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 「受験はみんなで乗り越える」 

“受験に挑むのは結局自分自身であり、自分が頑張って結果を出さなければ“と考えている人もいる

と思います。確かに受験にはそういう一面もありますが、力を出し切るためには一人では難しい事も

あると思います。受験が目の前に迫ると今感じている不安の何倍も苦しくなるはずです。吐き気と闘

いながら勉強していた君たちの先輩を知っています。彼は、友達やクラスメートや家族や先生や後輩

や・・・・多くの人に支えられて、夢をつかみました。不安を口にして、誰かに聞いてもらうだけで

も気持ちは軽くなります。友達と一緒に勉強していれば、一人じゃないと安心できます。クラスメー

トが一生懸命勉強しているだけで、自分も頑張ろうと思えます。あなたが誰かから力をもらって、あ

なたも誰かに力を与えられるような関係ができればいいですね。 

 

大学の選び方 【そこでしか学べないこと】 

同じ名前の学部でも、そこでしか学べないことがある場合があります。それは、ロケーションで

あったり、施設であったり、大学の特色や歴史であったり、人(先生)であったりが関係しています。 

ロケーションが関係する場合の例 

亜熱帯地域の農業について学びたいのであれば、北海道大学ではなく、

琉球大学に進学する必要があります。メタンハイドレートの研究をしたい

のであれば、北見工業大学を考えるのもいいかもしれません。メタンハイ

ドレートは燃える氷ともいわれ、水分子の籠の中にメタンが取り込まれた

ものです。天然資源が乏しいといわれている日本において、近海の海底に

眠る貴重な資源です。これは、温度と圧力(水深)により形成されますが、水温の低い北海道近海で

は、比較的浅い場所で採取できます。 

大学の施設や特色が関係する場合の例 

乾燥地の農業が学びたければ、鳥取大学です。乾燥地研究センタ―を持っており、アリドドーム

実験施設は特に有名です。また、水産学部に進学する場合、どのような実習船を持っているか、ま

たは、その有無は大学を選ぶ際に重要となるかもしれません。グローバル教育に力を入れている大

学は多くあると思いますが、国際教養大学がまず思い浮かびます。専任教員数 58 人のうち外国人

教員が 31 人であり、提携大学数は 2020 年 4 月現在、50 カ国・地域の 200 大学です。また、図

書館の蔵書は 83,626 冊、24 時間 365 日利用することができます。 

人（先生）の場合の例 

「本能寺の変」に興味があるなら、三重大学教育学部に進学するのもよいかもしれません。教育

学部の藤田達生先生は、織豊期を中心に戦国時代から近世までを専門とされています。 

大学名だけでなく、あなたが学びたいことから大学を探してみましょう。 

 



 

 

期末考査に向けて 

 

 もうすぐ期末考査が始まります。準備は順調に進んでいますか？ 

 この号が発行される頃には、もうかなり考査が迫っていると思われますが、きちんと計画を立て 

て取り組んでください。行き当たりばったりではあまり成果もあげられません。徹夜のように極端 

に睡眠時間を短くして勉強する人がいますが、時間をかけたほどの効果はありません。眠っている 

間に脳が記憶を整理するという研究報告もあります。その意味でもきちんとした計画はとても重要 

です。自分がいつどのような勉強をすれば能率が上がるのかをよく考えてください。具体的には 

「一番集中が高まる時間帯に、難しい問題に取り組む」などです。今回はかなり考査日程が特殊です。

くれぐれも前半の３日が終わったからといって、気が抜けてしまわないように最後まで頑張ってく 

ださいね。 

 

