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  “やる気スイッチ“はたぶん無いと思う。「今はやる気がないからしない」という人がいるけれど、

いつになったら”やる気“が出るのだろう？”やる気“を出すには、行動すること。体を動かし頭を働か

せていると、取り掛かるまではこの上なくめんどくさかったことに対していつの間にか集中している

自分に気が付く。「慣性の法則」は物理の世界にとどまらず、精神にも存在するのではないだろうか。一瞬

で”やる気“を得るには膨大なエネルギーが必要になるが、私にはそんなに沢山のエネルギーはない。 

 

大学の選び方 【女子大も視野に】 

   “目標校・実力相応校・滑り止め校を考えて受験先を決めよう“と、大学を受験する時によく言

われます。滑り止め校を確保してから、目標校・実力相応校に挑戦するのが良いと思います。少

し前までは、目標校・実力相応校にチャレンジした後に、3 月入試で滑り止め校を受けることがで

きていました。しかし、ここ数年は定員厳格化の影響もあり、滑り止め校の合格枠が 3 月入試で

はほとんど残っていません。公募制推薦での滑り止め確保を検討してみてください。逆に、難関

校は敬遠され、受験倍率が落ち着いてきていますので、最後まであきらめないことが合格のカギ

となります。浪人する覚悟があり、目標校に絞って受験するという人もいますが、1 年という浪人

期間は長く苦しいものです。滑り止め校に合格していたという事実があるのとないのでは、精神

的な安定が違ってきます。いずれも、模擬試験の結果を踏まえた判断が重要となります。 

  受験をするときに、受験倍率も気になる事と思います。単純に競争倍率が低いほど、合格の可

能性も高まります。受験者が絞られていたり、目立たない大学や学部を狙うのも一つだと思いま

す。今回は、女子しか受けられない大学 ”女子大“ について紹介します。関西には、歴史があ

り、しっかりとした教育を行っている女子大学が多くあります。地域に根ざして、丁寧な就職指

導を行っている大学もあります。しかしながら、女子大に対する認知度が低く、受験先として選

ぶ生徒は意外に少ないのが実情です。この機会に、関西の女子大学について調べてみてはどうで

しょうか。まずは、「女子大御三家」と呼ばれる同志社女子大学（京田辺市）、京都女子大学（京

都市東山区）、神戸女学院大学（西宮市）とそれに武庫川女子大学（西宮市）を加えた、「四女子

大」があります。 本校で、武庫川女子大学の受験を考えている生徒は少数いますが、神戸女学

院大学の認知度は決して高くないようです。 

【兵庫県】甲南女子大学（神戸市東灘区）、神戸海星女子大学（神戸市灘区）、神戸松蔭女子学院大

学（神戸市灘区）、神戸女子大学（神戸市須磨区）、神戸親和女子大学（神戸市北区）、園田学園女

子大学（尼崎市）【大阪】大阪樟蔭女子大学（東大阪市）、大阪女学院大学（大阪市中央区）、千里

金蘭大学（吹田市）、梅花女子大学（茨木市）【京都】京都華頂大学（京都市東山区）、京都光華女

子大学（京都市右京区）、京都ノートルダム女子大学（京都市左京区）、平安女学院大学（京都市

上京区）【奈良】奈良女子大学（国立・奈良市） 

HP で気になる大学が見つかったら、ぜひ OC に参加してみよう。 
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1 年：文理選択について④看護系編 

・看護系選択者の進路(学部・学科) 

 

看護を進路に選ぶ場合、大学に進学するか専門学校に進むかを選ぶことになります。もちろん看

護師の国家資格は、看護大学、看護専門学校のどちらを卒業しても受験資格が得られます 

看護の専門学校は、実践的な技術を身につけ、即戦力となる人材育成を目的としています。その

ため、実践的な学習に特化したカリキュラムが組まれています。メリットとして大学と比べて 1

年早く働き始めることができる・学費が安い・すぐに役立つ技術を身につけることができるなどが

挙げられます。専門学校ではほとんどの学校が 3 年制になるため、大学と比べると時間割りがタ

イトになります。「看護・医療の現場に早く出て実践的なスキルを磨きたい」ひとは、専門学校を

選ぶことが多いようです。 

大学で看護を学ぶことのメリットとして、・4 年制のため余裕を持って学ぶことができる・専門

知識のみでなく幅広い教養を学ぶことができる・助産師など、関連した資格を在学中に取得できる

(大学によります)などが挙げられます。医療分野においては、研究所や大学などで研究者として働

くという選択肢もあります。「看護・医療において幅広い知識を得て研究がしたい」ひとは、大学

を選ぶことが多いようです。大学を卒業した場合看護職に就くだけでなく、大卒として一般の企業

に就職することも可能です。更に深く学び、研究したいひとは大学院への進学も視野に入れておく

とよいでしょう。 

看護系を志望するひとは、進みたい学校の受験科目によって文理を選択してください。 

・受験科目(国公立・私立・専門学校) 

