
「学力はついている。あとは自信を持つだけだ。」

私は2浪目の時たくさんの先生からそう言われていました。
しかし私は最後まで自分に自信が無いままテストを受けました。

結局、2浪目の時はどこも受かりませんでした。

3浪目の春、もう1度アカデミーで頑張るってなった時、私は無駄に自信を持ってい
ました。
小テストや模試で良い点数や悪い点数を取った時でも3浪目は1度も一喜一憂し
たことは無いです。(一喜ぐらいはあるかも笑)

悪い点数を取った時、何故落ち込まなかったかというと私ならできる！って思い込
んでいたからです。

アカデミーにいる人で「あとは自信をつけるだけだ。」と先生から言われている人
はいると思います。
本当に自信をつけるだけです。アカデミーの先生達が仰ることは本当です。
信じてついていってください。

「自信ってどうすればつくの？」って思う人もいるかもしれませんが、それは「私な
らできる！」「俺が受からないで誰が受かる！」っていう思い込みです。

「自分のことを1番自分が信じないで誰が信じる？」っていうやつです。

精神的にもキツいかもしれませんが、今が踏ん張り時です。
頑張ってください！！

P.S 松ぴー、塩むすびちゃんと持って行かなんよ！笑
名古屋から応援しています＾＾

愛知医科大学 Kさん

順天堂大学医学部の教授の先生曰く、
「ある研究チームの調査によると、心配事の80％は、実際には起きな
いと言われている。さらに、起きてしまう20%のことも、そのうちの80%は

あらかじめ準備して対応すれば解決できるという。つまり、起きてしまう
と手の打ちようのない本当の心配事は、全体の4%に過ぎない。

大抵のことはなんとかなる。

なんとかならないことはどうあがいてもどうにもならない。いずれにせよ、
不安を抱き過ぎたり、悩み過ぎたりする必要はないのである。」

だそうです。

受験前で不安も多いと思いますが、皆さんが試験当日全力を出せるこ
とを心から願っています。健闘を祈ります。

帝京大学 Oくん



「結果を出さなくちゃならない時に結果が出せる、自分のことをそういう
人間だと信じなさい。うわべだけでなくリアルにそう信じなさい。」

これは私が心から尊敬する方が入試の前に私に与えて下さった手紙の
ワンフレーズです。

私も浪人時代にこの言葉を受験会場で何度も見返して乗り越えました。

彼曰く「できる」と信じるか、それとも「できない」と信じるか、「できる」と本
当に心から信じた者のみが自分の実力以上の思ってもみない力を発揮
できる、と語っています。

人は誰しも実力通りとそれ以下ばかりに意識がいってマイナス思考にな
る傾向があります。
立て続けに試験のある入試の期間もそうです。
しかし、受験は学力だけでなく精神力の戦いでもあります。

だからこそ、自分は絶対に合格するんだ！と信じて気持ちを強く持って
入試に臨んで下さい。最後の最後まで諦めずに！

May God give you the courage to fight it out!

川崎医科大学 S くん

いよいよこの時期がきましたね。

私も昨年は不安でいっぱいだった時期です。

私が皆さんに伝えたいことは、不安と正面から戦ってくださいということ
です。

不安というのはやっかいなもので、受験時には恐ろしいほど自らを脅か
してきます。

しかし、不安を覚えるのはこれまで皆さんが頑張ってきたという証だと
私は思います。

皆さんのご健闘を心より祈っております。

東京慈恵会医科大学 S くん



ついにこのシーズンですね。

自分が何か書くのは恐縮ですが、書かせていただきます。

もう少しで大学生になれますね。

マジで精神的に一気に楽になりますから、あともう少しだけ踏ん張ってくだ
さい！

今現在、自分は浪人中の精神的な辛さや学習面のしんどさに耐えた経験
というのが、本当に大学生活でも大いに役に立っていると実感しています。
それに自分の周りの子達も口を揃えて言っております。

