
   夢 ★ 掴もう！ 

 

いよいよ３年生！ ３年生は全力投球！ 

３年生で欠席・遅刻をしてはいけません。３年生になっても自己管理ができずに、欠席・

遅刻を重ねる人を企業が採用するでしょうか。欠席・遅刻を重ねる人は高校から大学へ「推薦」

するに値する人だといえるでしょうか。 

１・２年生のとき欠席をしてしまった人、諦めなくていいです。今後、遅刻・欠席をゼロに

できれば、「成長してる自分」「頑張っている自分」をアピールできます。 

１，２年より評定を上げましょう。授業を集中して喋らずにきくこと！提出物を完璧に出

すこと！いま頑張らなくて、いつ頑張るのでしょう？３年生は進路に向かって全力投球です！ 

 

≪４月１１日は実力判定テストです≫ ※裏面に受験カード記入のポイント掲載※ 

①『実力判定テスト選択科目一覧』（担任の先生が掲示）で、５限の自分が受験する 

科目と受験教室を確認しましょう。 

＊変更したい人は７限か 4/14(金)に追加受験可能。希望者は今日中に担任の先生に申し出 

 

1 離任式 

2 全 国語 

3 全 数学 

4 全 英語 

5 選択 

私立文系、国公立 社会 

私立理系、看護系等 理科 

就職・公務員 基礎活用 

6 全 ホームルーム 

7 
対象者 

のみ 

国公立 理科 

科目追加希望者 希望科目 

遅刻した人 未受験科目 

≪本日提出 進路宿題について≫ 

①進路希望調査・②進路説明会希望調査票と奨学金についてアンケート・③長所をつたえよう・  

④ベネッセ学習・進路ノートは本日、担任に提出です。出来ていますか？ 

進路関係の書類は絶対締め切り厳守です！校内選考書類などは、締め切りを過ぎたら受け

取りません。 

 

≪５期生 ３年生 １学期 中間考査まで 進路スケジュール（予定）≫ 

４／１０（月）   『第１回進路希望調査』提出 

現在、進路希望が「未定」の人は… 

進路希望がはっきりしない「未定」の人は、できるかぎり早く担任の先生に相談して

ください。そして、自分でとことん進路希望について考え、保護者としっかり話をし、

進路希望を決定しなければなりません。就職の人は、４／１３から指導が始まります。 

遅くともＡＯが始まる６月までに、自信を持って「自分の進路希望はこれ！」と 

言えるように、自分が納得できる進路を選びましょう。 
 
４／１１（火）   『実力判定テスト』 ＊GTZをあげる！この成績で保護者懇談 
 
４／１３（木）   『コース別説明会』 

コース① 大学・大学  コース② 専門学校  コース③ 看護 

コース④ 就職（民間） コース⑥ 公務員 
 
４／１９（水）   ベネッセ マーク模試申込（６／３（土）実施、2,700円） 
 
４月中旬～下旬   『就職希望者面談』 

就職希望者は進路就職担当の先生と面談をします。 

保護者とも相談して、就職の意思を決めてください。 

  ↓（面談後） 

５／９（火） 『学校推薦就職登録』 

学校推薦就職希望者は、この日までに必ず登録必要 
 
５／１１（木）   『進路コース別ＬＨＲ』 

     コース① 進学希望者向け奨学金説明会 

コース② 学校紹介就職   

コース③ 公務員 

     コース④ 講習（奨学金を申請しない者） 
 

５／１９（金）～５／２６（金） 『中間考査』 ★評定平均値を上げる！★ 

誰のためでもなく自分のために！勝負は１学期！！（＾＾） 

５時間目 

『社会』 ＊以下の科目から１科目解答 

「日本史」「世界史」「政治・経済」 

『理科』 ＊以下の科目から１科目解答 

「生物」「化学」「物理」 

『基礎活用』 

７時間目 

就職・公務員希望者 →『基礎・活用』 

国公立志望者→『理科』  

 

どの科目を受験科目にするか迷っている人は、 

７限目か 4／14(金)にもう１科目追加で受験  

可能です。 

文系 →『社会』 ＊５限と違う科目 

理系 →『理科』 ＊５限と違う科目 

＊追加したい人は担任の先生に今日中に申し出 
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三者懇談によせて         H29.6.15 ３年進路指導部 

 

 

 

