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はじめに

平成から令和へと移る今年度、入学式と始業式が執り行われた四月八日は、桜が見事に

満開の陽光まぶしい日でした。みなさんは、桜の花の下、気持ちを新たに新学年を迎えた

ことと思います。

今年も、この春卒業した先輩たちが、在校生のみなさんのために合格体験記を寄稿して

くれました。洛北高校での三年間、どのように自分の進路を考え、悩み、努力し、志望校

を決め、勉強し、希望進路を達成したか、後輩たちの参考になるように、一生懸命振り返

って文章にしてくれています。人生が一人一人違うのだから当たり前なのですが、進路決

定の過程も実現に向けての勉強法も、一人一人違っています。みなさんは、先輩たちの経

験を参考にして自分に合った勉強法を構築し、自立した人生の第一歩を踏み出す準備をし

てください。

桜は毎年同じように花を咲かせているようですが、実際は一年かけて幹も枝も根も少し

ずつ成長し、あるときは思わぬ天候の試練に晒されながら春を迎え、その春のその樹にし

か咲かせられない花を咲かせます。人間の営みも同じなのかもしれません。一年一年、経

験を積み上げて成長してゆく。その過程の中に進学や就職があるのでしょう。

桜の樹が、土の養分や水や光などいろいろなものを吸収するように、みなさんも、授業

はもちろん、部活動や学校行事や友達とのやりとりなどさまざまな経験をすることで、か

けがえのない自分を鍛えてほしいと思います。その過程で、将来の自分像をしっかり描き、

進路実現に向けて今なすべきことを自覚し、勉強してほしいと思います。

先輩たちの文章の後に、今年度の進路スケジュールなどの資料を載せておきます。 参

考にしてください。



Ａ さん 進学先→岐阜大学 医学部 医学科 

 

1．志望校決定の過程 

 僕は、小学校２年生の時に医者になりたいと思ってから、変わらず医学部医学科を志望していま

した。高校入学当初はこの大学に行きたい！という訳でもなかったので何も考えず京大医学部と模

試の時には書いていました。しかし、高校２年の夏休みにオープンキャンパスに行った大学に惹か

れ、その大学に行きたいと思うようになりました。が、、、センター試験の結果が思わしくなかったの

で二次試験の配点が高い等の理由で岐阜大学を受けることに決めました。僕は志望校が変わりに

変わりまくっていたので志望校選びに関して特に言える事はないですが、１つだけ言える事は、志

望校を決めるとモチベーションが上がりその学校の対策も始めることができるので、志望校は早め

に決めた方がいいということです。ただし、今後の人生を左右する選択になるので、安直に決めず

よく考えて決めると良いと思います。 

 

２．学習計画とその内容・方法 

僕はずば抜けて得意な科目もずば抜けて苦手な科目もなかったので、受験科目全部を万遍な

く伸ばすことにしていました。そのためにしっかりとした基礎の土台を作りました（完璧に作り上げる

ことはできなかったですが…）。１、２年の間、理科と数学は学校で買った傍用問題集をテスト前に

解き、英語や国語は先生から課される課題だけをやっていました。高２の時は周りの友達が難しそ

うな問題集を買ったり多様な参考書を持ち始めたりしたので、正直かなり不安になりました。でも、

やることを増やして部活が中途半端になるのが嫌だったので、できる範囲のことをしっかりやりまし

た。高３になり部活を引退すると時間がかなり増えたので、入試問題集をやり始めました。その頃に

は既に入試問題集を２、３周やり込んでいるような人もいたので僕は遅れていたのですが、１問１問

を大切にし一周目でマスターする気でやりました。結局僕は物理は２周、化学は１周、チャートに至

っては Y先生に「７周やりや」と言われていたにも関わらず長期休みの宿題の１周ともう１周しかでき

ませんでした。でも、何周もやっている人と大きな差があるようには感じなかったので、どれだけ基

礎が身についていてどれだけ演習を丁寧にやるかが大切だと思います。また、僕は英単語や古文

単語を覚えるのが苦手だったので、引退してからは単語帳を常備し暇さえあれば開くようにしまし

た。そのおかげか頻出英単語は夏休み明けには自然と覚えていたし、古文単語は年が明けてから

急にできるようになりました。僕は特別なことはしてないです。学校の課題をちゃんとこなし自習課

題を自分にとって適切な量こなせばいつか伸びます。 

 

３．後輩へのアドバイス 

 部活をやっている人は最後までやりきってください。そういう人は僕がそうだったように最後の最



後まで諦めずやりきる事ができます。あと体力もあるので粘り強く勉強を続けられます。高１も高２も

高３も文化祭などのイベントごとは全力で楽しんでください。せっかくやるのだから楽しんだもん勝

ちです。高校生活を全うし合格を掴みとってください！応援しています！ 

 

 

 

Ｂ さん 進学先→東京大学理科 I 類 

 

１．志望校決定の過程や志望理由 

高１の春休みに科学の甲子園という大会に出場しました。そこで出会った全国のすごい人たち

のほとんどが東京大学を志望していると知って、彼らと同級生になるために、東京大学に進学した

いと思うようになりました。東京大学の良いところは、東大生と共に学び、教え合うことができるところ

だと思います。 

 

２．学習計画とその内容、方法 

Wi-Fi があって独りになると Twitter やアニメを見てしまうので、Wi-Fi のない衆人環境である学

校で勉強する時間が最大となるような生活リズムを作るよう努めました。特に、年が明けてからは１

日に見るアニメの話数を６から１に減らしました。部活を引退してからは、母に頼んで朝７時半に登

校できるように食事の準備をしてもらい、放課後 19時まで勉強して帰りました。家を含めて、学校以

外の場所ではほとんど勉強しませんでした(できませんでした)。 

私は人の話が聞けないので、授業中は話についていけなくなって眠ってしまうことがよくありまし

たが、11月くらいからは授業についていけなくても自分のできることに取り組むようにしました。 

模試は受けられるだけたくさん受けました。復習は全教科きっちりやりました。模試を受けるための

心構えですが、添削付きの過去問演習だと思いましょう。定期考査はほとんど対策せず(もちろん

成績は悪い)、復習は数学と現代文だけしましたが、全教科やったほうが良かったと思います。学校

の補習は最大限活用しましたが、予備校のほうが(入試対策に限っていうと)質がよいので(行ってな

いので知らないけど)、不安な人は塾とかに行けばよいのでは。次に、現代文と化学で取り組んだこ

とと、センターの点数、二次試験の点数(自己採点)を述べます。 

現代文: センター対策は授業でやって復習もほとんどちゃんとやりました。わけのわからない問題

は理解するのを諦めました。二次対策は、過去問を 10年分くらい解いて先生に添削してもらいまし

た。センター:100/100 二次:28/40 

化学: 受験科目の中で一番頑張りました。本格的に受験勉強を始めたのは 11 月なのですが 11

月と 12月はほとんど化学の勉強に費やしました。授業で配られたものの寝てしまって埋めていなか



ったプリントを消化して、教科書を３周くらいしました。暇な時間に教科書を読んでいました。センタ

ー後は過去問演習に注力しました。直前の補習で模試の過去問をたくさん解きました。センタ

ー:68/100 二次:27/60 

 

３．後輩へのアドバイス 

二次試験当日の朝食で味噌汁をこぼしてしまい超ショックだったのですがメンタルが超強いので

大丈夫でした。鋼の精神を持ちましょう。 

合格発表から入学手続きまでの時間がほとんどないので、書類の準備は発表前から始めましょ

う… 

授業聞けるってすごいことなので聞ける人はちゃんと聞きましょう… 

色んな人の合格体験記を読みましょう。部活の先輩とかに話を聞くのもよいと思います。不合格

の先輩からも可能であれば話を聞いてみましょう。 

 

 

 

Ｃ さん 進学先→福井大学 医学部 看護学科  

 

１．志望校決定の過程 

 後期日程で合格しました。看護系を志望したのは高２の冬、この大学の志望決定はセンター試験

後です。第一志望の大学に後期がなく、家庭の事情で私大進学・浪人は避けたかったので、実習

先やその内容を含めてカリキュラムに魅力を感じ、かつ自分のセンターの点で合格できそうなこの

大学にしました。 

 

２．学習計画とその内容・方法 

 ３年間塾に行きませんでした。基本的に部活を引退するまでの平日は、授業の合間と寝るまでの

３時間、引退後はそれに加え放課後〜７時までを勉強時間に設定しました。１年の頃から苦手な数

学を中心に勉強し、暗記科目や単語は寝る前の１、２時間に集中して覚えました。３年になる直前

の春休みからは青チャートを、引退後から化学に取り組み始めました。得意な文系科目は授業以

外ではセンター直前にしか自分で演習しなかったです。看護系はセンター重視の大学が多くセン

ターまではその対策しかしていませんでした。二次が小論と面接の場合、ちゃんと先生に指導して

もらえばセンター後からで十分間に合うはずです。 

 



３．後輩へのアドバイス 

 学年に関係なく今は授業・補習とテストを大切にしてください。その時に吸収することが一番時

間に無駄がないし、評定をとっておくと推薦の選択肢が広がります。時間があればできるだけ多く

オープンキャンパスに行くなど進路について早めに行動することをおすすめします。その上で今や

りたいことを思う存分やってください。以下、受験生に大切にしてほしいことです。 

 

① なるべく早く復習を始めること、特に英数は時間をかけないと身につかないです。特に数学を

二次で使わない人へ、センターや新テストの対策に特化した教材を探した方がいいです。私

は青チャートを一周しかできず演習不足でセンター数学の点がよくありませんでした。 

② 自習する場所を何カ所か確保しておくこと。私は学校の教室と家から近い私大の図書館にし

ていました。特に塾や予備校に行かない人、自宅で集中できないこともあるので、その日の状

況によって変えてみるといいです。 

③ 本格的に受験勉強を始めても生活のリズムと友達との関係は自分のペースにあわせ適度に保

つこと。これが崩れると心身ともに負担がかかります。 

④ 自分のポテンシャルを信じて志望校は高く設定する事を勧めます。実際私の周囲では、その

方が最終的に国公立に合格する人が多かったです。 

⑤ 看護系を志望する人へ、今のうちに新書を多く読んだ方がいいです。二次で少し専門的なこと

を聞かれる事もあるので。また、４年制私大のこの学部は他より学費がかかります。私の周囲で

は府外や私大の看護科や薬学部志望の友人が自分に合った奨学金を調べ、申し込んでいま

した。自分がどうしたいのか、それに何が必要なのか考えて家族や先生と相談することを勧め

ます。 

 

