
 

進路通信 第２号 
平成 30年 5月 31日(木) 

進路指導部 

            １学期の勝負月 ～ 自ら切り拓く進路 ～  

梅雨入りを目前にして寒暖差の激しい今日この頃です。体調管理に十分注意してください。 

さて，明日から６月です。６月はこれからの学年生活を占う上で，大切で難しい１ヶ月だと思います。７月２日から始まる期末

テストまで丸１ヶ月，その間全校で取り組む一大行事，西高祭があります。今年は日程が少し早めですが，中間考査が終わって以

前ならこの時期そろそろ進路指導室まで響いてきた３年生の歌声をまだ耳にしませんが、１・２年生も含め準備は進んでいますか。

クラスみんなで一つの目標に向かって時間を共有することは，代え難い貴重な経験ですから，そこは最優先してください。難関大

学に合格した生徒へのアンケートで“在学中，学校行事に力を入れて取り組んだ生徒の方が合格率は高い”という記事を目にした

事があります。ただそのかわり，今まで以上に“自分の時間”を趣味や息抜きではなく，“勉強のために”使ってください。また，

運動部を続けた３年生の中には，総体予選が終わり引退する人が多くなる時期ですね。張り詰めた心にぽっかりと穴が開いた“部

活ロス”状態のまま，西高祭前の雰囲気に流されて“勉強に手がつかない日”が続かないよう，しっかりと気持ちを切り替えてい

きましょう。３年生は週末４ヶ月ぶりの進研模試です。２年生は多くの部活動で３年が引退，最上級生となり気持ちが張ってしん

どいこともあると思いますが，悩みは抱え込まないで，回りに相談し愚痴を聞いてもらいましょう。１年生は逆に，中間考査も終

わって高校生活に慣れがでてくる時期です。慣れが，高校の勉強を甘く見ることにつながらないよう自戒して，６月を乗り切ろう。 

 

1年 
□高校で伸びる学習スタイルを身につけるため、西高に慣れたところで気を緩めず、集中して学習に取り組もう。 

□類型選択について心がけよう。 □早朝補習と部活動、西高祭に積極的に参加し、学習との両立に努めよう。 

2年 
□学部・学科研究を深めることをテーマに □３年生引退後の部活動でリーダーシップを発揮し、1年生の範となろう 

□西高祭で“演劇”を成功させるための積極的さと、限られた時間で、集中して学習に取り組む姿勢を示そう。 

3年 
□受験生としての意識を高め、部活動引退後の学習中心の生活リズムを確立しよう。 

□受験基礎力養成時期（1学期）の学習を計画的に実行しよう。□西高祭の華“合唱”で最優秀賞をめざそう。 

 

＊机に向かう習慣を身につけ、平日
．．

の家庭
．．

学習（学年＋１）時間をめざし、英数国の基礎力強化に務める。  

１年生→２時間、  ２年生→３時間、  ３年生→４時間  ＊小テスト・早朝補習・週末課題への取り組みを継続する 

＊中間考査の反省を踏まえての期末考査対策、７月模試にむけての学習を計画的に行う（１・２年） 

＋ ３年生は、入試までの学習スケジュールを科目ごとに早急に作り、夏休みまでの計画を立てる（まだの人） 

 