 皆さんは「評定平均値」ということを聞いたことがありますか？ 

 通知表は１０段階評価で成績がつきますが、大学等に送られたり高校に保管される書類には５段 

階で成績がつきます。自分がとった全ての５段階評価を平均した数値が「評定平均値」です。優秀 

な人は 5.0 に近い数値で、ちょっとさぼってた人は 3.0 にも届かない数値だったりします。例えば 

ある大学では、評定平均値が 4.0 以上の人しか推薦入試を受けられないなどといった場合が出てき 

ます。受験するときに、成績が足りないので受けられないなどとならないように、しっかりと勉強 

してよい成績を収めてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

★興味ある大学、専門学校等の情報を集めよう！ 

【オープンキャンパス】【オンラインによるオープンキャンパス】を活用！ 

・大学生活のイメージがより明確にでき、やる気アップ！ 

実際にキャンパスに行って施設や設備を見学したり、教員や先輩たちの話を聞いたりして、その学校の魅力を肌で感じることがで

きれば、受験勉強のモチベーションアップにつながるはずです。 

・入試に関する最新情報を得られる可能性がある。 

・入試に関わる費用（受験料（1 大学つき）・入学金・学費・諸経費など）を保護者と一緒に確認しておこう。 

☆より大学を知る為には・・・！ 

・大学の関係者とたくさん話そう！      ・質問したいことはまとめておこう！  

・複数の学校比較で、自分が本当にやりたいことや学びたいことが見えてきます。 

複数の大学を比較することで、同じ学部学科でもより自分のやりたいことに近い内容が学べる学校が見つかる、設備が良さ・雰囲

気の良さなど、より自分に合う志望校を決めることができます。 

・同じ学校のオープンキャンパスに何回か参加してみよう 

同じ学校のオープンキャンパスに何回か参加してみると、学校に複数回訪れるからこそ気がつくことがあるかもしれません。学校

周辺の状況もゆっくり調べることができます。 

 

【注意】 

・行ってみたい大学が見つかったらホームページなどで日程を調べましょう。 

今年度は、特にコロナウィルスの影響もあり、事前予約が必要になる場合が増えています。オープンキャンパスに行く前には、資

料やホームページを見て大学の特徴や学科の種類を調べておくと、必要事項をもれなくチェックすることができ、より有益なオー

プンキャンパスになるでしょう。 

・総合選抜型入試で活用することも！ 

大学によっては、オープンキャンパスでのプログラム参加者のみが受験できる、「オープンキャンパス参加型の総合型選抜入試」

などを設けている場合もあります。また、面接時でオープンキャンパスに参加して経験したことを話せば、志望理由の説得力を大

きく強めてくれることでしょう。 

【その他】 

・服 装  学内の見学など、結構な距離を歩くことになるので、履きなれた靴や動きやすい服装がベストです。遊びに行くのでは

ないので、華美なものにならないようにしましょう。基本的に自由ですが、制服が無難です。 

・持ち物  大学では様々な資料が配布されます。大きめのバッグを準備しましょう。筆記具も忘れずに。 

 

 

ＪＳコーポレーション オープンキャンパス特集   

https://school.js88.com/opencampus_tokushu 

 

＜専門学校への進学について＞ 

専門学校を考えている人は，勉強する内容、学費、取得できる資格、通学方法、主な就職先…など、とにかくよく調べ 

て下さい。Ｗｅｂよりはパンフレットの方がよく分かると思いますが、可能な範囲内で実際に足を運んでオープンキャ

ンパスに参加できるともっと良いと思います。学校を選択するポイントは講師，設備，就職指導などです。学校の中身

を見ることも大事ですが，在校生に話を聞けたら，また別の観点から色々なことを教えてもらえるのではないでしょう

か。複数校を比較・検討して，納得いく希望先を決めるようにしましょう。 

オープンキャンパスの情報サイト 

志望校を具体的に考えよう！ 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1557472140/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5vYy50dWFkLmFjLmpwL3N1bW1lci8-/RS=%5eADBGwXb16aVvNhHTaLEg8nOYbtJemo-;_ylt=A2RCKwwM0tNca28ADQGU3uV7;_ylu=X3oDMTBiNzloa3JsBHZ0aWQDanBjMDAx
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1557472723/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDE0LzEyL2Jsb2ctcG9zdF84Mi5odG1s/RS=%5eADBoJRdcbcBnSWQvxWmEMEb4y09HP4-;_ylt=A2RCA9pS1NNcMEYA.CGU3uV7;_ylu=X3oDMTBiNzloa3JsBHZ0aWQDanBjMDAx
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1557472791/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5taXNha2kucmR5LmpwL2lsbHVzdC9jaGlsZC9nYWtrb3UvZ2FrdXlvdS9zb3phaXRleHQvMzAzLmh0bQ--/RS=%5eADBJ9LTIeV_nopDO8yg4S7xfWUngAw-;_ylt=A2RCA.CX1NNcknkASw6U3uV7;_ylu=X3oDMTBiNzloa3JsBHZ0aWQDanBjMDAx
https://school.js88.com/opencampus_tokushu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 期末考査が終われば夏休み！ 短いからこそ、充実させよう！ 〉 

