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６９期生、卒業おめでとうございます 
 

この３年間でたくさんの大切な思い出ができたことと思います。登美丘高校で得

たこと、学んだことをこれからの糧として頑張ってください。応援しています。 

 

＊今年度の受験状況から… 

 近年、私立大学の定員厳格化と大学入試改革前の安全志向により厳しい入試が続いていましたが、

昨年あたりから徐々に数年前の水準に戻ってきています。関西大学と近畿大学の一般選抜前期は昨年

に引き続き、ほとんどの学部で倍率が下がりました。とはいえ、上位層の受験が多い難関大学であり、

合格を勝ち取るためには早期からの受験勉強が必須です。これらの大学をめざしている２年生は、一

般選抜での合格を目標に今日から勉強を始めてください。また、昨年度は各私立大学が後期入試で多

数の合格や追加合格を出しましたが、今年度もこの傾向が続く可能性があります。最後まで頑張り続

ければチャンスはあります。ここが踏ん張り時、３年生は自分の力を信じて粘り強く頑張りましょう。 

国公立大学については昨日からが前期入試が始まりました。志望者たちは共通テストに引き続き、

２次試験に向けて頑張ってきました。前期入試の結果発表は 3 月上旬、後期入試については試験が３

月中旬で、結果発表は３月下旬に行われます。各大学の合格者数については、現在集計中ですので、

最終結果を４月にお知らせします。３年生の皆さんは卒業後になりますが、HPで確認してください。 

 

＊大学入学共通テスト（1月１6日、１7日）、本校から 120名が受験しました！ 

 今年度から大学入学共通テストが始まりました。コロナウイルスによる学業の遅れを保障するため

の第２日程が設定されましたが、本校生徒は 120名全員第１日程を受験しました。センター試験から

の大きな変更点は、英語のリスニング・リーディング比が１：１になったこと（ただし、実際の配点

比は各大学が決定）、思考力や判断力をはかる新傾向の問題（生活や学習の場面を題材にしたり、複

数の資料を読み解かせたりする問題）が増えたことです。結果として時間内に読まなければならない

問題文の量も増えました。国公立大学を受験する場合、共通テストで５教科７（８）科目の受験を必

要とするところがほとんどです。幅広い科目の勉強が必要なので負担が大きく、早期から計画的に勉

強に取り組んでいかなければなりません。またほとんどの私立大学では共通テスト利用入試という制

度があります。基本的に３科目（文系は英・国・地歴公民、理系は英・数・理）で受験することがで

き、受験機会が増えたり、受験会場まで行かずに滑り止めを確保できたりというメリットがあります。

１，２年生も新聞や大学入試センターの HP に掲載されている過去問をぜひ解いてみてください。 

 

2021 年 大学入学共通テスト 校内結果 

科目 校内最高点 全国平均点 科目 校内最高点 全国平均点 

国語 163/200 117.51 英ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 93/100 58.80 

数ⅠＡ 91/100 57.68 英ﾘｽﾆﾝｸﾞ 84/100 56.16 

数ⅡＢ 98/100 59.93 生物 92/100 72.64 

日Ｂ 84/100 64.26 化学 86/100 57.59 

世Ｂ 81/100 63.48 生基 41/50 29.17 

現社 88/100 58.40 化基 38/50 24.65 

＊1 年生（1/21）、２年生(1/21,25、2/1,7)進路ＨＲについて (2 年生は探究を含む) 

 1 年生の 1/21の進路 HRでは入試の仕組みの概略を説明しました。１年生からの成績が加味され

ることや倍率など、大学入試は高校入試と大きく異なります。現段階での「学習成績の状況」を計

算したことは学年末考査に向けてのやる気に繋がったのではないでしょうか。２年生になるまでに

何をするべきか考え、行動面を変えていきましょう。 

春休みの宿題は、自分の進路を実現させるためのとても大切な内容になっています。クラブ活動

もあると思いますが、オープンキャンパスも感染症対策をしたうえで、参加するようにしてくださ

い。 

 2年生は 1/21の探究と 1/25の進路ＨＲで、受験生になる準備として、今後のスケジュールを確

認し、勉強計画の立て方を学習しました。また、入試～入学後すぐに必要となるお金についても説

明しました。保護者の方に頼るだけではなく、自分でどれだけのお金がかかっているのかを理解

し、勉強に励んでほしいものです。2/1、2/7の探究では、「自己ＰＲ文」を書く練習をしました。

自分の長所や「売り」の部分を文章にするのは難しいですが、書けば書くほど自分への理解が深ま

り、上達します。総合型選抜や学校推薦型選抜に利用するだけでなく、自分を掘り下げて考え自己

ＰＲとして文章にしたことは、入試だけではなくこの先の就職面接などさまざまな場面で役に立つ

でしょう。 

 

 

 

