平成 26 年 4 月 26 日
福島南高・進路指導部

５月の行事
1 日（木）尿検査 2 回目
第 1 回小論文模試
7 日（水）第 2 回服装頭髪指導
8 日（木）生徒会総会
9 日（木）ｲﾝﾀｰﾊｲ地区大会(~12)
10 日（土）第 2 回公務員模試
第 2 回就職模試
12 日（月）教育実習(~30) 面接週間(~23)
13 日（火）(短縮 45 分～25 日) 生徒会選挙公示
14 日（水）British Hills 研修
国際文化科 2 年(~15)

15 日（木）交通安全教室
20 日（火）British Hills 研修 国際文化科 1 年(~21)
内科検診（1 年)
21 日（水）内科検診（2 年）
22 日（木）時間割変更(月曜日の授業)
内科検診（1 年）
23 日（金）
（短縮 45 分）生徒会立会演説、投票
27 日（火）第 1 回防災避難訓練
⑤・⑥ のみ 45 分授業
27 日（木）保健講話（1・2 学年）

センター試験まであと 266 日！！ 就職試験まであと 144 日！！
3 年生のみなさん、毎日残りの日数を数えていますか？1 回寝るたびに試験の日に近づいております。3
年生はみんなセンター試験について熟知していますか。念には念を入れてここで最終確認をしていきましょ
う。
Q1：センター試験とは？
A: センター試験とは日本全国の国公立大学に出願するために受ける、いわば一次試験です。国公立大学
へはセンター試験を受けないと出願できません。
Q2：ではセンター試験は私立には関係ないの？
A: 関係あります。最近ではほとんどの私立大学が「センター試験利用入試制度」を採用しております。
つまり、国公立と同じようにセンター試験の点数を一次試験扱いにして、あとは大学に出向いて二次
試験を受けて、その合計で合否が決まる、というもの。
Q3：国公立大学を受験するにはどの教科、科目を受験すればいいの？
A: 受験する大学次第です。同じ国立でも文系か理系、または学部によって異なります。基本的には 5
教科、7 科目です。しかし文系は地歴公民が 2 科目、理系は理科が 2 科目と様々なので、自分の志望
する大学によります。
そして公立大学だとまた様々です。一次試験であるセンター試験が国立同様に 5 教科 7 科目のもあれ
ば、会津大学のように 1 科目、国際教養大学、横浜市立大学のように 3 科目という大学もあります。
したがって早く大学を決めて、自分に必要な科目を限定して勉強すること合格への近道への第一歩で
す。
Q4：センター試験を利用して私立大学を受験するには何科目必要なの？
A: これも国公立大学と考え方は同じです。まず自分の希望する大学が、センター試験利用入試を採用し
ているかどうかを調べます。採用しているならば何科目必要なのか、どの科目を利用できるのか。こ
れまた大学次第です。
Q5：出願はいつなの？
A: 私立のセンター試験利用入試の出願はほとんどがセンター試験前。国公立大学の出願はセンター試験
の受験後。ここが大きな、かつとても大事なポイントです。

受験に燃える 3 年生へ
さて、左のページでセンター試験の概念を理解できたでしょうか。では次にやることは何でしょう。それ
は毎日の学習の確立です。南高校だけではなく、多くの受験生が 3 年生になってから本格的に受験勉強を始
めます。しかし今まで毎日家庭学習する習慣がなかったのに、いきなり始めることは困難です。特に部活に
励んでいる生徒は、
「部活が終わってから・・・」なんて言っている時点で無理です。部活を引退する前か
ら毎日家庭学習をする習慣を身につけることが必須です。最初は 30 分でもいいのです。大事なのは自分の
体に「毎日机に向かう」ことを覚えさせることです。
そして思いついたら「すぐに始める」ことです。やる気になる、なんて誰にでもできます。しかし実際に
行動に移すということが難しいのです。今すぐ、今日からやってみましょう。
やる気はある、けれども何をどう勉強すればいいのか分からないという諸君。下にベネッセハイスクール
オンラインからのアドバイスを抜粋しておきます。参考にしてください。

平日の学習（学校の授業を軸とした学習の継続＋α）
毎日の授業の予習・復習がおろそかになりがちですが、入試問題の大半は授業内容から出題されますので、授
業を軸とした学習にしっかり取り組みましょう。
また、予習・復習がきちんとできている場合には、志望校を意識した学習を少しずつ進めさせるとよいでしょう。特
に、６月マーク模試に向けて、センター試験を意識した学習に取り組むと効果的です。

休日の学習（苦手の復習）
これまでの定期テストや模試を見直し、得点できなかった部分のおさらいをしましょう。
○ＳＴＥＰ１
１年次からの模試・校内テストを集め、入試に必要な教科・科目から得点できなかった問題を確認します。 でき
れば、科目・分野ごとに表などに整理して、苦手分野（≒やるべきこと）を発見し、教科書や参考書を使って復習し
ます。
○ＳＴＥＰ２
問題集や参考書は、授業や課外、補習で「使ったことのあるもの」を複数回解いてみます。 テストの見直しと同じ
ですが、苦手教科・科目・分野を確認し、重点的に復習します。
○ＳＴＥＰ３
難関大をめざす生徒は、基礎的な問題集では手ごたえがないかも知れませんが、制限時間を短くする、設問を
飛ばして解くなどして難易度を上げる工夫や、過去問にチャレンジしてみることをスタートするのもこの時期がよ
いと思います。

