
 進路指導部だより【2 学期末・冬休み直前号】 2018.12  

大阪府立東百舌鳥高校進路指導部 

 ２学期が終わりいよいよ冬休みです。1･2･3年生ともこの冬休みを有効に活用してほしい

と思います。２年生３学期は「３年生０学期」、受験生として具体的な行動を起こすこと。

苦手なことも早めに克服しよう。 
 
☆進学の状況 

 [公募推薦入試] 

 年内で推薦入試はほぼ終了。年が明けるとセンター入試、一般入試が続く。ここ数年は実

学志向で、特に「看護系」の人気は高く、４年制看護大学については倍率も上昇傾向。新た

に看護・医療関係の学部を設置する大学も出てきているが、社会人も含め受験者数は多く、

合格は難しい状況。３年制の看護専門学校も倍率が高い。歯科衛生士の専門学校も以前ほど

簡単には合格できなかったり、早い段階で定員が充足し募集を終了する学校も出てきている。 

 大学の定員厳格化により、公募推薦の倍率が昨年度と比べてかなり上昇(学部による)。そ

の結果、従来の合格ラインでも不合格という生徒が多かった。2021年度入試より、入試形態

が新しくなることもあり、来年度の公募推薦の倍率も高いと思われる。公募をめざす場合、

早くから目標を持って努力を継続し実力をつけないと、入試にはなかなか通用しない状況。 

 近畿大学では英語外部試験利用制度を文系全学部に導入した。入試では「英語」を必須受

験とし、民間検定試験による「みなし得点」と比較して高いほうを採用する。たとえば、英

検 2級の場合のみなし得点は 80点となるため、「英語」の試験で 92点だった場合は 92点を

採用、「英語」の試験で 75点だった場合はみなし得点のほうが高いため 80点が採用される。 

英検２級が入試当日の得点となることを肝に銘じ、資格取得に向けた努力も早期から始めて

ほしい。 
 

41期生 3年 大学合格者実人数（抜粋） 

☆左の数字はAO･公募、右の数字は指定校

 近畿大学 2  関西福祉科学大学 2   大阪体育大学 1

 追手門学院大学 2  大阪大谷大学 3   帝塚山学院大学 2 4

 大阪経済大学 2 1  四天王寺大学 5 3   桃山学院教育大学 1

 関西外国語大学 2  大阪成蹊大学 2 2   梅花女子大学 2

 摂南大学 3 1  大阪工業大学 2   奈良学園大学 1

 桃山学院大学 8 5  阪南大学 3 4   奈良大学 1
 

41期生 3年 看護専門学校合格者実人数（抜粋）（医療含む、歯科衛生士除く） 

☆ベルランド右の数字は指定校、泉州は一般、他は公募

 清恵会第1看護 1  PL学園衛生看護 2  南海福祉(看護) 2

 清恵会第二医療 2  美原看護 4  大阪川崎ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ大（理学） 1

 ベルランド(高度専門) 3  堺看護 1  大阪電気通信大（理学） 1

 浅香山病院看護 3  泉州看護 4  関西福祉科学大（作業） 1  

 

[ＡＯ入試・指定校推薦入試] 

 看護医療系を除く一般の専門学校では、「ＡＯ入試」受験者が多い。早いところだと 6月、

多くは夏頃からエントリー（ＡＯ入試を受けるための手続き）が始まるので、早めに情報を

確認することが必要。ただし、「エントリー」と「正式出願」の区別を間違えないこと。正

式出願期間は 8月 1日以降で、原則「専願」（合格すれば必ず入学することになるが、「エン

トリー」内定段階は「出願」前なので断ることができる）。選考方法も内容も大学・短大や



専門学校によって異なるので、必ず確認しておくこと。 

 指定校推薦の状況は、公募制推薦の倍率が高いため、ＡＯ入試に受験生が流れることも考

えられる。受験のハードルが上がることを念頭に、早めの準備を進めておくこと。 

 ＡＯ･指定校とも早い段階で進路が決まるというメリットはあるが、「合格」から「入学」

まで間があきすぎ、入学前からすでにやる気をなくしていたり、安易に決めたために、これ

でよかったのか後になって迷いだすという話もある。高い授業料を払い、自分がそこで学校

生活を過ごすことをよく考えた上で出願すること。指定校推薦では、在学中も東百舌鳥高校

の看板を背負って勉学に励むことが求められる。 

 浪人生では 40期生が関西大学システム理工学部にＡＯ入試で合格（１） 
 

 [センター入試] [一般入試] 

