
 

 

 

門司学園１２期生 

（令和３年３月卒業） 

～卒業生の声～ 
 

Ｐａｒｔ２ 

 

 

1.   福岡教育大学教育学部初等教育教員養成課程合格 

2.   熊本大学文学部総合人間学科合格 

3.   北九州市立大学経済学部経済学科合格 

4.   山口大学教育学部学校教育教員養成課程教科教育コース国語教育選修合格 

5.   奈良女子大学理学部化学生物環境学科化学コース合格 

6.   九州大学工学部Ⅳ群合格 

7.   北九州市立大学地域創生学群合格 

8.   九州大学理学部化学科合格 

9.   大分大学理工学部共創理工学科合格 

10. 北九州市立大学外国語学部国際関係学科合格 

11. 熊本大学薬学部創薬・生命薬科学科合格 

12. 九州大学医学部保健学科看護学専攻合格 

13. 九州大学工学部Ⅴ群合格 

14. 長崎大学経済学部経済学科合格 

  



🌸 🌸 

 

〇出身中学校      門司学園   中学校 

 

〇受験形態（どれかに〇をつけてください。）  

 

総合型選抜入試 ・ 学校推薦型選抜入試（ 指定校制 ・ 公募制 ） ・ 一般選抜入試 

 

 

〇質問（自由に記述してください｡） 

①門司学園の良いところは？ 

 中高一貫校のため中学生と高校生が関わることができ、コミュニケーションの幅が広がるところ。 

とくに、「門司学チューター」という高校生が中学生に勉強を教える取り組みに参加したときには門司

学園で良かったと感じた。 

 

 

②門司学園の進路指導において、最も自分のためになったことは？ 

 中学生の時から「門司学ライブ」という行事で様々な大学を知ることができ、自分の進路について早い

段階からしっかり考えることができたところ。また推薦入試の個人指導では、共通テストの勉強と両立

できるように先生方が時間や頻度を調整して下さったため、とても取り組みやすかった。 

 

 

③新入生へのメッセージ 

 私は、日々の授業や課題が受験に直接つながることを高 3 になってから実感しました。何事もコツコ

ツ積み重ねていくことが大切だと思います。進路実現に向けて頑張って下さい！ 

 

  



🌸 🌸 

 

〇出身中学校      門司学園    中学校 

 

〇受験形態（どれかに〇をつけてください｡） 総合型選抜入試 ・ 学校推薦型選抜 ・ 一般選抜 

                              （指定校制・公募制） 

 

〇質問（自由に記述してください｡） 

①門司学園の良いところは？ 

自然豊かで騒音が少なく、勉強に集中しやすい環境であること。 

 

 

②門司学園の進路指導において、最も自分のためになったことは？ 

添削指導です。特に小論文は苦手意識が強かったのですが、限られた時間の中でも何度も書き、的確な

アドバイスをして頂いたおかげで、本番に落ち着いて臨むことができました。 

 

 

③新入生へのメッセージ 

日々の積み重ねは何より大切です。後悔の無いよう、自分を信じて頑張ってください。 

  



🌸 🌸 

 

〇出身中学校     門司学園   中学校 

 

〇受験形態（どれかに〇をつけてください｡） 総合型選抜入試 ・ 学校推薦型選抜 ・ 一般選抜 

                              （指定校制・公募制） 

 

〇質問（自由に記述してください｡） 

①門司学園の良いところは？ 

 自然豊かで勉強に集中しやすいところ。 

 

 

②門司学園の進路指導において、最も自分のためになったことは？ 

 午後課外です。共通テストや大学の二次試験に向けて、過去問などで対策していただきました。共通テ

ストや二次試験を自信もって解くことができました。 

 

 

③新入生へのメッセージ 

 高校では中学の頃と違い勉強が難しくなったり、進路について具体的に考えないといけなくなります。

大変ですが、それ以上に友達と過ごす時間はとても楽しいです。３年間はあっという間に過ぎます。後

悔のないように全力で楽しんでください。 

 

  



🌸

🌸 

 

〇出身中学校     門司学園   中学校 

 

〇受験形態（どれかに〇をつけてください｡） 総合型選抜入試 ・ 学校推薦型選抜 ・ 一般選抜 

                              （指定校制・公募制） 

 