＊奨学金等進学費用ガイダンスについて 

 ２月５日（金）放課後、本校視聴覚教室にて２年生を対象に、スカラシップアドバイザーの寺田先

生を講師にお迎えし、奨学金等進学費用ガイダンスを実施しました。約60名が参加しました。「進学に

は、いつ、いくら、お金の準備が必要か」「学費の準備方法について」の２つのテーマについてお話い

ただきましたので、以下、簡単に講演内容を紹介します。 
◎いつ・いくら必要か 

 高校３年生の時点で、必要になるのは以下の通りです。 

・受験費用      … 20～30万円（複数方式、複数日程、併願校など複数校受験で必要） 

・入学金＋前期授業料等… 約100万円 

・その他   … 併願校の入学金・塾や参考書費用など 

注意 合格後、すぐに入学金等が必要な場合がある。日本学生支援機構の奨学金は進学後に振込さ

れるので間に合わない。別途、準備必要。 

他に、進学後は半年毎に授業料が必要なことや、学校種別平均学費についても紹介がありました。 

◎学費の準備方法 

 日本学生支援機構予約奨学金の制度・種類についてご説明いただきました。主な種類は以下の通り。 

・給付奨学金   …返済不要の奨学金。対象の学校が決まっている。学校種別等で金額が変わる。 

・第一種奨学金 …返済が必要な奨学金。無利子。給付と併用制限がある。学校種別等で金額が変わる。 

・第二種奨学金 …返済が必要で、返還時に利子がつく奨学金。2～12万円で、選択可能。 

・入学時特別増額貸与奨学金…入学後、１回だけ貸与される奨学金。返済必要。最大50万円。 

予約可否は「家計」「成績」で審査されます。予約奨学金以外の準備手段として、国の教育ローンや、

市町村の社会福祉協議会の生活福祉資金貸付、地方公共団体の母子父子寡婦福祉資金貸付の制度、入

学時特別増額貸与奨学金を元に借りる労働金融公庫の「つなぎ融資」の仕組みについてもご紹介いた

だきました。自分の将来のことです。保護者任せにせず、進路について家族で話し合ってください。

何事も、早い段階で調べて準備し、行動することが大切です。 
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＊2年生進路別対策説明会（1/14）について 

 1/14（木）６限目に２年生進路別受験対策説明会を行いました。10月に行われた学びの分野別説

明会ではそれぞれの分野の模擬授業を受けて、概要についての話を聞きましたが、今回はそれぞれ

の進路別に分かれ、進学等に向けての勉強法について聞くことができました。各説明分野の概要と

みなさんが提出してくれたメモ用紙から感想を簡単に紹介しておきます。参加した分野とは違う分

野にもいろいろな情報が載っているので見ておきましょう。 

説明分野 説明概要（勉強法など） 感想 

国公立大学 

●目標設定をする（志望大学の決定など）。 

●準備を始めて「受験生」になろう。 

入試情報を知ることが大切。大学によっては科目が指定され

る場合がある。スケジュールは推薦出願が９月なので早めに

進路指導室を利用して調べておく必要がある。 

●センター試験は知識で解ける問題が多かったが、共通テス

トは思考力が問われる問題へと変更される。何を聞かれてい

るか考えないと点数がとれない。 

●安全志向に変わってきているため、合格点ギリギリの人が

しんどくなる傾向が強い。 

●英・国・数は早い段階で差がつく。まずは学習の量・質を

上げることからスタートする必要がある。 

・共通テストはセンター試験と

は違い、結果だけじゃなく過程

も問われることになるので、今

まで以上に授業を大切にする必

要があると思った。 

・学校の授業で「もう受験生

だ」と言われることが多いが、

今日の話でより身がひきしまっ

た。 

・今からできることも多く、先

のことも視野に入れて勉強しよ

うと思った。 

私立文系・ 

外国語 

●自分の周囲の状況・自分の気持ちを理解して、それを言葉

にする必要がある。 

●大学受験の状況を知り、逆算して考える必要がある。今年

よりも来年の共通テストが難しくなるだろう。ますはリスニ

ングの力をつけて、単語や文法を大切に、学校でならったこ

とをしっかり身につけよう。 

・今までは３年生の７月くらい

から勉強を始めようと思ってい

たけれど、今すぐにでも勉強を

始めないといけないと思った。 

・毎日単語を覚えるなど小さな

事から始めようと思った。 

私立文系・ 

外国語以外 

●情報収集を始めることが一番大切。情報は知っていて当た

り前で、知って初めてスタートラインに立てる。 

●志望校を選ぶにあたって、すべり止めや併願校もしっかり

選ぶ必要がある。 

●成功談じゃなくて失敗談を見て学ぶ方がよい。 

・第一志望の大学だけでなく、

他の大学のこともしっかりと調

べて興味のあるものを広げて本

当に自分にあった大学を選びた

いと思いました。 

私立理系 

 