ですから、もう少しだけしんどいことを味わうことにして合格を掴み取ってく
ださいね！
浪人中のしんどかった経験は、大学生活でアドバンテージになります！

アカデミーで勉強をしてきたみなさんです。本番で自分の実力をしっかり
出せれば必ずいい結果が出ると思います。

本当に頑張ってください。
みなさんのご健闘を心から祈っております。

川崎医科大学 A くん

決して合格できるような偏差値ではなかった僕が大切にしていたこと
は二つあります。

一つ目は試験期間中まで粘り強く勉強を続けることです。最後の模試
から入試まで期間が空くので十分に成績を伸ばすことができると思い
ます。

二つ目は体調管理を大事にすることです。入試で自分の力を出しきる
ためには脳をスッキリさせておくことが大切だと思います。

皆さんの合格を祈っています。

川崎医科大学 S くん



入試期間中の過ごし方は、試験が終わったらすぐその試験でわからなかった
ところや、忘れていた部分を復習する！
不思議と多くの大学で同じような問題がでたから。

あと人にもよるかもしれないけど、試験が終わって次の日試験がない日は、
夕ご飯を外で友達と食べて帰っていた。
すると少し気分転換ができてよかった。

ホテルに泊まっての試験は周りの環境が変わって落ち着かなくなるからそう
ゆうときはもういいやって思って早く寝て、朝少し早く起きて頭を回転させてい
た。

アカデミーのカリキュラムに従って、先生の言うことを聞いて勉強してきてい
れば、絶対どっかの大学に合格するから大丈夫！あとは『自分はできる』とい
う自信と余裕をもって試験に望むだけ！

久留米大学(医) Ｍさん

アカデミーの皆さん、毎日の勉強お疲れ様です！

もう少しで受験が始まる人もいるかと思いますが、今まで自分が頑張ってきた
ことを試験前に思い出してみて下さい。
どれだけ頑張ったかは自分が一番よく知っていると思います😊
その頑張りを自信に変えて、自分を信じて受験を乗り越えて下さい！

久留米を受験される方、久留米で待っています（╹◡╹）！！
最後まで諦めずにfightですっ！！！

久留米大学(医) Ｇさん

もう受験の日が近くなりましたね。
受験と聞くといまでもどきどきしてしまいます。

アカデミーは私立専願の人が多いですよね？私立専願で、そのために勉強
して試験の形式に慣れてる人の方が絶対有利だと思います。今センター試
験の国語や社会の勉強をしてる人達に勝ってやりましょう！

藤田に来てくれたらめちゃくちゃ喜びます。可愛いがります！
頑張って下さい！

藤田保健衛生大学(医) Ｓさん

「為せば成る為さねばならぬ何事も」

1年間の努力は裏切らないと思うので
最後まで全力で頑張ってください！！

昭和大学(医) Ｎさん



僕から伝えたいことは受験は最後まで何が起こるか分からないので、絶
対に諦めてはいけないと言う事です。
もし試験中に、分からない問題や難しい問題に出逢っても

絶対に受かるんだ！という強い気持ちを持って問題に取り組めば必ず活
路は見出せると思います！

最後の最後で久留米大学の繰上合格が回ってきた時のことが今でも忘
れられません。

体調管理には十分気を付けて下さい。
皆さんの健闘を心から祈っています。

久留米大学(医) Ｎくん

～ アカデミーの皆さんへ ～
いよいよ入試本番ですね。

不安や緊張でいっぱいだと思いますが、信じれるのは今までみなさんが積み
重ねてきた努力しかありません。

私からみなさんに伝えたいのは、常に前を向いて切り替えを早くすること、最
後の試験が終わるまで気力を絶やさないことです!!!

