
 

 

 

 

登美高祭も終わり、勉強に向けて猛ダッシュ！ 
 

勉強の秋です！それぞれの進路実現にむけて猛ダッシュ！ 
9月は例年よりも短縮した形とはいえ、文化祭・体育祭・後夜祭を無事行うことができました。楽しい思い出は

できましたか。 

さて、中間考査も目前に迫り、ここからは自分の目標に向かって勉強に集中する時期です。 

3年生は、学校推薦型選抜まであと1か月、いよいよ本格的な受験シーズンの到来です。今

までに積み重ねてきたものを信じ、弱点を補強しつつ、自分の進路を勝ち取るための仕上げ

にかかってください。また、一般選抜を考えている人たちにとっては2月、3月が本番です。

まだまだ長丁場ですので、周りに流されず、しっかり計画を立てて走り切りましょう。 

【3 年生】 

◇就職・公務員（消防･警察･行政事務･警察事務･税務･国家一般（事務）･自衛官など） 

   9 月になり本格的に各種の公務員試験が始まりました。筆記試験の勉強は普段の高校での科目の勉強とつながっ

ているので、1、2 年生も授業を大切に。また、今年は 10 月 16 日（例年は 9 月 15 日）から民間企業の就職試験

が行われています。企業の就職試験でも公務員の二次試験でも面接試験があり、配点が大きいです。志望動機を

きっちりまとめ，何度も面接練習をする必要があります。 

  ★公務員試験は難関なので 1、2年生は早めの準備を！公務員といってもいろんな種類があるので調べよう。また、

専門学校の無料講習も利用しよう。 

◇大学・短大 いよいよ受験校決定の時期！模試を必ず受けて目標校を決めよう！ 

①指定校推薦 

推薦決定者は 10 月末～11 月にかけて試験があります。今年度より大学入試改革が始まり、面接に加え、小論

文や学力試験、口頭試問などが課される学校が増えています。しっかりと準備をして、試験に臨んでください。

面接では志望動機・自己 PR などを自分の言葉ではっきり言えることが求められます。まずは面接用ノートを作り、

面接練習の準備を始めましょう。過去の先輩方が書いてくれた報告書が進路指導室にありますので、それらも参

考にしながら、質問の答えを考えるとよいでしょう。面接・小論文・口頭試問などは準備に大変、時間がかかり

ます。自分で準備を進めつつ、先生方に指導をしていただいて、完成まで仕上げていきましょう。 

今年度の主な指定校（カッコ内の数字は募集合計人数、推薦条件は各校さまざまです） 

  同志社大学(1) 立命館大学(2)  関西大学(17） 関西外国語大学(3) 近畿大学(13) 

龍谷大学（5） 甲南大学(4) 大阪工業大学(8) 大阪経済大学(2)  

大阪体育大学(2) 武庫川女子大学(5) 京都女子大学（2） 

〔看護専門学校〕大阪労災看護専門学校(2) ベルランド看護助産専門学校(3)  

大阪警察病院看護専門学校（1） ペガサス大阪南看護専門学校（2） 

堺看護専門学校（2）・浅香山病院看護専門学校（1）など 

※１・２年生へ 指定校は評定平均値が審査基準となるので日々の授業を大切にしよう！ 

日常の授業･テストをがんばろう。 

 

 

 

