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平成 30 年９月 11 日(火) 

進路指導部 

天高く馬肥ゆる秋・２学期スタート それぞれの進路実現に向けて～自ら切り拓く進路 ～  

「過去に例のない」「命にかかわる危険な暑さ」と形容される猛暑でもって、平成最後の夏休みが幕を閉じましたが、

２学期スタート直後に超大型台風２１号が大阪・兵庫を直撃し、大きな爪痕を残したかと思えば、続けざまに北海道で

最大震度７の大地震がおこり、多くの命が奪われました。今後も日本で生きていく限り自然災害とは隣り合わせです。 

こうした状況の中で３年生は、受験に向けての動きを本格的にスタートしました。予定を変更して、始業式の後に、

推薦入試を中心にした進路集会を、４日に予定していたセンター試験出願手続きのための集会は５日（水）のＬＨＲの

時間に開催しました。 

大都市圏の私立大学の定員充足率の厳格化にともない、厳しかった今春の入試の影響で、31 年度入試も私立大学を

中心に難化が、安全志向から推薦入試も倍率上昇が予想されます。入試制度が変わる 42 回生や、センター試験が最後

の年となる 41 回生の入試はさらに厳しさを増すかもしれません。しかしこんな時だからこそ、弱気にならず、安易に

第一志望校をあきらめない粘りをみせてほしいと思います。 

夏休みに卒業生が進路指導室にも顔を見せてくれることがあります。大学からの宿題（宣伝）もかねて、母校訪問に

二度訪ねてくれた福山大学生命工学部海洋生物学科にこの春進学した生徒は、第一志望校ではなかったけど、海（瀬戸

内海）も近く、周りは海や魚が好きな学生ばかりで、楽しく大学生活を送っている様子でした。ただ一つ不満を言って

いたのは、学食が提供してくれる１００円の朝定食（一人暮らしをしている学生の食生活支援・生活リズム作りのため

にこうした取り組みをしている大学は増えているようです）をよく利用しているそうですが、某体育会系運動部の学生

が常習的に列に割り込んだり、並んでいる後輩に自分の分を買わせたりしているようです。一般的に大学では高校のよ

うな細かい生徒指導・マナー指導は行われていないと思います。また、関関同立クラスの大学でも、一般教養の大教室

での講義では、後ろの方の席でスマホをさわったり、周りと耳障りな声でしゃべっている学生が目に付くようです。落

ち着いた雰囲気で学校生活を送っている西高生の皆には、こうした点も考慮して第一志望校を選んで欲しいと思います。 

 

 
1 年 

□２学期に入って、基本的な生活習慣を再点検しよう → 生活リズムを整え、机に向かう時間帯を確保する。 

□文理選択は、安易な方向に逃げずに自分の希望・適性をよく考えよう。  

 
2 年 

□２学期に入って、基本的な生活習慣を再点検しよう。 □学校行事活動の中心的役割を自覚しよう。  

 □主要教科（英数国）の基礎力完成を目指そう。□オープンキャンパスを終え第１志望校への展望を持とう 

 
3 年 

□受験応用力養成時期（2 学期）の学習を計画的に実行しよう ⇒ ９～11 月模試の具体的な目標を定める 

□第 1 志望校へのこだわりを持ち学習を継続しよう → 安易に受験科目数を減らさない。 

 

                      

・ 服装・頭髪のチェック  ・ 平日の家庭学習（学年＋１）時間を継続する。       

・ 小テスト・補習・週末課題への取り組みを継続する ・早朝補習への積極的参加 

・ 中だるみとの戦いに勝つには･･･10/2９（月）の模試を一つの目標にする。・中間考査対策を計画的に行う。 

                          

・ 学校の授業を基本として取り組む ・推薦入試を受験する際、一般入試の科目の勉強を絶対に中断しない。 

・ センター試験・個別大学入試に向けて、過去問に取り組む前に、問題演習を繰り返すことで実力を養成する。 

 具体的な取り組み(３年) 

 具体的な取り組み(１・２年) 