どれだけの人がこれを読んでいるかわかりませんが、少しでもお役に立つことを願って。最後は

自分の実力を信じて。健闘を祈ります。 

 

 

 

Ｄ さん 進学先→滋賀大学 教育学部 学校教育教員養成課程 

 

１．志望校決定の過程や志望理由 

 私は志望校決定の時期がとても遅く、模試の志望校欄は毎回違う、面談では学びたいことが定ま

らない、挙句の果てに３年の９月に突然文転するという、随分破天荒な受験生でした。しっかり決め



たのは９月下旬です。当時は自分の行動に何も思いませんでしたが、今思えばこんな受験生は後

にも先にも私くらいだと思います。 

 何度も心変わりしましたが、志望校決定の過程で一度も揺るがなかったものがあります。教員にな

るという幼い頃からの夢と、実家から通える大学に行きたいという思いです。そのため、教員免許の

取得が可能な近畿圏の国立大学を受験することはすぐに決めました。しかし、どの教科の教員に

なりたいのかがずっとわからず、学部選択で長く悩みました。将来的に実用性が高そうだという理

由で英語に決めましたがずっと心に迷いが残り、結果、前期は英語教員になるための大学に出

願、後期は教員養成の大学に出願という形にしました。 

お察しの通り、私は第一志望の大学に落ち後期に受けた大学に受かりました。どちらも行きたい

大学だったので満足していますが、悔しかったし、あんな思いはもうしたくないです。不合格の原因

は、センター試験後の判定があまり良くなかったのに担任の先生の提案を押し切って受験したとい

うこともありますが、迷いを抱えたままだったことが大きいと思います。迷いがあると勉強の効率も一

気に下がります。逆に言えば、揺るがない目標があればどこまでも頑張れるし、どこまでも伸びると

思います。現に私は、後期の小論文対策はゼロから始めて５日しかしていませんが、本番めちゃく

ちゃ自信がありました。ここで決めるしかないと必死だったので集中力が半端なかったのだと思いま

す。 

強い志は一番の武器です。これだと決めた目標を最後まで持ち続けてください。 

 

２．学習計画とその内容・方法 

考査の時期に配られる学習計画表をしっかり書いていますか？私は計画を練ることが嫌いだっ

たので、提出のためにテキトーに書いていました。計画通りにいかなかったら焦るし精神が崩壊す

るので、いつの間にか“計画を立てる＝自分の首を絞める”という方程式が出来上がっていました。

そこで、その日にすることを列挙するだけという方式に変えました。やり方は、台紙を２枚用意し、今

日用・明日用にします(私は２日が限界でしたが本当は１週間くらいの方が良いと思います)。そこに

やることを書いた付箋を貼っていくというものです。ポイントは台紙に直接書き込まないことです。付

箋にすることで、今日終わりそうにないものを次の日に回す罪悪感が減ります。ペタッと貼り替える

だけなので。単純なことですが、病むとやる気０になる自分にとって受験期はいかに精神を保つか

が鍵だったので、これはすごく良かったです。あとは、１日の終わりに絶対解ける問題を解くというこ

とをしました。数学など答えが１つの問題を解き「やはり自分はデキる奴だ」と自惚れることで次の日

のモチベーションにしました。周りの人も自分のことで精一杯なので褒めてくれません。結局みんな

自分が一番可愛いのだから、自分のことは自分で褒めて、べろんべろんに可愛がってあげましょ

う。それが自信に繫がるし、どっちみち当日の試験会場では自分が一番賢いと思い込んだ方が良

いので、常に自分No.１の精神で。 



志望校はセンター試験の配点が高かったのでセンター対策を中心にしました。英語はシス単を

覚え長文を沢山読む、数学は速度を上げる、理科は早めに完成させ確実に得点することを意識し

ました。社会は地理と現代社会を選択しましたが現代社会はほぼ捨て、地理を狂ったようにやりま

した。地図帳に書き込みまくったので、海洋が文字で埋まりました。当日はこれを見て自分を鼓舞

しました。下手な参考書よりも使ってきた教材の方が自信がつくのではないかなと思います。あと、

先生に頼りましょう。良くない言い方をすると使えるだけ使いましょう。職員室の入り口で「誰か教え

てください」とでも叫べば誰か来てくれます。教えてくれない先生なんていないし、頼ればいいで

す。こんなに良い学校に行っているのだから、わざわざ塾に行く必要はないと私は思います。とこと

ん教えてもらってください。 

 

３．後輩へのアドバイス 

結局自分の未来は自分の行動で決まります。何もしなければそれ相応の未来が待っています。

過ぎた時間は取り戻せないしそれを嘆いている時間なんてありません。これから約１年、できること

は沢山あります。どれだけ一生懸命やっても、少しくらいは後悔します。あの時こうしていれば、そう

思うことが減るように、強い志を持って、出来ることを精一杯して、時には息抜きもしつつ、最後まで

戦ってください。受験は自分との戦いです。最後まで戦い抜いた人にしか見えない景色がありま

す。辛いときは好きな音楽を聴いたり、松岡修造の動画見たりして、頑張れ。 

 

 

 

Ｅ さん 進学先→京都大学 工学部 工業化学科  

 

１ 志望校決定の過程 

僕の場合、小学校の頃には既に、なんとなくではありますが京都大学に行きたいと考えていまし

た。 

第一志望は、中学の時にプログラミングの楽しさを知り、そのことから工学部の情報学科を目指

すようになりました。しかし、中学３年間と高校２年間の計５年間ほど学校の勉強には全く手を伸ば

さず、京大など考えられない悲惨な成績で、一時は AO 入試等で簡単に入れるだろうところを選択

肢に考えるほど(京大を諦めていた訳ではありませんが)でした。しかし、先生や周囲の人々の励ま

しもあって、最終的には最初の志望を貫きました。 

第二志望は、工学部が第二志望まで選べるということで、勉強するにつれて興味を持った有機

化学をより学べるだろうと工業化学科を選びました。しかし、あまりよくありませんが、合格最低点で

決めたところもあります。 



２ 学習計画とその内容・方法 

前述の通り、僕は中学と高校１、２年の時は学校の勉強は何一つせず遊び呆けていました。で

すから、高校レベルどころか中学レベルすら怪しいまま高校最後の年を迎えました。当時は、何が

わからないかわからない上に、やる気も全く出なかったので、まずは少しでも勉強に手を出そうと、

ネットで手軽に勉強できるサイトを探して、寝る前少しだけやることから始めて、少しずつ質も量も上

げていきました。 

受験勉強っぽい勉強を始めたのは夏休みの頃だったと思います。当時最も苦手だった英語と数

学のうち、数学が二次試験で一番大きいだろうし、英語よりは伸ばしやすいだろうと考え、数学に取

り組みました。京大に限らず、有名大学の過去問で、まずは解けそうな問題、面白そうな問題に絞

って取り組み、わからなければその問題で使えそうな公式や考え方を片っ端から調べ、なぜその考

え方をするのか、その公式で何をしたいのかと、自分なりに理解できるまで向き合うことを続けまし

た。他の科目は、センター後にやっと始めました。しかし、数学の勉強のおかげで勉強のやり方と

いうものはだいたいわかっていたので、基礎がきちんとできていないため穴はそこかしこにあったも

のの、少ない期間で最低限の学力まで上げることができたと思います。しかし、英語だけは結局最

後まで全然できませんでした。そもそも勉強を始めるのが遅かったのもありますが、始めてからの計

画も甘かったように感じます。 

センター対策は、授業以外では冬休みごろに始めました。地理を最も重点的に、次に国・英を行

い、よくないですが、理・数はほぼ行っていません。というのも、京大工学部だけに的を絞った場合、

センターの科目で試験の点数に関わるのが地・国・英、なかでも地理はセンター配点の半分を占

めていて、逆に理・数は実施されるかさえわからない足切りにのみ使われるからです。ただし、絶対

に真似しないでください。僕の結果は、数・物が悲惨でした。こうなると選択肢が非常に狭ま

ります。たまたま京大工学部に必要な科目の点数があったからよかったものの、一歩間違うと前

期の第二、第三志望の大学さえも危うくなります。もちろん中期、後期にも響きます。結果に関わら

なかったとはいえ、正直少し後悔しています。 

 

３．後輩へのアドバイス 

受験勉強でよく聞くのが、「スマホ、ゲームを禁止した」、であったり、「たくさん模試を受けた」、

「塾に行った」であったりですが、僕は先生からは注意されつつもゲームはやめませんでしたし(先

生ごめんなさい)、塾にも模試にも行っていません。ゲームを禁止するのがダメだとか、塾や模試に

行くのがダメだと思っているわけではなく、単に僕に合わないだろう、と思っただけです。変に禁止

しても、逆にストレスで勉強に集中できなかったり、塾や模試に行っても、それを活用できなかった

り、そこで燃え尽きてしまったりしては意味がありません。逆に、ゲームをダラダラとやり続けたり、塾

や模試に行かずに、自分の苦手に気付かないままだったり、勉強しない日々を過ごしたり、という



場合ももちろん意味がありません。また、「一日○時間やった」というのもよく聞きますが、勉強は量

だけでなく質も重要です。単に時間を費やせばいいというわけではありません。自分に合った質の

高い勉強を探すといいと思います。 

また、学校という場を活用してください。学校の先生は勉強そのものを教えるのはもちろん、参考

書選びや勉強法、普段の生活や心構えについても非常に頼りになります。また、長期休暇や試験

本番直前に行われる補習など、勉強するのにこの上ない機会も多く設けられています。それだけで

はなく、仲間同士で教えあったり、励ましあったり、時には競い合ったりしてお互いを高めあうことも

できます。 

そして、絶対に諦めないでください。僕は自分の成績に一時期絶望しかけたこともあります。しか

し、結局最後まで諦めず走り切って今があります。諦めなければ可能性はありますが、諦めたり、た

だ慢心していたりするだけならば、そこに可能性などありません。先が見えずとも、自分の志望に向

けてとりあえず努力してみることが大切だと思います。 

最後に、僕の体験記に限らず、決して情報を鵜呑みにしないでください。ここに記されていること

は、本人も気付かず脚色してしまった部分もあるかもしれませんし、合格との因果関係も無いかもし

れません。あくまで参考にとどめてください。 

皆さんの健闘を祈ります。 

 

 

 

Ｆ さん  進学先→京都大学 農学部 応用生命科学科  

 