今年の夏休みはいつもより短い休みとなりました。しかし、短いからこそ、充実したよい 

期間にできるはず！普段できないことに挑戦する有意義な期間にしよう！ 

①生活リズムは崩さずに‼、 

  夏休みだからといって、いつまでも布団でごろごろしていたり、夜遅くまで起きていては

よい生活はできません。起床時間、就寝時間、食事時間を決めて、規則正しい生活をするよ

うに心がけましょう。3 年生は最低でも普段の学校生活と同じ 6 時間の学習時間を確保しま

しょう。午前中は気温も低く過ごしやすいので、いつもより早起きして、朝のうちに学習時

間を確保するのもひとつの方法です。１，２年生も基本的なリズムは崩さず、部活動の時間

などを考慮し、決まった時間に机に向かうようにするとよいでしょう。毎日、必ず机に向か

って勉強するようにしよう。 

②復習の時間を作ろう。 

  １，２年生は、夏休みの宿題をこなすのは当たり前！＋αとして、1 学期に理解できなか

ったところを中心に、復習に取り組みましょう。期末考査で解けなかった箇所や自分が苦手

だと感じるところを中心に、もう一度教科書を読み返したり、ワークブックを解き直したり

するとよいでしょう。スタディサプリも上手に活用してみよう。苦手な所、得意な所を把握

するのも大切です。2 学期の授業へとつなげるためにも自分の力を確認しておこう。3 年生

は、夏休み中に英語・国語・数学の弱点を克服しよう。できるだけ多くの問題を解いて、自

分の苦手な所をなくすように。苦手な科目こそ、しっかりと向き合って‼同時に、理科や社

会にも取り組みはじめましょう。教科書などで復習をしながら、基礎問題に取り組み、2 学

期からは応用問題をどんどん解けるような準備をしよう。夏休みの勉強の仕方で、9 月から

の学習がぐんと変化します！ 

③三者面談を通して、保護者と話そう 

  自分の希望の進路を保護者の方に知ってもらうにためには、三者面談はとても良い機会で

す。自分の考えを伝え、将来の進路について、一緒に考えてもらうようにしよう。1 年生は

“理系にするか、文系にするか”、2 年生はたくさんの選択科目の中からどの科目を選択する

のかを、保護者の方を交えて考えていきましょう。3 年生は具体的に受験校を決める時です。

オープンキャンパスも少しずつ再開されはじめています。しっかりと自分で学校の様子を確

認して、志望校を決めるようにしましょう。そして、必ず、保護者の方に相談してください

ね。 

④普段できないことにも取り組もう。 

  短いとは言っても、夏休み。普段、取り組むことができない 

ことにも挑戦してみよう。新型コロナの影響で、遠出や多くの人が 

集まるところへ出向くことはできませんが、たくさん本を読んだり、 

字幕なしで洋画を鑑賞したり、自分の興味のあることを調べたり、 

イラストや手芸などの作品を作ったり…。それぞれに、夏休みの  

ステイホームを充実させてくださいね。 

 

 



1 年生文理選択・科目選択に向けて 

志望する大学に進学するには、その大学や学部・学科にあった受験科目があります。高校で科目選

択をする際はそれを踏まえておかなければいけません。 

夏休みの間に、志望する学校の受験科目について、しっかりと調べ科目選択に生かしてください。 

以下は、7 月 1 日(水)におこないました文理選択ガイダンスの内容の一部を掲載します。あくまで

も全体的な傾向や一部の大学についての情報です。これを参考に、自分で調べてください。 

 

【普通科理系から国公立大学理系を目指すには】 

初めから、国公立大学を受験できるカリキュラムになっています。私立大学も受験できます。 

問題は、 

・物理を選択するか生物を選択するか 

・数Ⅲを選択するかしないか 

 

数Ⅲ，物理が必要 

・理学部(物理) ・工学部(機械) ・工学部(電気電子通信) ・工学部(情報工) 

・工学部(建築土木環境) ・工学部(応用物理学) ・工学部(応用化学)  

・工学部(生物工学) ・工学部(資源エネルギー) ・工学部(航空宇宙) 

・工学部(船舶海洋工) ・工学部(経営工) ・工学部(工業デザイン) 

 

数Ⅲ，物理 or 生物 が必要 

・医学部 ・歯学部 ・農学部(獣医) ・薬学部 ・理学部(数) ・理学部(情報) 

・理学部(化学) ・理学部(生物) ・総合理工学部 

 