〇質問（自由に記述してください｡） 

①門司学園の良いところは？ 

 ・交通の音が少なく集中して勉学に励むことが可能なところ。 

・中学校の段階から様々な取り組み(弁論、夢コン、卒論等)があるところ。 

・生徒数が少ないことにより、先生方との距離が近いところ。 

 

 

②門司学園の進路指導において、最も自分のためになったことは？ 

 ・国語の記述添削 

・自分では気づかなかった間違いや補足をして頂いたこと。 

・記述解答の構成方法や解き方の悪い癖を教えて頂き、次へ繋げられたこと。 

 

 

③新入生へのメッセージ 

 ・毎日、復習することで着実に力となる。 

 

  



🌸

🌸 

 

〇出身中学校     門司学園    中学校 

 

〇受験形態（どれかに〇をつけてください｡） 総合型選抜入試 ・ 学校推薦型選抜 ・ 一般選抜 

                              （指定校制・公募制） 

 

〇質問（自由に記述してください｡） 

①門司学園の良いところは？ 

  静かな環境で勉強に集中できるところ。また、高校受験がないため早い段階で大学受験を意識し、時間

にゆとりをもって進路について考えることができること。 

 

 

②門司学園の進路指導において、最も自分のためになったことは？ 

  入試直前の対策講座です。 

 私は一般での受験だったので、共通テストを受けた後２月末に前期試験が控えていました。１２月～

１月にかけてはずっと共通テストに向けたマーク演習を行っていて、記述試験にうまく切り替えられ

るか不安でしたが、共通テストが終わった後、先生方はすぐに２次試験に向けた授業を始めてくださ

り、自分もすぐに気持ちを切り替えて前期の対策を始めることができました。おかげで約１ヶ月の短

い期間でしっかりと２次に対応できる力を身につけ、自信を持って試験に臨むことができました。 

 

 

③新入生へのメッセージ 

 １年生から普段の授業を大切にして、着実に基礎を固めていってください。 

３年生になると新しい内容を学習しつつ、同時に復習も行わなければならないので、時間がありません。

毎日やるべきことをきちんとこなし、３年間後悔が残らないように頑張ってください。 

 

  



🌸 🌸 

 

〇出身中学校     門司学園    中学校 

 

〇受験形態（どれかに〇をつけてください｡） 総合型選抜入試 ・ 学校推薦型選抜 ・ 一般選抜 

                              （指定校制・公募制） 

 

〇質問（自由に記述してください｡） 

①門司学園の良いところは？ 

  6年間を通してお互いに高め合える友達ができること。 

 

 

②門司学園の進路指導において、最も自分のためになったことは？ 

 先生方が前向きな言葉をかけてくださること。意志が弱く、やる気が長続きしない私には、大きな支え

となりました。 

 

 

③新入生へのメッセージ 

 できないことはないです。一度、全力で取り組んでみてください。 

 

  



🌸 🌸 

 

〇出身中学校     門司学園    中学校 

 

〇受験形態（どれかに〇をつけてください｡） 総合型選抜入試 ・ 学校推薦型選抜 ・ 一般選抜 

                              （指定校制・公募制） 

 

〇質問（自由に記述してください｡） 

①門司学園の良いところは？ 

 のびのびと学習できるところです。基礎から頑張りたい人も発展内容を学びたい人も、普段の授業に

加えて朝課外や午後課外があることによって、自分に必要な科目を自分に合ったレベルで学ぶことが

できます。先生方に質問に行っても丁寧に教えてくださるし、普段の学習状況をチェックしてサポート

してくださいます。 

 

 

②門司学園の進路指導において、最も自分のためになったことは？ 

門司学園には「夢を語るコンテスト」があり、進路実現に向けて考える機会がたくさんあります。しか

し夢コン後も私にはずっと将来の夢というものがなく、考えるだけ不安になっていました。担任の先生

が多忙の中、私の話を長時間聴いてくださり、進路について私以上に考えてくださったことで自分の適

性や本当にやりたいことがわかってきました。他にも、毎日入試対策の指導をしていただいたことやた

くさんの先生方が声をかけて応援してくださったことは、合格できた大きな要因だと思います！！ 

  

 

