】【高等学校】はホームページ（やいま塾 .com）にてご覧ください。

　ホームページURL  http://xn--n8j5fqa2502b.com/    QR コード

【小学生対象】  キッズ英語クラス（小1～小6）
　　　　　　  会話、ゲームを中心に、楽しみながら英語を学びます。

【中学生対象】  中1～3年クラス
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　　　　　　  の指導も行います。
　　　　　　  ※その他、特殊な入試形式の方はご相談ください。
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　　　　　　　数的推理や判断推理など公務員試験特有の分野を中心に、2次の論
　　　　　　　 文（作文）や面接にも対応します。
　　　　　　   資格試験対策も対応できるものがありますので、詳細をご希望の方は
　　　　　　　 ご連絡ください。
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　川口　和花   （京都教育大学）

　楽な道を選ばず、自分の行けるところではなく、自分の行きたいところに行ってください。頑張った分、合格

した時の喜びは大きくなります。受験シーズンは不安や緊張など自分の中で様々な葛藤があると思います。私

自身、家族や友達、先生方に励まされながらなんとか乗り越えることができました。時間は限られているので悔

いのないように！応援しています＾＾

　今日私が話したことはほんの一部でしかないですが、少しでも参考になればと思います。お忙しい中、この講

演会に足を運んでくださりありがとうございました。

　仲舛　菜々子   （産業能率大学）

　今日は、お話を聞いてくださりありがとうございます。私の話が少しでも皆様の力になっていると嬉しいで

す。AO入試の試験方法は、思っている以上にけっして簡単ではありません。しかし、試験内容が難しくても、何

事にもまずは挑戦してみて頑張ってください。AO入試は、時期が早いことが多いため、早く決まれば大学に入

学するまで十分に準備ができます！諦めずに最後まで頑張ってください！！！辛くなった時にすると良いこ

と★

　･課題などから一回離れてなぜ自分がこんなに追い込まれてでも頑張ろうとするかを考える

　･好きな事をする

　･先生に相談してアドバイスもらう

　野嵩　直哉   （大阪人間科学大学）

　今日は足を運んでいただきありがとうございました。

　今回の話で焦った方もいると思いますが、計画的にやっていけば、これからの学校生活も受験も両立して楽

しくやっていけると思います。そして、もし自分の受験が終わったら是非、周りの仲間のことも気にかけてあげ

て、ともに乗り越えてあげてください。仲間がいたらまだ受験が終わっていない人にとって、とても心強いと思

います。受験は誰もが通る道です。あまり気負いせず頑張ってください。そして、今日の自分の話が役に立って

くれたら嬉しいです。

　宮良　香帆  （名桜大学）　

　今回は私たちの受験体験談を聞いていただき本当にありがとうございました。

受験は自分との闘いとよく言いますが、私は受験の一番大切なことは自分をよく知ることだと思います。何故

自分がこの道を決めたのか、何を目指しているか、しっかりと自分の目標や夢を明確化することで辛くてめげ

そうになった時も立て直すことができます！一番の応援団はあなたの隣にいます！たくさん悩んで相談して

自分にとってベストな進学先を見つけてください。あなたが島から飛び立つ新しい春に花が咲くことを願って

います。

第 2 回  大学進学への道
〜先輩が語る夢への第一歩〜

～講話者あとがき～

川口　和花（国立京都教育大学／大阪大谷大学）
仲舛　菜々子（産業能率大学）
野嵩　直哉（大阪人間科学大学）
宮良　香帆（公立名桜大学／朝日大学）

《相談コーナー参加》
亀田医療大学／関東学院大学／岐阜女子大学／産業能率大学／北部看護学校　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
《スライド・動画参加》
朝日大学／岡山理科大学／九州看護福祉大学／熊本保健科学大学／四国大学／城西国
際大学／徳島文理大学／長崎国際大学／名桜大学

《資料参加》
大阪大谷大学／太田アカデミー／熊本マリスト学園／ハンズコム／沖縄デーアール／
まなびシード／ミライ塾／学びエイド／イーボード

郷土芸能／八重山高校剣道部／ダンス／カラーガードなど

<休憩 >

< 休憩 >
以降、各大学相談コーナーにて個別相談対応
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理想を全力で追える人。そんな人が次世代に必要だと私は強く思います。共に理想の自分を全力で追い掛け

