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 大阪府立登美丘高等学校 進路指導部 
 
 最近、昼と夜の気温差が激しい日も多くなってきました。例年であれば冬にそなえインフルエンザの予防接種を受

ける時期ですが、今年度は新型コロナウィルス対策も考えなければいけません。特に受験を控える３年生、体調管理

も受験勉強の一つであり、実力の一つです。入試本番に全力を出し切るためには、免疫力をアップし、体力・集中力

をつけること。受験勉強に全力でとりくみつつも栄養バランスと睡眠時間にも気を配ってください。既に進路が決ま

った人や 1，2年生も、受験生にうつさないように予防対策をお願いします。 

<コロナ禍における受験について> 

 新型コロナウィルス陽性者、濃厚接触者、37.5度以上の発熱がある人は受験できません。 

→各自で学校のＨＰを確認してください。所定の手続きを経て、別日程や他の入試への振り替え等の対応をしてく

れます。濃厚接触者でも、条件を満たせば当日に別室受験できる大学もあるようです。 

 臨時休校中の受験については、365メール等で連絡をします。 

 

♦3 年生・・・受験シーズン突入！！ 

 総合型選抜や学校推薦型選抜が始まり本格的に受験シーズンに入りました。共通テストまであと 2ヶ月半、私立一

般入試まで 3～4ヶ月です。残りの日数を見て焦り、模試の結果に落ち込んでいる人も多いと思います。ここでもう一

度仕切りなおして、今自分が何をするべきなのか見直しましょう。 

① 模試の結果に一喜一憂していませんか？ 今年はコロナの影響で学校受験ばかりになった模試ですが、模試の目

的は自分のできている分野・できていない分野を知ることであり、今なすべきことは苦手分野をつぶすことです。

「苦手だからやりたくない」→「できない」の悪循環に陥っていませんか。できないところはまず教科書や基本

に戻って学びなおしてください。今ならまだ間に合います。苦手な科目、範囲で 8割 9割取る必要はないですが、

苦手つぶしはしっかりしておいてください。現役生はまだまだ伸びます。日々の努力が大切です。 

② 色々な参考書や問題集に手を出しすぎていませんか？ 参考書や問題集は、一冊をじっくりやり込むことが実力

をつける近道です。取り組んだ問題集の中に「解けない問題は一問もない」、その位になったら次の問題集に進み

ましょう。一冊ずつつぶしていく感覚です。多種類の問題集に手を出しすぎて、何も身についていなかった…と

いうことのないように。 

③ 生活リズムは乱れていませんか？ 今の時期、辛くなりがちなメンタル面を支えるのは、規則正しい食事と睡眠

です。また、夜寝る直前に勉強したことを、翌朝すぐに思い起こしアウトプットの回路をつける。記憶定着率が

高い方法だそうです。単語等の暗記ものに最適です。毎日少し早めに起きて、前日の復習をしてから登校する習

慣を付けてはどうでしょうか。 

④ 受験は団体戦！ 正直「勉強しんどいなー」と思うこともあると思います。そして、苦しいときに隣で友人が頑

張っている姿を見て、「自分もがんばらないと」と奮起した経験を誰しも持っているでしょう。だから「受験は団

体戦だ」といわれるのです。頑張っている仲間同士で刺激し合い、進路が決まった人も応援する。そんな仲間で

あって欲しいと思います。これからのすごし方で結果は大きく変わります。受験ギリギリまで努力し続けること

が大切です。 

♥２年生・・・受験はすぐにやってきます！今自分を見つめ直す時です。 

 10月 22日（木）に学びの分野別ガイダンスを行いました。これまで自分の志望する学問分野に対するイメージが曖

昧だった人も、少しは具体的に理解できたのではないでしょうか。３年次コース･科目選択も終わりましたが、自分の

進路についてしっかり向き合うことができましたか。進路目標を持つことができれば、それが勉強のモチベーション

にもなるはずです。気づいていますか？ 実は、高校生活の半分が終わっているのです。今年はコロナの影響で例年通

り進まないことが多いですが、月日はいつもと同じように過ぎていきます。受験もすぐにやってきます（今３年生は