まだ受験に燃えていない、燃えなくてはならない 1･2 年生へ
1，2 年生の諸君、上に書いた通り、3 年生はもうてんやわんやです。しかしここで強調したいのは、3
年生になる前から色々初めてもいいのですよ、ということです。一番大事なのは毎日の家庭学習です。授業
の予習、
復習を毎日やるだけでどれほど力がつくか。
毎日 20 分必ず勉強したらどうなるか知っていますか？
20 分×365 日＝7300 分。これは約 121 時間です。なんと毎日 20 分だけで年間 121 時間ですよ。では 30 分
なら？182 時間です！！これぞまさに「ちりも積もれば山となる」です。ぜひ実施してみてください。
1･2･3 年生それぞれでやるべきことが違うので今自分がすべきことを見つけてください。
では裏のページで進路希望調査の結果、そして今から、あるいはこれからやるべきことを確認してみよう！

【2014 年度第 1 回 進路希望調査結果】

４月実施

［国：国公立大 私：私立大 短：短大 専：専修学校 就：就職 他：その他 未：進路未定］

昨年度の同時期の調査結果と比較してみると・・・
1 年：文理、国文科では国公立希望者が減り、進路未定者が増えた。情会科は逆に国公立が増えた。
2 年：情会科はほぼ同じであるが、国文科の国公立 45.7%→12.2%、文理科は 75.3%→65.0%に減った。
3 年：情会科はほぼ同じである。文理科の国公立が 80.2%→47.4%、国文科は 37.2%→7.8%に減った。
全体：情会科は例年並みであるが、他の２学科では国公立大学志望者がどの学年も減っている。

5/12～ 二者面談(1，2 年はまず学び
たいこと、勉強の仕方から)

まず学びたいこと（学部・学科）を決めよう

『外国語学部系統』 単に外国語を学んで語学力を身につ

『経済・経営・商学部系統』主に経済の理論を学ぶ経

けるだけでなく、地域研究や地域文化研究を通して、その

済系と、企業や組織の運営やマネジメント、財務、会

言語の背景にある歴史や文化、社会を系統的に学んで異文

計、流通、マーケティング、取引を学ぶ経営、商学系

化への理解を深めることが目的。

に分けられる。スポーツ経営、医療経営、都市経営な

『国際関係学部』国と国との相互理解を目標に、世界の主

どの新しい分野も広がっている。語学力、ＰＣスキル

要地域の法律や政治・経済、思想・言語・歴史などを学際

の向上、文系でも計算やコンピュータ、情報分野への

的(複数領域にまたがる)かつ総合的に学ぶ。

適性が求められる。

『看護・医療・栄養学部系統』 近年の病院、診療所ではチーム医療で治療・リハビリにあたっている。
看護・医療・保健学分野では、看護師・保健士・助産師のほか、リハビリを行う理学療法士や作業療法士、Ｘ線撮影を行
う診療放射線技師、血液検査などで診断・治療の基礎データを作る臨床検査技師などの専門技術者の養成が目的。栄養学
分野は、栄養士、管理栄養士の養成が目的。栄養士は病院や社会福祉施設、児童施設などで栄養学に基づいた献立づくり、
調理法の改善・指導を行う。管理栄養士は、病院の患者のために医師や看護師と協力して栄養指導を行ったり、給食関連
事業の管理や健康増進、病気予防の栄養指導を行ったりする。

志望校検討 志望する学部・学科を決めたら進学先はどこに

１ 各大学の教育内容・特徴を把握
取得できる資格は

同じ名前の学部学科でも、大学によって教育の方向性やカリキュラムが異
なる場合もある。ｶﾘｷｭﾗﾑの構成、授業内容、履修年次、ゼミ、卒論、担当
教員、特徴的な研究室、選択の自由度など調べる。

２ 大学卒業後の進路状況を調べる

「逆引き大学辞典」や各クラスにある蛍雪時代 4 月臨時増刊「学部学
科案内号」
『どうなってる大学生就職事情』など参考に。

３ 環境・施設の充実度をチェック

大学なら 4 年間生活する場となる。学校施設や設備、図書館、学生食
堂、そして学校周辺の街の様子など、パンフレット、HP、そしてな
るべくオープンキャンパスに参加して自分の目と感覚で確かめておき
たい。進路に DVD あるかも尋ねてみよう。

４ 入試条件から合格可能性を判断

・入試方式（推薦・AO か一般か）
・入試科目（得意科目の配点が高く、
苦手科目の配点が低ければ有利、センター試験と個別試験の配点比率
も要注意）
・難易度が高くても自分の学力と出題傾向を分析、戦略を練
れば今からでも間に合う。先生と相談！

５ 進学費用に無理がないか検討
（奨学金、教育ローン含めて）

初年度納入金 国公立大で 80 万程度、私立大では文系 120 万円程度、
理工系 150 万円程度、さらにひとり暮らしをするなら月々
10 万円以上の生活費がかかる。受験料もセンター1 万 8000 円、個別
試験、国公立 17,000 円～、私立 35,000 円～など

６ オープンキャンパスに参加

「百聞は一見に如かず」授業、施設、街の雰囲気、先生や学生の雰囲
気、肌に合うか確認、モチベーションにもつながる。

７ 情報を整理して比較検討

→ 自分を生かせる進路先は（第２第、３希望も含めて）