1 志望校決定の過程 

 僕は高１の頃に部活の先輩の話を聞き、 生物に関連する様々なことが学べる農学部に興味を

持ち始めました。高１、高２の間は同級生の志望者が多いため漠然と京大を意識していましたが、

進路についてはあまり考えていなかったです。高３になって進路を決めるにあたって研究設備が整

っている大学ということで北大か京大かで迷いましたが、難しい大学にチャレンジしたいという気持

ちもあり京都大学を志望しました。センター試験の点数は思わしくなかったですが、ここであきらめ

たら後悔すると考え志望校のレベルは下げませんでした。 

 

２．学習計画とその内容・方法 

 受験勉強は高３の５月に始め、化学、生物、数学の問題集を解いていました。自分が問題集を解

くときに気を付けていたことは、やり始めた問題集はやりきること、学校で買った問題集は授業の直

後に確認用として使うことです。 他に二冊の問題集を買い一冊は単元ごとに基礎を固める用、もう



一冊は応用問題の載っている二次対策用に使いました。こうすることで、確実に基礎を固めること

ができました。英語は苦手だったこともあり３年になってもずっと単語の暗記ばかりをしていました。

10 月から少しずつ赤本をやりつつ、11 月からセンター試験の勉強も並行して行っていました。国

語については自信があったので、古文単語帳を丸暗記するくらいしかやりませんでした。予備校に

行っていなかったためモチベーションが下がると家でダラダラしてしまったけれど、１日のノルマを

課すことによって安定して勉強を進められたこと、クラスメイトと遅くまでのこり教室で勉強したことで

やる気を保持でき、わからないことをすぐ聞けたことがよかったです。赤本を早めに始めたことで受

験本番までに余裕をもってどの教科も勉強を進められ、一日の勉強時間も６時間程度でよかった

ので、集中力がない人ほど早くに勉強を始めるべきです。 

 

３．後輩へのアドバイス 

化学、数学など範囲が広い教科については早めに始めることが大切です。正直、合格するか否

かは受験問題が自分にあうかという運のようなものが関わってきますが、どんな問題にも対応できる

力をつけることを目指して頑張ってください。好きな科目ほど勉強に身が入り、得点も伸びやすい

ですから最初は得意な科目だけをやって自分なりのペースを掴むのもオススメです。模試の点数

が悪かったり、周りの人の様子を見たりして焦ることもあるでしょう、しかし自分のペースを崩すこと

が受験勉強最大の敵の１つです。体調を管理し、無理しすぎることなく頑張ってください。 

 

 

 

Ｇ さん 進学先→京都教育大学・教育学部・発達障害教育専攻 

 

1．志望校決定の過程 

私が志望校を決めたのは、３年生の中頃でした。もともと人と関わる仕事に就きたいとは考えて

はいたものの、初めは明確な夢が無くとりあえず国公立を目指そうとしか考えていませんでした。し

かし、高校２年生の時に院内学級で子供たちに勉強を教える仕事に興味を持ち、教育の道に進も

うと決めました。そこで自宅から通えて、少人数でより密度の濃い学習が出来る京都教育大学を志

望校にすることにしました。  

 

２．学習計画とその内容・方法 

私は正直受験勉強を始める時期も遅く、周囲の賢さに圧倒されてやる気を失くしてしまうこともあ

りました。ですが、学校の成績は取っておきたいという気持ちがあり、１年生の頃からテスト勉強に

はしっかり励んでいました。私は硬式野球部のマネージャーをしていたので、３年の夏に引退する



までは朝早くに家を出て、夜遅くに帰宅するのが日常でした。選手のように体を動かしていなくても

家に帰ると睡魔で課題やテスト勉強に手が付けられないことも多々ありました。そこで私は電車で

の登下校中に暗記物に取り組み、勉強はなるべく学校で済ませるようにしました。部活を引退して

からの放課後は学校の自習室も頻繁に利用していました。私は京都教育大学の公募推薦を受験

したのですが、受験日が 12 月考査の次の日だったので、11 月からの１ヶ月間はしなくてはいけな

いことが多く大変でした。この１ヶ月間で私が心がけていたのは、受験勉強、テスト勉強、推薦入試

対策の中で優先順位を考えながらもまんべんなく取り組むことでした。推薦入試対策としては、教

育関係の新書を読んだり、ニュースをチェックして気になることや小論文、面接で使えそうな部分を

メモしておいたり、実際に小論文を書いて先生に添削してもらったりしていました。そのおかげで受

験当日もさほど緊張することなく、無事合格することが出来ました。 

 

３．後輩へのアドバイス 

まず、自分が受けたいと思う大学の情報をしっかり集めることから始めてください。オープンキャ

ンパスにも出来るだけ参加しておくべきです。そして今、学校の成績なんて受験に必要ないと思っ

ている人も多いと思いますが、成績を取っていると受験のチャンスが広がることは確かです。また、

私は自分に合っていないと思い塾には通いませんでした。塾で成績がぐんぐん伸びる人もいれば、

思うように伸びず必要以上にプレッシャーを感じてしまう人もいると思います。受験は自分との戦い

でもあるので自分に合った勉強スタイルを早めに見つけることが大切です。私は苦手だった数学が

なかなか伸びず途中で投げ出してしまったことで、苦手を克服出来ぬまま終わってしまったように

感じています。皆さんは、途中で伸び悩むことがあっても投げ出さず根気よく努力し続けて、第一

志望校合格を勝ち取ってください。応援しています。 

 

 

 

Ｈ さん 進学先→京都教育大 教育学部 数学領域専攻 

 

１．志望校決定の課程 

 僕は高校２年の冬まで、大学については漠然としか考えていませんでした。しかし、さまざまな家

庭問題を経験し、将来教師になろうと考えました。そして、教師になるためには、京都教育大が一

番いいと考えたため志望しました。 

 

２．学習計画とその内容・方法 

 僕は、体育会系の朝練のある部活に所属していたため、高校１年、高校２年の時は、ほとんど勉



強時間がとれませんでした。でも、中学時代から数学の先取り学習していたこともあって、数学はつ

いていけたので、短い時間を、苦手だった英語の予習や宿題、小テスト対策に費やすことができま

した。しかし、高校３年になり、このままではダメだと考え、なんとか長い時間学習できるようにと決意

しました。そのひとつの方法として、河合塾で一つ授業を受講し、自習室を確保し、授業のないとき

は引きこもって勉強するという形を取りました。最初は、今まで受験勉強的なことが何一つできてい

なかった分、何から勉強していいか分からず、闇雲に単語帳を見て時間を過ごしていました。そん

な中、部活の引退を機に学習塾の模試を受け、その結果から逆算して勉強の方針を立てることが

できるようになりました。しかし、本気で勉強を始めたのが、高校３年の夏前で、周囲との差が大きく

開いていたため、その当時はすごく焦っており、あまり効果がありませんでした。そのため良いよう

な結果も出ず、完全に行き詰まっていました。ですが、ダメでもともと今まで勉強してこなかった自

分が悪いと考え、勉強することを続けました。 

具体的な科目について説明します。僕は英語が特に苦手で、受験勉強で一番手こずりました。

単語を覚えることができず、長文を読むことができませんでした。なので、一つ一つ着実に単語を

覚え、毎日繰り返すようにすることで、少しずつ伸ばすことにしました。日々積み重ねることが重要

だなと思いました。今から振り返ると、１、２年のとき、英語の予習や小テスト対策だけでもしていた

のが幸いだったのかもしれません。でも結果的には一番努力した英語はほとんど伸びませんでし

た。それがなぜかは、僕にも分かりません。でも勉強に向き合う姿勢ができたのが良かったのかな

あと思います。みんなにはそんな思いをしてほしくないので、日々努力を積み重ねて下さい。 

 

３．後輩へのアドバイス 

  ここではメンタル面についてアドバイスをします。今後、たくさんの模試や試験を受け、思うような

結果が出ず落ちこんだとき、本番でやらかさなければいいと考えて下さい。もし本番でやらかしてし

まったら僕のことを思い出して下さい。僕はセンター試験で目標点をはるかに下回り、センターリサ

ーチの結果も E 判定でした。ですが、二次試験は諦めようとも思わなかったし、周りの人に負ける

気もしませんでした。結果、受かったから言えることですが、諦めない気持ちが重要だと思います。

なので、まず始めに、本当に行きたい大学、本気になれる大学を探して下さい。そう簡単に諦める

ことはなくなります。そんな時、本当に行き詰まったら周りの友達、家族に頼ってください。僕には、

母親、友達、メンタルのプロがついていました。感謝しかないです。受験は一人でやるものですが、

みんなどこかで支えてくれる。第一志望に合格、健闘を祈ります。 

 

 

 



I さん  進学先→京都教育大 教育学部 理科領域専攻 

 

１．志望校決定の過程や志望理由 

もともと教師になりたかったので高１では志望校は京都教育大学でした。その後、物理に興味を

持ち始め、先生にもほかの大学も考えてみたらと言われたのでいろいろな大学に志望がゆれまし

た。しかし中学の理科の先生になりたいということもあり、教育大学が一番いいと思い、この大学を

志望しました。 

 

２．学習計画とその内容・方法 

私は吹奏楽部だったので、高１、高２の間は部活に集中していました。塾にもほとんど行ってい

なかったし、勉強はほとんど授業中にやっていました。小テストのための勉強や宿題など最低限は

やっていたけれど、自習や受験勉強は全くやっていませんでした。部活も高３の夏休みまであった

ので、本格的に勉強に集中したのは高３の９月でした。 

もともと数学の教師になりたかったのですが、物理に興味を持ち、理学部の物理学科も志望に

入ったため、大阪市立大学理学部物理学科の推薦入試にも挑戦しました。結果は残念だったので

すが、同じ推薦入試を受ける人と一緒に先生に物理の補習をしていただいたので、物理を得意科

目にすることができました。もともと安定していた国語や英語とともに３つの科目を中心にセンター

試験の点数配分を考え勉強していきました。限られた時間の中でなるべく効率よくできるよう、間違

えたところでなぜ間違えたのかを考え、次に同じミスをしないように同じような問題を演習するという

方法で勉強していました。この方法は出来ているところに時間をかけることもないのでおすすめで

す。 

 

