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学年主任メッセージ ～  JUST DO IT !  Ｎｅｖｅｒ Ｎｅｖｅｒ Ｓｕｒｒｅｎｄｅｒ ！～ 

ようやく学校が再開され、徐々に日常が戻りつつあるように思います。6月 15日からは通常の動きとなってい

ます。巷では、「9月入学云々」「夏休み短縮」「冬休み短縮」など様々な報道がなされましたが、今、これらの情

報に振り回される時ではありません。これからの日程についても、6 月中には明確になってくるはずです。今は

ただやるべきことをやるしかありません。できることを一つずつやっていくしかありません。どのような状況に

なっても対応できる力と自信をつけるように努める時です。「いろいろと考えて何もできませんでした」では対

応できることもできなくなってしまいます。「今、何をすべきか」よく考えて、時間を大切にして行きましょう。 

そして、部活動関係では、代替大会が開催される 

部活動も多くあると思います。このような状況の中 

でどうすればいいのか多くの人が考え開催される大 

会です。けがなどないように、思い切り取り組んで 

欲しいと願います。そして、切り替えて、進路実現 

に向けてのラストスパートに入っていきましょう。 

昔から「試練は乗り越えることができる人の所に 

しか来ない」と言われます。臨時休校期間 3か月と 

いう時間も 73回生の皆さんなら取り返すことがで 

きるということだと思います。これまで誰も経験し 

たことがありません。健康に気を付け、残りの高校 

生活の時間を充実させて行きましょう。“遅刻”や 

“欠席”などで時間を使うとＭＯＴＴＡＩＮＡＩで 

すよ。例年以上に短期集中で取り組む必要がありますが決して諦める必要はありません。諦めるとライバルが得

をするだけです。 

 

よく調べて、納得できる受験にしよう！！ 

入試改革だけではなく、新型コロナの影響により振り回されている状況ですが、このような状況だからこそ、

「キッチリとすべきことをしている」受験生が最後に笑うことができると考えます。受験生としての“不易”の

部分です。すでに新聞報道でもありましたが、大学入学共通テストは 1 月 16 日・17 日に実施されます(6/20 各

新聞報道あり)。2週間後に第 2日程となるとの報道です。新型コロナの影響が不安という場合は 2週間後の受験

もできるようです(確定ではありません)が、メリット、デメリットもあり考えどころです。いずれにせよ、高校

生活も残すところ 6ヵ月と少し、見通しをもって取り組みましょう。 

そして、“流行”の部分。各大学とも入試改革の流れで「何にもかも前年通り」ということにはなっていませ

ん。受験する予定の学校については、悔いを残すことが無いように、しっかりと調べて準備しましょう。また、

入試の動向として、新型コロナの影響で“超超地元志向”が高まりそうだと言われています。すると、地方の公

立大学にチャンスがあります。すでに伝わっていると思いますが、5 教科でなくとも 3 教科でも受験できる公立

大学は多くあります。当然、私立大学との併願も考えられます。少し調べればチャンスは広がります。正直、こ

のような状況だからこそ、“あと少し”の取り組みで、より高い価値を創造できる時かもしれません。 

それでは、ベネッセ作成の資料より大学入試情報をいくつか紹介しますが、必ず自分で調べておくことが不可

欠です。 

 

■埼玉大 経済学部で総合型選抜を中止（6月 15日） 

当初は経済学部では推薦入試を廃止し、総合型選抜を導入するとされていたが、新型コロナの影響で総合型

選抜の導入を 2022年度入試に延期すると公表。推薦入試の廃止は変更がないため、2021 年度入試は一般選抜

と社会人選抜、私費外国人留学生選抜のみでの実施となる。 

 

■麗澤大 総合型選抜を、ＩＣＴ機器貸し出しでのオンライン受験可に（6月 9日） 

総合型選抜で「Wi-Fi ルータ―、ノート PC の貸し出しをする（必要性、優先度により審査・各学部合計約

30 台）」としている。文科省の発信では、総合型選抜等でＩＣＴ活用した入試方式の検討が要望されると同時

に受験生のＩＣＴ環境の違いへの配慮にも言及されているため、このような対応を行う大学が続く可能性もあ

るため、注目していきたい。 

Be A GIANT!! NEW BLUE WAVE．   

ＷＥ ARE THE CHAMPIONS!! 
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■早稲田大 新思考入試（地域連携型）の要項を発表（6月 5日） 

