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オープンキャンパスに行こう‼ 

コロナ禍のため、１，２年生に夏休み宿題として毎年、取り組んでもらっていた「オープンキャン

パスレポート」を２年前からは実施できていませんでした。このため、２，３年生でも「WEB のオー

プンキャンパス（以下 OC）にしか参加したことがない」という人は多いと思います。しかし、今年

はどの大学・専門学校も対面での OCを計画しています。キャンパスの雰囲気や学生の表情、生の声

など対面でしか確認、体感できないことはたくさんあります。また、OC に参加したときにキャンパ

スまでの所要時間や道順を確認しておくことは、実際に受験会場まで行くとき、とても役立ちます。

１，２年生だけでなく、受験を控えた３年生もぜひ、夏のオープンキャンパスに参加してください。 

オープンキャンパスに参加するときの注意点 

対面での OC が始まったとはいえ、コロナ対策として入場者数を制限して

おり、事前申込が必要な学校がほとんどです。とくに人気のある大学は事

前申込が開始から 30分ほどで埋まることもあります。必ず前もって事前申

込開始日を確認し、スケジュール帳やカレンダーに記入しておきましょう。 

オープンキャンパスの日程・事前申込日一覧 

本校生が多く志望する大学・専門学校の OCを一例として挙げておきました。参考にしてください。 

〈国公立大学〉 

国公立大学の OCは一年に 1 回しか実施していない大学が多く、また全国の受験生が申込をするの

で、事前申込は結構な難関になります。「申込開始直後アクセスが集中してつながらなくなり、30分

後につながったときには申込が終わっていた」なんていうこともざらですし、今年は 3 年ぶりで対

面での OCを実施するという大学も多いので、申込時間開始と同時にパソコンと家族のスマートフォ

ンで申込サイトにアクセスするくらいの気合を入れて事前申込をしてください。 

〈私立大学〉 

私立大学でも関関同立などの難関大学は地方からの受験生も多いので、夏のオープンキャンパス

大学 オープンキャンパス日程 事前申込について 

大阪公立大学 杉本、中百舌鳥：8/6

（土）、8/7（日）（阿倍

野、羽曳野、りんくうは別

日程） 

事前申込が必要。事前申込は 7/19（火）18:00か

ら。プログラム内容。事前申込等の概要は 6/30

（木）に公表。 

和歌山大学 7/17（日）12:30～16:00 事前申込が必要。事前申込は 7月上旬開始予定。

プログラム概要はすでに HP に公表。 

大阪教育大学 7/31（日） プログラム発表、申込開始日は後日公表。 

奈良教育大学 未定 オープンキャンパスの予定は発表されていない

が、4/11～7/29、10/3～2/3 の平日に授業見学が

できる制度がある。 
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は早い時期に埋まる可能性が高いです。国公立大学と同じくらいの気合が事前申込に必要になって

きます。他の大学についても日程によっては申込が集中する可能性もありますので、部活動等の予

定がある人はできるだけ早く申込をしましょう。また、詳細が発表されていない大学もありますの

で、事前に HPで確認しておいてください。 

大学 オープンキャンパス日程 事前申込について 

関西大学 千里山：8/6（土）、8/7（日） 

高槻：8/27（土） 

堺:7/30（土）と 10/1（土） 

おそらく LINEでの事前申込が必要になる。

HP で確認すること。 

関西学院大学 西宮：8/6（土）、8/7（日） 

三田：8/11(木・祝) 

事前申込が必要。事前申込は 7/1（金）18 時

から。LINEお友達登録をしてから申し込む。 

同志社大学 京田辺：7/30（土）～8/1(月) 

今出川：8/6（土）～8/9(火） 

事前申込が必要。事前申込は 7/19（火）17

時から。プログラム、申込方法は後日公表。 

立命館大学 8/6（土）、8/7（日） 事前申込が必要。プログラム内容、事前申込

開始日、申込方法は 7/7（木）に公表。 

京都産業大学 7/24(日)、8/6（土）、8/7(日) 事前申込が必要。プログラム内容、事前申込

開始日、申込方法公表日は不明。 

近畿大学 東大阪：7/24(日)、8/20(土)、

8/21(日）、9/25(日) 