②学校推薦型選抜・総合型選抜     ☆入試の出願が始まります！☆  

3 年生の皆さんには、現在、学校推薦型選抜・総合型選抜の受験計画を考えてもらっているところです。以

前の公募制推薦入試が総合型選抜と学校推薦型選抜に分かれてきています。総合型選抜というと AO のイメー

ジがありますが、大学側が従来と同時期に入試を行うために、「総合型選抜」という名称で従来の公募制推薦

と大きく変化のない入試を準備しているところがあります。総合型選抜であっても、併願可の大学もあります

ので、しっかり募集要項を見て、受験計画を決めてください。 

入学願書は各自で入手しておくこと。(インターネットで願書を取り寄せるサイトもあります。また、「テレメ

ール」を利用すると速くて便利です。) 近畿の大学で取り寄せが有料の入学願書は進路指導室前に置いているも

のがあります。進路指導室前の廊下においてある資料は持ち帰り自由なので､必要な人は見に来てください。イン

ターネット出願のみの学校も増えてきています。インターネット出願でも、推薦書や調査書は、別途郵送する必

要があります。よく確認してください。 

大学・短大によりますが、総合型選抜の場合は、9 月中に出願が始まり 10 月の入試、学校推薦型選抜は 10 月

下旬から出願が始まり、11 月試験という日程が中心になります。「推薦」「総合」とありますが実力本位です。必

ず「過去問」を解くこと。今の自分レベルやどのような学習が必要か見えてきます。また､面接・小論文・実技等

がある入試においては先輩方の受験報告書が進路指導室にあります。志望大学の過去の小論文問題や面接内容な

ど､参考になることが多いと思います。必ず目を通しておこう！  

 

③共通テストについて 

今年度からセンター試験に代わり共通テストが始まります。本校では毎年多くの先輩がセンター試験を受験し

てきました。今年度の 3 年生は、139 名が共通テストに出願しました。出願後の流れとしては、10 月中旬に届く

確認はがきで登録事項の確認を行い、12 月中旬に受験票を受け取ることになります。 

共通テストまであと 105 日です。模試の結果で成績が伸びないと悩んでいる人も多いことと思いますが、伸び

るのはここからです。逆に模試の結果が良いからと安心して、無意識に力を抜いてしまうほうが心配です。体調

に気をつけながら追い込みにかかってください。昨年度の入試では、大学によっては、センター利用が一般入試

より難易度が下がる場合もありました。共通テストの平均点がどの程度になるかなど、不確定な要素も多いです

が、上手に利用できればいいですね。 

◇専門学校 3 年生よりもむしろ 1、2 年生向けの内容になります。（特に科目選択に迷っている 2 年生に） 
看護医療系以外の専門学校は AO 入試による受験が主流になっており、今年度の 3 年生も多くの生徒が 8 月ま

でに内定をもらい、9 月からは出願に進んでいます。一部の学校（人気の高い調理系や歯科衛生士養成、一部の

語学系）は早い時期から定員が埋まってきていますが、それらの学校を除けばまだまだ募集枠はあります。一般

専門学校では学校選びが大きなポイントになりますので、焦ることなくじっくりと比較検討してください。でき

るだけ多くの人と相談をして，自分にマッチする学校を見極めてほしいと思います。 

近年、看護医療系を中心に同じ分野で大学と専門学校の両方が存在するケースが目立ちます。資格には大差あ

りませんが、費用は大きく違います。また卒業後の就職・進路は、大学と専門学校とどちらが有利とは簡単に判

断できません。学校ごとに見る必要があります。特に看護医療系の大学・専門学校の比較はたいへん難しいです。

必ず担任と相談してください。進路指導室でも相談することができます。 

                                  

【2 年生のコース選択について】 

 いよいよ自分自身の目標校を定め、受験に向けて準備を本格的に始める時期になりました。また、9 月 24 日に

は 3 年次のコース選択に向けての学年集会がありました。コース・科目選択を考えるポイントは 3 点。 

①志望校の入試に必要な科目を履修する 

②入試には必要ないが、入学後に必要な科目も履修する 

③本命だけではなく、受験の可能性がある複数の大学を受験できるように履修する 

当然、これらのことは志望校の入試科目などを調べることが大前提です。3年生になって本格的に受験勉強を始

めてから、「何でこの科目を選択したのだろう」「どうしてあの科目をとらなかったのだろう」ということにならな

いように、今、よく考えておいてください。締め切りは 10月 29 日ですが、中間考査もあり本気で考える時間はそ

れほどありません。まずは自分で考え、保護者の方や担任の先生、進路指導部の先生とも

相談してください。しっかり考え、しっかり調べ、しっかり準備した人だけが、自分の希

望する進路を実現できます。「何とかなる」では何ともなりません。特に文型から理型への

変更、理型の理科の変更を考えている人は、必ず教科の先生とも早目に相談しましょう。 
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【2 年生 スタディーサポート講評】 