 看護専門学校の一般的な入試科目は、数学、国語、英語、生物などです。学校によって、数学や

生物などの教科が無い場合があります。大学の場合は、国公立か私立また推薦入試か一般入試で

様々ですが、専門学校より教科数、科目数が増加します。 

例 

国立 香川大学(国語・外国語・数学 2 科目から 1 科目・理科基礎 3 科目から 1 科目・地歴公民 10 科目から

1 科目・面接) 

公立 兵庫県立大学 (国語・外国語・数学 4 科目から 1 科目・理科専門 4 科目から 1 科目・地歴公民 10 科

目から 1 科目・小論文・面接) 

   神戸市看護大学 (国語・外国語・数学 4 科目から 1 科目・理科専門 3 科目〔地学以外〕から 1 科

目・地歴公民 10 科目から 1 科目・小論文・面接) 

私立 武庫川女子大学 (国語・外国語・数学ⅠAⅡB・生物基礎/生物 or 化学基礎/化学) 

   宝塚大学、関西福祉大学 (国語・外国語・数ⅠA・生物基礎) 

   梅花女子大学 (国語・外国語・数ⅠA・生物基礎・化学基礎) 

専門 関西労災看護専門学校 (国語総合・数学ⅠA・コミュ英ⅠⅡ・面接) 

西宮市医師会看護専門学校（国語総合・英語ⅠⅡ・数学Ⅰ面接） 

尼崎健康医療財団看護専門学校（国語総合・コミュ英Ⅰ・小論文・面接） 



 

2 年：進路について保護者と具体的に話そう④ 

大学や専門学校を卒業した進路について 

 さて、前回までは、皆さんが目前とする進路について、学校の調べ方や大学や専門学校のお金の話につ

いて触れてきましたが、今回は「学問の世界」と「実社会」とのつながりを意識しながら、自分の将来像を

探り、そこから進路を考えてみることも大事ではないでしょうか。 

 

自分の将来像を踏まえて、進路選びのヒントになる情報サイトのＨＰをあげておきます。 

 

・ １３歳のハローワーク 公式サイト  https://www.13hw.com/home/index.html 

 例えば、自分の興味ある、聞いたことがある、または人気の高い職業から、職業の仕事の内容、

お給料、福利厚生、どれくらいの人が働いているか、どうしたらなれるか、実際に働く先輩の声な

どを知ることや調べることができます。「職業」から進路を考えてみよう。 

 

☆職業を選ぶうえで、「お給料」「福利厚生」も大切ですが、仕事には「やりがい」も必要です。

Life work 言葉を聞いたことはありますか。自分の人生をかけて続ける仕事という意味です。私た

ちは「お金」を得て、生計を立てていくためにも働きますが、「やりがい」は、働くうえでのモチ

ベーションになりますね。 

 

・ SDGs 高校生自分ごと化プロジェクト  https://www.gyakubiki.net/sdgs/ 

尼小田では、1・２年生の時に、総合学習の授業では探究活動に取り組んでいますね。さら 

国際探求科・サイエンスリサーチ科では、独自の探究活動にも取り組んでいると思います。 

ＳＤＧｓ「2030 年に向けて世界が合意した持続可能な開発目標」から、それぞれの大学が研究し

ている分野を調べることができます。 

その研究の先にある就職先は？大学院への進学は？各大学のＨＰも併せて調べてみましょう。 

ＳＤＧｓから進路を探ってみてはどうだろう。 

 

  ☆ＳＤＧｓを初めて聞いた人、もしくはよく知らない人は、以下のＨＰから翻訳して見ることが

できます。 ◇参考 https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 

 

 

各資格試験について（お知らせ） 
今後、実施される資格試験について、申込みがまもなく始まります。 

勉強は目標をもって取り組むとやる気も上がりますよ。そして、達成できると自信にもつながります。 
＊英語検定  
＜個人受験＞申込期間 7 月 1 日～7 月 24 日  実施日:10 月 11 日（本会場）   各自で申込み 
＜団体受験＞英語科の担当の先生から、実施の決定次第、別途指示があります    学校で申込み 
＊GTEC    
＜個人受験＞ＣＢＴのみ 申込期間 9 月 23 日～10 月 9 日  実施日:11 月 15 日（公式会場）各自で申込み 
＜団体受験＞1、2 年生は英語科の担当の先生から、実施の決定次第、別途指示あります    学校で申込み 
      ※例年 12 月頃実施 
 