③新入生へのメッセージ 

門司学園は良くも悪くも自分次第で変わることができる環境です！私は自分に対する甘さゆえに、悪

い方向に変わってしまった人間です…。とはいえ、門司学園の先生は落ちこぼれた私に対しても、最後

の最後まで見放すことなく熱心に指導してくださいました。 

高校の 3年間は中学の 3年間よりずっとずっと短いです。今やらなければならないことは何かを常に

考えて、後悔のない 3年間を門司学園で送ってください！！応援しています☆ 

 

 

  



🌸 🌸 

 

〇出身中学校     門司学園    中学校 

 

〇受験形態（どれかに〇をつけてください｡） 総合型選抜入試 ・ 学校推薦型選抜 ・ 一般選抜 

                              （指定校制・公募制） 

 

〇質問（自由に記述してください｡） 

①門司学園の良いところは？ 

 静かで勉強に集中できる環境にある。 

中学と高校が一緒に行事をするので活気がある。 

 

②門司学園の進路指導において、最も自分のためになったことは？ 

 ・門司学ライブ 

  大学の先生が講義に来てくださるので自分の進路決定にとても役立ちました。面白い話をしてくれ

る先生が多いです。 

 

 

③新入生へのメッセージ 

 高 1、2年の時期は、英単語・熟語・文法を勉強しておくと大学受験が楽になります。 

頑張ってください！ 

 

  



🌸 🌸 

 

〇出身中学校     門司学園   中学校 

 

〇受験形態（どれかに〇をつけてください｡） 総合型選抜入試 ・ 学校推薦型選抜 ・ 一般選抜 

                              （指定校制・公募制） 

 

〇質問（自由に記述してください｡） 

①門司学園の良いところは？ 

中学校の早い時期から将来について考える機会があることです。進路を本格的に考える高校２、３年ま

での間に何度も考えることができたので、私は自分の本当にしたいことを見つけることができました。 

 

 

②門司学園の進路指導において、最も自分のためになったことは？ 

多くの先生方が私の意思を尊重して進路指導をしてくださったことです。私は共通テスト後に進路に

ついてすごく悩みました。しかし、先生方が私の意思を尊重してくださったおかげで自分の思うように

勉強を進めることができ、モチベーションを維持することができました。門司学園は生徒のことを１番

に考えてくださる先生方が多く、とても勉強しやすい場所だと思います。 

 

 

③新入生へのメッセージ 

私は、いろいろなことを理由にして苦手なことを避けてしまい、今でもたくさんの後悔があります。し

かし、自分が何をしたいのかを具体的に考えるようになってからは「この教科は苦手だけど、将来やり

たいことをするために…」と思うようになり頑張れるようになりました。だから私は、何をしたいかを

具体的に考えることが、今自分がどれだけのことを我慢できて、どれだけのことを頑張れるかにつなが

ると思います。これからの高校生活頑張ってください！！ 

 

  



🌸 🌸 

 

〇出身中学校     門司学園    中学校 

 

〇受験形態（どれかに〇をつけてください｡） 総合型選抜入試 ・ 学校推薦型選抜 ・ 一般選抜 

                              （指定校制・公募制） 

 

〇質問（自由に記述してください｡） 

①門司学園の良いところは？ 

 一生懸命になれる人がたくさんいるところ。行事や学校生活、勉強面でみんなひたむきに頑張る雰囲

気がある。それに加えて、先生が情熱的でいらっしゃるところ。 

 

 

②門司学園の進路指導において、最も自分のためになったことは？ 

 担任の先生との個人面談。ぼんやりとしか決めていなかった進路が、先生と話していくうちに段々明

確になっていくのが分かった。現実も知ることができ、その時間を通して進路に対する意識が変わった

気がする。 

 

 

③新入生へのメッセージ 

門司学園は、生徒の理解を大切にしてくださる先生方で溢れ、共に切磋琢磨しあえる仲間が集まる学校

です！貴重な 3 年間をここで過ごす価値はあると思います。あっという間に過ぎてしまうので置いて

かれないように頑張ってください！  

 

  



🌸 🌸 

 

〇出身中学校     門司学園    中学校 

 

〇受験形態（どれかに〇をつけてください｡） 総合型選抜入試 ・ 学校推薦型選抜 ・ 一般選抜 

                              （指定校制・公募制） 

 

〇質問（自由に記述してください｡） 

①門司学園の良いところは？ 

静かな環境で、集中して勉強に取り組むことができるところです。 

 

 