今頑張っていることは必ず将来に役立ちます!
頑張って!!! 応援しています。

川崎医科大学(医) Ｄさん

その年によって流行りとかもあると思うので解けなかった問題はその日のうちに
必ず復習。

あと周りの人の言葉に流されない、やり方は人それぞれで自分にあった方法が
あると思います。
今まで自分が信じてやってきたことを最後までやり抜くことですかね。

受験はメンタルが大きく作用すると思うので、心にゆとりを持つことが大切だと思
います。

金沢医科大学(医) Ｋくん

入試は何が起こるかわかりません。

模試が良くても落ちる人はいるし、逆にE判定でも受かる人はいます。(僕です)
最後まで落ち着いて、でも気を抜かず、そして諦めず頑張ってください。

久留米大学(医) Ｎくん



受験前日に基本公式忘れてたって大丈夫！その時覚えましょう。
僕はそうでした。笑

受験最終日まで焦らず基本問題を解き続ける事が最後のひと伸
びに繋がると思います。

本当の勝負は今からだと思うので、今までの努力は全て忘れま
しょう！

全部忘れて、今から１からスタートする気持ちで受験に挑む事がベ
ストパフォーマンスを引き出すコツだと思います！
最後、ここを乗り越えて一緒に学生生活を楽しみましょう(^^)

応援してます！頑張って下さい！
川崎医科大学(医) Ｈくん

自分は絶対に受かると信じることが、モチベーションを下げない唯一のコツ。

落ちること考えるより受かることだけ考える！
一校落ちたからクヨクヨするんやなくて
受かるところをちゃんと受かる！

久留米大学(医) Ｓくん

一番大事なことは田端先生がよくおっしゃってる
“普通に考えて、普通に答える” ということだと思います。一年間受験のため
に勉強してきた皆さんが普通に考えれば、普通に解けるはずです。

落ち着いて、いつも通りで頑張ってください。
福岡大学(医) Ｙくん

入試を受けたら、その日のうちに入試で出た問題を復習することが大切です！

解けなかった問題だけでもいいので試験が終わるごとに各科目メモをして帰っ
て、ちゃんと解けるようになってから次の入試を受けること！

入試には、その年の問題傾向があるので、必ず同じ問題や類題が他大学で出
題されます。

模試を受けた後に復習をすることが大切なように、過去問を解いた後も入試を
受けた後も、勉強は復習をすることが一番大切です。

アカデミー生の皆さんが、本番で今までの努力が精一杯発揮できますように。
最後まで体調管理には気をつけて頑張ってください！久留米大学で待ってます。

久留米大学(医) Ｈさん



これから試験ラッシュで大変かと思いますが、コーヒー
飲んでリラックスして頑張って下さい！

いつか病院でお会いしましょう！
昭和大学(医) Ｓくん

私は試験が始まってからは今までより睡眠時間を多くとって、とにかく体調
管理に気をつけてました。
試験日近くに体調をくずしたら1年間せっかく頑張ってきたことが発揮でき
ません！

後は試験が終わったらとにかく気持ちの切り替えを大事にしてました。

受けた試験が手応えがなくてもそれをひきずると次の試験で本来なら解け
たはずのものが解けないということもあるからです。
手応えに関してはあまり気にしなくていいと思います。
実際私は出来なかったなと思った試験で合格することができました。
私は1年間を通して自分の力を信用出来ず、よい結果が出ても合格出来
るかわからなくて不安でした。
これは受験が終わるまで結局なおらなかった私の悪い所でしたが、
やったことの復習をすると同時に関連する演習をより多くすることで
『これだけやったんだから私が解けないものは試験に出ない』
と思い込むことで少し楽になってました。

今の時期が1番苦しくて辛い時だと思います。

合格すれば本当に自分の周りの世界が変わって今までの辛いことなども
どうでもよくなります。
自分が辛いということはほかの人も辛い時です！

この時期に最後まで諦めないでやる人が合格を掴み取ることが出来ると
思います！
みなさんもう既に充分頑張ってきてると思うので

私からは頑張ってくださいではなく最後までやりきってくださいという応援
メッセージをおくります。

福岡大学(医) Ｔさん

入試直前までは授業にしっかり出て、生活リズムを乱さないこと。

入試では、難しい問題にはあまり目を向けずに、解ける問題をしっかり
解くことが大切だと思います。

最後まで、諦めずに入学試験頑張って下さい。
応援しています。

久留米大学(医) Ｈくん



試験期間は正直体力戦です。

違う環境で試験を受け、周りの人も知らない人ばかりで疲労も
襲ってきます。
でも、今までやってきたことを信じてやるだけです！
他の受験生をぶっ倒す勢いで強気でいきましょう！

