
 
門司学園１１期生 

（令和２年３月卒業） 

～卒業生の声～ 

 
１． 大阪大学文学部人文学科合格 

２． 大分大学医学部看護学科合格 

３． 山口大学教育学部美術教育専修合格 

４． 福岡県立大学人間社会学部人間形成学科合格 

５． 山陽小野田市立山口東京理科大学工学部応用化学科合格 

６． 九州工業大学情報工学部３類合格 

７． 九州工業大学情報工学部２類合格 

８． 北九州市立大学地域創生学群合格 

９． 熊本大学法学部法学科合格 

１０． 福岡県立大学看護学部看護学科合格 

１１． 北九州市立大学経済学部経済学科合格 

１２． 福岡教育大学教育学部初等教育教員養成合格 

１３． 北九州市立大学外国語学部英米学科合格 

１４． 北九州市立大学外国語学部英米学科合格 

１５． 北九州市立大学経済学部経済学科合格 

https://www.irasutoya.com/2013/11/blog-post_27.html
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○出身中学校      門司学園    中学校 

 

○受験形態（どれかに○をつけて下さい。）  AO入試  ・   推薦入試  ・  一般入試 

 

○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？ 

 先生方が生徒一人一人に合った指導をしてくださるところ。進路指導に関する情報もたくさん調べてくださる

など、面倒見のよい先生が多いと思います。 

  

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？ 

 小論文の添削指導。元々小論文には苦手意識がありましたが、指導のなかでたくさんの書き方のコツやアドバ

イスを頂き、それを本番で生かすことができました。 

 

③新入生へのメッセージ 

 私は３年生の８月まで部活動を続けてきましたが、部活動を引退してからではなく１年次から少しずつでも勉

強に取り組めば、夢は叶うと思います。自分の可能性を信じて頑張って下さい。  
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○出身中学校       門司学園   中学校 

 

○受験形態（どれかに○をつけて下さい。）  AO入試  ・   推薦入試  ・  一般入試 

 

○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？ 

 中高一貫校であるため、中学の頃から大学受験を見据えた勉強ができるところ。 

 また、受験対策の際には、先生方がとても親身になって指導して下さるので、受験に対する不安も解消され、

本番にも思い切り臨むことができました。 

 

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？ 

 私は人前で話すことが苦手で、推薦入試の面接に対して大きな不安を抱いていました。しかし、先生の指導の

おかげで一歩前進することができました。 

 私の面接対策をして下さった先生は、面接練習の際、先にアドバイスを言わず、生徒自身でその面接について

見直す時間を作ってくださいました。それを言葉にして、先生に説明するという練習を繰り返していたら、自

分の欠点に気がつくことができ、次第にスムーズに話せるようになりました。大切なことに気づかせてくださ

った先生に感謝の気持ちでいっぱいです。 

 

③新入生へのメッセージ 

 高校生活は楽しいことがたくさんありますが、時にはつらいこと、悲しいこともあると思います。「自分は一生

懸命頑張っているのに報われない。」そう思うこともあるかもしれません。しかし、何事にも全力でいたら、誰

かがその姿を見てくれています。いつか絶対自分の将来に繋がります。私は大学受験を経験してそのことを実

感しました。慣れない高校生活に初めは戸惑うこともあるかもしれませんが、人生一度きりの高校生活、悔い

のないよう色々なことにチャレンジして楽しんで欲しいです。全員が自分の進路を実現できることを願ってい

ます。 
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○出身中学校      門司学園    中学校 

 

○受験形態（どれかに○をつけて下さい。）  AO入試  ・   推薦入試  ・  一般入試 

 

