
 

 

 

70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… 
 私立大学の定員厳格化の影響はなくなり、一昨年、昨年あたりから適正な入試が行われています。

関関同立一般選抜については昨年並み、産近甲龍は学校推薦型選抜（公募制）でやや易化、一般選抜

前期で昨年並みでした。こつこつ努力を続けてきた受験生が報われる入試になってきています。とは

いえ、これらの私立大学は上位層から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。２年生は一般選抜での合格を目標に今日から受験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。 

国公立大学の前期入試は明日から始まります。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１５日、１６日）、本校から１１3名が受験しました！ 

 ２年目の共通テストは初年度よりも難化するだろうと予想されてはいましたが、予想以上の難化で

した。思考力や判断力を測る新傾向の問題（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、時間内に読まなければならない問題文の量が増えたことが大きな

特徴でした。理系科目の難化が顕著で、実験場面などの会話文を読みながら仮説を立てたり、図やグ

ラフなど複数の資料をもとに考察を進めていったりしなければならず、読解力や論理的思考力が求め

られました。このような問題には付け焼刃の知識では太刀打ちできないので、日ごろからいろいろな

ジャンルの文章に触れておくこと、授業のなかで「なぜそのような答えが導きだされるのか」と答え

の根拠を考え、論理的思考力を養うことが効果的な勉強法になります。そのような能動的な勉強をす

るために、１，２年生は「予習→授業→復習」のトライアングルを確立し、予習で仮説を立て、授業

を受け、復習で知識を定着させるという学習習慣を身につけてください。 

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、私立大学の受験機会

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 135/200 110.26 現社 69/100 60.84 

数ⅠＡ 82/100 37.96 英ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ 90/100 61.80 

数ⅡＢ 74/100 43.06 英ﾘｽﾆﾝｸﾞ 74/100 59.45 

日Ｂ 71/100 52.81 生物 56/100 48.81 

世Ｂ 85/100 65.83 化学 85/100 47.63 

地理Ｂ 70/100 58.99 物理 85/100 60.72 

＊1 年生（1/27）進路講演会、２年生(1/17,20,24,31,2/7)進路ＨＲ・探究について 

 1 年生の 1/27の進路講演会では進路についての基礎知識から、今すべきことまで、様々なことを

教えていただきました。選択肢の多様さや入試倍率など、大学入試は高校入試と大きく異なりま

す。今からの１年は基礎力を作る大切な時期です。地道な努力が必要なトレーニングの時期です

が、練習を重ねることが勝ちにつながるのです。自らの行動を変えていきましょう。 

春休みの宿題は、進路決定の第一歩です。クラブ活動もあると思いますが、インターネットで調

べるだけではなく、オープンキャンパスにも出来るだけ積極的に参加してください。行きたいとい

う気持ちを持つことが、これからの学習の原動力になります。 

2年生は 1/17探究と 1/20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学び

ました。自分自身の人生を切り拓くための進学です。保護者の方に任せきりにするのではなく、ど

れだけのお金がかかるのかを自分で理解した上で、受験に臨んでほしいものです。 

1/24、1/31、2/7の探究では、「自己ＰＲ文」を書く練習をしました。進路先のアドミッションポ

リシーに、自分がいかに合致するか、ということを論理的に書くことが求められます。冬休みに調

べたアドミッションポリシーと、２学期の探究でまとめた自分の長所を合わせるのに苦労する人が

多いようでしたが、推敲を重ね、清書する段階ではどの生徒も 

満足のいく作文に仕上げているようでした。受験で自己ＰＲを 

書くことが求められない人にとっても、今回の学習は自己理解を 

深める良い経験となったと思います。 

＊奨学金等進学費用ガイダンスについて 

 ２月４日（金）放課後、本校視聴覚教室にて２年生と保護者を対象に、スカラシップアドバイザー

の橋口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。保護者・生徒あわせて

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（1/1３）について 

 1/13（木）６限目に２年生進路別対策説明会を行いました。10月に行われた学びの分野別ガイダ

ンス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 

●高校入試と大学入試とは倍率が全然違う。 

●具体的な目標設定をする（志望大学の決定など） 

●共通テストで得点をかせぐと合格率が上がる 

●覚悟を決めて勉強をする。小さな覚悟を積み重ねる。必要

ないものを切り捨てる勇気を持つ 

●勉強は反復が大事。触れる回数を多くする。 

●英語は早めに勉強を進めることが大切 

●英語を読むスピードをあげなければならない 

●予習→授業→復習→テスト→模試の流れを大切にする 

●模試の１つ１つを小ゴールとして学習を進めるとよい 

・スマホを見る時間を勉強に向

けようと思った。予習復習を大

切にしようと思った。 

・スケジュールを立てて日々計

画的に勉強をする。 

・目標達成のために何をするべ

きかを考える。 

・残された時間はもうない 

・３月中にできるだけ１・２年

の復習をしておこうと思う 

私立文系 

 

●受験科目を絞りすぎないこと。絞るほど受験生が増え競争

率が上がる 

●国公立・私大を問わず、共通テスト、一般選抜まで頑張る 

●苦手を克服した方が簡単に模試の成績が上がる 

●テスト問題は必ずやり直しをする 

●行ける大学ではなく行きたい大学を目標とする 

●同じ名前の学部でも学べる内容が違うのでよく調べる 

●推薦より一般まで頑張った方が合格率が上がる 

●受験勉強の失敗理由①苦手科目をそのままにした②間違い

直しをしなかった③教科書をしなかった。 

●勉強の計画には予備日を設定し軌道修正をする 

・今まで受験に必要な科目だけ

を勉強すればいいと思っていた

が科目をあまり絞らずに勉強し

ようと思った 

・授業を作業でやっていたが、

これからは理解して脳を動かし

て授業を受けたいと思う 

・共通テストの試験範囲が３年

間の教科書の内容だと知りこれ

から真剣に取り組もうと思った 

私立理系 

 