総合型選抜、学校推薦型選抜が始まっています）。２年生のみなさんも、自分がそろそろ受験生になることを自覚して、

計画的に受験を見据えた勉強をしていきましょう。家庭学習として日頃の授業の予復習をしていると思いますが、そ

れに加えて、これまでに習ってきた範囲の復習に取り組み始めてみましょう。どんどん大きくなる受験の足音に焦る

前に、計画的に準備を進めよう！ 

①国公立志望者集会 10月 2日に実施した国公立志望者集会には、34名の生徒が参加しました。地方国公立にまで目

を向けると、合格可能性は高まります。地方に進学することが可能か、保護者と話し合ってほしいと思います。また、

入試情報を調べる際は 2022年度のものを調べるようにしましょう。 

②看護系志望者集会 今年は例年より早く 9月 30日に看護系志望者集会を行い、26名が参加しました。コース選択に

ついての説明、看護を目指すことの覚悟、２年の成績を最大限上げておくこと、そのためには目の前に迫る中間考査

を頑張ること、などの説明がありました。 

③看護・医療・栄養系志望で文理選択を迷っている人向け集会 10月 14日実施。参加 27名。情報を集め、相談し、

譲れない点を明確にした上で、「人任せにせず自分の進路は自分で決めること」、との話がありました。 

④就職・公務員希望の人 就職の人は今から自分の適性を考え、どんな職種が向いているのか自己分析をしておきま

しょう。いろんな仕事があるので、ひとつに決めつけず考えること。公務員については、ひとくちに公務員といって

も国家公務員と地方公務員があり、職種も多種多様です。よく調べましょう。試験は筆記、小論文、面接、実技試験

など、対策が必要なものばかりです。倍率が高く、難しいものが多いので今からすぐに勉強を始めてください。専門

学校の無料講習会も利用しましょう。就職・公務員の両方に言えることですが、筆記試験は全科目に関係する内容が

出題されるので、学校の授業を大切に勉強しましょう（進学と同程度、あるいは進学以上に勉強は必要です）。 

♠１年生・・・授業と予習・復習をしっかりと！ 

文理選択の締め切りが 10 月末にありましたが、みなさん、自分の進路について真剣に考えることができましたか？

9 月 29 日に国公立志望者集会、10 月 21 日に看護・医療・栄養士・薬学志望者集会をおこないました。ともに 40 名

以上の参加があり、1 年生のうちからすべきこと、心構えなど重要な話を聞くことができたと思います。もし、参加し

そびれて資料が欲しいという場合は、進路の先生に申し出てください。これからも進路について考える機会はたくさ

んあります。その時々でしっかりと悩み、考え、決めていきましょう。 

さて、2 学期中間テストの結果についてですが、勉強した人としていない人の差が大きく開いています。進路で困る

ということはもちろんですが、進級すら危ないという状況の人も…。1 年生のうちに勉強に向き合う姿勢や、予習・復

習する習慣を身につけなければ、2 年生以降でもっと苦労することになります。2 学期末のテストに向けて、今回は指

名補習もあります。必ず参加して挽回してください。 

裏面には、10 月 22 日に行われた 2 年生の学びの分野別ガイダンスについて書かれています。それぞれの分野でど

のようなことが学ばれているのかがよくわかると思います。目を通して、興味のある分野を探してみましょう。 

1,2年保護者対象進路説明会（10月 3日（土）実施）より 

コロナ禍のため、今年度は学校での実施となりましたが、たくさんの保護者の皆様にご来校いただき、ありがとう

ございました。10 月下旬にコース・科目選択を控えていることもあり、分科会をはさんで学年別に説明会を開きまし

た。おもに、本校の進路状況や今年度から始まる共通テスト、大学入試改革、進学に関する費用、学年ごとに知って

おいていただきたいことについてお話しました。 

昨年度の入試状況は、国公立大、私立大ともに易化しました。近年の私立大学入学定員厳格化による難化が緩んだ

こと、センター試験最終学年ということで安全志向が働き、チャレンジする受験生が少なかったことが大きな理由で

す。今年度は浪人生が減っていることから、昨年度と同じ流れになるのではないかと予想されます。 

