


【はじめに】
「全国の大学生による文理選択の決め手３０選」は、実際に全国の大学に通う
大学生が高校時代に実際に文理選択をしたときに考えたことを集めました。
また、文理選択をして実際に大学生になった今、どう思ったのかも記載されて
います。
大学生が自主的に寄せた生の意見ですので、文理選択の参考書としてご利用く
ださい。

【使い方】
＜1.自分の好きな考え方探し＞
様々な考え方に触れて欲しいという思いから意見をまとめたため、
この本に載っている大学生の意見が正反対となっているものもあります。
これは文理選択において正解がないということであり、選択肢を増やすという
目的があります。
そこで、高校生の皆様には正解ではなく自分にあった考え方探しに使って欲し
いと思います。
その考え方を参考にして自分で文理を決めてください。

＜2.考え方の好きな大学生に直接聞く＞
自分の好きな意見を見つけたら、次はその大学生に電話やメール、LINE などで
直接アドバイスを貰うことができます。
大学生と直接連絡してみたい方は以下の【お問い合わせ先】までご連絡くださ
い。

【お問い合わせ先】
九州大学工学部建築学科４年
田中惇敏（たなか あつとし ）
q.e.d.atsutoshi.t@gmail.com



①文系or理系 
②自分が選んだ時に考えたこと、判断基準 
③今の被災地の高校生に伝えたいこと（任意） 
 

東條  裕太郎（北九州市立大学国際環境工学部 大学院１年）
1、理系です。2、小さい頃からやりたいこと（建築）があっ
て、高校生のときに実際にその道を調べてみたら、とても魅

力的なことがたくさん見つかったから。3、僕は浪人までし
ましたが、後悔は全くありません。やっぱり、好きな事を高

校生のうちに見つけることができれば、努力できるし、大学

で大きく飛躍できると思います。応援しています。 
 

大川 卓也（京都大学農学部 大学院１年） 
1.理系	 2.小学校前からやりたいと思っていたことが理系だ
ったから。海の生物最高。 3.有名な名前とかじゃなくて、で
きることを基準に大学を選んでください。モチベーションの

差が歴然とするし、入学してからの生活も大きく異なってい

きます。好きなものいっぱいな環境に囲まれる大学生活は想像を絶するほど驚

きと感動の連続で世界が格段に広がります。あともーちょいの間がんばれー! 
 

馬場 悠貴（東京経済大学 大学４年） 
1、文系です。2、私たちに大きく影響している法律がどんな
ものかを学びたくてこの選択にしました。文学や歴史にも興

味ありましたが、法律は独学では勉強しきれないと思ったの

で。3、たくさん悩むこと、迷うことあると思います。私自身
突拍子もないことやって驚かれたり心配かけてしまったりしましたが、やって

よかったと思います。将来をはっきりと決めなくてもふわっとイメージ持つと、

色々挑戦できる気がします。 
間違いはないのでトライしてみてください！ファイト！！p(^-^)q 
 
 
 



高崎竜太朗（九州大学 農学部４年） 

① 理系	 ②数学、物理は得意ではなかったけれど生物系がや

りたいということは明確だったので理系にしました。「理系か

ら文系に変えることはできても、逆はできない」ということを

よく言われ、理系にしたところもあります。これはある程度事

実です。③判断基準として、理系に少しでも興味があるなら、理系にすべきだ

と思います。大学では特に理系でしかできないことが多いからです。それは実

験やものを作ること、またまだまだ先の話ですが就職においてもです。加えて、

文系のことは多くの場合、自分1人でできることがたくさんあるので、理系の学
部にいながら、趣味レベルで文系チックなことをやることができます。ですが、

理系のことの多くはお金や場所、ものが必要なため難しいことが多いです。私

の今としては、理系の学部(農学部)で「ウナギ」の生態、養殖関係の研究をしな
がら、ライフワーク、趣味として「ウナギ」の信仰文化を研究しています。 
 

山口 春菜（名城大学	 ３年生） 
少し特殊な選択だったと思うのでコメントさせていただき

ます( ^^ ) 
①理系	 ②数学、化学が大の苦手だったから 
③私は文系教科のほうが好きでした。でも、そのまま文系に

行ったら理系教科が苦手なまま人生を過ごしてしまうし、あ

る種偏った生き方になってしまうかもしれないと思って思い切って理系を選択

しました。もちろん文系より数学の授業数も多いしテストの点数も高いしで大

変でしたが、周りは理系が得意な子が多いので教えてもらうこともできまし

た！今は理系教科に対する苦手意識はありません。大学は社会の教員免許がほ

しくて文転していますが、理系での経験はとても大切なものであったと今でも

思っています(*^^*)これは勉強だけじゃなくて苦手なものにチャレンジしてみる
のも一つの選択かもしれませんね♪ 
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ー工作」とか「プログラミング」とか「脳科学」とか「宇宙の果て」とか「フ