●受験は推薦を目標とせず、一般後期までやり続ける気持ち

を持つ必要がある。勉強もスポーツも同じ、毎日やり続ける

ことが大切 

●受験は「甘くない」「時間がない」 

●英語は毎日やる。参考書は一冊。数学は途中式を丁寧に書

く。理科は得意分野を作る。 

●模試を受けてみる。大切なことは、しっかりとやり直しを

すること。そうでないと受けた意味がない 

●ゆとりのある計画を立てる。睡眠時間は無理に削らない 

●１学期は数学中心で基礎力養成、夏休みは不得意科目の克

服、２学期は問題演習で応用力・実戦力の養成、冬休み以降 

は総まとめで、入試問題で対策をする 

・大学入試の厳しさを実感し

た。計画を立てよう 

・春休みから勉強する 

・自分には危機感がないことが

わかった 

・数学を攻略するには基礎が大

切だと分かった 

・最後の最後まで頑張った人に

合格が来ると分かった 

・毎日３時間以上、休日は６時

間以上勉強して気持ちを切り替

える 

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 

●面接は練習次第！ 

・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自分に合

う大学を探そうと思った。 

・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  

 

●受ける学科によって科目が違うのでしっかり大学のホーム

ページを見て調べておくこと 

●大学に入るのがゴールではなく、入ってから何を制作する

かが大事 

●卒業制作展などに行き、相談などもしておくことが大切 

●どの入試種別で受けるかが大切。同じ人が受けても入試種

別の違いで合否が分かれることがある 

●志望校には行ってみることが大切、個別見学をすすめる 

●デッサン勉強が大切、練習あるのみ 

●体験受験型の合格が多い 

・芸術系は大学でどんな作品を

作るかが大切 

・大学の制作展なども見に行こ

うと思った。 

・学費が他よりもかかるので情

報をもっと集めて親と相談して

決めようと思った 

・自分のやりたいことを改めて

見つめなおしたい 

・オープンキャンパスに行く 

保育 

幼児教育 

●ピアノは必要、習っておいた方がよい 

●面接については、笑顔・挨拶・声の大きさ・自分の意見を

しっかりと伝える・自分のアピールポイントを自覚しどう伝

えるか考えておく 

●面接でよくきかれることは、志望理由・高校で１番頑張っ

たこと・どんな保育者になりたいか 

●総合型選抜では面接重視、学校推薦型選抜では高校生活の

トータル評価、一般選抜では学力（３科目または２科目） 

・最近ピアノを習い始めたけど

もっと頑張ろうと思った 

・保育でも幼児教育でも資格が

必要なのでしっかり勉強しよう

と思った。また文章が書けない

といけないので今日から本を読

み始めようと思っている。 

看護・医療系 

(大学・短大) 

看護系 

(専門学校) 

●自分が行こうと思っている母体の病院を調べておく 

●評定を少しでも上げておくこと、AOや推薦は年内に終わる 

●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。 

●国語力・小論文力が大切。また、身だしなみや言葉遣い、

コミュニケーション能力をしっかり養っておく、理解能力・

論理能力・読解力・表現力等トータルな力を養っておこう 

●診療放射線技師など医療技術の大学が少ないのでハードル

が高く受かりにくい。 

●看護師になりたいという明確な意思が必要 

●公募推薦では５段階評価を 10倍して点数化し得点に加え

る学校もある 

●面接では、主体性・積極性・協調性・堅実性・判断力・態

度などを見る 

・定期テストを頑張って少しで

も評定を上げたい。 

・本を読んで表現力の幅を広げ

たい 

・大学を見据えるのもいいが、

授業態度・生活態度などの大切

さを知った。 

・春休みから勉強したい 

・国語力向上のために読書した

り毎日、新聞に目を通したりし

たい。 

・数学をもっと早くからやって

おけばよかった 

・今から身だしなみも整える。 

一般専門学校 

●無認可校には注意。○○専門学校、学校法人○○となって

いたら認可校 

●専門学校は就職のための予備校 

●学校を決める前に職業を決める。職業が決まってない人に

はすすめられない 

●美容の学校だけで大阪には 20校以上ある。パンフレット

で７～８校を比較してみる 

●３校以上オープンキャンパスに行き学生と先生の雰囲気を

見る。行かないと受験できない学校がある 

・親とちゃんと話し合って説得

して専門学校に行こうとしてい

るので、しっかり学んで国家資

格に合格しないといけないと思

っている。 

・オープンキャンパス以外の学

校祭や通常の日にも見学に行こ

うと思う 

・資料請求を始めようと思う 

公務員 

●公務員希望者アンケートに記入し公務員受験計画を立てた 

●調べ学習をした 

国家公務員には何があるのか、出願期間について、２次試験

は筆記と面接、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。 

・仕事の内容、配点により重要

視している点はどこかなどを調

べておこうと思った 

・大阪市の職員なら地域の質問

もされるので市のホームページ

をチェックしておこうと思った 

・勉強スケジュールを立てる  

進路だよりは保護者の方にも見せましょう。 