和歌山：7/31（日）、9/4(日） 

事前申込が必要。プログラム内容、事前申込

開始日、申込方法の公表日は不明。 

奈良:７/30（土）、7/31(日）、 

9/4（日） 

事前申込が必要。特設サイトはすでに HPに

開設されているが、申込開始日は不明。 

甲南大学 8/6(土)、8/7(日)、9/17(土） 事前申込が必要。事前申込は 7/4(月)開始。 

龍谷大学 8/6(土)、8/7(日）、8/20(土） 

8/21（日） 

事前申込が必要。龍谷大学受験生向けアプリ

から予約・事前申込は 7月中旬から。 

摂南大学 寝屋川：7/18（月・祝）、8/7

（日）、8/11（木・祝） 

枚方：7/31（日） 

事前申込が必要。すでに HP から申込が始ま

っている。 

追手門学院大学 7/23（土）、7/24（日） 事前申込が必要。事前申込は 7/1（金）開始 

桃山学院大学 7/24（日）、8/7（日）、8/21

（日）、9/11（日） 

事前申込が必要。プログラム内容、事前申込

開始日、申込方法の公表日は不明。LINEお

友達登録をしておくとよい。 

大阪工業大学 大宮：8/6（土）、8/28（日） 

梅田：7/18(月・祝)、8/7(日) 

枚方：7/17(日)、8/11(木・祝) 

事前申込が必要。すでに HP から申込ができ

る。 

武庫川女子大学 7/9(土）、7/10(日）、8/11(木・

祝)、8/12（金）、9/25(日） 

事前申込が必要。開催日の 1 か月～3週間前

に申込開始日を公表。 

関西外国語大学 7/23（土）、7/24（日）、8/7

（日）、9/18（日） 

事前申込が必要。プログラム内容、事前申込

開始日、申込方法の公表日は不明。 

四天王寺大学 7/9（土）、7/10（日）、8/17 

(水)、8/18（木） 

事前申込が必要。LINE で申し込みをする。 

森ノ宮医療大学 7/17(日)、8/6(土)、8/7 

(日)、8/21(日)、9/11(日） 

事前申込が必要。プログラム内容、事前申込

開始日、申込方法の公表日は不明。 

関西医療大学 7/10（日）、8/7（日）、8/26 

(日) 

事前申込が必要。既に HPから申込ができ

る。 

ベルランド看護

助産大学校 

8/6（土）、8/19（金）、9/10

（土） 

事前申込が必要。6 月中旬から申込が始まっ

ている。 

大阪労災看護専

門学校 

7/23（土）、8/2（火） 事前申込が必要。すでに申込が始まってお

り、受付終了している部もある。 



3年 『志望理由書 書き方講座』が実施されました 
４月 22日(金)、5月 25日(水)の放課後に３年生対象で志望理由書書き方講座を実施しました。第

１回も第 2 回も 125 名の生徒が参加しました。第 1 回では、言葉遣いや文章の構成など、書き方の

基礎について講師の先生に説明していただき、生徒も熱心にメモをとっていました。第 2 回には、

宿題として生徒が提出した志望理由書の内 8 名分を、講師の先生がスクリーンに投影しながら実際

に添削をしてくださいました。内容的に非常に分かりやすく、志望理由書を書く際にポイントとな

る点がよく理解できたようでした。今回の内容を参考により良い志望理由書を書いてほしいと思い

ます。 

 

3年 「小論文ガイダンス」「小論文模試」が実施されました 

 ６月１日（水）昼休みに、小論文ガイダンスを実施しました。3 年生 41名が参加して、小論文につ

いての基礎的な知識や書くまでの準備について説明を受けました。また、6 月 13 日（月）には小論

文模試が実施され、31名が受験しました。添削した答案は 7月 20 日（水）の小論文ゼミの際に返却

し、更に良い小論文になるように書き直し、再度提出します。受験小論文では提示される課題につい

ての「自分の意見」と、それを裏付ける「根拠」が必要になります。合格点の小論文を書けるように

なるためには、「根拠」となる材料集めと、繰り返して文章を練り上げていく努力が必要です。日頃

から新聞を読んだり読書をしたりして、希望する進路に関する知識を集め、自分なりの考えを持つ

ように心がけましょう。 

 

３年 医療系進学希望者集会 

5 月 31 日（火）昼休みに、医療系進学希望者集会を実施しました。大学か

専門学校か、それぞれどのような準備が必要か、ミスマッチを起こさないため

の医療従事者としての適性、学校との適性等の話がありました。参加 19 名。 

 