３．後輩へのアドバイス 

部活動が最後まである人へ、全然焦らなくても大丈夫です。もちろん普段の授業をちゃんと受

け、最低限のことをしているのは前提ですが、部活が終わった後からでも十分間に合います。 

私は長い時間集中できなかったので、短時間にまとめるタイプでした。朝から休日でも学校に行

き５時ぐらいまで勉強して家ではほとんど勉強していませんでした。学校に行くと友達もいたので、

面倒になることもなく通うことができました。 

今回で本当に「量より質」ということを実感しました。長い時間だらだらするよりは、ぎゅっと勉強し

て空き時間に好きなことをする方がストレスも少なく生活することができます。私も空き時間には動

画を見たり本を読んだりしていました。ただし、切り替えが重要です。 

思った結果が出ないこともあり、落ち込むことがあると思いますが、過剰に気にすることなく友達と

支えあいながら頑張ってください。応援しています。 



J さん 進学先→京都工芸繊維大学・工芸科学部・電子システム   

 

１．志望校決定の過程や志望理由 

僕が志望校を最終的に決めたのは高３の８月頃でした。その時までは、国公立理系工学部に行

く、という目標はありましたが、いけるものであれば旧帝大をなんとなく目指して勉強してきました。し

かし、学校ごとにキャンパスライフや学べる事も変わることの重大さに気がつき、しっかりと両親や先

生方と話し合いハッキリと志望校を決めました。僕は家から通える範囲が良かったのと、学びたい

電子情報関連の勉強はこの大学で十分にできるので、意外にすんなりと決まりました。 

 

２．学習計画とその内容、方法 

 受験勉強を本格的に意識し始めたのは、高３の始めでした。センター試験だけの科目と二次試

験でも使う科目で勉強方法を少し変えました。センターのみの国語と地理は、その頃までほとんど

手を付けていませんでした。そこで、塾で短期講習をとりセンターの点の取り方を学びました。二次

でも使う科目では、１、２年の頃から基本を重点に取り組んできました。応用問題も基礎が重なった

だけでその手順を理解することに意識を置いていたため、問題を解くときに、解く事より解答を見て

その手順を考えることに時間を割きました。 

模試は定期的に受け、出来が悪かった所は、基礎、それこそ定義から復習しました。センター後

は赤本で大学の問題傾向を理解してその分野を重点的に勉強しました。 

 

３．後輩へのアドバイス 

受験を終えて痛感したのは、毎日の生活リズムを崩さないのが一番大切だと思いました。 

意外とこの事を続けるのは難しいですが、受験は朝だし深夜に勉強しても本当に意味ない、それ

だったら寝る方がましです。朝起きるのも受験勉強の一つと思って頑張ってみてください。勉強面

では、基礎を固めることに重きを置いてください。今応用などをやっていて、 

基礎怪しいかも、と思った方はそれをやめてチャートなどで基礎にもどってください、最悪応用間

に合わなくても、基礎を先に。それと、問題は考えすぎても意味がないので、10 分ぐらい考えて分

からなかったら解答を見てそれを熟読する方がよいです、答えを覚えるのではなく手順を覚えてく

ださい。そして、参考書は１、２冊だけを読み込んだ方が良いと思います。それと、センターと二次

は別物です。二通りの勉強が必要です。部活は勉強にほとんど支障なかったです。学校はみんな

といれる時間を大切にしてください、勉強のモチベーションになります。勉強はただ時間をこなすの

ではダメ、何の勉強をしたかその日の終わりに思い出せるくらいでないと意味がありません。 

 

 



Ｋ さん 進学先→神戸大学 工学部 機械工学科     

 

１．志望校決定の過程 

志望校の最終決定は９月末でした。それまで、別の大学が第一志望でした。しかし、夏の模試の

結果が散々で残り５か月では間に合わないと判断したこと、浪人或いは学科、学部を変えてまで

(大学でしたいことが明確だったので)その大学に行きたい気持ちがなかったこと、当時は勉強時間

を捻出するため滅茶苦茶な生活をしていて限界だったことが理由で、志望校を変える決意をしまし

た。神戸大学にしたのは直感です。その後、神戸大学について調べたり、学祭に行ったりすること

で、神戸大学に行きたい理由が湧いてきて、本当の意味での第一志望校となりました。 

 

２．学習計画とその内容・方法 

高２の冬頃までは、受験に繋がらないような好きな勉強ばかりしていました。受験のための勉強

が大嫌いで、好きな勉強に逃げていました。好きな勉強なら無限に勉強できたので、受験勉強する

習慣を身につけるのに苦労はしませんでした(徐々に受験勉強の割合を増やした)。 

高３の夏頃までは主に元々の志望校の二次試験向けの勉強をしていました。どのような勉強をし

たかは記憶が曖昧なので当時の生活習慣について触れておきます。 

初夏あたりで、「このままでは間に合わない」という思考に支配され、何とかして勉強時間を捻出

しようと考えました。人の話を聞くのは苦手で、問題演習をするほうが好きだったので、あらゆる時

間を演習に回したところ、完全に昼夜逆転しました。特に平日は睡眠時間を削って勉強していたた

め、授業中は瀕死状態でした。心身の健康が損なわれたので、どうかこのようなことはしないでくだ

さい。 

志望校を変えた頃から 11 月末までは神大の二次対策をしました。神大模試で良い成績を取る

ことを目標に勉強しました。神大は標準レベルの良問が大半なので、数学は１対１対応(チャートは

重くて持ち運びに不便と感じたため)と 15 カ年、英語は鉄壁(単語の並びが良いと感じた)と神大英

語を解説している黄色い本、物理は名問の森、難系の例題(例題だけで十分)、化学は重要問題

集の A問題を重点的にやりこみました。 

11 月末のセンタープレが悲惨で危機感を持ち、12 月からはセンターの過去問と予想問題集を

解きました。特にセンターは演習量に比例して点が上がるので、演習を重ねることが重要だと思い

ます。 

センター以降は、二次試験の過去問を主に解きました。神大の場合は傾向があまり変わらない

ので、傾向を掴むことが大切だと思います。過去問だけではなく、上に挙げた参考書も時間を測っ

て解きました。 

私はめんどくさがりなので基本的にノートは作らず、裏紙でほぼ全てを済ませていました。具体



的には、裏紙に演習したり覚えたいことを書いたりして、理解したら紙は捨てました。ただし、どうし

ても残しておきたいものだけはノートに書くか紙を貼るかをしていました。 

 

３．後輩へのアドバイス 

 自分に合う方法は自分で編み出してください。不得意なことがあるならば、なぜ不得意か分析し、

それはどう改善すべきか自分で模索してください。人の話を聞くことは重要ですが、鵜呑みにせず、

必要な情報を正しく取捨選択してください。ご健闘をお祈りします。 

 

 

 

Ｌ さん 進学先→神戸大学 医学部 保健学科 看護学専攻   

 

１．志望校決定の課程 

私はもともと医療関係の仕事につきたいと思っていたけど看護師になろうとは思っていなくて、は

じめは別の大学を志望していました。しかし、センターの点数が思ったよりとれなくて、志望校を変

えることになったけど、医療関係の仕事はしたいから、看護師になろうと思いました。そこで、看護

師になるなら、レベルの高い看護を学びたいと思い、神戸大学を志望しました。 

 

２．学習計画とその内容・方法 

私は３年間テニス部に所属していました。部活動を引退してすぐに受験勉強できるように、１、２

年のときから１日１時間でもいいから宿題や次の日の小テストなどの勉強をする習慣をつけていま

した。やっぱり、部活動を引退してすぐに毎日何時間も勉強する気になれないと思うので、１、２年

のうちから短時間でも勉強する習慣をつけるのは大事だと思いました。小テストには必ず受かるよう

にしていて、小テストで英単語などをしっかり覚えていたので、３年になってから長文の問題を解く

ときにも取りかかりやすかったです。また、私は分からないところがあったらすぐ先生に聞きに行っ

て、分かるまで教えてもらうようにしていました。学校の先生は何時間教えてもらっても無料なので、

どんどん聞きに行って下さい。地理の勉強では、実際に自分で白地図の川や山脈を書き込んだり、

色を塗ったりして覚えるようにしていました。地理や化学などの知識問題では、模試やセンターの

過去問を解いた後に自分が忘れていたことや知らなかったことを全部ルーズリーフに書き出して、

夜寝る前や本番の前に見直していました。私は友達と考査やセンター演習の点数を競ったりして

いて、負けたくないという気持ちでモチベーションを保つことができました。点数を競う人がいたこと

はとても大きかったです。 

 



３．後輩へのアドバイス 

 自分の生活リズムを大事にしてください。受験生になったら生活のリズムを朝型にした方がいいと

よく聞くと思いますが、私は朝がどうしても起きられなくて、毎日８時間寝ないとしんどいし、昼に眠く

なるので、夜にしっかり寝るようにしていました。友達が朝早く起きて勉強していると聞いたら焦ると

思いますし、実際、朝型にすることのメリットもたくさんあります。しかし、私のように朝起きられない

人でも昼にしっかり集中して勉強すれば大丈夫だし、絶対朝型にしないといけないことはないので、

自分に合った生活のリズムを探して、それを続けていったらいいと思います。あと、模試の結果が

悪くても志望校のランクを下げようとはせず、最後まで粘ってください。模試の結果はあくまでも模

試で、本番の点数がその点数になるわけではありません。センタープレからセンター本番までの１

ヶ月ぐらいでも点数はどんどん伸ばせるし、志望校を変えるのはセンターが終わってからでも遅くな

いので、最後まで自分が一番行きたいところを目指してください。応援しています。 

 

 

 

Ｍ さん 進学先→鹿児島大学 理学部 物理科学科   

 

１ 志望校決定の過程や志望理由 

 私は漠然と、宇宙が好きです。そこで、宇宙が学べる学校を調べました。出てきたなかでも、私は

京都より寒いところでは生きていけないと思ったので、近畿より西の地域から選ぼうとしたところ、鹿

児島大学がロケットを打ち上げる種子島や内之浦に最も近く、ホームページなどを見て、JAXA とも

連携することがある、ということで、候補になりました。そして決めたのが３年の 12月頃です。もし、も

っと早く志望校を決めていたなら、もっと自信を持って必要な科目に挑めたし、教科を絞ることもで

きたと考えます。 

 