○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？ 

 生徒や先生が明るく仲が良いところ。 

 私は二次試験が実技であったため、皆と一緒に頑張ることが出来ず不安でしたが、学校で明るい皆と過ごすこ

とで、気分も晴れて一年間の受験生活を乗り越え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？ 

 １，HRでの１分間スピーチ 

   毎日一人ずつテーマ（自己 PR、趣味、おすすめ勉強法など）に沿った内容を１分間にまとめて発表する

ことで、自己 PRの練習やコミュニケーション能力の養成につながったと思います。 

 ２，門司学チューター 

   教師を目指す私にとって、月に１度中学性に勉強を教えることは、家庭教師のような感じで貴重な体験で

した。 

 

③新入生へのメッセージ 

 門司学園では、勉強だけではなく、体育大会や学園祭など盛り上がる行事もたくさんあります。 

 ３年後の進路実現に向けて、楽しい高校生活を送って下さい。 
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○出身中学校       門司学園   中学校 

 

○受験形態（どれかに○をつけて下さい。）  AO入試  ・   推薦入試  ・  一般入試 

 

 

○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？ 

 自然豊かな環境の中にあり。６年間を通して伸び伸びと過ごすことができます。 

 また、６年間同じ仲間といることで、時にはぶつかり合うこともありますが、 

その分、行事や受験勉強には熱が入り、協力して取り組むことができます。 

  

 

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？ 

 私は推薦入試を受けたので、一般入試との勉強の両立が大変でしたが、 

先生方が毎日熱心に小論文やディスカッション、英語の指導をして下さったおかげで、 

時間を分けて集中することができました。 

 また、受験勉強を通して、様々な場面で考えることや時間の管理が身につきました。 

 

③新入生へのメッセージ 

 私は高校２年間、定期テストの時しか勉強をしておらず、受験勉強を始めたときにとても後悔しました。 

単語や数学の公式だけでも、なるべく早く覚えておくことが大切だと思います。 



5 

 

 

○出身中学校       門司学園   中学校 

 

○受験形態（どれかに○をつけて下さい。）  AO入試  ・   推薦入試  ・  一般入試 

 

○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？ 

 海に近いところです。 

  

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？ 

 １人１人に手厚く指導してくれます。 

 実験を実際に行うことができたので、面接で安心して具体的な説明をすることができました。 

 

③新入生へのメッセージ 

 周りに流されずにがんばってください。 
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○出身中学校      福岡教育大学附属 小倉 中学校 

     

○受験形態（どれかに○をつけて下さい。）  AO入試  ・   推薦入試  ・  一般入試 

 

○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？ 

 同じ校舎内に、中学生、高校生がいるので、コミュニケーションの幅が広がることです。 

  

 

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？ 

 高校１年生の時に実施された「夢を語るコンテスト」で、１年生の段階から自分の将来について考えられ、 

 目標設定を明確にすることができました。 

 

③新入生へのメッセージ 

 勉強も趣味も部活動も一生懸命頑張れば、楽しい高校生活を送ることができると思います。 

 がんばってください！ 
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○出身中学校       門司学園   中学校 

     

○受験形態（どれかに○をつけて下さい。）  AO入試  ・   推薦入試  ・  一般入試 

 

○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？ 

 自然に囲まれていて、周りが静かなため勉強に集中できるところ。 

 面接指導を丁寧に行ってくれる。 

  

 

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？ 

 門司学ライブや大学からの出張説明会など、自分の進路を見つめ直し、視野を広げられる行事がすごく良い経

験になりました。また、推薦指導では各教科の先生方が全面的に協力して下さり、すごく助かりました。 

 

③新入生へのメッセージ 

 勉強をする際、周囲の雰囲気や環境はすごく大切です。ただ、必ずしも勉強に集中できる状況にない時もあり

ます。周りに流されず、自分の意志をしっかりともって勉学に励んで下さい。 
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○出身中学校       飛 幡    中学校 

 

○受験形態（どれかに○をつけて下さい。）  AO入試  ・   推薦入試  ・  一般入試 

 

○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？ 

 ある程度やりたい事ができる、自由なところ。 

  

 

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？ 

 志望理由書の指導がよかったです。 

 

 