また、今年から共通テストが始まります。昨年、紆余曲折の末、記述問題や英語の外部検定の導入が見送られるこ

とになりましたが、思考力・判断力を問われる新傾向の問題が導入されたり、リスニングの配点が従来よりも大きく

なったりとセンター試験の頃よりも負担感は増しています。しかし、近年、私立大センター利用入試での合格は増え

ているため、私立大希望であっても共通テストを受験することで合格のチャンスは広がると考えています。 

国公立大については実際に出願先を決定するのは３年生の１月、共通テスト後の自己採点を経てからです。第１志

望の大学だけでなく、同じ系統の大学の受験科目を幅広く調べたうえで、コース・科目選択をすることが大切です。

また、地方の国公立大への進学についても検討することで、合格の可能性は広がります。 

部活動等で忙しくても、毎日、勉強を始める時間を固定すること、短時間からでもよいので毎日、勉強を続けてい

くことが大切です。学校の授業を中心に予習・復習を続けてください。また、模試を受験することで弱点がどこかが

わかります。弱点部分から補強をし、教科バランスを整えて学力アップに努めてほしいと思います。 

最後に、保護者の方々にはよき応援団として生徒たちのサポートをしていただくようにお願いいたします。 



2年学びの分野別ガイダンス（受講メモより） （全分野は載せられませんがご了承ください） 

分野 学校 内容（模擬授業） 

文学 帝塚山学院大

学 

・芥川龍之介『蜘蛛の糸』を、そのもとになった説話と比較することによって作

者が描こうとしたものについて考える。 

・作品を読むだけでなく背景を知った上で読むと、また違う見え方ができて面白

いことがわかった。 

英語・外国

語・留学 

大阪成蹊大学 ・身近なものであるキッチンレクシス（キッチンで使われる単語・語彙）を使っ

た映像を視聴し、その中に出てくる単語を英語に訳した。その後、チームで単語

の対決（グループワーク）に取り組んだ。 

・実際に発音することが大切。 

経済・経営・

商学 

関西学院大学 ・ケインズ経済学について学ぶ。経済とは経世済民（世の中を治めて民を救う）

という意味がある。経済学にはケインズという人物が大きく関わっている。 

・市場の需要と供給との均衡をとるメカニズムや有効需要の原理など、専門的で

難しいが興味深い講義内容だった。 

・経済と商学の違いがわかりやすく解説された。 

法学・政治学 桃山学院大学 ・法学部は憲法や行政法、刑法など幅広い分野について学ぶ。 

・行政学からみると公務員は現代社会を作った立役者だと言える。福祉について

細かく対応するのが国家公務員、まちづくりを行うのが地方公務員。 

心理学 追手門学院大

学 

・臨床心理学とは、人の心理状態をケアするために何をするべきかを考えるもの。 

・投影描画法の一つであるバウムテストを体験し、受講者同士のディスカッショ

ンを通して他者理解・自己理解を深めた。 

・論理的思考が必要で、英語と数学の学習が必要だということがわかった。 

社会学 追手門学院大

学 

・社会学は社会全体をまるごと理解するものであり、正解のない世の中の不思議

を探求していくもの。 

・「コミュニケーション能力」とは、異文化と向き合い理解する能力のことであり、

社会学で異文化同士を結びつけることと通じる。 

教育・教員養

成 

四天王寺大学 ・英語教育は大きく変わろうとしているが、その中でも、小学校の英語教育につ

いて、低学年の小学生に本格的に英語を学ばせるにはどのような工夫が必要にな

るのかということを学んだ。 

保育・幼児教

育 

大阪総合保育

大学/大阪城南

女子短期大学 

・「らくがき」を通して様々な見方を考える授業。自分の書いたらくがきで自分自

身の固定概念に気づき、それに囚われていることに気づくことがある。 

・大学では教科書のない「ごっこ遊び」を通して、物事を多方面からとらえる力

を鍛えていく。同じ道を目指す友人から学ぶことも多い。 

・子供の年齢に応じて会話できるように訓練をしたり、子供が見ている世界を考

えたりすることが大切だということがわかった。 

農学・バイ

オ・水産 

 

近畿大学 

 