●受験は推薦を目標とせず、後期までやり続ける気持ちを持

つ必要がある。 

●中学の時の勉強量（３年間）は 1200ｈ。大学入試まで 360

日あるとして１日３ｈで 1080ｈ、４ｈで 1440ｈ。どれだけ

効率よく勉強できるか。 

●しっかりとした勉強スタイルを身につけることが大事。中

途半端な勉強法では成功しない。 

・自分の勉強に対する姿勢を正

そうと思った。 

・１日４時間勉強してやっと中

学校３年間塾で勉強した時間と

同じであることがわかった。大

学受験の方が難しいのだから質

の良い勉強が必要だと思った。 

体育系 

●大学の場所や学部について早めに調べる。 

●就職率ではなく就職先がどこかということが大事。 

●スポーツの価値、効果を知っておく必要がある。（小論文

などに書くことができる） 

●スポーツについて考えていくと、書く材料が増える 

●まずは志望理由書の準備をして、余裕ができたら国・英の

勉強をする。 

●面接は練習！ 

・今まで安全に入れる所を探し

ていたけれど、それではいけな

いなと思ったので、自分のやり

たいことを明確にして合う大学

を探そうと思った。 

・（総合型選抜などで）先に合格

しておきたいので、志望理由書

の準備として、スポーツについ

て考えておこうと思った。 

芸術系  

●総合大学の芸術学部より、芸術大学、美術大学の方が就職

率も高く、施設もよい。 

●総合型選抜として授業型（授業に参加してレポート）のも

のや、面接（作品持参）、実技などがある。 

●制作展に行き、相談などもしておくことが大切。 

・普通の大学の受験とは全然違

うことがわかった。 

・大学の制作展なども見に行こ

うと思った。 

・春期、夏期の画塾に行く。 

音楽系 

●２年制より４年制のほうが技術を磨くことができる。３，

４年で伸びる人が多い。 

●ドイツ語や英語を学んで世界中に飛び立つ人が多い。 

・今のうちにいろんな曲にふれ

ておく必要があう。 

・教職をとる人が多い。 

保育 

幼児教育 

●先生として大切なことは、責任感とコミュニケーション力

である。保護者、子供だけでなく、同僚と同じチームとして

働くためにもコミュニケーション力が必要となる。 

●保育士と幼稚園教諭の違いは、対象児童の年齢だけでな

く、資格や管轄が違い、保育士は厚生労働省管轄の「福祉」

として行われるもの、幼稚園教諭は文部科学省管轄の、「教

育」として行われるものであり、認定こども園はその２つが

合わさったようなものである。 

・入試についても詳しく聞け

て、きちんと調べて決めていか

ないといけないと改めて感じ

た。 

・大学ごとの受験方法の違い、

アドミッションポリシーの違い

を調べようと思った。 

看護・医療系 

(大学・短大) 

●大学・短大・専門、どれも勉強することは同じで、給料も

あまり変わらない。 

●受験まで半年しかない。２年生が終わるまでに、どこに行

きたいか方向性を決めておく。 

●推薦は、評定平均値の基準や専願が条件。高校での成績、

生活態度が入試に直結している。 

●国語は大事。テクニックはいらない、過去問だけをしても

意味がない。国数英を伸ばすべき。 

・学校をしんどくても休まない

くせをつけようと思った。 

・いろいろな大学、短大、専門

学校を自主的に見に行こうと思

った。 

・残りの定期テストを死ぬ気で

勉強して評定を上げるように頑

張ろうと思った。 

看護系 

(専門学校) 

●大学は学士「大卒」という資格が残る。４年制専門学校は

「大卒」に近い扱いとなる。 

●看護師は一生続けることのできる仕事。 

●専門学校は就職先も調べておく必要がある。母体がどこな

のか、奨学金はどのくらいなのか。 

●大学だと付属がないから就活をしなければならない。 

・自分の考えをまとめて人と話

せるように日頃から心掛ける。 

・勉強する。評定上げる。まず

学校の勉強、授業を大切にす

る。 

・欠席しないようにする。 

一般専門学校 

●専門学校は大学と授業料はそんなに変わらないので、数十

年後も自分がその職に就いていたいか等を考えなければいけ

ない。 

●国家資格の合格者数の割合を上げるために合格できそうに

ない人には国家資格試験を受験させない学校もあるので、合

格率・就職率などはしっかりと見ておくべき。 

●オープンキャンパスでは、施設・学生の雰囲気・机や壁か

らその学校の経営状態を確認・国家資格の対策の有無などを

しっかり見る必要がある。オープンキャンパス日と平日の２

回見に行く必要がある。 

・オープンキャンパスで見るべ

き点など、なるほど、と納得す

ることが多く、すごく勉強にな

りました。 

・もう一度、行きたい学校につ

いて詳しくしらべてみようと思

いました。 

 

公務員 

●倍率が上がっているため、速く準備を始める必要がある。 

●公務員と民間就職の併願はできないため、落ちた場合を考

えておかないといけない。 

●出願は６～８月、試験は９月から始まる事が多い。早めに

ＨＰなどで日程を確認しておく。１次は基礎能力・適性検

査・作文、２次は面接（集団討論）など。合格しても採用で

はない。 

・無料セミナーに行ける時に行

く、志望動機を考えて、作文例

を見る、などしなければならな

いことが多いことがわかった。 

・普段からニュースを見たり新

聞を読んだりしようと思った。 

 

進路だよりは保護者の方にも見せましょう。 