 保護者の皆様には、日頃から本校教育活動にご協力いただきありがとうございます。 

 体育祭も終わり、１学期総まとめの期末考査まであと２週間余りとなりました。 １学期成績

までで、受験用調査書を作成いたします。悔いが残らないよう、精一杯、努力して欲しいと考え

ております。 

また、期末が終われば、いよいよ３年夏、受験の山場を迎えます。３年進路指導部では、「夢

を掴もう」を合言葉に、進路通信、集会、探究、ＬＨＲの時間を通して、進路に関する情報を

伝えることで、学習や進路の啓蒙活動を行っております。 

進路選択は、いわば「自己実現のための一歩」です。迷うことも、安易な選択をしてしまいそ

うになることもあるでしょう。そんなとき、教職員と保護者の皆様が手を携えて、子どもたちが

夢を実現できるよう、適切なアドバイスをしていければと考えております。今後とも、ご理解、

ご協力をお願い致します。 

 

 

● これからのこと … 進学資金と進路選択 

進学に向けての資金の準備はお済みでしょうか？早ければ今年８月頃に、入学金、前期授業

料等で８０万円程度必要です。また大学であれば、受験料が１校３～４万円必要で、複数受験す

れば数十万円になることもあります。なにかあれば早めにご相談いただきますよう、お願いいた

します。 

進路の決定状況については、現時点で多くの生徒は進路コース（大学・就職等）は決まってい

ます。しかし更に受験校はというと、決まっていない生徒が多くいるようです。納得できる進路

を選択できるよう、ご家庭でも話をしてやってください。 

以下、主な進路別に「今、知っておいていただきたいこと」を連絡いたします。 

① 専門学校（看護・医療系含む） 

 オープンスクールに行くと「すぐ決めないと」といった勧誘を受けることが多いようですが、

９月までに定員がいっぱいになる学校は殆どありません。むしろ、定員割れしている学校が多い

のが現状です。 

進学後に卒業できなかったり、正社員として就職できないなどということのないように、 授業や就職

支援など、焦らずにしっかりと見極めてください。 

② 就職 

現在、学校紹介就職を申し込んだ生徒に指導を行っています。今後、７月の短縮期間中に求人

票を公開し、夏休みに企業訪問をして受験希望企業を決定します。その後、校内選考を行ない、

受験企業が決まれば、履歴書を出し、９月の中旬以降に受験します。もし申込んでいないけれど

も学校紹介で就職をしたいという場合は、至急、担任と進路指導部にご相談ください。懇談以降

に申し込まれた場合は、第１回就職試験は受験できませんのでご注意ください。 

学校紹介就職は「学校から紹介するにふさわしい人物である」ことが大前提です。希望者は、

「学校紹介就職で就職が決まったら、必ずその企業に就職しなければならない」こともお知りお

きください。 

③ 公務員 

 公務員を希望する生徒は、２年の夏ごろから、大阪法律専門学校等の無料講習に参加するよう

に指導しており、公務員希望者のほとんどは前記講習に参加し、勉強しています。今後は、人事

院のホームページで受験日程を確認し、受験先を決定・出願し、９月頃に受験することになりま

す。 

 公務員希望の場合、もしもの場合どうするか考えておいて下さい。公務員試験と就職試験は同

じ時期です。公務員がダメだったら「就職」と考えている場合は、第２回以降の就職試験になる

ので、受験できる職種や企業は少なくなります。「専門学校」に行って再受験を考えている場合

は、進学資金の準備が必要です。 

>> 大学・短大は裏に続く 

④ 大学・短大 

 現在、８人に１人は大学を中退しているといわれています。大学は“入学できれば良い”ので

はありません。しっかり”勉強して卒業”して欲しいと思います 

 以下、よくお問い合わせのある大学入試方式について、以下に説明いたします。 

ＡＯ入試 

 ＡＯ入試は学力だけでは測れない「適性」や「意欲」、学ぶ目標がその大学で実現できるかな

どを面接や志望理由書、基礎学力テスト、模擬授業などで計る入試です。 

入試内容・日程は多様ですが、近年、基礎学力重視の傾向が強まっています。 

 学校によっては、もうはじまっていますが、多くは７月以降に集中しています。  大学によ

ってはＡＯ入試のほうが入りやすい場合もありますので、志望校の入試倍率などを調べてみてく

ださい。なお入学金納入日が早い場合が多いので注意が必要です。 

指定校入試 

 大学から本校にきた「条件」にあてはまる人を推薦します。「学校から推薦するにふさわしい

人物」であることが前提になります。指定校入試は校内選考に合格すれば、入試対策を普通にす



れば合格します。しかし校内選考が厳しい入試です。 

（指定校の注意点） 

・指定校で合格した場合は、必ず入学・卒業してください。 

・校内選考で落ちることがあります。 

たとえば評定 3.5 以上と書いていて、自分は 3.8 だから大丈夫と思っていたら、4.1 の人が応募

していてダメだった…ということもあります。なお校内選考は評定・出欠とともに校内ルールを守れ