 平成 31(2019)年度のセンター入試は 1/19(土)･20(日)に実施(今回の本校生の受験会場は大

阪府立大学)、センターリサーチは 21(月)本校にて。12 月の説明会で配布された受験票や資

料をよく読み、年明けにあわてないように準備してほしい。 

 一般入試もこれからが本番なので、冬休み中も体調管理に気を配り、受験勉強のリズムを

当日の試験に合わせること。公募推薦の厳しい状況は、上位校の人がランクを下げて受験し

た影響も考えられるので、一般入試では入りやすくなるところもあるかもしれない。 
 

☆就職の状況 

 [学校斡旋就職] 

 今年度の学校斡旋就職希望者は一次求人で 16 人全員が内定。家庭の状況等で就職希望に

変更したい者は、速やかに担任まで申し出ると、学校として対応する。 

企業の求人は増加傾向が続いており、ここ数年なかった企業からの求人もある。しかし、

事務職等は数が少なく、本校を指定校として求人票を送ってくれている企業であっても、試

験の際、高校卒業レベルの基本的な知識・学力が身についていないと内定は容易ではない。 

また、欠席が多い生徒は非常に不利で、3年間の欠席が 10日以上だとかなり致命的。日頃か

ら体調管理や怠学がないようにする必要がある。企業では定員が充足しないため第 3 次第 4

次…と求人票の送付が続いている。希望職種を広げ自分の条件を緩めれば、今から就職は十

分検討できる。 

就職希望の 1･2年生は、欠席しない、授業を大切にし基礎学力を身につける(成績をあげる)、

部活動や学校行事に前向きに取り組むということを常に心がけること。特に部活動を続ける

ことは大きなセールスポイントとなるだけでなく、自分自身を成長させてくれる。 
 

 [公務員試験] 

 公務員希望者は増えているが、倍率は非常に高く、合格には難関大学に合格できるような

高い学力と、早い時期(遅くとも 2 年生)からの入念な準備が必要となる。公務員受験のため

の専門学校(大原や大阪法律)では、無料講座も年に数回実施されており、それらを活用する

ことは非常に有効である(1･2 年対象もあり)。卒業後に公務員受験のための専門学校へ進学

する者も多いが、高校時代にしっかり勉強せずに専門学校へ進学しても、必ず公務員試験に

合格できるとは限らない。 

★今年度の合格状況 … 刑務官（１）、大阪府警（１）、海自曹（１）、陸自候（１） 
 

≪進路資料室の活用≫ 

  ・『ちらしポケット』を製作中！ 

    オープンキャンパスや入試対策講座等のちらし入れとして製作中。 

 同じちらしが複数枚あるときは、最後の 1 枚を除き持ち帰り自由。 

 長所 … ちらしを持ち帰れる。ちらしの交換、場所の変更が容易。 

  ・冬休み 12/26(火)～1/6(日)は閉室します。 



≪進路指導室前のマナー≫ 

 進路には各学校や企業の方が頻繁に来られます。東百舌鳥高校の第一印象は大切

で、生徒の皆さんの今後の進路に関わってきます。 

 守ってほしいこと 進路前廊下での食べ歩き・飲み歩きはしない！ 

   声を落とす（部屋の中で外部の方と話をしている） 

   ※休み時間であっても大声は論外！ 

   入室時は防寒着を脱ぐ(ウインドブレーカーやマフラー等) 

 やってほしいこと 「こんにちは」と、声を出して挨拶 

 

 

 

≪２学期終業式までに実施した進路説明会等≫ 

 就職説明会 ⑧⑨ 8/23(木)･9/4(火)→9/11(火) 台風による臨時休校のため 

 履歴書作成、模擬面接 事前指導 (主な質問事項例、違反質問について等)、 

 履歴書以外の提出書類の説明 (就職斡旋願、証明書等交付願) 

 受験直前指導(受験日までにしておくべきこと、試験日当日および翌日の注意事項、 

 今後の予定･面接練習について、持ち物チェックリスト、身だしなみチェックリスト、 

 就職・受験報告書２種類） 

 就職模擬面接 8/22(水)･29(水)･30(木)･9/3 (月) 

 外部講師および教員による就職対策の面接指導 

 指定校推薦内定者説明会 1次 臨時休校のため 9/5(水)→9/11(火)･2次 9/18(火) 