     具体的な取り組み 

     ９～１０月の達成テーマ 



※ 大学入試の trend（潮流・流行）← １ ・２ 年生注目！  

 英語の外部検定（TOEFL iBT・TOEIC L&R・TOEIC S&W・IELTS・GTEC（3 技能）・GTEC（4 技能）・GTEC CBT・TEAP４

技能パターン・実用英語検定２級・実用英語検定２級かつ CSE スコア 2150以上）を導入する大学が目立って増えてい

ます。近畿大学を例にとると昨年度推薦入試で国際学部のみでの導入でしたが、今年度の推薦入試では文系のほぼ全学

部で導入されています。しかも近大の推薦入試の場合「外国語」を受験する必要があり、得点の高い方を採用してくれ

るので、必然的に英語の平均点が上がり、昨年度の国際学部の例を見ると全体の合格最低点が高くなったそうです。 

1 年生だけでなく 2 年生も外部検定に積極的にチャレンジしていきましょう。 

※ 大学入試全体 trend をチェック（蛍雪時代８月号より）← ３ 年生注目！  

《2019 年センター試験》「センター試験は平均点６０％が目安」に作成されるため、昨年度平均点のと比較し、 

＊易化が予想される（昨年度難）･･･ 英語リスニング，国語，生物，政治・経済 

＊難化が予想される（昨年度易）･･･ 倫理，地理Ｂ，化学 

《2019 年国公立大一般入試》 

＊国立大の「文系・教員養成系」の縮小 → 文理とも人気低調、「文低理低」状態に。 

安全志向から「前年の反動」が顕著 ･･･ 高倍率を避け、低倍率だったところに出願が集中 → 隔年現象へ。 

《対前年比》＊近畿地方 ･･･ 大阪府立大（115）・大阪市立大（87）・大阪教育大（90） 

     ＊中国地方 ･･･ 香川大（84）・徳島大（80）・高知大（68）・鳥取大（109）・島根大（107） 

《参考》大阪府立大と大阪市立大学は統合計画が進んでおり、2022 年森の宮（大阪城公園駅東）に大阪公立大（学生数日本一の公立大）

として誕生する予定。どちらかの大学に合格していると、予定通りにいけば４０回生が大学４年次に新大学がスタートします。 

《2019 年私立大一般入試》  ・・・ 好調な就職状況を反映した「文高理低」 

《対前年比》＊京産大（117）･･･ コンピューター理工から改組の情報理工（211）が系統への高い人気から倍増以上。 

 総合生命科学（181）・文化（144）← ９月１８日（火）  卒業生（３９回生小野魁斗君）による座談会あり。 

＊関西大（109）･･･ 13学部中 11学部が増加。政策創造（142）・人間健康（119）・社会（114）・ 

化学生命工（113）・経済（112）・法（111） 

＊近畿大（106）  ＊龍谷大（106）  ＊同志社大（104）  ＊甲南大（106）  ＊立命館大（102）  ＊関西学院大（98） 

              ９月～１１月の進路行事（☆は宝塚西高校で実施） 

☆ ９月１５日（土）  第１回駿台・ベネッセマーク模試（３年） 一部、１４日（金）放課後実施   

９月１８日（火） センター試験願書提出（校内〆切り） ← 受験料の振り込みは１４日（金）までに。 

９月１８日（火）  卒業生による座談会～「京都産業大学の魅力」～３９回生小野魁斗君（元生徒会長） 

 ９月２３日（日）  東京アカデミー 看護・医療第２回記述模試 〔申込校内〆切り～９／１３（木）・進路指導室へ〕  

 ９月３０日（日）  第２回駿台全国模試（校内申込終了）                     ↑（試験会場：駿台大阪校） 

☆１０月 ６日（土） 第２回駿台・ベネッセ記述模試（３年） 一部、５日（金）放課後実施 

１０月２１日（日）  第３回全統マーク模試〔申込校内〆切り～９／1９（水）・進路指導室へ〕 （試験会場：大阪工業大学） 

１０月２8 日（日）  第３回全統記述模試 〔申込校内〆切り～９／1９（水）・進路指導室へ〕 （試験会場：大阪大学） 

☆１０月２９日（月）  進研総合学力テスト（１・２年生／記述）（創立記念日代休）２年生は一部、３0 日（火）放課後実施 

☆１１月 ３日（土） 第３回駿台・ベネッセ記述模試（３年） 一部、２日（金）放課後実施 

１１月１１日（日）  第３回全統高１・高２模試 〔申込校内〆切り～１０／４（木）・進う路指導室へ〕（試験会場：関西学院大学） 

１１月１4 日（水）  進路講演会（1 年・ＬＨＲ） 

１１月２０日（火）  大学説明会（２年生対象 １５：３０～ 40 分×２校） 関学・関大・兵庫県立大・（鳥取大）（交渉中） 

１１月２１日（水） 進路講演会＆専門学校説明会（２年・ＬＨＲ）（専門学校に進路を決めている生徒には後日希望調査有） 

１１月２１日（水）  看護出前授業 15:40～16:40（高 1・2 年 看護師志望生徒対象） 申込締切 9/21(金) 

   １１月２３日（金）  第２回関関同立学力判定模試（エール学園）〔申込校内〆切り～１０／１９（木）・進路指導室へ〕 



国公立大学バスツアーレポート （４１回生） 

平成３０年７月１１日（水） 

 
①  自分にとって良いと感じたところ    ② 進路に対する考え方はどう変わったか 

 

大阪教育大学 （柏原キャンパス） 

 ① 入学した時から同じ夢を持って進んでいけるところが良いと思った。あと１人１人が違うことをしたくて

も色んな施設が充実しているから自分がやりたい事がしっかりとできるところが良いと感じた。 
 ① 教育学部の中にもたくさんのコースがあるので、自分が行きたいコースを細かく指定することができると