２ 学習計画とその内容・方法 

 部活は運動系クラブにも文化系クラブにも入っていて、数学以外はクラスで下から数えた方が早

い方でした。私は基本、学校で勉強していました。友達が来ているなら、気軽に教えてもらえるし、

先生もいるし、休みの日は、８時にあくので、最後の 17 時までやっていました。昼休み１時間は喋

る、と決めてリフレッシュしていました。まだいけそうならイオンとかで、音楽を聞いてテンションを上

げながらしていました。家にいる時間はまったりしていました。その代わり、家にできるだけいないよ

うにしていました。 

 数学は青チャート、物理はリードαと過去問、苦手なところだけ重要問題集で、新しい本は全然

買っていないです。 



３ 後輩へのアドバイス 

 判定はずっと Eで、センター試験の結果でも Dで、センターの合格基準点まで 40 点以上足りな

かったです。でも、鹿児島大学の二次試験は、センターと配点が同じくらいだったので、逆転現象

を起こせるかもしれないと思いました。私は諦めたくなかったし、やっぱり行きたい学科がよかった

から、そこに決めました。私の一番苦手だった物理の、３年の 12 月の最後の模試は、学年でビリで

した。それでも、宇宙を学ぶには物理が不可欠だから、大きい不安はありましたが、物理科に決め

ました。 

 センターが終わって前期試験(二次試験)までラスト１ヶ月。新しいことはせず、ずっと、６年分の鹿

児島大学の過去問を何回も解いて、次は解ける、解けた、を繰り返し、自信に繋げていきました。

その大学の問題に慣れる必要があったからです。 

 そして二次試験本番。配点が数学 400 点、物理 400 点でした。しかし、得意のはずの数学が絶

望的でした。数学が終わった瞬間、涙が止まらなかったです。「物理で満点取らなければ、受から

ない」。そして勝負の物理。今までやってきたんだ、頑張ろう、と気持ちを切り替えて臨みました。物

理は落ち着いて解けて、わからないところがなかった…。「まだチャンスはある！」。 

 結果発表の時、私の受験番号は最初に目に入ってきました。頑張ってよかった、諦めないでよか

ったと思いました。ほぼ不可能と思われた私の受験は、周りの人にもミラクルだ、奇跡だ、と言われ

たくらい、本当に信じられないものでした。最後にグーーンっと伸びたのだと思いました。 

 

 こんな経験をしたから、今、言えます。最後まで諦めないで、自分のしたいことに向けて、頑張っ

てください！ 

 

 

 

Ｎ さん  進学先→滋賀県立大学 人間看護学部 人間看護学科 

                   

１．志望校決定の過程や志望理由 

私が看護学を学ぼうと思ったきっかけは、自身の怪我や祖母の介護などの様々な経験をしたこ

とです。３年の前期までは全く異なった分野を志望していましたが、その考えが変わるぐらい前述

の体験は印象深いものでした。医学科に入り医者になることも考えました。ですが唐突に志望を変

更した私には難しい話でした。しかし、「医者でなくても医療に関わる手段はある。」といった先生方

の助言もあり、より医療分野について調べたところ、患者と一番接し心の支えとなる存在である看護

師に魅力を感じました。 

そこからは空き時間を見つけては血眼で自分に合った校風やカリキュラムの大学を探す日々で



した。そうして見つけた大学が前期の志望校と本学でした。 

 

２．学習計画とその内容・方法 

３年の夏休みまではそこまで受験のことを考えずに定期テストの勉強や自主的に苦手な科目、

分野を補完する学習をしていました。例としては、数学において苦手な分野の４step の「＊」を解く

等、とにかく満遍なく苦手が残らないように勉強していました。 

夏休みに入ってからは授業や補習でも受験を意識した学習が増えていきました。二次試験の問

題や私立の入試問題を解くとあまりの難しさに実力不足を痛感することもありましたが、そういう時こ

そ復習に力を入れて勉強していました。思えば私の受験勉強は復習に多く時間をかけていたと思

います。ノートにまとめたり、問題に重要なことを注釈としてつけたりして、それでもわからない事は

先生に質問をし、とにかく不明な事柄が残らないように勉強していました。 

夏休みが明けてからは学校に残って勉強していました。私は塾に通っていないので、質問でき

る先生方がおられ、自分と同じように受験勉強をしているクラスメイトがいて刺激を得られる空間は、

自分にとって良い環境だったと思います。また勉強の内容は少し二次試験も意識したものに変わり

ました。二次試験で必要な教科の勉強の時間を増やし、比較的難易度の高い問題を解いたりし、

解答時間を意識した勉強方法に変わりました。また、「この日は○○を勉強しよう」「この日までに△

△を終わらせよう」と、ある程度の計画を先に立て時間の効率を考え勉強するようになりました。 

センター試験までは二次の科目の比重は重いけれどもあくまで満遍なく、わからない箇所を残さ

ないように復習主体の勉強をしていました。 

センター試験後は一変して二次試験に必要な教科だけを突き詰めて勉強するようになりました。

この時期になってくるとしっかりと復習するだけでなく、自分の志望校の問題と同じレベルの問題を

より多く解くことも重要でした。また英作文などの添削を先生方にしていただき、それを参考に新し

い問題に取り組む、といったこともしていました。 

後期試験ではグループ討論型の面接がありましたが、その対策は完全に前期試験が終わった

後からでした。面接指導をしていただき、個人でも気になったニュースを自分なりに志望分野と絡

めてまとめたルーズリーフを作る、といった対策をしていました。 

 

３. 後輩へのアドバイス 

３年生になり、受験が近づいてきてから勉強を本格的に始めても、そこまでたくさんの勉強がで

きるようになることはないと思います。慣れるまでは、集中が途切れたり、頭や目が痛くなったりして、

あまり長時間勉強できることはないです。なので皆さんには普段から少しの時間でもいいので机に

向かい勉強したり、登下校中に単語帳を読む時間を作ったりしてもらいたいです。「自分は普段か

ら勉強していた。」という心理的アドバンテージが受験期になると沸き上がり、気持ちも楽になります。 



入学時、私の学力は本当に底辺をさまよっていました。そんな私でも３年間の勉強により旧帝大

Ｃ判定まで出たので、皆さんもまだまだこれから伸びると思います。勉強をしてすぐに結果が出るこ

とは少ないと思いますが諦めずに地道に続けることが大切です。また、最近結果が出始めたという

人はまだそこから如実に伸びる可能性が高いので、尚更そのまま勉強を続けてほしいです。 

最後に、私は一般入試後期で合格しました。第一志望ではありません。ですが大きく後悔してい

るわけではありません。担任の先生が卒業の日に言った言葉「たとえもう一回最初から人生を繰り

返したとしても、自分という人間である以上、同じ人生になっていた。」という言葉が胸にあったから

です。私はこの言葉を皆さんに送ります。なので、もし定期テストや模試でよい成績をとれたならそ

れは必然的な結果であるのでしっかり喜んでください。反対に、悪い成績だったとしても「あの時〇

〇しておけば」等、深く後悔するのではなく、結果を踏まえて反省して次回に活かしてほしいです。

その繰り返しによって本番でいい結果を残せるようになると思います。精神論的な話ですが、あまり

気負いすぎずネガティブにならない事が一番重要だと思います。 

受験は辛いと思いますが、望みの結果を得られるように頑張ってください。 

 

 

 

Ｏ さん 進学先→京都府立医科大学 医学部 医学科 

 

１.志望校決定の過程や志望理由 

私は幼い頃から医師になりたいと思っていましたが、具体的に志望校を決めたのは高２の後半

です。それまでは、家から通うことができるところぐらいのことしか考えていませんでした。高校２年

生の時に京都府立医科大学のオープンキャンパスに参加して学校の雰囲気が気に入り、かつ、自

分の学力に見合った学校だったので、京都府立医科大学を第一志望校に決定しました。 

 

２．学習計画とその内容・方法 

高校１、２年生の時は、考査でどの教科でも学年トップクラスの成績をとることを目標に勉強して

いました。高校２年生の夏休み前に数学の模試成績が伸び悩んでいたので夏休みに徹底して基

礎を復習しました。周りの人はあまり勉強していない時期でしたが、この時に一生懸命復習したこと

は後で大いに役に立ちました。高校３年生の夏休みまでは、主に学校と塾の復習をしていました。

夏休みには、数学、英語に関しては夏休み前までの模試や学校や塾で行った演習の理解を完璧

にすること、理科に関しては問題集を３周解くこと、塾の講習を徹底的に消化することを目標にして

勉強していました。基本は二次対策でしたが、センター地理は学校の復習を中心に対策を始めて

いました。夏休みは長いようであっという間でしたが、この間に全力で勉強したことは、後で大きな



自信につながりました。夏休み以降は、11 月にある医進模試に向けて勉強しました。この時期も、

今まで学んだことの復習と問題集を中心に勉強していました。医進模試の後は、センター対策の

比重を増やし、二次対策は最低限の復習のみをしていました。周りはセンター対策をあまりしてい

ませんでしたが、医学部医学科はセンターで高得点を取る必要があるので、センター対策は重要

だと考えていました。11 月から 12 月初旬は苦手だった数学と、点数が安定しない地理とを実践問

題集を購入して対策していました。それ以降は、数学は２つの予備校の実践問題集を２周ずつ、そ

れ以外の科目は比較的近年の過去問、それで足りなければ実践問題集をしていました。冬休みに

は、二次対策講習の予復習以外はセンター試験対策をしていました。センター後は、主に今まで

やったことの復習と過去問をしていました。 

 

３．後輩へのアドバイス 

周りに流されないことが大切です。自分の学力を見極め、常に自分に足りないことは何かを判断

し、必要だと思う勉強を、自分に合ったやり方でやることを意識して勉強してください。周りの人が

やっているから、やっていないからではなくて、自分と志望校の距離はどれくらいか、それを如何に

して詰めていくかを第一に考えてください。そして、特に医学部医学科を目指す人はセンター試験

の勉強をしっかりしてください。センター試験は簡単と思っている人が多いみたいですが、センター

試験は慣れることが必要でしっかり対策しないと痛い目にあいます。誰が何と言おうと、センター試

験対策をないがしろにはしないでください。「最後に伸びる」というようによく言われますが、今まで

の積み重ねがあるからこそ伸びるように感じるのです。志望校合格のために、今必要なことを見極

めて、悔いのないように勉強してください。 

 

 

 

Ｐ さん 進学先→京都府立医科大学  医学部 看護学科  

 

１．志望校決定の課程 

私は、命が誕生する現場に携われることに強い魅力を感じ、助産師を志すようになりました。附

属病院を通した高度かつ実践的な勉強ができるうえに、家から通えるということもあって、この大学

を志望するようになりました。志望校決定に関しては、早いうちに決めておいたほうが良いと私は思

います。普段の勉強のやる気につながりますし、具体的に何をすべきかも明確になります。 

 