ましょう (^-^)

久高  大輝 さん（北九州市立大学　外国語学部　英米学科）

　自分は北九州市立大学に通っていますが、ここの大学は九州各地を主にたくさんの地域から人が来るので

方言や文化の違いがあって、学生同士で会話をするのがとても楽しいところです。大学は今までと違い、時

間割を自分で決めたり、一人暮らしで何もかも自分でしないといけず、大変なことも沢山ありますが、それ

以上に自分の好きな学問を中心に学んで、部活に取り組んで好きなことに取り組める時間が増えるのでとて

も充実した生活が送れています。受験勉強はたいへんですが、その先にきっと楽しい学生生活が待ってると

思いますので頑張って下さい！

【国立大学】
千葉大学／横浜国立大学／京都教育大学／琉球大学（医学部医学科含む）

【公立大学】
横浜市立大学／兵庫県立大学／北九州市立大学／名桜大学

※【私立大学】【専門学校】【高等学校】はホームページ（やいま塾 .com）にてご覧ください。

　ホームページURL  http://xn--n8j5fqa2502b.com/    QR コード

【小学生対象】  キッズ英語クラス（小1～小6）
　　　　　　  会話、ゲームを中心に、楽しみながら英語を学びます。

【中学生対象】  中1～3年クラス
　　　　　　 定期テスト、各種検定、高校入試対策を中心に、5教科（英語、国語、    
　　　　　　  数学、理科、社会）対応します。

【高校生対象】  高1～3年クラス
　　　　　　  大学・専門学校受験、各種検定対策を中心に、5教科（英語、国語、数学、
　　　　　　  理科、社会）対応します。
　　　　　　  センター試験や一般試験の学科指導のほか、志願理由書の作成、小論   
　　　　　　  文や面接、プレゼンテーション、ディベート、ディスカッションなど
　　　　　　  の指導も行います。
　　　　　　  ※その他、特殊な入試形式の方はご相談ください。

【社会人対象】　公務員試験クラス
　　　　　　　数的推理や判断推理など公務員試験特有の分野を中心に、2次の論
　　　　　　　 文（作文）や面接にも対応します。
　　　　　　   資格試験対策も対応できるものがありますので、詳細をご希望の方は
　　　　　　　 ご連絡ください。

◇授業内容◇◇授業内容◇

◇合格実績◇◇合格実績◇



大学進学への道大学進学への道

第１部 先輩たちの合格体験談

第２部 大学進学情報紹介

第３部 芸能披露会

石垣市大川 41-5　TEL：82-7660

〜先輩が語る　　への第一歩〜夢夢
日時 ▶ 平成 30年２月17　日（土）日時 ▶ 平成 30年２月17　日（土）

開場14：00　開会 14：15　
石垣市商工会ホール
開場 14：00　開会 14：15　
石垣市商工会ホール

日時 ▶ 平成 30年２月17　日（土）日時 ▶ 平成 30年２月17　日（土）
開場14：00　開会 14：15　
石垣市商工会ホール
開場 14：00　開会 14：15　
石垣市商工会ホール

第 2 回第 2 回

合格の秘訣、　　教えます★

合格の秘訣、　　教えます★

合格の秘訣、　　教えます★

合格の秘訣、　　教えます★

入場

無料

進学で未来をひらこう !!進学で未来をひらこう !!

ホームページ

E-mail:yaima-jyuku@dt.rmail.ne.jpE-mail:yaima-jyuku@dt.rmail.ne.jp

公務員試験等各種資格試験対策公務員試験等各種資格試験対策

★指導内容★

（高校生、既卒生、社会人クラス）

★指導内容★

（高校生、既卒生、社会人クラス）

大学受験（学科、小論文、面接）AO•推薦入試対応大学受験（学科、小論文、面接）AO•推薦入試対応

詳細は、http://www. やいま塾 .com詳細は、http://www. やいま塾 .com

パンフレット制作・印刷 ：              ノードプレス　石垣市字石垣159番地 2F　☎（0980）88-6588