大学名 2019年度入試 学部・学科の新設・改組 入試変更点及び募集人員の変更等（主な関西圏の大学）  

大阪市立大 「文学部文化構想学科」新設（募集は学部一括で） 

兵庫県立大 「社会情報科学部」・「国際商経学部」 ← 経済学部・経営学部を改組 

京都府立大 文学部「和食文化学科」（30名）を新設 

神戸大 「文・法・工・農・医-保健・国際人間科学-環境共生」学部でＡＯ入試（「志」特別入試）が導入される 

兵庫教育大 学校教育学部学校教育教員養成学科の前期２次試験科目の「実技」が『面接』に変更となる 

立命館大 
「グローバル教養学部」を設置構想中（大阪いばらきキャンパス）（定員 90名） 

授業は全て英語（3年次はオーストラリア国立大学で授業を受ける） 

武庫川女子大 教育学部新設（←文学部教育学科 15名増・240人）・健康スポーツ科学部（30名増・180人）生活環境学科（35名増・165人） 

     具体的な取り組み 

     6～7月の達成テーマ 



オープンキャンパスに参加しよう！（近畿国公立大学編）   （★は大幅な変更） 

ほとんどの大学でオープンキャンパスは１・２年生、保護者の方も予約なしで参加できます。時間に余裕のある今

こそチャンスです。国公立大学の中には事前申し込みが必要なところがありますので、必ずＨＰ等で確認して下さい。 

大学名 日程 特記事項 

大阪大 8月 6日（月）～8月 11日（土） 要予約（申し込みの詳細については 6 月中旬より HP 内にて順次公開する予定） 

大阪教育大 7月 28（土）・29（日） 詳細は７月上旬頃ＨＰ掲載予定 

大阪府立大 8月 3日（金）～8月 5日（日） 工・看護要予約   ※ 別に 7／9（月）～13日（金） 授業体験Ｗｅｅｋ（要予約） 

大阪市立大 8月 3日（金）～8月 5日（日） ６月中頃ＨＰに詳細掲載 

神戸大 8月8日（火）～11日（金）・18日（金） 7月 2日（月）文系学部 ・3日（火）理系学部 7:00～ネット予約 

兵庫教育大 ７月 15日（日）  9:30～15:30（受付 9:00） 

兵庫県立大 7月 14（土）・15（日）→ 環境人間  8月 7日（火）→経済・経営  8日（水）・9日（木）→看護  10日（金）→理学部  １0日（金）・11日（土）→工学部 