２．学習計画とその内容・方法 

１、２年生に言いたいのは、部活などで忙しくしていても、小テストや課題を疎かにしないで欲し



いということです。日頃から時間を見つけて少しずつ勉強していくことは、毎日の勉強習慣につな

がります。私が小テストの効果を本当に実感したのは、３年生になって本格的に受験勉強を始めた

時です。単語等の暗記事項を覚えていく際に、全く一から覚えるのと、微かにでも見覚えのある状

態から覚えるのとでは、驚くほどに効率が違いました。 

３年生になってからは、最後に後悔だけはしたくないと思い、必死になって勉強しました。まず、

学校の授業では少しでも多くのことを吸収しようと心がけ、分からないところはすぐに先生に聞いて

解決するようにしていました。家に帰ってからの勉強も、その日の予習復習を中心に取り組んでい

ました。長期の学習計画を立てるのが続かなかった私には、とても合っていたと思います。具体的

な勉強方法については、数理科目は学校で購入している問題集を何周もやりました。暗記科目は、

まとめノートを作り、何度も見返していました。最後には、これさえあれば十分というくらいに安心で

きるものになりました。また、３年生になると何度も模試を受けますが、その復習はしっかりとすべき

です。模試には、各科目必ず押さえておかないといけないポイントが凝縮されています。解答解説

を読み込んで、徹底的に理解してしまいましょう。 

私は推薦入試で合格しましたが、その対策を始めたのは１ヶ月ほど前からで、それまでは一般入

試に向けた勉強をしていました。対策としては、学校に置いてある過去問を解いたり、先生に添削、

面接練習をしていただきました。 

 

３．後輩へのアドバイス 

受験生の１年間は、辛いことや悩んだりすることが多くあり、決して楽な１年ではありません。です

が、悩みながらも友達と励ましあい、たくさんの人に支えられ、最後までやりきった経験は何物にも

代え難いものです。私はモチベーションが保てない時には、大学のパンフレットを見たり、先輩の

言葉を参考にしたり、友達と話をしたりして元気をもらっていました。 

これから受験を迎えられる皆さん、もちろん不安もたくさんあると思いますが、最後まで諦めず、

洛北の先生方を信じて、自分を信じて、頑張ってください。応援しています！ 

 

 

 

Ｑ さん 進学先→大阪市立大学 法学部 法学科 

 

1. 志望動機  

 高校２年の時、就職へ向けて資格をとるため、また、社会の基盤である法について知るため、法

学部に入ろうと決めました。 

 大学を選ぶに当たり、基準をいくつか設けました。学費、自宅からの通学距離、カリキュラムや校



風、自分の学力の４点で、挙げた順に大学を絞りました。数学の成績が振るわなかったので近畿の

国公立大学法学部で試験が国、英のみだった大阪市立大学法学部法学科を受験しました。また、

龍谷大学法学部も併願しました。そちらも合格しました。 

 

2. 学習計画とその内容・方法  

 塾には行きませんでした。２年の３月に受験勉強の計画を立てました。夏休みまでは苦手潰し、

その後はセンター演習や二次対策などと約３か月ごとに、すべきことを荒く決めました。次に、それ

ぞれの期間の詳細な計画をその前の期間の末頃に立てていきました。以下で、計画の立て方を５

つの手順に分けて解説していきます。  

 手順 １。自分の課題とその総量の把握、課題の細分化です。授業、定期テスト、模試、赤本の問

題の特徴から自分の課題を見つけるのです。 例えば、ある程度の語彙力があったにもかかわらず

英語の長文を読むのが遅かった私は、語彙力強化に加え、英文を文頭から一読で理解することと

論理構造について学ぶという２つの課題に取り組むことにしました。また、大阪市立大学の英語の

試験を取り上げると、長文中の空欄を埋める問題が多く、文脈を把握した上で文法の知識も合わ

せて解かせる印象がありました。そこで、読む速度を上げる工夫に加え、手持ちの文法問題集を再

度見直すことにしました。教材が不足すれば、課題が直接解決できる参考書や一般書を粘り強く

探し、買うか図書館で借りました。このように、自分がこなすべき課題と教材をすべてリストアップし

ます。 

 手順 ２。それぞれの課題に期限をつけて、ペース配分を決めます。 

 手順 ３。計画の実行です。演習を通してある程度知識が溜まったら、それを紙やパソコンに書き

出し、曖昧な部分を本、ネットで調べ、人に質問し、書き出した紙に情報を加筆しました。調べる時

間の方が長かったです。この方法は社会科全般に効きました。 

 手順 ４。早く進みすぎた場合も含めて、予定から外れた課題について、分量、時間の使い方、

課題の内容そのものの３点から計画を点検、微修正します。 

 手順 ５。模試の結果から課題が改善されたか確認し、その後の計画の詳細を詰めます。また、

手順５の補足として、自分が現時点で受験できそうな大学のレベルも確認します。  

 

3. 後輩へのアドバイス  

 一旦、計画を立てれば安心して勉強できます。それから、勉強する時間帯や勉強場所を振り返

り、無意識に努力できる習慣・環境を作れば計画がなお立てやすくなります。私は、帰宅後すぐに

寝て、翌朝２時頃から家で勉強することにしました。受験勉強以外の時間は音楽を聴いたり、興味

のある本を読んだりして気晴らしをしました。  

 最後に反省を。数学の成績が伸びない原因、つまり、数学についての自分の課題が最後までは



っきりとわかりませんでした。苦手な教科は自分が思った以上に積極的に解決のために動くべきで

した。また、実際の試験問題を必要な教科、大学を選ばず早期から解いてみることが必要だったと

感じています。先生に添削を頼むのも一つの手です。  

 この体験記が、受験勉強の始め方がわからない人の役に立つことを祈っております。  

 

 

 

Ｒ さん 進学先→大阪府立大学 工学部 機械系学類  

 

１．志望校決定の過程や志望理由 

自分がこの大学、学部を知り、目指すようになったのは受験勉強を始めてからでした。この大学

を志望するようになった理由は２つあります。まず１つ目は、志望学部では中期日程のみで入試選

抜をしていたことです。前期や後期と被らないので、元から目指していた志望校を諦めずに済みま

した。二つ目は入りたい学科があったことです。僕が興味のある航空や宇宙について学べる大学

は少し限られていました。このように自分の希望に沿っていたことから、毎回模試を受験するときに

は志望校の一つとして必ず書くようにしていました。 

 

２．学習計画とその内容・方法 

僕は基本的に細かい計画は立てませんでした。きっちりしている性格ではなかったので、細かく

計画してもむしろ時間に振り回され上手くいかないだろうと思い、頭の中で予定表を作っても、何

月の初めあたりにはこの問題集を終わらせよう、などと大雑把なものでした。 

ただ、平日は学校が終わると毎日塾へ向かい、閉館の９時まで勉強しようと決めていました。また、

大体、数学は青チャートもしくはプラチカ、化学と物理は重問を解くことにしていました。休日は昼

前まで寝ていたので、丸一日休みの割にはあまり勉強しませんでした。見直すべきだったかもしれ

ません。（よって夜遅くまで起きていることはオススメしません。） 

長期的な計画といったものであれば、センター対策などがありました。夏休み中は毎日のノルマ

が終わったら、地理のマーク模試過去問題集を解いていました。地理の自習は夏休みにやったの

がほとんどでした。一方苦手な国語は冬に入ってから真剣にやり始めました。少し遅かったです。１

ヶ月でも早めにやっていれば変わっていたかもしれません。 

僕は数Ⅲ対策はあまり出来ませんでした。センター後になって塾の先生に、「毎日積分しろ、積

分計算出来なかったら人間じゃないと思え」と言われ毎日積分していました。そのおかげで二次ま

でに微積は間に合いましたが、他の単元は完璧とは言えませんでした。大半の現役生（特に文理）

は多分全部は間に合わないと思います。なので、自分だけが間に合ってないと焦る必要はありま



せん。 

 

３．後輩へのアドバイス 

  僕は勉強が間に合うのか心配になって部活を辞めようと考えたこともありました。結局最後の引

退まで諦めずに頑張って良かったと思います。上に結局間に合わないと書きましたが、部活をちゃ

んと最後までやって、すぐに勉強に切り替えられたので、途中でやめた人と大して変わらない勉強

量のはずです。ただ、引退する前の冬から、放課後の部活のあとに勉強するようにはしていました。

まずは、部活も勉強も諦めず欲張って欲しいと思います。貪欲になってやる気をキープさせてくだ

さい。続けていればきっと何か得られるはずです。くじけそうになっても頼りにしている先生や友達

などがいます。僕はそのほかに音楽でも励まされました。 

  実は第一志望は残念な結果に終わりましたがまだ自分の旅は終わっていません。終わりなき旅

において挑戦は続きます。皆さんも一緒に頑張りましょう。 

 

 

 

Ｓ さん 進学先→明治大学 農学部 食料環境政策学科  

１．志望校決定の過程 

私は三年間ハンドボール部に所属し、チームとして全国上位を狙うのはもちろんのこと、個人とし

ても日本代表入りを目指して日々鍛錬していました。U-１６、U-１９のカテゴリーで日本代表入りを

果たしたことで、更に大学の四年間、親元を離れ、高いレベルでプレーできる関東の大学に身を

置きたいと思い、明治大学を志望しました。 

希望通り明治大学からも『スポーツ特別入学試験』で受験することを許可され、学部に関しては

大学から指定された「農学部 食料環境政策科」となりました。 

高校在学中にアスリートの栄養学を学び、食に向き合うことで、日本の食料環境にも多少興味が

あったことから、四年間学科のテーマである「人類の生存課題を人間の行動の観点から考え、解決

方法を探る」、社会貢献のできる人間になれるよう努力したいと今は考えています。 

 

２．学習計画とその内容・方法 

高校三年間は、ケガや入院、手術、長期遠征や試合などで、学校を欠席することも多くあり、登

校した次の日から試験ということも一度ではありませんでした。また毎日の練習も厳しく、帰宅して

からの勉強は殆どできない状態でした。 



競技成績、学校での成績(評定平均)が大学を決定する際に重要となることはわかっていました

ので、焦りはありましたが、先生方やクラスの仲間に助けられ、出来るだけ学校内(授業)で完結する

よう勉強することを心掛けました。 

明治大学の『スポーツ特別入学試験』は、競技成績、学校の成績(評定平均)、面接が必要であ

り、受験対策としては面接に関する資料やＤＶＤで勉強しました。また、学校で模擬面接をして頂き

対策しました。 

 