8 月 27 日に実施した「2 年第 2 回スタディーサポート」の結果が出ました。返却する際に配布したプリントに結

果の見方、全体の講評、みなさんに考えてほしいことを書いてあります。よく読んでおいてください。 

《国語》 

  診断結果から、知識分野の正答率が低いのが気になりました。国語の読解、文章理解の基本は漢字・語彙・単語

などの基礎知識です。これらは一朝一夕の勉強で身に付くものではありません。国語の力は毎日「文章を読む」・「語

彙や単語の勉強をする」ことが大切です。特に「本や新聞を毎日少しずつでも読む」ことをしてほしいです。 

しかし、最近は新聞をとっていない家庭も多いと思います。そこで、おすすめなのはスマホの無料アプリ「たて

書きコラム」です。いろいろな新聞のコラムが載っています。毎日更新されるので、最新の話題にも触れることが

でき、語彙力・言葉の力・読解力も身に付きます。1 日 1つずつでも読むと良いと思います。国語はコツコツ努力す

ることで大きく力を付けることができる教科です。少しずつ学習を積み重ねていきましょう。 

《数学》 

  今回のスタサポの結果で気になる点は「【数学の学習時間 平日】ほとんどしない」が 35.5％、「【数学の学習時間 

休日】ほとんどしない」が 27.7％と約 3～4 割の人が数学の勉強ができていないことです。ほとんど勉強をしない中

で理解し、点数を取ることは不可能に近いです。特に数学は復習が大切なので、しっかりと復習をしてください。

受験で数学が必要になる人は特に 2 年生の間に 1 年生の内容も含めて教科書レベルの問題は確実に理解し、解ける

ようにしておいてください。3 年生になってから基礎レベルの勉強をしているようでは遅いので、今から始めるよう

にしてください。 

《英語》 

今回、2 年生全体の英語の学力・学習バランスは、前回のものと比べて非常に良くなっています。実際に、前回の

結果から、「順調型」(グラフの右上)に移動した生徒は 67人いました。それに伴って、「要注意型」(グラフの左下)

の人数も減っています。学習習慣が良くなったことに比例して、成績も良くなったのではないかと思います。 

一方で、英語に苦手意識を持っている、授業についていけていないと答えた人は前回よりも多くなっています。

原因としては、依然として自主学習の時間をとれていないことが挙げられます。授業で理解できたと思っていても、

しばらくして問題を解いてみると解けないことが多々あると思います。また、暗記しなければいけない部分、特に

英単語に関しては授業内でしっかりと定着させることはかなり難しいはずです。解けない問題や、覚えなければい

けないことがどんどんたまってくると、英語に対して苦手意識が芽生え、授業にもついていけなくなってしまいま

す。では、その解決策は？ 

それは、自主学習・復習をすることで、授業内容を定着させるとともに、分かっていない部分や忘れてしまって

いる部分を見つけて、早めになくしておくことです。毎日することが理想ですが、部活動等で忙しい人は定期的に

でも結構です。時間がないという人は、1 日のスケジュールを見直して、どのタイミングで勉強できるかを見つける

ところから始めましょう。通学時間や、寝る前の数十分など、意外と時間を見つけられるはずです。もう 2 年生の

秋になってしまいました。時間がまだまだあるようで、実はそんなにありません。どの教科もそうですが、一筋縄

ではいかないので、しっかりと勉強していきましょう。 

 

【1 年生の文理選択について】 

2 年次のコース・科目選択（文理選択）の本登録は 10 月 28 日。これはあなたの進路を方向付ける大きな選択です

ので、じっくりと考え、調べ、家族や担任と話し合ったり、進路指導室に来て相談したりして決めていきましょう。

理型なら生物か物理、文型なら国語演習か数学 B を選択することになります。特に理型の物理・生物の選択は、学

部の方向性を決めることになりますから、よく考えて選択しましょう。 

文理選択をする際、最も考慮するべきことは、いうまでもなく自分の希望進路です。昨今の

入試は多様化しており、学校や入試形態によっては少ない科目で受験できる場合もあります。

しかし、入試科目になくても高校で学んでいることを前提に授業が進むというようなケースも

多いので、「入学してから困らない」コース選択をしてほしいと思います。特に理型学部への

進学を考えている人は注意が必要です。大学のホームページや進路指導室の大学パンフレット   

などで入試科目についてよく調べてください。 

また、文型で国公立大学をめざす人は、数学 B を必ず選択してください。ほとんどの国公立大学では大学入学共

通テストに数Ⅰ・数 A と数Ⅱ・数 B が必要になります。具体的な志望校が決まっていない人も多いと思いますが、2

年生、3 年生になってから後悔しないために「今、悩んで」ください。 

 