久留米大学(医) Ａくん

受験期に一番重要なのは体調が万全なことです。
体調管理には本当に十分注意して下さい！
アカデミーの皆さんにとって、いい入試になるように、応援しています。

久留米大学(医) Ｍくん

直前期に差し掛かりました！
ここからの時期はとても気持ちが繊細になってくると思います。
今の実力を出し切るために僕から言えることは
まずは体調管理そして生活リズムを整えること。
例えば朝起きることなど。

勉強面では今の時期は新しいことに手を出さず、今までやってきたノートなど
を復習。一番怖いのはわかったつもりでいたのに、本番で実は曖昧だったこ
とが判明した時です。
これが一番経験しました。
精神的にも落ち込みます。
なので曖昧なところはしっかりと！！

試験当日は試験会場でみんな頭良さそうに見えますが、逆にみんなからも
自分は頭良さそうに見えてるんだと強気で行きました！
試験では解けない問題に必ず出会います。

しかし、難しい問題はみんなできません。大切なことは簡単な問題は絶対落
とさないことです！
そして受験したテストの復習をする。
努力は裏切りません！

成績がよかった人は油断せずキープしていれば受かります、模試などで成
績が出てない人でも本番で成長することが十分にありえます！僕がそれでし
た！最後まで諦めず粘って下さい！
ここからは本当に気力と体力が大切です！

みなさんの合格を心より願っています！ 杏林大学(医) Ｏくん

私立医学部受験者の半分は受かるはずもない偏差値の人だらけです。しか
もそこそこ賢い人達も大半が緊張しまくって実力を出せてません。彼らは勝手
に落ちるのであなたたちの合格を脅かす存在は実はせいぜい300人くらい。
その中で150～200番くらいになれば受かります。倍率は高くて2倍ということで

す。また私立専願者に自分より圧倒的にできるやつはいません。自分が出来
ないときは周りも出来てません。「緊張しない」が私立受験の裏技です。気負
わず適当な気持ちで受けてみてください。

川崎医科大学(医) Ｓくん



～アカデミーの皆さんへ～

もうすぐ受験ですね！
一年間お勉強お疲れ様でした！

大学入ってからも勉強大変ですが、この浪人生活があったからこ
そ、頑張れる気がします！

この浪人生活は自分の人生の中で無駄な時間ではなく、かけが
いのない糧になる時間だったように今となっては思います！！

しかし、浪人中は同級生が大学生になっていく中で、モヤモヤした
一年間でした！

私も二浪したので、成人式に行けずSNSなどで楽しそうな同級生
の写真を見て辛くなったのを覚えています！

でも皆さんその辛い思いがあるからこそ、大学合格したら楽しいこ
とばかりが待っています！

あと少しの辛抱です！

今までやったことを復習し、弱い分野を固め、自信をもって受験に
挑めるよう準備をしていって下さい！
皆さんの健闘をお祈りしています！！

久留米大学 Ｕさん

大学では、諦めの悪い人が生き残り、良い人は留年します。

大学受験も同じで、最後に勝敗を分けるのは諦めの悪さだと思います。
試験までの残りの日々を、諦め悪く大事に過ごしてください。
みなさんの合格を祈っています。

久留米大学(医) Ｍくん

今までの成績がいいからといって慢心したり、自信がなくてネガティヴになる
のは無意味なことです。
とにかく最後まで気を抜かずにやり切ることが合格への近道です。
PS:附設の後輩くん、頑張って！

福岡大学(医) Ｋくん

アカデミーのみなさんお疲れ様です！この時期になると焦って先生の授
業よりも自分で勉強したい、と思う方も多いと思いますが先生方はお金を
払って雇われているプロの方々です。受験に出そうな問題をピックアップ
して出してくださってます。この時期焦っていろいろ手を出したくなると思
いますけど最後まで授業の予習復習第１で頑張ってくださいね。久留米
で待ってますヽ(^o^)丿