３．後輩へのアドバイス 

高校に入学した時点で、将来を想定することは難しいことです。私自身も漠然とハンドボールを

続けたいというものでした。 

だからこそ、将来のきっかけをつかむためにも日々精進すること、高校生活における勉強、部活、

全てにおいて悔いのないようにすることが大事なのではないかと、今、自分自身の反省も含め、後

輩の皆さんに伝えたいと思います。 

一年後、納得のいく自分であるためにも頑張ってください。応援しています。 

 

 

 

Ｔ さん 進学先→同志社大学 経済学部 経済学科  

 

１．志望校決定の過程や志望理由 

私が同志社大学を志望した理由は小学生の頃から同志社大学に憧れていたからです。高校に

入ってから国公立や東京の私立を目指そうと考えた時期もありましたが、高校３年生の夏に「やっ

ぱり同志社大学に行きたい」と強く思うようになり、同志社大学経済学部を志望しました。 

 

２. 学習計画とその内容・方法 

私は一般受験で同志社大学に合格しました高校１年生の頃勉強をサボり、部活動もしていなか

ったので指定校推薦は頭の中にはありませんでした。受験を意識し出したのは高校２年生の２月で

す。最初のうちはとにかく英単語や英文法、古文単語など基礎的な事を中心に勉強していました。

単語系はやればやるほど効果が出ます。通学途中、授業と授業の合間などちょっとの時間を利用

する事が大切です。私は読むよりも書いて覚える方が自分にあっていると思っていたので、高校２

年生の２月〜高校３年生の７月頃までノートにひたすら単語を書き取り、夏までにはシステム英単

語を完璧に覚えました。英語の長文は１日に最低１題、国語の評論も２、３日に１題のペースで解

いていました。ただ単に数をこなし、間違った箇所は解説を読んでなるほどと思うだけでなく、丸つ



けをした後、まずは解説を見ず、なぜ間違ってしまったのかを考えてみてください。もし解説を読ん

でみても納得できないのであれば学校の先生や塾の先生を頼りましょう。英語と国語の過去問は

高校３年生の10月から解き始めました。休日に過去問を解く→平日に解答を見ずにもう一度読み

直し、間違った箇所を完全に理解する、というサイクルを冬休み前まで続けました。冬休みに入っ

てからは、ほとんど毎日過去問を解いていました。最初の内は点数がとれないのは当たり前です。

どれだけ低い点数をとっても諦めず解き続けてください。私が受験勉強で一番後悔しているのは

日本史です。学校の授業のペースに合わせていたのですが、それでは間に合いません。秋頃まで

には自力で通史する事をお勧めします。冬休みには１問１答を何周もしました。センター利用も考

えていたので、日本史に関しては、センター１週間前に10年分のセンターの過去問を解きました。

センターの過去問を解く事で自分の苦手な範囲、分野を理解できる為、私立入試に活かす事もで

きます。私立入試は何が起こるか分かりません。模試でA判定をとっても落ちる事はありますし、私

のようにD判定をとり続けても合格する事もあります。どれだけ自分の行きたい大学の過去問を解く

かが合格を左右していると私は思います。 

 

３．後輩へのアドバイス 

まだ勉強しなくてもいいかなと思っている人は今すぐ勉強してください。今サボっても後々どんど

ん自分の可能性を狭めるだけです。受験勉強において早過ぎる事などありません。この先今程一

生懸命勉強に打ち込める時間はありません。今頑張らず将来後悔する未来の無いよう、今、頑張

って下さい。この体験記を読んで下さった方々が合格しますように。応援しています。 

 

 

 

Ｕ さん 進学先→同志社大学 理工学部 機械システム工学科   

 

１．志望校決定の過程や志望理由 

志望校の決定には様々な要素がありますが、私にとっての要素は、勉強とラグビーの両立でした。

そのどちらも高いレベルで両立したいと考えたので、第一志望を慶應義塾大学、第二志望を同志

社大学に決定しました。また学部は、機械工学に興味があったので理工学部にしました。しかし３

年生に進級したとき、担任の先生に慶應義塾大学の AO 入試を提案されました。その学部は理工

学部ではなく、環境情報学部でしたが、学校の成績で優位に立つことができ、調べてみると面白そ

うな学部だったので受けることにしました。夏休みに書類審査があり、10 月に面接がありました。受

けた手応えはよかったのですが、結果は不合格でした。結果発表も 10 月だったので、まだ指定校

推薦に間に合う時期で、同志社大学の理工学部は空いていました。ラグビー部は 11 月まで大会



があり、模試の判定もずっと悪かったので、推薦で行こうか迷いましたが、悔いを残したくないという

思いと、担任の先生の後押しで一般受験することを決心しました。 

 

２．学習計画とその内容、方法 

 私は２年生までは塾には通っていませんでしたが、勉強の計画や見通しが立たなかったので、3

年の春から映像授業の予備校に入りました。ラグビー部に所属していたので、平日は、19時頃まで

練習、19 時半～21時まで予備校で授業、晩ご飯を食べ、風呂に入り、22 時～23時まで授業の復

習、翌日の朝６時～７時に学校の宿題、という生活を繰り返していました。休日は比較的余裕があり

ましたが、ミンティアとコーヒーで眠気を覚ます毎日でした。それでも予備校で申し込んだ授業は計

画通り受けられず、10 月までには終わる予定の授業が 11 月末までかかってしまいました。引退後

はもっと楽に勉強できると思っていましたが、実際はさらに厳しい日々でした。 

このような勉強の中で私が最も意識したことは、「基礎」です。先生方も口を酸っぱくして言って

おられると思いますが、基礎力なしに応用力は身に付きません。特に私に残された時間は短かっ

たので、終始基礎を固めることに尽力しました。過去問を解いてみればわかりますが、意外と基本

的な知識だけで解ける問題は多いです。基礎力をつけるためには、まず学校の授業をしっかり受

けましょう。そして何より自分で問題を解くことが大切です。自分の頭で考えた問題は定着しやすい

です。私が問題集に手をつけ始めたのは 12月でしたが、その頃から授業で習った知識が、パズル

のピースがはまるように組み合わさり、自分の力がどんどん伸びていることが実感できました。ただ、

12 月に問題演習を始めるのはかなり遅いので、皆さんにはもっと早い時期から演習を始めることを

おすすめします。 

 

３．後輩へのアドバイス 

 「基礎」については上で述べたので、ここではモチベーションについてお話ししたいと思います。

何事においてもですが、やる気が一番大事です。自分のやる気を維持するために、友達や親に

「○○大学に行く」と宣言し、後にはひけない状況を作るのもいいでしょう。しかしそれでもつらい時

は、自分と同じように努力するライバルを思い浮かべてください。そして自分を応援してくれている

親や兄弟、友達、先生を思い出してください。 

 受験が終わって一番後悔することは、「もっと勉強できた」と思うことです。私は結果として、第二

志望の大学に決まりましたが、悔いはありません。ずっと全力で取り組んできたからです。皆さんも

自分なりのモチベーションを見つけ、一片の悔いも残さないよう精一杯頑張ってください！ 

 

 

 



Ｖ さん 進学先→同志社大学 スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科         

 

1. 志望校決定の過程や志望理由   

 私は、高１の時から行きたい学部があり、目標とする志望校がありました。そういった目標があった

からなのか、一生懸命勉強に励むことができました。その時は、指定校推薦といった受験方法で大

学受験をしようと考えていました。しかし、高３になり本格的に進路決定の時期に差し掛かった時に、

もう一度志望校について考え直すことにしました。 

私の将来の夢は、高校の体育教員です。そこで、大学でどのような力をつけるべきなのかを考え

た時に、専門的な知識をつけると共に、専門種目であるバレーボールを続け指導力もつけていき

たいと考え、同志社大学に志望校を変更しました。 

同志社大学の受験方法は、京都府立高等学校特別推薦というものでした。指定高推薦よりもリス

クがあったため、志望校を決定するまでとても迷いましたが、周りの方々の協力もあり、同志社大学

を受験することに決めました。 

 

2. 学習計画とその内容.方法 

私は、女子バレーボール部に所属していました。朝昼夕と練習があり、帰って勉強机に向かう時

間をあまりとることが出来ていませんでした。なので、その分授業を大切にすることを心掛けていま

した。又、テストの時期には、二週間前から勉強を始め、一週間前になるまでに提出物は終わらす

ことで集中して勉強に出来るようにしていました。そういった自分に合った勉強法をより早く見つけ、

効率よく勉強することが大切だと思います。 

大学受験項目としては、私の志望校は、小論文とプレゼンがありました。なので、スポーツに関

連するお題で出題された過去問で小論文を何度も練習しました。先生方に添削して頂きながら、

数をこなすうちにより良い小論文が書けるようになっていきました。プレゼンに関しては、試験当日

までたくさん試行錯誤し、先生方にも支えてもらいながら、自分の意見をまとめ、主張する練習を重

ねました。 

  

3. 後輩へのアドバイス 

在校生の皆さんには、挑戦する気持ちを常に持って学校生活を送ってほしいと思います。私は、

志望校を変更するか迷っていましたが、その時に挑戦する勇気を与えてくれたのは、周りの人の存

在や、自分がこれまで積み重ねてきた成績があったからです。 

志望校決定の時期になってから「頑張ろう」では、遅いと思うし挑戦する勇気も持てないと思いま

す。一歩上のレベルへ挑戦できる準備を、今のうちからしていくことが一番大切なのではないかと

考えます。 



でも実際、部活と勉強の両立は難しいことで、私もできていたのかと振り返ってみると、毎日勉強

はできていませんでした。 

限られた時間の中で、なにをしなければならないのか、身近で小さな目標と、最終的に叶えたい

目標を設定し頑張って欲しいです。私も、大学で挑戦する気持ちを忘れず、頑張っていきたいと思

います。 

今しかできないことも、たくさんあると思うので、思いっきり楽しんで悔いのない３年間にして欲し

いです。応援しています！ 

   

 

 

Ｗ さん 進学先→立命館大学 経済学部 国際経済専攻    

 

１．志望校決定の過程や志望理由 

将来の夢、目指したいものは特になく行きたい学部も考えていませんでした。大学についてしっ

かり考え始めたのは３年になってからです。正直なにをしたらいいのか分からなかったのでとりあえ

ずオープンキャンパスに行き、説明会や模擬授業を受けてみました。多くの説明会や授業を受け

るうちに、「ちょっとこれ面白いかも！」と興味のあるものが出てきました。そして、何回かオープンキ

ャンパスに行くうちに「ここで学びたい！」と思うようになりました。また、英検も取得することができ、

活かすことができないかと思い、立命館大学経済学部経済学科国際経済専攻を志望しました。 

 