グローバルな視野と高い志を持って、社会的・文化的・学術的に地域へ貢献する意識を持った学生を求める

もの。すべての都道府県からの受け入れを目標とし、入学後は所属学部の学びに加え「地域への貢献」をテー

マとした全学共通の活動を行うことで、出願に至った志を入学後の学びにつなげる「高大接続」型の入試制度

となっている。 募集学部は法学部、文化構想学部、文学部、商学部、人間科学部、スポーツ科学部。出願期間

は９月 1 日～９月 10 日。※2021 年度入学案内の提出書類欄に「評価書」の記載があったが、今回の発信では

「提出を不要」されている。 

 

■岡山県立大 令和 3年度入学者選抜にかかる変更の予告を更新（6月 1日） 

＜一般選抜＞ 

●英語のリーディング・リスニングの配点比率を 200 点配点の「150：50（リスニング 25％）」から変更、

デザイン学部ビジュアルデザイン学科・工芸工業デザイン学科以外は 160：40に（リスニング 20％） 

※デザイン学部ビジュアルデザイン学科は「120：30」※デザイン学部工芸工業デザイン学科は「80：20」 

●調査書、志願者本人が記載する資料等を加点方式で評価する（評価基準等については募集要項に明示） 

 

これだけ多くの公立大学がある！！“あと少し”調べればチャンスが広がる可能性あり！！ 

北海道 釧路公立大学 公立はこだて未来大学 公立千歳科学技術大学 札幌医科大学 札幌市立大学 

名寄市立大学 

東北地方 青森県立保健大学 青森公立大学 岩手県立大学 宮城大学 秋田県立大学 秋田公立美術大学 

国際教養大学 山形県立保健医療大学 山形県立米沢栄養大学 会津大学 福島県立医科大学 

関東地方 茨城県立医療大学 群馬県立県民健康科学大学 群馬県立女子大学 高崎経済大学 前橋工科大学 

埼玉県立大学 千葉県立保健医療大学 東京都立産業技術大学院大学 東京都立大学  

神奈川県立保健福祉大学 横浜市立大学 

中部地方 長岡造形大学 新潟県立大学 新潟県立看護大学 富山県立大学 石川県立大学  

石川県立看護大学 金沢美術工芸大学 公立小松大学 敦賀市立看護大学 福井県立大学  

都留文科大学 山梨県立大学 公立諏訪東京理科大学 長野大学 長野県看護大学 長野県立大学 

岐阜県立看護大学 岐阜薬科大学 情報科学芸術大学院大学 静岡県立大学 静岡文化芸術大学  

愛知県立大学 愛知県立芸術大学 名古屋市立大学 

近畿地方 三重県立看護大学 滋賀県立大学 京都市立芸術大学 京都府立大学 京都府立医科大学  

福知山公立大学 大阪市立大学 大阪府立大学 神戸市外国語大学 神戸市看護大学  

兵庫県立大学 奈良県立大学 奈良県立医科大学 和歌山県立医科大学 

中国地方 公立鳥取環境大学 島根県立大学 岡山県立大学 新見公立大学 尾道市立大学 県立広島大学  

広島市立大学 福山市立大学 山口県立大学 山陽小野田市立山口東京理科大学 下関市立大学 

四国地方 香川県立保健医療大学 愛媛県立医療技術大学 高知県立大学 高知工科大学 

九州地方 北九州市立大学 九州歯科大学 福岡県立大学 福岡女子大学 長崎県立大学 熊本県立大学  

大分県立看護科学大学 宮崎県立看護大学 宮崎公立大学 

沖縄県 沖縄県立看護大学 沖縄県立芸術大学 名桜大学 

 

７・８月の主な予定 

７/ ４(土) 保護者会 9:30～受付 10:00～全大会 11:30～分科会 

７/ ８(水) 放課後:進研模試(理科) 

７/１０(金) 放課後:進研模試(地歴) 美術科実技テスト(終日) 

７/１１(土) 進研模試 8:25までに着席 

７/１６(木) 美術科夏季作品展～7/22 明石公園パークギャラリー 

７/２７(月) 期末考査 ～7/31 

７/３１(金) 終業式・推薦入試説明会 

８/ ２(日) 就職希望者保護者説明会 

８/ ３(月) 就職ガイダンス 

８/ ４(火) 午前：武蔵野美術大学オンライン説明会(美術科) 午後：登校日 

８/１７(月) 2学期始業式 三者面談週間 ～8/21 

８/２０(木) 全国高校軟式野球選手権大会応援ポスター展～9/2 明石公園パークギャラリー 

８/３０(日) 就職保護者会 

 

 

 “Catch the Wave！” “Make the Wave！” 
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