久留米大学(医) Ｓくん



僕は2年前にアカデミーを卒業しました。
受験の前は緊張してうろたえたりしていましたが
今からうだうだしたところで変わらないと思って
覚悟を決めたことが一番良かったことかなと思います。
できないものはできないので。

しっかりと自分が積み上げてきたもので解ける問題をしっかりと解いて行く
ことがとても大事だと思います。
最初の試験が始まってさえしまったら後はあっという間です。
体調を崩すことがないように最も注意してください。
試験期間は寝ることも勝負だと思い、根性で寝てください(笑)。

自分を信じて、やってきたことを精一杯出して後悔だけはしないようにテス
トを受けてきてください！
やりきったら案外結果はついて来ると思います！
最後まで諦めずに頑張ってください！
福大に来たらぜひ話しかけてねー！

奇跡の福大補欠43番の男 Ｎくん

成績の良い人より、そこまでって人に伝えたいです。私がそうでしたから。
試験期間は短いです。あっという間です。
その中で出来ることは限られています。

“苦手分野、新しい問題”＜“得意分野、復習”

今の自分の知識を確実にし、それを自信に変えることが大事だと思います。
私は、得意の数学をかため、自己採点・復習を徹底しました。
大学によるとは思いますが、ミスをどれだけ無くすかがカギです。
あなたが初めて見る問題はみんなも初めて。
だから焦らず落ち着いて。

精神的に追い込まれたら、人と話しましょう。１人になるのはＮＧ。
私の代は試験期間もいつもと変わらず１階でみんなと集まって
点数勝負や教え合ったりしてました。
お喋りするのも大切です。

皆で寮生活であることを上手く活用して受験を乗り切って欲しいです。
待ってます。

福岡大学 Ｓさん

試験が近付いてきて気持ちが焦る事もあるけどやるべき事を一つずつ片付け
ていけば絶対に大丈夫！
体調万全にして頑張ってください(^O^)

愛知医科大学 Ｒさん



・一年間先生に食らいついて頑張ってきた自分を信じること。

・前日はしっかり寝ること、当日は試験開始３時間前には起きておくこと。

・自分が合格したイメージを持つこと。

入試目前になり不安が募って勉強に手がつかない人もいるでしょうが、焦ら
ず最期まで諦めずに頑張ってください！
あと、必ず見直しを忘れずに！笑

以上です！寒さが続きますが体調崩さず、アカデミーの受験生に桜が咲くの
を祈ってます！

福岡大学 Ｋさん

そろそろ試験も始まる頃ですが、私は、この時期は新しい知識は入
れずにこれまでの朝テストの問題を復習したりしてました。
特に化学と数学！

勉強はやればやるほど穴が見えてきて、不安だらけになる時期がい
つかは来るので、それでも周りの先生のアドバイスと自分を信じ
て！！

試験が始まってしまえば、もうあとは時間が過ぎるのはとても早いの
で、今の時間を大事に頑張ってください！！

p.s. Ｋちゃん、本当に頑張って！！！
もし福大ってことになったら、それは、、運命！！！！！

福岡大学 Ｎさん

受験はテンションを上げて受けるとメンタル強くなります！

（落ち込む時やしんどいときは音楽を聴く、誰かと少し喋る、食堂の美味しい
ご飯を食べる…）

あと答え合わせは間違ってたらテンション下がるのでその日のテストが全部
終わってからするのをオススメします。笑

とにかく最後まで諦めちゃダメ！！！

川崎医科大学 Ｔさん

私が試験直前に考えていたことです。誰かが共感してくれたらいいなと思います。
反省は必要ですが後悔しても仕方ないです。

誰もが緊張しています。なんで緊張するのか、合格するかどうかを考えてしまってい
ます。

過去をみても未来を見ても仕方ない。試験問題をしっかり読んで、１つ１つ答えてい
けばいい。
今を大事に、いい言葉です。

昭和大学 Ｋさん