神戸市外国語大 8月 5（日）・19（日） 9:30～15:00（9:10頃から資料配付） 

京都教育大 8月 22日（火） 申込方法やプログラム等の詳細はＨＰにて後日掲載 

京都府立大 7月 2１日（土）←文学部・公共政策学部  22日（日）←生命環境学部 

京都工芸繊維大 8月 10日（金）・11日（土） 要予約  7／10（火）12:00～ＨＰ上より予約（2日間） 

京都市立芸術大 8月 5日（日） 要予約 詳細は，本学 HPに 6月上旬公開予定 

和歌山大 7月 15日（日） 10:00～15:00（受付開始：9:30～） 

★奈良教育大 7月 15日（日） 13:30～16:30（受付開始：12:30～）要予約 6／4（月）午前 10 時～（定員 300 人） 

奈良女子大 7月 21日（土） 9:30～16:00 

奈良県立大 8 月 4 日（土）  9:30～14:00 

滋賀大 7月 28日（土）←教育学部（大津キャンパス）  8月4日（土）←経済・データサイエンス学部（彦根キャンパス） 

滋賀県立大 7月 21日（土）・22日（日） 9:00～15:00（8:30 受付） 

鳥取大 7月 21日(土)：地域学・工 22日（日）：農（←事前申込制？昨年は 6 月 21 日 18:00～ネット受付） 

関西大 8／4（土）・5（日）  9：00～16:00 甲南大 ７／１５（日） ８／５（日） 

関西学院大 8／4（土）・5（日）  7／29（日）三田 近畿大 ７／２２（日） ８／２５（土）・２６（日） 

同志社大 7/29（日）京田辺 8／5（日）今出川 武庫川女子大 6/3（日）・7/14（土）15（日）・8/10（土）11（日） 

立命館大 8/4（土）・5（日）10：00～３キャンパス同時 大阪工業大 ８／４（土）・８／26（日） 

６・７月の進路行事                    

６月 ２日（土） ３年進研マーク模試（8:20～） 

６月１７日（日）  関関同立模試 １０：００～（同志社大・関西学院大にて実施） 

 参加者は６／１１(月)までにコンビニで３２００円を振り込むこと。 

６月２０日（火）  同志社・関学・関大・甲南入試説明会（１５：３０～１７：００）  

← ３年生希望者対象 （原則２校受講） ・・・ ６／６（水）〆切 

６月２３日（金）  専門学校説明会（含：看護受験対策）（１５：３０～１６：2０）  

← ２・３年生希望者．看護系志望（大学も含め）の３年生は必ず受講すること。 

６月２７日（火） ① 兵庫県立大学 経営学部   講師 ： 辻川 尚起 准教授  

           テーマ： 「経営学ＳＴＹＬＥ！ －宝塚エリア編－」 

② 兵庫県立大学 工学部     講師 ： 高垣 直尚 助教（機械工学専攻） 

    テーマ： 「流体力学と台風」                        ・・・ ①②とも ６／６（水）〆切 

７月 ９日（月） 進研模試（記述）全学年 ・・・ ３年生は～１１日（水）まで            

７月１１日（水） 国公立大学（大教大・大市大・神戸大・神外大・県大[工]・香川大・鳥取大）見学バスツアー（２年生） 

７月１3日（金）予定 聖和短期大学模擬授業（１3：15～１４：3０頃）←保育士体験事業に参加する者は必ず受講すること 

７月２０日（金）予定 小論文講座（外部講師を招いて） 放課後  ３年生希望者対象 



先日の保護者会の日、各学年でお時間をいただき、３９回生の入試結果の報告をさせていただきました。2014年、

文部科学省通達「定員管理の適正化に関する提言」の中で「～大都市圏、なかんずく東京圏への学生集中の現状に鑑み、大都市圏、

なかんずく東京圏の大学等における入学定員超過の適正化について資源配分の在り方等を検討し、成案を得る。これらにより、2020 年までに地方

における自県大学進学者の割合を平均36%（2013 年度全国平均32.9%）～」という方針が示され、関西圏でも定員規模8000人を越える

大規模私立大学を中心に入学定員の厳格化が図られた結果、軒並み私立大学の受験が軟化し、本校でも例年の倍近い

浪人生が生まれました。阪神間の高校でも、“同志社大学×→神戸大○”“関西外大×→北九州市立大○”“関西学院大

学×→兵庫県立大○”“近畿大×→鳥取大○”“甲南大×→下関市立大○”というようなケースが例年以上に目立った

ようです。無論、国公立大学をめざす中で滑り止めとして私大を受験場合、私大専願の生徒ほどその大学の対策を 

とる時間がないでしょうから、それぞれのケースで私大の方が難易度が上とは一概には言えません。ただ今年以上に

厳しくなることが予想される、来春の大都市圏での私大入試に挑むにあたって、文系の生徒も、３教科で受験できる

地方国公立大学を選択肢の一つとして真剣に考えてみてはいかがでしょうか。 

インターネット上に、少しおもしろい全国の大学の比較サイトがあったので、あくまで一例として紹介します。 

よかったら参考にしてみてください。 

                                                                                 

■ レベル 10 ・・・ 東京大、京都大、国公立大医学部           ※大学受験予備校「東進」公式：大学難易度ランキング                                                                   

■ レベル 9  ・・・ 国立大： 一橋大、東京工業大  

■ レベル 8  ・・・ 国立大： 北海道大、東北大、名古屋大、大阪大、神戸大、九州大  

            私立大： 早稲田大（政経・法・文・各理工など）、 慶應義塾大（経済・法・理工など）、私大医学部  

■ レベル 7  ・・・ 国立大： 筑波大、東京外国語大、お茶の水女子大 

            私立大： 早稲田大（人間科学・社会科学・国際教養など）、 慶應義塾大（SFCなど）、上智大  

■ レベル 6  ・・・ 国立大：★千葉大、横浜国立大、京都工芸繊維大、電気通信大、東京農工大、新潟大、★岡山大、 

            ★広島大、長崎大、名古屋工業大、奈良女子大、★金沢大、熊本大 

            公立大： 首都大学東京、名古屋市立大、大阪市立大、大阪府立大、神戸市外国語大  

            私立大： 東京理科大、中央大（法）、関西学院大、 同志社大  

■ レベル 5  ・・・ 国立大： 小樽商科大、弘前大、群馬大、埼玉大、東京学芸大、信州大、静岡大、三重大、                                                           

                   滋賀大、兵庫県立大、和歌山大、香川大、山口大、鹿児島大 など                                             

            私立大： 明治大、青山学院大、立教大、法政大、中央大、立命館大、関西大、学習院大、津田塾大、南山大、私大薬学部等  

■ レベル 4 ･･･   その他国公立大  

            私立大： 日本大、東洋大、駒沢大、専修大、京都産業大、 近畿大、甲南大、龍谷大、成蹊大、成城大、明治学院大、                     

                 國学院大、武蔵大、東京農業大、東京電機大、芝浦工業大、神奈川大、愛知大、名城大、福岡大、 西南学院大、 

                 東京女子大、日本女子大、学習院女子大、同志社女子大、京都女子大 など                            

■ レベル 3 ・・・ 私立大： 亜細亜大、東海大、拓殖大、国士舘大、大東文化大、桃山学院大、神戸学院大 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 国立系大学群一覧                                                                        