・花と昆虫は持ちつ持たれつの共生関係をもっている。この関係は現在農学にも

利用されている。おいしい農作物を作るために、自然の力を利用する方法が再び

注目を集めている。 

・花粉を運ぶ虫媒では、ハチが一番利用されているという話だったが、ここまで

利用されているとは知らなかった。ほかにもどんな動物が農業に関わっているの

かを知りたい。 

食物・栄養・

管理栄養 

帝塚山学院大

学 

・我々の身のまわりの多様な食品について、その歴史や化学・栄養面・生理機能

面も合わせて科学的に分析してみた。 

・３種類のジュースの糖度や果汁を調べる実験を通し、普段は気に留めないパッ

ケージの意味を考えることになった。 

・人生で 70ｔもの食品を摂取すると指摘され、食の大切さを再確認した。 

理工・情報 大阪電気通信

大学 

・インターネットがどのように構成されていて、情報がどのように流れているの

か、その中でも特に、動画像転送がどのようにおこなわれているのか。 

・現在当たり前のように普及しているインターネットについて歴史からシステム

まで様々なことについて、複雑なことをわかりやすく説明してもらった。 

体育・スポー

ツ 

太成学院大学 ・音刺激に対する全身反応時間を測定する実験を通して、スポーツ科学、バイオ

メカニクスの研究分野について学ぶ。 

・スポーツ科学とは「楽しいこと」をもっと楽しくし、他者にわかりやすく説明

すること、バイオメカニクスとはカメラ等を使って人間を分析し、パフォーマン

スの向上を図ること。目の前のことを疑い、調査することが必要。 

建築・住居・

インテリア 

京都芸術大学 ・住居には大・中・小がある。大はランドスケープ、中は建築、小はインテリア。 

・「ターゲット」「共感」がキーワードであり、快適で美しい生活をより多くの人々

へ提供することを考えることが大事。建築にもコミュニケーションが必要である。 

看護 専門学校ベル

ランド看護助

産大学校 

 

・看護とは手と目で人を見護ることを象徴した言葉で、目で診て、耳で聴いて、

自分の手で触れて、頭で考えて、身体全体を使って患者さんに看護を提供する仕

事である。体温、脈拍、呼吸、血圧だけでなく、表情やコミュニケーション、目

を見ることで患者さんの病気の発見もいち早く判断することができる。 

・バイタルサイン（血圧）を測る実習を通して、その難しさと重要性がわかった。 

医療（看護以

外Ａ） 

関西医療大学 

 

・「スポーツにケガはつきもの」ではない。過労の原因を解決する、重力と床反力

を使ってパフォーマンスを向上させる、身体の重心の左右差をなくす、など、身

体知識論をもとに身体機能を上げることを追究する。 

・対症療法だけでなく、原因療法も大切。痛くなる原因は一つではなく様々。 

医療（看護以

外Ｂ） 

森ノ宮医療大

学 

・新型コロナウイルスの拡大で耳にする「ECMO、人工呼吸器」などの機械を病院

内で専門的に取り扱うのが臨床工学技士である。 

・命に関わる機器を操作・管理する、医療チームを支える重要な仕事。 

歯科衛生士 大阪歯科衛生

士専門学校 

・就職先は歯医者だけではなく、保健センターや商品開発、養成する側など様々

あり、就職先にもよるが働きやすい環境が整えられている。 

・家庭と仕事の両立がしやすい、安定している、などのメリットがあるという話

だった。 

調理・製菓・

製パン 

大阪あべの辻

調理師専門学

校/大阪あべの

辻製菓専門学

校 

・調理、製菓の学校は数多くあるので、しっかり自分で見て学校を決める。 

・実習のときについてくれる先生の数、学費(諸経費なども含めて全体で見る)、

就職先、求人の数などもしっかり調べる。 

・ブライダルの料理、パン屋、レストランやホテルなど、幅広い職に就くことが

できるが、職種や専門学校によって求人の募集数が違うので注意が必要となる。 

理容・美容 グラムール美

容専門学校 

・美容師免許は美容系の職業につく上で、持っていた方が有利になる場合が多い。

特に、美容師、ヘアメイク、ブライダルスタイリストは絶対に必要。 

観光・旅行・

ホテル・エア

ライン・ブラ

イダル 

大阪外語専門

学校 

・分野研究をして、来年のゴールデンウイーク明けには学校研究を始める必要が

ある。１校に３回ほど行った方が良い。 

・ブライダル関係の仕事はデメリットが多く、就職することが大変。 

・観光業は外国語だけでなく、日本語能力が必要。英検２級の取得が必要。 

・コロナの影響を受けている業界で、先行きが不透明で不安材料が多い。 

公務員 大阪法律専門

学校/大阪 IT

会計専門学校/

京都 IT会計法

律専門学校 

・選択して受けている科目や、自分の得意な科目は伸ばし、選択しておらず受け

ていない教科はセミナーに行って、習ったことを繰り返し復習してパターンをつ

かむなど、広く浅く出題されるため、多くの知識を取り入れておいたほうが良い。 

・成績だけでなく、高校の授業で習う学習内容を定着させるためにも、授業を大

切にした方が良い。 

★進路便りは保護者の方にも見せてください。 