＊漢字検定 
＜個人受験＞申込期間 7 月 1 日～9 月 15 日  実施日:10 月 18 日（本会場）   各自で申込み 
＜団体受験＞国語科の担当の先生から、実施の決定次第、別途指示があります   学校で申込み 
      ※例年 11 月頃に実施 
 
＊数学検定  
＜個人受験＞申込期間 6 月 29 日～7 月 22 日  実施日:8 月 30 日 (本会場）   各自で申込み 
＜団体受験＞数学科の担当の先生から、実施の決定次第、別途指示があります    学校で申込み 
      ※例年 8 月頃に実施 

https://www.13hw.com/home/index.html
https://www.gyakubiki.net/sdgs/
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300


 

3 年：進学に必要なお金の話④～学費をどう用意すればいいの？～ 

 
 
 

前回は大学や専門学校で勉強するために必要なお金についてお話しました。今回は、その費用

を得るためのいくつかの方法について考えてみましょう。自分だけでは決めることのできない内

容です。夏休みまでにしっかりと保護者の方と相談をしておきましょう。 

① 給付型奨学金（原則、返還の必要なし。） 
〇日本学生機構・給付型奨学金 

 経済的理由で大学・専門学校への進学をあきらめないよう、2020 年 4 月に進学・進級する学生か

ら、給付奨学金の対象者が広がりました。世帯収入の基準を満たしていれば、成績だけで判断せず、し

っかりとした「学ぶ意欲」があれば支援を受けることができます。また、給付型奨学金の対象となれ

ば、大学・専門学校等の授業料・入学金も免除又は減額されます。世帯収入などによって給付される金

額などが変わるので、詳しくはホームページ（https://www.jasso.go.jp/）で確認してみよう。 

〇大学・専門学校の独自の奨学金 

 各学校が独自で設けている奨学金。給付される金額や条件などもいろいろなので、学校のホームペー

ジなどで確認する必要がります。募集は 4 月以降（入学してから）がほとんど。入試の成績で授業料が

免除になるなどの奨学金もあります。いろいろな種類のものがあるので、見落とさないようにきちんと

調べよう。 

〇民間団体、地方自治体のなどの奨学金 

 各民間団体が設けている奨学金（あしなが奨学金など）市町村独自の奨学金（尼崎市神崎製紙育英資

金奨学生など）。金額や条件、採用人数なども奨学金の種類によって異なります。団体や市のホームペ

ージなどで調べよう。 

② 貸与奨学金（返還が必要） 
〇日本学生機構・貸与型奨学金 

    大学や短期大学・専門学校などで学ぶ学生・生徒が対象で、第一種奨学金（無利息） 

   と第二種奨学金（利息付）があります。第一種と第二種では利用できる条件などが異な 

   ります。日本学生機構のホームページやパンフレットなどでしっかり確認をしてください。これまで 

も多くの学生が利用しており、2017 年度における大学・短大生（通信制を除く）に対する貸与割合は 

37.5％で、大学生の 2.7 人に 1 人が利用していることになります。しかし、貸与奨学金はあくまで学 

生に貸し出すもの。大学を卒業するとすぐに返済がスタートします。無計画のまま借りてしまうと、返 

済額が大きくなり大きな負担となります。あくまでも借金ということを頭において、返済計画をきちん 

と考えて利用するようにしましょう。返済をするのは自分です。 

③ 教育ローンを組む（返還が必要） 

〇国の教育ローン（日本政策金融公庫） 

国の教育ローンは家計の教育費の負担を軽減し、子供たちの進学・在学を応援するために設けられて

います。日本政策金融公庫が行う公的な融資制度で、長期固定金利でも必要なときに申し込むことがで

きます。ローンは保護者が借り入れ、保護者の責任で返済していくことになります。融資にあたっての

条件など詳しいことはホームページ（https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html）などで

確認をしてください。受験前でも申し込みが可能なので、受験のための費用を借入ることも可能です。

しかし、申し込みから実際の融資までには時間がかかるので、申し込みを考えている人は、夏休みごろ

までに一度、問い合わせをすることをお勧めします。 

〇各銀行や信用金庫などの教育ローン 

  各銀行などが設けている教育ローン。普通の融資よりも低金利で借りることができるのが特徴。条件

などは各銀行によって異なるので、調べてよく考えて利用しましょう。 

 

 

 

 

 

合格する前に学費の準備を考えておこう。 

〇貸与奨学金はあくまでも借金です。返済計画を立てて借入れよう。 

〇奨学金は早くても 5月以降にしか手元には届きません。入学金としての借り入れはできません。 

〇教育ローンの手続きには時間がかかります。利用を検討している場合は、夏休みごろまでに一度

問い合わせをしてみましょう。 
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