数Ⅲ or 数ⅡB ， 物理 or 生物 が必要 

・農学部(農) ・農学部(森林） ・農学部(農芸化学) ・農学部(農業工学) 

・農学部(農業経済) ・水産学部 ・畜産学部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【普通科文系から国公立大学を目指すには】 

受験科目：国語，地歴，公民，数学，理科，外国語(英語) 

数学：ⅠA とⅡB   理科：基礎科目 2 つ 

公民：倫理・政経(阪大，神大，奈良女など) 

地歴：世界史 B or 日本史 B 

 

【普通科文系から私立大学を目指すには】 

基本的な受験科目 ： 国語，社会，外国語(英語) 

          ・社会は地歴と公民の選択 

・社会と数ⅠAⅡB との選択 

・理科基礎が使えるところもあるが，少ない。 

※数学利用の場合は，受験倍率が下がる。⇒ 数学が得意なら，強力な武器になる。 

 

【大学の看護学部を目指すには】 

数学と理科の組合せを考えること 

 ① 数学ⅠAⅡB ＋ 理科専門 2 科目 

 ② 数学ⅠAⅡB ＋ 理科基礎 2 科目 

 ③ 数学ⅠA ＋ 理科専門 1 科目 

 ④ 数学ⅠA ＋ 理科基礎 2 科目 

 

① 数学ⅠAⅡB ＋ 理科専門 2科目 

普通科(類型を含む)の人は理系クラスを選んでください。 

   国際探求学科からは一般入試を受けることができません。 

・東京大学理科二類 【数Ⅲ必要】 

・京都大学医学部(人間健康科) 【数Ⅲ必要】 

・大阪大学医学部(保健/看護学) 

・岡山大学医学部(保健/看護学) 

・広島大学医学部(保健/看護学 理系) 【数Ⅲ必要】   など 

 

② 数学ⅠAⅡB ＋ 理科基礎 2科目 

国際探求学科，SR 科，普通科から進学できます。 

・東京医科歯科大学，筑波大学，大阪府立大学，岐阜大学，広島大学医学部(保健/看護学 文系)，名

古屋市立大学，京都府立医科大学，長崎大学，札幌医科大学，東京都立大学，山梨大学，福井大学，

三重大学，徳島大学，静岡県立大学，福岡県立大学，旭川医科大学，富山大学，山梨県立大学，宮崎

県立看護大学，秋田大学，新潟県立看護大学，石川県立看護大学，長崎県立大学，香川大学，福井県

立大学(理科と地歴公民選択) ＊神奈川県立保健福祉大学(理科基礎と地歴公民との選択可)  など 

・私立大学 

 



③ 数学ⅠA ＋ 理科専門 1科目 

国際探求学科からは一般入試を受けることができません。 

・宮崎大学，埼玉県立大学，神戸市看護大学，大分大学，兵庫県立大学，群馬県立県民健康科学大学 

 ＊宮城大学(基礎２科目＋専門１科目) 

＊横浜市立大学(数，理は 2 科目判定可：２科目判定しなければ基礎のみでよい） など 

・私立大学 

 

※本校から兵庫県立大学，神戸市看護大学を志望する人は一定数いますが、理科だけでなく英語がで

きなければ、受かりません。英検準 1 級を目指して頑張ってください。 

 

④ 数学ⅠA ＋ 理科基礎 2科目 

国際探求学科，SR 科，普通科から進学できます。 

・浜松医科大学，滋賀医科大学，札幌市立大学，愛知県立大学，滋賀県立大学，和歌山県立医科大学，

岡山県立大学，鳥取大学，島根大学，高知大学，岐阜県立看護大学，三重県立看護大学，奈良県立医

科大学，県立広島大学，愛媛大学，山口県立大学，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，名寄市立大学，島根県立大学，新見公立大学，青森県立保健大学，長野県立看護大学，

敦賀市立看護大 など 

・私立大学   

 

【看護専門学校を目指すには】 

受験科目 

看護学校の種類 受験科目 

国立病院機構の看護学校 
国・英・数は必須がほとんどで、 

理科を必要としない学校が多数 

日本赤十字社の看護学校 
国・英は必須。 

数・生から 1 科目選択がほとんど 

労働者健康安全機構の看護学校 国・英・数。 

済生会・厚生連等の看護学校 
国・英・数の 3 科目がほとんどで、 

理を必要としない学校が多数 

 

 

 

 