ァッション史」とか「登山」とか「地域名物の開発」とか。世界には面白いこ

とがいっぱいで、学ぶことは楽しいと感じて10代を過ごしてほしいですね。 
 

松岡 広明（長崎大学工学部 大学院２年） 
①理系②文系を選んでしまうと、理系の仕事は選べないで

す。しかし、理系を選べばあとから文系か理系か選べます。

悩むってことは、どちらか決めれてないということですよ

ね？で、あれば文系を選んで幅を狭めるより、理系を選ん

で全ての科目勉強した方がいいです。自分は、経済学部か、

工学部か悩みました。しかし、経済は自分でも本を読んだり行動したり勉強で

きます。工学は、厳しいでしょう。 
 

森 恭佑（長崎大学 大学２年） 
①文系	 ②元々は理系に行くつもりでした。数学や計算が

得意で好きな科目だったので、なんとなくそう感じていま

した。 
しかし、その後の将来の職業って何なんだろう？って考え

た時、「理系に行ったら研究者にならないといけないのか

な…」と当時の僕は思いました。笑 
これといった特定の生き物や自然について興味があるわけではないし、人と接

することが多い方がいいなーと思って、文系にしました！文系の方が僕にとっ

て幅広い選択肢があるように感じられたからです。 
③当たり前ですが、僕がもし生き物や環境のことを考えたいと思っていたなら

ば理系に進んでいました。理系の方が幅広い選択肢を得られると感じていたと

思います。これといった明確な将来の夢があったわけではなく、(なかったから
こそ)自分の進路を狭めないようにしたいと思いました！「この教科が苦手だか
ら」「自分に向いてないから」といった消去法はとってほしくないです。 
難しいとは思いますが、好きな方、楽しそうな方を選んでください(^ ^) 
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岡田 佳彦（広島大学 ４年）
①文系　②流れで。
③実際には理系も文系もそんなにめっちゃは関係ない！
いま文系の勉強しているのと、理系の勉強しているので、どっちが楽しいか。
どっちが苦手かは、あまり考えない。
問題解きよって、達成感が他よりあったり、集中できものがあるはず。

勉強もなんでもそうだけど、そういう楽しさを基準に考えれば将来なんでもうまくいく！

ちょっと休憩、、、なんでもお休みは大事だね！！



んでから、現在の自分がやるべきことを理性的に選択すれば大丈夫だと思いま

す。参考になれば幸いです！ 
 

長谷川 周平（九州大学４年） 
①理系(工学部) 
②将来どんな仕事がしたいかと考えたときに工学系にし

か興味なかったので自ずと理系を選択しました。③大学

進学ははあくまでも手段だと思うので、自分は将来どん

な仕事をしているのか、どんな人生をおくっているのか

を考え、より近道になる方もしくは自分にとってプラスが多い方を選んだらい

いのかなと思います。 
 

岡田 道彰（鹿児島大学 ４年） 
①理系(水産学部) 
②数学は苦手だったが、生物と化学が好きだったので理系に。

個人的には数学ダメ→文系という発想は良くないと思う。 
③大学生の中には大学や学部の選び方に失敗して後悔してい

る人が少なからずいます。自分が何を勉強したいのか、その

ためにはどこの大学が適しているのか、入念に調べることが大切。学部名や偏

差値だけで判断してはいけない！ 
 

橋本凌真（九州大学系座学部３年） 
①文系 
②数学と理科が得意だったが、幼なじみに誘われて文系に

しました 
③今楽しいことと興味のあることに身を任せるのもあり

だと思う。 
きっちり考えても5年後や10年後の自分や社会がどうかなんてわからないから。 
だから、将来したいことがないなら今何がしたいかで決めていいと思う。 
 
 
 