【1 年生 スタディーサポート講評】 

《国語》 

 現代文の評論文の読解力が弱い点が気になります。文章を読んで全体の要旨を把握する力は、すべての教科の基

礎となるものです。理数系の問題を解くときも、英語の文章を読むときも、文章を読む力が必要になります。これ

は時間をかけてコツコツと練習していくことでしか身につきません。本や新聞を読むなどし、日頃から活字に触れ、

文章を読む習慣をつけてください。また、予習の有無が授業の効果を大きく左右します。授業の前には最低でも 1

回は本文を読み、どのようなことが書いてあるのか、自分の頭で考える時間を作ってください。ただ、ノートにつ

いては、板書の他に「重要箇所を書く」という人が増えていました！授業に対する取り組みは良いようですので、

予習・復習にも力をそそぎ、より授業の効果が上がるように頑張ってください。 

《数学》 

今回の結果で、応用力の正答率が 36％でしたが今の時点では応用力よりも授業レベルの内容を確実に定着させる

ことが優先です。定期テストのためだけの勉強になっていませんか？テストが終わって忘れたと言っているようで

は到底入試では通用しません。自分の身になるためには毎日少しずつでも復習することが必要です。学習時間があ

まり取れていない人が多いようなので、授業の復習や 4 プロセスで構わないので、学習時間の確保をするようにし

てください。 

《英語》 

今回の結果でよかったのは文法問題の正答率です。平均して 65％を正解しています。英語の基礎となる文法が身

についていることはとても大切なことです。Listening, Speaking には関係なさそうな文法ですが、日本語を身につ

けてきた過程と英語ができる過程は全く違うので、単語と文法、それとその音声に触れることが Listening, 

Speaking の力を高める基礎力となります。文法を大事にしていきましょう！ 

最も低かったのは Listening です。Listening を高める方法は 3 つ。1 つ目は発音を学ぶこと。発音記号が読め、

それを声に出せることで英語の音を認識できるようになります。「文字⇒音声」の変換できることが大事なので、単

語を覚えるときは①「書く」②「音声を聴く」③「声に出して読む」のステップで覚えましょう。本文、例文の音

読も Listening 力を高めるサポートをしてくれます。2 つ目はディクテーション。ディクテーションは音声を聴いて、

その文章の空欄を聴こえた英語を書いて埋める活動です。これは単語の音やそのスペルを身につけられる優れもの

です。空欄は単語だけでなく、2～3 語のまとまりを空欄にするといいです。3 つ目はシャドーイング。シャドーイ

ングは音声を聴いて、その聴いた音声をそのまま口に出して英語を発する活動です。これは Listening と Speaking

を同時に高められる方法で、英語学習には欠かせません。うまく口に出せなかった英語が Listening できていない

部分なので、自分がどこをわかっているのか、どこが聞き取れていないかがわかります。  

Listening は大学入試における共通テストでも出題される必須科目です。海外旅行でも使えますし、少しでも普段

から上の 3 つを意識して学習しましょう。 

★★今後の予定★★ 

10月3日（土）1、2年生保護者向け進路説明会（本校） 

10月9日（金）～14日（水）中間考査 

10月22日（木）2年生「学びの分野別ガイダンス」 

（6限・放課後と2分野 聴講できます） 

10月17日（土）3年生第3回全統共通テスト模試 

11 月 7 日（土）1、2 年ベネッセ総合学力テスト 

        3年ベネッセ駿台大学入学共通テスト模試 

※「進路だより」は保護者のかたにも見せてください。 

 