 

 

 



【国公立大学の看護・保健系統 医療技術を目指すには】 

数学と理科の組合せを考えること 

 ① 数学ⅠAⅡBⅢ ＋ 理科専門 2 科目 

 ② 数学ⅠAⅡB ＋ 理科専門 2 科目 

 ③ 数学ⅠAⅡB ＋ 理科基礎 2 科目 

 ④ 数学ⅠA ＋ 理科基礎 2 科目 

 

① 数学ⅠAⅡBⅢ ＋ 理科専門 2科目 

普通科(類型を含む)の人は理系クラスで数Ⅲを選んでください。 

   国際探求学科からは一般入試を受けることができません。 

・京都大学医学部(人間健康科) 

・大阪大学医学部(保健/検査技術科学) 

・大阪大学医学部(保健/放射線技術科) 

・神戸大学医学部(保健/検査技術科学) 

・岡山大学医学部(保健/放射線技術科) など 

 

② 数学ⅠAⅡB ＋ 理科専門 2科目 

普通科(類型を含む)の人は理系クラスを選んでください。 

   国際探求学科からは一般入試を受けることができません。 

・金沢大学医薬保健学域(保健/理学療法学) 

・信州大学医学部(保健/検査技術科学) 

・信州大学医学部(保健/理学療法学) など 

 

③ 数学ⅠAⅡB ＋ 理科基礎 2科目 

国際探求学科，SR 科，普通科から進学できます。 

・長崎大学医学部(保健/理学療法学) 

・広島大学医学部(保健/作業療法学文科系) 

・徳島大学歯学部(口腔保健) など 

 

④ 数学ⅠA ＋ 理科基礎 2科目 

国際探求学科，SR 科，普通科から進学できます。 

・千葉県立保健医療大学保健科(リハ/作業療法) 

・山形県立保健医療大学保健医療(作業療法) など 

 

 

 

 

 



【私立大学 医療技術を目指すには】 

受験科目：国語，数学，理科，外国語 から1～3科目選択が多い。 

  ・英語が必須の場合が多い。 

  ・面接を課す大学も多い。 

  ・社会を使用する大学は少ない。 

  ・理科，数学は必ずしも必要ではない。 

 

【専門学校 医療技術を目指すには】 

・数学 I 

・国語総合 

・生物基礎，化学基礎，物理基礎 

 理科専門科目 1～2 

・作文  

・面接 など様々です。 

  

まずは、進学したい学校を選び、志望校の受験科目にあわせて、選択する科目を選びましょう。 

 

 

【大学の食物・栄養学系を目指すには】 

数学と理科の組合せを考えること 

 ① 数学ⅠAⅡB ＋ 理科専門 2 科目 

 ② 数学ⅠAⅡB ＋ 理科基礎 2 科目 

 ③ 数学ⅠA ＋ 理科専門 1 科目 

 ④ 数学ⅠA ＋ 理科基礎 2 科目 

 

① 数学ⅠAⅡB ＋ 理科専門 2科目 

普通科(類型を含む)の人は理系クラスを選んでください。 

   国際探求学科からは一般入試を受けることができません。 

・お茶の水女子大学(食物栄養) 

・大阪市立大学(食品栄養科)  

・京都府立大学 (食保健) 

・ 大阪府立大(総合/栄養療法学) など 

※ 2022 年 4 月に大阪府立大と大阪市立大が統合して「大阪公立大学」になります。 

 

 

 

 

 



② 数学ⅠAⅡB ＋ 理科基礎 2科目 

国際探求学科，SR 科，普通科から進学できます。 

・徳島大学(医科栄養) 

・奈良女子大学(食物栄養) 

・兵庫県立大学(環境人間) など 

 

③ （数学ⅠA）＋（基礎）＋理科専門1科目 

国際探求学科からは一般入試を受けることができません。 

・新潟県立大学・県立広島大学・青森県立保健大学(後期) など 

私立大学では 

・京都女子大学・武庫川女子大学・神戸女子大学・神戸学院大学 など 

 理科専門 1・基礎 1・国・数・英  

 

④ 数学ⅠA ＋ 理科基礎 2科目 

国際探求学科，SR 科，普通科から進学できます。 

・神奈川県立保健福祉大学・千葉県立保健医療大学・島根県立大学・高知県立大学 

・長野県立大学・名寄市立大学  など 

私立大学では 

・園田女子大学・梅花女子大学 など  

 