いうところ。 
 
② 受験は”まだ先”と思っていた部分が大きかったが、在学生の話を聞いて今から頑張らないといけないと改

めて強く思った。 
 ② 最初は、国公立大学なんてどうせ行けないと思っていたけど、見学会に参加して、今から頑張れば少しで

も可能性があることが分かった。最初から諦めるのではなくて今から頑張ろうと思いました。 
② 教育大学だからといって先生になりたい人ばっかりじゃないと知り、限られた考え方をしないようにしよ

うと思った。 
② 今回の見学会の中でたくさんの大学生を見ることができて、実際に授業や勉強をしているところを見学す

ることができ、自分にも新しい目標ができました。 
 

大阪市立大学 （杉本キャンパス） 

① 図書室内の自習スペースもとても充実していたので、集中して取り組めるのではないかと思った。 
① たくさんの学部学科が同じところに集まっているから、自分とは違った考えをもった人と交流することが

できるところ。 
① ４０対１の大人数だと気を抜いてしまうが、９対１の少人数制の授業は私に合っていると思った。また「就

職後の成長」を見据えた就職支援はとても心強く感じた。 
 
② 最初は公立大学なんて私は無理だからと思っていて、知ろうともしませんでしたが、紹介を聞いてみても

っと色々な大学のことについて知りたいと思うことができました。 
② 志望する学校は事前に見ておくべき。パンフレットなどから得られる印象とはまた違った情報が得られた。 

 

神戸市外国語大学  

① 英語で留学ができるアメリカやイギリスなどは、もちろんドイツ、イタリアまで出来ることに興味を持ち、

さらに知りたいと思いました。 
① 様々な国の人と接する機会が多く、自分が他国の外交官として参加する模擬国連世界大会などのイベント

も盛りだくさん。 
 
② 偏差値だけで大学選びをするのではなく、大学の雰囲気や特色をよく知ってから進路を決定することが大

事だということが分かりました。 

 



鳥取大学 （鳥取キャンパス） 

① 自分達のやりたい研究や学習が見つかりそうで、メリハリがしっかりした学生が多そうだと思ったところ。

プレゼンの練習をしたり、勉強を教え合えるスペースがあったりしたところ。 
① 基本的には理系の大学なので、文系の自分にはあまり合っていないかも知れないと思っていたが、地域学

部とか文系の学部もあり、教員免許も取れるのはいいなと思った。 
 
② 部活をやりきる達成感を味わったほうがいいと言っていたので、最後までしんどくてもやり通したいと思

った。 
② 実際に大学にいくことによって、雰囲気、距離、環境などが分かり慎重に大学選びをしなければならない。 
 

兵庫県立大学 （姫路工学キャンパス） 

① 学科の中にも多数のコースがあり、幅広い分野を勉強することができると感じました。１回生の時から実

習や実験があり、専門的なことを学べる機会が多いのも魅力の１つだなと感じました。 
② 充実した設備で、専門的な知識も学び、入学金やその他にかかる金銭面も低くおさえられるので、国公立

を自分の進路の視野に入れることも大事だと思いました。 
② 国公立は授業が安かったり、国から研究するためのお金がもらえたりと私立よりもいい点がたくさんあっ

たので、国公立も視野に入れて進路を考えたい。 

 

香川大学  （幸町キャンパスと三木町医学部キャンパス） 

① 実習で使うマネキンが呼吸をしたり、お腹が鳴ったり、色々調べたりすることができて、最悪のときも想

像してできるところ。また、自宅療養の人や、がんなどの病気の人、手術後の人などに分かれて体験がで

きる。 
② 他の大学と比較してみないと分からない点も多々あったので、他のオープンキャンパスに積極的に参加し

たり、ネットで調べたりするなど、情報量をもっと増やさないといけないなと感じた。 
② 前まで大学に受かることを目標にしていましたが、今日色々な話を聞き、ゴールは大学に入ることではな

くその後、自分の目標の職に就くということだなと思いました。それを踏まえて日頃の高校の勉強を頑張

ります。 

 

神戸大学 （六甲台キャンパス） 

① 文理融合で学部間の壁が低いのは、いいなと思った（文系だが理系でも興味のある学部があるので）少人

数制で１人の先生が受け持つ生徒が少ないのもいいなと思った。 
 
① 船を持っていたり、農場を持っていたり、牛を飼っていたり、看護の実習があったり、司法コースがあっ

たり、将来の夢に向けてしっかり勉強することができる。 
 
① 広い分野を専門的に学べると同時に、学部間に話しにくい雰囲気もなく、幅広い知識を得られることが分

かった。少人数の授業のため、個人でも質問しやすそうな感じだと思いました。 
 
② 参加する前から神戸大学を目指していたのですが、バスツアーに参加した事で、もっと興味が湧きました。

勉強をもっと頑張ろうと思います。 