③新入生へのメッセージ 

 何事も自分で考えて行動するようにして下さい。３年生になって、AO 試験や推薦入試の時に生きてきます。 

 センター試験（共通テスト）だけが全てではないです。AO試験や推薦入試もやるべきことをきちんとやれば

合格できます。頑張って下さい。  
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○出身中学校       守恒   中学校 

 

○受験形態（どれかに○をつけて下さい。）  AO入試  ・   推薦入試  ・  一般入試 

 

○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？ 

 自然が豊かなところです。 

  

 

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？ 

 面接指導を丁寧にしていただきました。 

 

③新入生へのメッセージ 

 がんばってください！！ 
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○出身中学校       門司学園   中学校 

○受験形態（どれかに○をつけて下さい。）  AO入試  ・   推薦入試  ・  一般入試 

 

 

○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？ 

 行事を中１から高３の６学年で行うため、中高で交流する時間を多く取ることができ、 

 中高関係なく親睦を深めることできます。 

 また、門司学園中学校以外の生徒も門司学園中学校出身の生徒とすぐに仲良くなることができます。 

  

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？ 

 先生が１人１人に対して、しっかり向き合ってくださるので、 

自分の苦手な所を見つけ、克服することができました。 

 

③新入生へのメッセージ 

 高校生活は楽しいですが、時間はあっという間に過ぎてしまうので、しっかりと勉強してください。 

 私は高３まで進路がはっきりしていませんでしたが、いろいろな人に相談して進路を決めることができました。 

 困ったときは周囲の人に相談すると良いと思います。 
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○出身中学校       門司学園   中学校 

 

○受験形態（どれかに○をつけて下さい。）  AO入試  ・   推薦入試  ・  一般入試 

 

○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？ 

 話し方や言葉遣いなど基本的なところを指導してもらえたこと。 

 

③新入生へのメッセージ 

 受験勉強を早めに取り組むべき。 
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○出身中学校       門司学園   中学校 

 

○受験形態（どれかに○をつけて下さい。）  AO入試  ・   推薦入試  ・  一般入試 

 

○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？ 

 生徒が少ない分、先生方と多くコミュニケーションがとれるところ。 

 自然の中に学校があるため、のんびりとした友人が多い気がする。 

  

 

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？ 

 多くのアドバイスを直接もらえるので、理解し行動しやすかった。 

 面接指導の先生、担任の先生達が熱かった。 

 

③新入生へのメッセージ 

 いろんな先生のアドバイスを聴き、叶えたい進路に向けて頑張って下さい。 
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○出身中学校       門司学園   中学校 

 

○受験形態（どれかに○をつけて下さい。）  AO入試  ・   推薦入試  ・  一般入試 

 

○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？ 

 生徒思いの先生が多い。 

  

 

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？ 

 推薦入試の英語の小論文の指導。 

 

③新入生へのメッセージ 

 自主的に頑張ることが大事だと思います。 
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○出身中学校       門司学園   中学校 

 

○受験形態（どれかに○をつけて下さい。）  AO入試  ・   推薦入試  ・  一般入試 

 

○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？ 

 推薦入試を受ける生徒への指導が手厚かったこと。 

  

 

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？ 

 充実した過去問と担当の先生の熱心な添削指導。 

 

③新入生へのメッセージ 

 受験勉強を始めるのに「早すぎる」ということはありません。 

 受験から目を逸らさずに頑張ってください。 
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○出身中学校       門司学園   中学校 

 

○受験形態（どれかに○をつけて下さい。）  AO入試  ・   推薦入試  ・  一般入試 

 

○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？ 

 早いうちから大学の進路を考えるので、最初から受験を意識した生活ができる。 

  

 

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？ 

 先生方がとても親身になって指導してくださったこと。 

 過去の先輩の記録からした方がいいことが分かりやすかったこと。 

 

③新入生へのメッセージ 

 高校生活最初のから評定などを意識しておいた方が３年生になった時に助かるので、 

 １年生からがんばった方がいいと思います。 

 