３年 進路ガイダンス概要（受講メモより）（全講座は載せられませんがご了承ください） 

学校 ガイダンス内容 

和歌山大学 １学部１課程。2 年次からコース分け。システム工学部では１０のなかから

２つの専門領域を学ぶ。 

関西大学 文系・理系の学部が同じキャンパスにあり、交流できる。どの学部であって

も留学することができる。2021年の就職率は 98.3％。 

同志社大学 14 学部共通で学ぶ授業がある。卒業要件として英語 8単位が必要。入学前に

受けるテストで 4クラスに分ける。就職率は非常に高く、文系は金融系統が

多い。 

立命館大学 びわこキャンパス・草津キャンパスがとても広い。教員一人当たりの学生数

が少ない。近畿圏外からの通学生が多い。留学生は早大・東大に次いで 3番

目に多い。 

近畿大学／近畿大

学短期大学部 

アジア初のＡｐｐｌｅと協力して作られた施設などがある。志願者は 10 年

連続日本一で全体の倍率は 3.4。この春から情報学部が設立。 

京都産業大学 １つのキャンパスのみなので他の学部の学生との交流が多い。 

甲南大学 少人数教育で学部のみではなく、他の学部の学生と交流ができる。共通教育

で、さまざまな教科を学ぶ。留学制度が手厚い。 

追手門学院大学 一般よりは公募のほうが入試問題の難易度が易しめ。 



学校 ガイダンス内容 

大阪経済大学 7000名弱の中規模大学。経済学部では金融面だけでなく、さまざまなことに

結び付けて学ぶ。 

大阪芸術大学 就職率 90.6％。美術・工芸・デザインとジャンルが細かく分かれている。入

試では 5 教科の知識をもっておいたほうが良い。 

四天王寺大学／四

天王寺大学短期大

学部 

学校推薦型の科目重視型は 2 科目がおススメ。オープンキャンパス参加型は

倍率 20倍なので学校推薦型の前期日程の方がチャレンジしやすい。 

大阪体育大学 競技評価型入試がなくなる。 

桃山学院大学／桃

山学院教育大学 

成績優秀者は対象特別奨学金、奨励奨学金の対象になるなど豊富な奨学金制

度がある。キャリアセンター専任スタッフが学生一人一人を担当し、きめ細

かくサポート。 

森ノ宮医療大学 3 学部 7 学科体制。チーム医療を他学科の学生と学べる。複数の病院で実習

ができる。実習病院への就職率 54.0％。 

大阪大谷大学 

 

幼児専攻コースには遊び文化コース、自然教育コース、子育て支援コースが

ある。 

関西医療大学 東洋医学と西洋医学が学べる。医療系は 2 年の冬に国家試験がある。 

畿央大学 看護医療学科の就職先は国公立・公的病院が多い。1回生で 2 週間の実習が

ある。また、1 回生で高校時の勉強を復習する。2 回生からは専門的な勉強

に取り組む。 

武庫川女子大学／

武庫川女子大学短

期大学部 

入試では基礎学力が問われるので授業が大切。担任制で、相談がしやすい環

境にある。管理栄養士の就職先として小中学校の教員や病院の募集は少な

い。 

近畿大学付属看護

専門学校 

病院で働いている先生方が直接指導をしてくれる。近大病院で実習ができ

る。 

専門学校ベルラン

ド看護助産大学校 

大学と違い取得単位は 129単位。4年次になると災害看護や国際看護につい

て学ぶ。 

公務員 

 

3 年生のこの時期は、1 次試験の筆記試験の勉強をしっかりすること。志望

動機をしっかりと考えて、文章化できるようにすること。専門学校を上手に

利用すること。 

 

 

今日から期末考査 1週間前です‼ 

学力をつけるためには日々の授業を中心とした予習・復習が大切であることは常に進

路指導部から伝えていますが、そのような日々の勉強を継続したうえで試験１～２週間

前から既習範囲を２、３回、しっかりと復習することが試験勉強の理想形です。共通テ

ストで５教科７～８科目（1 年生は６教科８～９科目）が必要な国公立大学志望者はも

ちろんですが、３教科受験の私立大学志望者も同じです。全ての教科の学びはつながっ

ていますので、全体の学力を上げることで自分の受験科目の学力はさらに向上します。 

また、全科目の評定の平均である「全体の学習成績の状況（評定平均値）」は

指定校推薦や看護専門学校公募推薦の受験資格になるだけでなく、日本学生支

援機構予約奨学金の無利子奨学金貸与資格（評定平均値３．５）にもなります。 

１，２年からしっかり考査に取り組み、評定を上げていきましょう。 

 


