難関大学志望者講演会
２ 月１８ 日（ 月）、１ 、２ 年生の 希望 者 と保 護者 を 対象に「難 関大 志望者講 演会 」を開 催し 、駿台広 島校
校 舎長の 豊田 基行様 を講師 にお迎 えし 、約 １時間、
「 難関 大学 を めざす 」と いうテ ーマ で ご講 演いた だきま
し た。
「 難関 大学 」に 進学 する意 義、 入試 問題 の出 題意図 、答 案を 書く 上 で の注意 点、 模擬 試験 の活 用方法 、
な ど、 難関 大を 目指 すため に今 から 何を 意識 してい かな けれ ばな らな いのか につ いて 丁寧 に語 ってい ただ
き ました 。参 加 生徒 は皆、 今後の 学習 への意 欲を新 たにし まし た。 豊 田先生 、あり がと うござ いまし た。

【 生徒の 感想 紹介】
・ 今ま で大 学入 試の ことや 自分 がど んな こと を学び たい のか 、ど んな 大人に なり たい のか とい う考え はぼ
ん やり して いた が、 まず強 い気 持ち を持 つこ とが必 要な のだ と実 感し た。自 分の 気持 ち次 第で 勉強を 楽
し みなが ら頑 張れる と思う ので、 強い 気持ち 、打た れ強さ を持 ってい きたい 。
・ 私た ちは 入試 制度 が変わ る直 前の 学年 なの で、絶 対に 浪人 して はい けない とい う余 計な プレ ッシャ ーが
か かる ハズ レの 年だ と思っ てい まし た。 しか し、講 演を 聞い て、 逆に チャン スが 多い ので はな いかと 気
付 きまし た。ま た、入 試制 度の変 革も 他人事 のよう に感じ てい ました が、
「 徐々に 変わっ ていく 」も のだ
と いうこ とを 念頭に 置いて おきた いで す。

【 保護者 の感 想紹介 】
・ 現役 合格 のた めに 、希望 する 大学 への 想い を強く もち 、時 間を 作る という ２つ のこ とが 大切 だと 思 いま
し た。息 子の 今の状 況を見 直し、 ２年 後の受 験に向 けて努 力し てくれ たらと 思いま す。
・ 現役 合格 に必 要な ポイン トを 分か りや すく 説明し てく ださ り、 とて も良か った です 。娘 が意 識を変 えて
勉 強に取 り組 んでく れるよ うにな ると 良いと 思いま す。