るかも選考の対象にしています。 

・指定校が自分に合う大学とは限りません 

指定校は４年制大学で４０校程度しかありません。しかし、実際の大学は何百校もあります。指定

校の中から大学選びをすると、自分にあう大学を選べていないことがあります。先に述べたとおり、

中退率が高い時代です。大学を先に選んで、それが指定校であれば指定校受験を検討してください。 

・大半は普通に合格できる大学です 

指定校の大半は、先輩が合格してきた大学です。つまり普通に受験すれば合格できる大学が大半で

す。あえて責任のある指定校で受験すべきか、検討してください。 

・指定校の条件が変わることがあります。 

毎年、指定校の条件や校内推薦可能人数はかわります。今年も、何校か条件変更の内示が来ていま

す。今の条件だけで判断できません。 

（指定校の日程） 

6/12 に指定校集会を実施しました。これに参加していない生徒は第一回指定講習会に応募する

ことは出来ません。今後、8/24 に指定校一覧公開、２５に指定校集会、２９に指定校申込み、

9/1 に校内選考結果を連絡します。第一回指定講習会に欠席した生徒は、これ以降の指定校に応

募することになります。 

公募推薦入試 

 公募推薦入試は普通の学力入試とほぼ同等です。ただし、時期が秋で現役生中心に受験するこ

と、試験科目が少なめであること、学校長の推薦書が必要であることが多いこと、調査書の内容

を反映する入試もあるといった特徴があります。 

一般入試 

 一般入試は、２月頃に集中して行われます。受験科目は２科目または３科目というパターンが

多く、選択科目が幅広く設定されています。多くの場合、英語が必須であることが多いです。難

易度が高い場合が多いようです。しかし、夏休みの学習成果が定着し、発揮されるのは３学期以

降です。推薦でダメでも、めげずに勉強しつづけて、難関といわれる大学に合格する生徒が例年

数名います。挑戦する意義はあります。 

 中学と違い、入試の内容・日程を調べたり、願書の取り寄せ・提出は、生徒が自分でしなけれ

ばなりません。学校でも、指導しますが、あまりにも多様であり、担任が個別の動きすべてをフ

ォローすることは不可能です。生徒の自己管理能力が問われます。ご家庭でもサポートしていた

だきますよう、お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   夢 ★ 掴もう！ 

 

 

受験するへ  ★受験は夏で決まる★ 

 勝負の夏休みがやってきます。ここで勝負できないなら、結果は厳しいものになるで

しょう。後悔したくなければ、やるしかない！ 

少なくとも１日１０時間は勉強しましょう。そのために… 

★ 勉強する環境を作る 

   家で集中して勉強するのは、かなり難しいです。集中して勉強する方法として、 

  お薦めなのは、以下の方法です。 

  ① 新タイプ自習室など、家以外の施設を活用する 

     学校で勉強すれば、質問が簡単に出来るし、勉強している友人を見ることで、 

刺激を受け、自分も頑張れます。いつもの学校とおりの時間に登校して、勉強 

しましょう。 

  ② 勉強時間は、携帯電話を家族に預ける 

     携帯電話があると、どうしても使いたくなります。家族に預かって貰えば、 

    勉強しはじめてすぐに返してとか言い難いものです。 

     夜１０時までは預けるなど、自分で勉強できる環境を作りましょう。 

★ 英語を受験レベルまでもっていく 

   いうまでもなく、受験の要は英語です。夏に英語のレベルが上がっているか否か 

かで、受験が大きく変わります。 

英単語や文法は、夏休み終わりまでに少なくとも２周しましょう。 

すでに進路が決まっている人へ << 調査書発行について 

 願書の発行は通常、8/24(木)以降になります。夏休み中に必要な人は 7/20(木)まで

に、受験カード・調査書発行作成願（ピンクの紙）を担任に提出しなさい。調査書発行

は遅くとも１週間前までに申込みが必要です。夏休み中は部活や、研修など、担任と連絡

を取り難くなります。早めに動きましょう。 

高校最後の夏、充実した夏休みをすごしてください。だらだら過ごさず、高校生であ

る、「今」を大切に過ごしてください。 

部活などで、忙しい人へ 

何のために部活をやっているのか、もう一度考えてください。思い出を作るため、

試合に勝つため…いろいろとあると思いますが、全員、自分の人生をよりよくするために

部活をしているはずです。それなのに、部活を言い訳にして自分の大切な進路から目を

そむけるんですか？部活をしているということは、他の人に比べて時間が少ないんだ

から、焦るべきです。その時間は集中や工夫でカバーするしかありません。 

他の人が３時間かけてやっている内容を１時間でやるしかない！そういう状況です。 

集中して、勉強するしかない！後悔しない！ 
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