【第１位】東京一工： （東京大学・京都大学・一橋大学・東京工業大学）⇒ 難関国立 4大学が構成する大学群、言わずと知れた大学界の四天王 

【第２位】旧帝大学： （大阪大学・名古屋大学・東北大学・九州大学・北海道大学）⇒  国大学令により設立された大学群、各地方のトップ大学から構成 

【第３位】電農名繊： （東京農工大学・京都工芸繊維大学・名古屋工業大学・電気通信大学）                                                              

⇒ 学系特化型国立大学の中でも難関大学から構成。その実力は旧帝大をも脅かす。                                                                                                   

【第４位】金岡千広： （金沢大学・岡山大学・千葉大学・広島大学）⇒ 上位国立総合大学から構成、各地方の旧帝大学に次ぐポジションに位置。 

【第５位】５Ｓ： （埼玉大学・新潟大学・静岡大学・信州大学・滋賀大学）⇒ 堅国立総合大学から構成、難易度は MARCH関関同立と同程度 

【第６位】STARS： （佐賀大学・鳥取大学・秋田大学・琉球大学・島根大学）⇒ 立総合大学の中でも比較的難易度が低い大学群           

２ 私立系大学群一覧                                                          

【第１位】早慶：（早稲田大学・慶應義塾大学）⇒ 難易度・ブランド・就職全てがその他私大と一線を画す、私大トップの双璧                                     

【第２位】上智：                   ⇒ 早稲田、慶應に次ぐ                                                 

【第３位】MARCH：（明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学）※明青立法中に学習院大学を加え GMARCH と呼ぶ場合もある。 

⇒ 関東圏私立大学の中でも中堅総合大学から構成、関東でのブランド力は高い 

【第４位】関関同立： （関西学院大・関西大・同志社大・立命館大）⇒ 関西圏私立大学の中でも中堅総合大学から構成、関西でのブランド力は高い                                   

【第５位】成成明学：（成城大学・成蹊大・明治学院大学） ※獨協大・國學院大・武蔵大を加え成成明学獨國武と呼ぶ場合もある。          

⇒ 関東圏に位置する大学群、MARCH と日東駒専の間に位置する。                                             

【第６位】四工大： （芝浦工業大・東京都市大・東京電機大・工学院大）⇒ 関東圏に位置する工学系特化型大学から構成される大学群                                                  

【第７位】日東駒専： （日本大・東洋大・駒澤大・専修大）⇒ 関東圏に位置する大学群、受験界では MARCHのワンランク下に位置づけられる。                                          

【第８位】産近甲龍： （京都産業大・近畿大・甲南大・龍谷大）⇒関西圏に位置する大学群、受験界では関関同立のワンランク下に位置づけられる 

【その他のグループ分け】                                                                         

① 愛愛名中：（愛知大学・愛知学院大学・名城大学・中京大学） 

② 外外経工：（京都外国語大学・関西外国語大学・大阪経済大学・大阪工業大学） 

③ 大東亜帝国：（大東文化大学・東海大学・亜細亜大学・帝京大学・国士舘大学）                                       

④ 摂神追桃：（摂南大学・神戸学院大学・追手門学院大学・桃山学院大学） 

⑤ 関東上流江戸桜：（関東学園大学・上武大学・流通経済大学・江戸川大学・桜美林大学） 

                                                                                           

３ 学歴フィルターの一例 ･･･ 応募が殺到する大手有名企業においては、採用の効率性からも学歴がフィルターになるという事情が存在。  

大学群を境目に学歴フィルターが存在しているケースが多く，大体は以下の４パターンに分けられる。                          

■ フィルター①：コンサルティングファーム・投資銀行・総合商社・資産運用会社等の一部で採用 

          東京一工(東大・京大・一橋大・東工大)＋早慶上位(法・経済・政治経済・理工)以上が内定者一般層                

■ フィルター②：一般層に知名度の高い東証一部上場大手一流大企業の一部で採用                                                      

上記大学＋旧帝下位・上位国立(神戸横国筑波、電農名繊、金岡千広上位)＋早慶下位(その他学部)・上智・東京理科・ICU以上が内定者

一般層 

■ フィルター③：東証一部上場大企業の一部で採用                                                                           

上記大学＋中堅国立(金岡千広下位、5S(埼玉信州静岡滋賀新潟))＋MARCH・関関同立・国際基督教・日大・学習院以上が内定者一般層                            

■フィルター④：東証一部上場その他企業・非上場中堅企業の一部で採用 

上記大学＋下位国立(5S 下位含む)＋日東駒専・産近甲龍・四工大以上が内定者一般層                                                                                                          

ただし、国内外の採用市場にて学歴フィルターが存在していることは事実ですが、全ての企業が採用しているわけではありま

せん。一般的に高学歴の比率が高いといわれている大手総合商社でも投資銀行でもコンサルティングファームでも、経歴重視では

ない、人物・能力重視の採用を行っている企業や人事担当者は多く存在します。 

 