坂田 和穂（九州大学 ４年） 
①理系(工学部) 
②自分がしたいことが決まってなかったので大学での選

択肢の幅を考えて文系から理系はむずかしそうだけど理

系から文系ならいけそうと思い、理系にしました。 
③将来したいことがある、特に興味のあることがあるとい

う人は学歴などは気にせずその道を突き進んでいいと思います。逆になにも決

まってないでただ大学まで行こうと考えてる人は、自分がどの環境で大学生活

を送ればすこしでもしたいことが見つけれるのかを考えて大学側がなにに力を

入れているのかや、大学の雰囲気までしっかり調べたほうがいいと思います。 
 

森田 結紀（九州大学 大学院１年） 
①理系/理学部 
②とにかく生物の勉強がしたかったからです。数学全然ダ

メで、先生から文系向きと言われ、苦労覚悟で理系を選択

しました笑。当時は研究者になりたいと思ってたので、「職

業的にもこれだろう！」と理学部生物学科に進学しました。 
③進路を選択するときには、可能なら「興味のわくことややりたいこと」で選

ぶのが良いと思います。でもやりたい事が見つからないとき、やむを得ない状

況のときは、現実的に将来を見据えて進路を選ぶこともとても大事だと思いま

す。最終的に、ご飯を食べれることが一番大切なので^_^; 
どんな選択をしても結構苦労するし、楽しいこともたくさんあるし、進路や就

職もなるようになるので、安心してたくさん考えて、決めてください(*^^*) 
いざとなれば、文転、理転もあるし、きっと何とでもなりますよ。 
 

牧野  由和（早稲田大学 ２年） 
(普段仕事柄高校生の受験相談に乗ることが多いので、
少しでもお力になれればと思います^^(ちなみに大学
広報課でキャンパスツアーガイドやってます！)) 
①文系 
②私は具体的には大学で勉強したい分野が決まって
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それにまだ出逢ってなければそれに出逢う可能性を広げてあげたいな〜って思

ったりします。 
日本の大学がオワコンだという話(あれ、どっかで？)と、文理選択って日本の大
学に進むための通過儀礼にすぎないっていう。15歳とか、16歳とかで文理選択
するのが、人生を決めるような岐路だなんて思わなくていいんじゃない、とお

伝えしたいです。 
 
 

高川  香菜絵（東京造形大学 卒） 

①芸術系(科目は理系で受験) 
②どれだけ自分の気持ちに素直になれるか。自分のなりた

い大人像に一番近づけるのは何か。得意教科とかで決める

のではなく、自分の人生をかけて世の中に何を残したいか、

死ぬまでに何をやり遂げたいかから逆算すると良いかと

思います。高校生で自分がやりたいことの本質はなかなか見えないからこそ、

この軸がブレない人は強いです。美大を出たにも関わらず、普通のＯＬになっ

てしまった私ですが、「自分のアイディアを形にすること」と、それを「多く

の人に知ってもらうこと」はブレて無いので自分のやってることに自信が持て

ますよ 
 

竹田  響（中央大学４年） 

①文系 
②数学が非常に苦手でした（笑） 
③気仙沼、僕の大好きな場所の一つです。 
自分が社会でどんな役割を果たしたいのか、ということ

を常に問い続けることが大事かなぁ…と思います。（僕
は部活（ブラバン）ばっかやっていたので偉そうなことは言えないのですが…） 
 
 
 
 
 



呉 同國（追手門学院大学２年） 
僕も今まで少しでも役に立てばと高校生の夢とか進路の

相談には乗ってきたのでその経験をもとに書きます。（累

計数百人乗ってきた上での経験則です。）理系か文系かっ

てみんなよく悩むんですが、文系か、理系かではなくそも

そも何がしたいのかだと思います。何がしたいのかまで決

まっていないならばどんな方向がすきなのか。例えば数字と向き合うのがすき

なのか、エンジニアみたいな開発がすきなのか、デザインがすきなのか、人と

関わるのがすきなのか、そういったすきなものからでもその人がどちらによっ

ているのかはわりと推測できます。ちなみに、僕は文理系です。笑（文系も理

系も同じくらいできるしどちらもすきなわりと特殊なやつです）そういった子

もいるのでそういう子はどちら選んでもいいと思いますが、結局その先にある

学部、その先にある就職やしたいことから考えれば自ずと答えは出ると思いま

すよ！僕はいつもそうしてます！参考までに＾＾ 
 

末成 あゆみ（九州大学４年） 
①文系②好きゆえに生物学をやりたいとずっと考えて理

系に行こうしていましたが数学の点数が芳しくなく、自

分の適性（政治経済、社会学の小論文などを書くことが

得意だった）が文系だと思い、４年間かけてお金をかけ

て学ぶのならば得意なものを学ばせてもらい、社会に効

率よく還元したいと考え、文系を選びました。 
③気仙沼や、陸前高田にボランティアでしばらく行ったことがあります。何年

たっても、もしかするとなかなか変わらない場所なのかもしれないと思わず思

ったりもしました。ただ、気仙沼で見た朝日の美しさは忘れられず、住民の皆

さんの笑顔はどの場所よりも最高のものだと思いました。これからの東北を支

える層どまんなかの皆さんに、どうか頑張ってほしいと強く思っています。 
 

渡辺祐貴（南三陸出身/日本大学3年23歳） 
①文系 
②得意科目を極限まで伸ばすと知識が知性へと昇華す

る。苦手科目は知識のままでいいが、得意科目は常に知



 