②門司学園の進路指導において、最も自分のためになったことは？ 

希望進路に合わせて勉強のアドバイスをいただいた事です。自分のやり方で大丈夫なのか不安だった

ので、先生方の指導はすごく心強かったです。 

 

 

③新入生へのメッセージ 

日々の授業をしっかりと聞き、基本を身につけていれば、受験勉強も焦ることなく取り組むことができ

ます。 

 

  



🌸 🌸 

 

〇出身中学校     門司学園    中学校 

 

〇受験形態（どれかに〇をつけてください｡） 総合型選抜入試 ・ 学校推薦型選抜 ・ 一般選抜 

                              （指定校制・公募制） 

 

〇質問（自由に記述してください｡） 

①門司学園の良いところは？ 

一つは、中高一貫であることです。私は人と仲良くなるのに時間がかかるタイプなのですが、6年間と

いう長い時間があったからこそ、たくさんのかけがえのない友人を作ることができました。 

もう一つは、自然が豊かなところです。このことに卒業してから気付きました。特に好きだったのは、

夜の月です。遅くまで部活や勉強を頑張った後、友達ときれいな月を見るとリラックスできたり、前向

きな気持ちになれたりしました。 

 

 

②門司学園の進路指導において、最も自分のためになったことは？ 

私が問題を解いて提出すると、先生方がとても丁寧に添削をして分からないところは分かるまで教え

てくださったことです。特に化学はたくさん教えていただきました。添削を始めた１０月の段階で、私

は模試での化学の点数が４０数点しかありませんでした。しかし先生と一緒に頑張った結果、共通テス

ト本番では点数がほぼ２倍になり、二次試験も不安なく受けることができました。 

 

 

③新入生へのメッセージ 

高校１年生のうちから自分の目標を決めてコツコツ頑張ることが大切です。授業を受けたらその日の

うちに復習するのが一番ですが、高校１・2年生の間は部活や習い事、あるいは家庭の事情でそれが難

しいこともあると思います。せめて普段の授業をしっかり受けて、先生から出された課題や、定期考査

に向けた学習には真剣に取り組みましょう。習ったときにきちんと理解していれば、時間がたって忘れ

てしまっても少し復習すればすぐに思い出せます。高校三年生になったとき、あまり苦労しないで済む

はずです！やるべきことはきちんとやって、楽しい門司学園生活を送ってください。 

 

  



🌸 🌸 

 

〇出身中学校     門司学園    中学校 

 

〇受験形態（どれかに〇をつけてください｡） 総合型選抜入試 ・ 学校推薦型選抜 ・ 一般選抜 

                              （指定校制・公募制） 

 

〇質問（自由に記述してください｡） 

①門司学園の良いところは？ 

中高一貫校だから、中学のうちから高校の学習内容や部活動に触れる機会があることです。また、進路

指導室には参考書が豊富にあり、赤本は最新のものが発売され次第、更新されています。 

 

 

②門司学園の進路指導において、最も自分のためになったことは？ 

後期に受験する大学選びの際に、合格する可能性の高い偏差値帯で大学にこだわるのか、学部にこだわ

るのか、最大限自分の希望に沿えるように複数の大学を提示してくださったことです。 

 

 

③新入生へのメッセージ 

門司学園は学習、部活動両面において環境が整っているので、自分の努力次第でいくらでも伸びること

ができます。先生たちは惜しまず協力してくれるので、困ったことがあればどんどん先生に相談して良

いと思います。 

 

  



🌸 🌸 

 

〇出身中学校     門司学園    中学校 

 

〇受験形態（どれかに〇をつけてください｡） 総合型選抜入試 ・ 学校推薦型選抜 ・ 一般選抜 

                              （指定校制・公募制） 

 

〇質問（自由に記述してください｡） 

①門司学園の良いところは？ 

 中高一貫なので、仲間たちと親睦を深めることができる。 

 イベントの規模が大きい。 

 

 

②門司学園の進路指導において、最も自分のためになったことは？ 

 しっかりとした助言や指導をしてくだり、様々な進路先を示してくださったこと。 

 

 

③新入生へのメッセージ 

門司学園には、“良い”先生が多くいらっしゃいます。 

その先生方のお力添えを得ることができたら、確実に進路実現に近づきます。あとはどれだけ上手に自

分自身がインプットしたものをアウトプットできるかです。周りにいる高得点の人に聞いてみるとい

いかもしれません。 

 

 

 

 