 教頭･進路部長･学年主任より、指定校で受験するにあたっての心構えを、 

 担任より提出書類の確認や記入方法についての説明等を本人に伝える。 

 進学者模擬面接 9/21(金)･25(火)･26(水)･10/15(月)･16(火) のうち１日 

 教員による進学対策の面接指導。対象は指定校推薦内定者(必ず)と公募制 

 推薦で面接指導がある者のうち希望する者(申込制)。 

 大学入試センター試験説明会②③ 9/12(水)･12/17(月) 参加 15名 

 受験案内や願書等の必要書類を配布し、出願に関する手続きの校内日程を 

 資料を使って説明。現役生の出願は必ず学校ごとに取りまとめて申し込む。 

 大学入試センターの出願日程から余裕を持たせて校内日程を決めているが 

 大学入試センターの期限を過ぎるといかなる理由があろうと受付不可。そ 

 のため、配布された書類や説明資料は熟読が必要。 
 
 
≪就職関係日程≫     ※進路資料室は土日祝と 12/26(水)～1/6(日)は閉室。 

 1/ 9(水) 就職説明会⑩ 最終  ※学年の先生に用がある場合、事前に連絡を取っておく。 

     自分の都合で突然来ないこと。 

 ☆就職関係で、この時期によくある質問  
 
   Q進学予定だったが、家庭の状況が変わり、就職を考えている。まだ間に合うか？ 
 
  A卒業までの間は、状況が変わり就職に変更したい場合、まずは担任に相談を。

  担任を通じて進路指導部まで申し出てもらうと、その時点から就職指導を実施。 

  ただし、本人に就職する強い意志があり、家庭での了解･協力があることが前提。 

  就職でもしよう … ×  ⇒  就職がしたい … ◎ 

  先方の企業との信頼関係があるため、いい加減な気持ちで受験すると企業や学校 

  に大きな迷惑をかけることとなる。また、学生でなく社会人として送り出すため 

  甘えた気持ちは捨てる覚悟も必要。（仕事で手を抜いたり、遅刻・欠席は厳禁！） 

３年生及び保護者の皆様へ 

 特に 

注意！ 

３年生は今が進路実現に向けての

正念場。最後まで諦めない人が希望

を実現します！ 

 



 

 

≪２学期終業式までに実施した進路説明会等≫ 

 ２年 学校別説明会(ソフィア堺) 8/30(木) 

 各学校職員がブース形式で説明。生徒は全員 2回の説明を聴く。(3回目は希望者) 

 ※ご参加いただきました保護者の皆様、ありがとうございました。 

 １年 大学見学会 11/  4(木) 

 アンケート希望でクラス解体、バス８台に分乗。各大学の説明や模擬授業体験 

 等、大学とはどういうところなのか見て聞いて体験。今後の進路決定の参考に。 

 １･２年 卒業生の話を聞く会 11/10(土) 

 進路決定に際し、卒業生の体験と反省やアドバイスを聞くことで進路意識を高 

 めできるだけ早く進路に必要な準備ができるように、やりたいことや自分の夢 

 に向かって挑戦する姿勢を持ち自分の可能性を広げるためにチャレンジする 

 気持ちを後押しする目的で実施。2年は分野ごとに分かれて、1年は体育館に 

 集合して話を聴く。卒業生 35人参加。進学先や就職先、高校時代の受験勉強 

 の話、役に立つ具体的なアドバイスもなどで刺激をもらった。夢をかなえた先 

 輩たちのあとに続き、1･2年生も是非頑張ってほしい。 

 １年 職業別ガイダンス 11/ 15(木)･19(月) 

 関心を持っている職業を体験し、職業についての講義を聴いて知識を深めた。 

 大学･短大･専門学校から外部講師を招いた。 
 

≪自分をやる気にさせるには≫ 
 イチロー選手ではありませんが、人それぞれこうすれば勉強を始めやすい、 

集中しやすいというルーティンがあると思うので、大切にしましょう。まだ 

わからない人は、こんなサイトを参考にしてみてください。 

 ベネッセ教育情報サイト 【環境もやり方も】勉強のやる気を出す 10の方法 
 
≪今後の進路行事（1･2年）≫ 

  1/24(木) 1年 実力テスト 

  2/  7(木) 2年 マナー講座 

  2/  9(土) 2年 外部模試 

 

≪日本学生支援機構・予約奨学金の申込で≫ ～夏休み直前号より抜粋～ 

 覚えておいてほしい基準 

   貸与型 第一種（無利息だが、金額の上限が低い）★ 

   ★印に申し込めるのは １・２年トータルの評定平均値が３.５以上の人のみ 
 
≪推薦入試の出願で≫ 

 覚えておいてほしい基準 

   ３年間の評定平均値は３.５以上ほしい（出願の基準がある） 
 
≪学校斡旋就職出で≫ 

 覚えておいてほしい基準 

   ３年間の欠席日数合計が 10日以上あると、企業の採用は難しい 
 
≪自習室を冬休みも利用できます！≫ 順次、設備を充実させていきます。 

 冬休み中も自習室を利用できます（2F物理実験室、暖房あり）。学校で勉強した 

 い人、講習の合間に使いたい人は、日直当番の先生まで申し出てください！ 

１･２年生及び保護者の皆様へ 