とまっていたような気もします)に編成されました。	 

学年が進むにつれて幼稚園教諭への希望が強くなっていった私にとっては文系

の進路を選択して、教員志望(幼稚園志望も文系は多かったので)がまとまって

いるクラスに入ればよかったと少し後悔しました。今のカリキュラムは分かり

ませんが公務員を考えているのであれば、公務員にも力を入れている高校なの

で文系を選んだ方が公務員対策がより充実していると思います。	 

１年浪人して、今は文系の大学で幼稚園と小学校の免許取得を目指しています。

高校時代は理科好きではあったものの落ちこぼれでした。理系に選択したこと

で後悔したと上記しましたが、落ちこぼれなりに３年間で理科の魅力や楽しさ、

現場で生かせる知識を吸収出来ました。文系出身が多い教育畑で友だちよりち

ょっとだけ理科が分かるのも自信につながっています。	 

気高生あてのコメントになってしまいました。文理どちらかは結局はどの教科

が好きかで決めることが楽しい高校生活につながるのかなーとも思います。あ

と進路相談室によく遊びに行って、先生と仲良くなるとが自分にあった進路や

カリキュラムを相談させてくれましたよ。	 

	 

上田利瑳子（九州大学２１世紀プログラム３年）	 

①文系（一応）	 

②国語と英語が得意だったことから高 1の時にな

んとなく文系を選びました。	 

③大学に入って以降、高校までの学習に関して私

は何度も後悔しています！何をしたいかを考え

ずに文系に進んだので、大学に入学してから理系

科目の基礎知識が必要な授業が受けられません

でした。本当にやりたいのは理系のことだったので、何度も悔しい想いをしま

した。それでも理系の授業に忍び込んだりして、頑張ってなんとかついていっ

たりもしています。	 

それから高校時代、もっと「歴史」をしっかり勉強すればよかったと後悔しま

した。特に日本史は常識として理解しておかないと色々恥ずかしいので、いま

一生懸命取り組むことをおすすめします。ほんとに！	 

ちなみに私は現在、九州大学の 21 世紀プログラム課程という特殊な学部に属し

ています。特定の学科に属さず、九大の全学部の授業の中からオーダーメイド



で授業を選択できるプログラムです。私はこれまでに教育学部、文学部、経済

学部、芸術工学部、農学部の授業を履修してきました（ぜいたくですね！！）	 

この環境はとても楽しいので、やりたいことが沢山ある人、物事を深く考える

のが好きな人、九州に住んでみたい人にはぜひおすすめです。	 

無理に今、これからやりたいこと・将来の夢を決める必要はないと思います。

ただ立ち止まって何もしないことが一番危なくて、とりあえず本読んでみる、

映画いっぱい観る、先生と話す、とか、若いうちに色々なものに触れていった

方が人生の振れ幅大きくなって毎日楽しくなります。そのうち自分のやりたい

ことも夢も勝手に見つかるもんです。	 

決してあせらず、自分だけの人生を歩んでください！	 

	 

田中惇敏（九州大学工学部建築学科４年）	 

①理系②自分は漠然と理系科目の方が点数が高か

ったために理系に進み、学部も決めずにただ九州大

学に入りたいと思っていました。	 

高校 2	 年生の夏休みにオープンキャンパスに行き

ましたが、工学部建築学科のブースになんとなく惹

かれたことと建築学科の先輩が可愛かったこと、た

またま一緒になった学生が可愛かったので建築学

科にしました。③理科は履修内容が増えると同時に、小・中学校で学んだ内容

との連携が図られているため、中学校でのつまずきさえ克服すれば OK	 かもしれ

ませんし、問題演習を増やせば大丈夫かもしれません。苦手の質を見極めるた

めに、定期テストや模試の総合点だけで判断せず、苦手教科の先生に相談して

もよいと思います。	 

現時点の点数や偏差値を、過剰に気にする必要はありません。興味さえあるな	 

ら、盛り返しのチャンスはたっぷりあります。	 

文理選択は、自分の学習スタイルや適性を見つめ直すチャンスです。自分が、	 

よりいきいきと学べる場をイメージしながら、悔いのない選択を行ってくださ

い。具体的には、もし今、宿題が全科目残っていて、自分の得意不得意に合わ

せて全て同じ難易度だった場合（数学苦手、国語得意の人の場合、数学の簡単

な問題と国語の難しい問題が宿題に残っている）に、どの科目から手をつけよ

うと思うのか。という質問に対して、TOP３の科目が理系寄りか文系寄りか。	 



どの授業を受けている時が一番楽しみで寝ていないか。	 

など、成績ではなく関心の範囲から決めると良いと思います。	 

今いくら深く考えても将来変わるかもしれないと思います。	 

その際、その流れが自分の運命の流れだと受け入れるしかないと思います。	 

それならば、直感を信じてもよいのかなと、こんだけまとめた後に思っていま	 

す。	 

	 

	 

	 

	 