２．学習計画とその内容、方法 

私はサッカー部に所属し、朝早くから夜遅くまで練習していました。正直帰って寝てしまうことも

あり、家で勉強する時間はあまり作れなかったので、毎日の授業はもちろん、ノートを取るなど必要

最低限のことは徹底してやってきました。テスト週間は３週間前から勉強を始め、毎日最後まで学

校に残り勉強してきました。学校に残って勉強すると、みんなで教えあったりして、理解を深めるこ

とができ、家と違い邪魔なものもなく集中してできます。下校するときもみんなで楽しく帰ることがで

き、テスト勉強の疲れを癒すことができるので放課後残ってやることはおすすめです。そして、1 週

間前までにはすべての教科を一通り終わらし、１週間前から苦手な部分を復習するという感じでや

ってきました。テスト勉強は余裕がないと焦りながらやることになり頭にも入ってこないと思うので、早

いことやることが必要だと思います。分からない問題はすぐ聞いたりする人が多いと思いますが、ま

ず聞くのではなく何個かの参考書をみて考えたり、違う方法で解いてみるなどして試行錯誤してみ

ることは大事だと思います。わからない問題があればまず聞くのではなく、じっくり考えて本当にわ

からなければ先生や友達に聞いたりしてほしいです。 



 

３．後輩へのアドバイス 

朝早くから夜遅くまでの部活、絶対きついと思います。肉体的にも精神的にも大変だと思います。

しかし、「きついからといってやらない」は違います。みんな同じ条件です。やったらやっただけ伸び

ると思うし、今しかできないことだと思うので、悔いの残らないようにしてほしいと思います。勉強、部

活だけでなくプライベートは思う存分に楽しむことが大事だと思います。本当に高校時代はあっと

いう間に終わります。高校楽しんだもん勝ちですよ！  

 

 

 

Ｘ さん 進学先→立命館大学 文学部 人文学科  

 

１. 志望校決定の過程 

私が、立命館大学を志望した理由は２つあります。１つ目は、大学に進学したら英語を学びたい

と考えていたからです。立命館大学では英語に力をいれているので、これからのグローバル化する

社会に対応することのできる英語力を身につけていくことが出来るはずです。文学部には７つの学

域と 17 の専攻と幅広い分野でたくさんのことを学ぶことが出来ます。そのため、ただ英語を学ぶだ

けでなく、外国の文化や文学などの様々な分野での学びを通して英語を学ぶことが出来るのも特

徴的です。２つ目は、最終学年だったので進路を早く決めて部活にしっかりと集中をしていきたい

と思っていました。高大連携では、４月に校内選考があり、６月には高大連携のプログラムである大

学での授業が始まるので、進路が決まるのは早く、部活に打ち込める時間がたくさんとれます。 

 

２. 学習計画とその内容・方法 

高大連携や指定校推薦には高い成績が必要になってくるので、テストでは良い点数をとれるよう

にしていました。そのために、部活との両立をしていく中で授業ではしっかりとノートをとることや、先

生の話を聞き逃さないようにしていました。また、家で学習する時間をとることはあまり出来なかった

ので、分からないことがあれば授業後に先生に聞きにいくなどして、分からないところを残さないよ

うにしていました。そして、テスト勉強は早めに余裕を持って行うようにしていました。具体的に、私

は１週間前などにテスト勉強を始めても暗記をすることが出来ないので、最低３週間前から暗記系

の科目のテスト勉強を始めて何度も反復をし、確認することを大事にしていました。数学などの計

算をするものなどは特に苦手だったので、問題を何周も解き自分が納得するまで解きなおすことや、

分からなければ先生や友達などに教えてもらうなどして分からないところを無くすようにしていました。 

 



３. 後輩へのアドバイス 

自分の進路を決めるのは、とても難しいことです。大学で学びたいことや、将来の明確な目標を

決められている人は少ないと思います。実際、私も高大連携を受けようと決めた時はそれが正しい

選択なのか不安でした。そういった不安を無くすには、高校の３年間で自分が将来何を学び、何を

したいのかを考えることが大切だと思います。そして、自分が進路を選択するにあたり、選択肢を増

やすために日々の学習に手を抜かず高い成績をとることや、大学について調べたり、学校で先生

に相談したりするなど、自分で行動をしてたくさんの情報を集めていくことが必要です。自分が納得

する進路を選択するために部活と勉強の両立は大変ですが、両方に全力を出してやりきることでど

ちらにも結果がつくと思います。そういう意識をもって進路決定まで学校生活を頑張ることがとても

大切です。 

 



月 ３年 ２年 １年

4 立命館高大連携説明会（９） 　

進路ガイダンス（１２） 　 府立高校実力テスト（１０）

前期補習・土曜セミナー申込（11・12） 前期補習申込（11・12　芸術・スポ専） 前期補習申込（11・12　芸術・スポ専）

第１回進路希望調査 第１回進路希望調査　　　　　　　　　　　　　　　     ア 第１回進路希望調査　　　　　　　　　　　　　　　     ア

前期補習開始（22） 進路ガイダンス（１９）  

土曜セミナー（4/2０～，年４回） 土曜セミナー（4/２０～，年５回）

　 　 進路ＨＲ（適性診断受検）（特設LHR）
　

5 全統マーク模試（５校外） 　

自主学習チェック週間（１３～１９） 自主学習チェック週間（１３～１９）　　　　　　　　    ア 自主学習チェック週間（１３～１９）　　　　　　　      ア

全統記述模試（１９校外） 　 進路講演会「夢を持って生きることの意味」(24)   ポ

「合格体験記」配布 「合格体験記」配布 「合格体験記」配布

　 　 進路ＨＲ（文理選択に向けて）（３１）　　　　　     　ア

6 進研マーク模試（１） 　 　

駿台全国模試(２校外) 駿台高２全国模試（９希望者校外） 駿台高１全国模試（９希望者校外）

キャリア教育講演会（７） 府立高校実力テスト（１０） 進路ＨＲ（模試の活用法）（１４）

土曜セミナー（６/８～，年８回）

自主学習チェック週間（１７～２３） 自主学習チェック週間（１７～２３）　　　　　　　　    ア 自主学習チェック週間（１７～２３）　　　　　　　      ア

京大・阪大・神大説明会（６月中下旬） 大学別模擬授業（２8）　　　　　　　　　　　　　　     ポ 　

夏期講習申込 夏期講習申込 夏期講習申込

7 進研記述模試（６） 進路ＨＲ（学校案内を取り寄せてみよう） 　

進路説明会①（センター・推薦ＡＯ・調査書） 進研総合学力テスト(一貫文理６・スポ専５) 進研総合学力テスト(一貫文理６・スポ専５)

　　　＋進路ＨＲ（面接試験に取り組む）（１２） 　 進路ＨＲ（ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽのすすめ）（１２）　　　     ポ

　

夏期補習（ⅠⅡ期2２～３１） 夏期補習（22～25） 夏期補習（2２～2５）

8 全統マーク模試（1１校外）

夏期補習（Ⅲ期2０～2３）

指定校説明会（２７） 　

国公立推薦入試説明会（２９）

9 全統記述模試（１校外） 　

進路説明会②（センター出願）＋進路ＨＲ 　

　（出願の手続きを知る・志望校を考える）(6) 進路講演会（卒業生を招いて）（1３）                ポ

後期補習申込 後期補習申込（芸術・スポ専） 後期補習申込（芸術・スポ専）

駿台ベネッセマーク模試（1５校外）

自主学習チェック週間（１７～２３） 自主学習チェック週間（１７～２３）　　　　　　　　    ア 自主学習チェック週間（１７～２３）                    ア

駿台全国模試（２９校外） 進路ＨＲ（リサーチシートの記入）（２０）             ポ

10 センター出願（９月末～１０月上旬） 小論文模試（スポ専）（４） 小論文模試（スポ専）（４）

後期補習開始（７） 駿台高２全国模試（６希望者校外） キャリア教育講演会（１１）　　　　　　　　　　　      　ポ

駿台ベネッセ記述模試（1２）   

第２回進路希望調査 第２回進路希望調査　　　　　　　　　　　　　　　     ア 第２回進路希望調査                                   ア

全統マーク模試（2０校外） 駿台高１全国模試（2０希望者校外）

全統記述模試（2７校外） 　 　 　

11 大学別模試 進研総合学力テスト 進研総合学力テスト（１）

駿台ベネッセマーク模試（3校外） （一貫文理10/31・11/1・スポ専希望者２） 進路ＨＲ（学部調べ）（８）                            ポ

　 全統高２模試（1０希望者校外） 全統高１模試（1０希望者校外）

自主学習チェック週間（１９～２５） 自主学習チェック週間（１９～２５） 自主学習チェック週間（１９～２５）　　　　　　　      ア

全統センタープレテスト（2４校外）

冬期講習申込 冬期講習申込 冬期講習申込

　 ポ

　 　 　

12 進路説明会③（直前注意・激励会）＋進路ＨＲ

　(一般入試出願計画を立てる)(13)

センター会（１４・１５）

駿台センタープレテスト（1５校外）

冬期補習（2３～2６） 冬期補習（2３・2４） 冬期補習（2３・2４） 　

1 　 府立高校実力テスト（９） 府立高校実力テスト（９）

大学入試センター試験（１８・１９） チャレンジセンター（１９希望者校外） チャレンジセンター（１９希望者校外）

センター自己採点会（２０） 進研総合学力テスト（２５） 進研総合学力テスト

（一貫文理必修・スポ専希望者） （一貫・文理2５，スポ専２３）

　 全統共通テスト高２模試（2６希望者校外）

駿台高２全国模試（2６希望者校外） 駿台高１全国模試（２６希望者校外）

国公立大出願（2７～２／５） 志望理由書サポート講座（スポ専） 　

2 国公立二次対策補習（1/２８～2１） 全統高２記述模試（２希望者校外） 全統高1記述模試（２希望者校外）

進研マーク記述模試（共通テスト対策模試）（８） 進路ＨＲ（仕事調べ・評定平均について）（７）     ポ

（一貫文理必修・スポ専希望者）

駿台高２全国マーク模試（1６希望者校外） 　

自主学習チェック週間（１８～２４）　　　　　　　　    ア 自主学習チェック週間（１８～２４）　　　　　　　      ア

国公立前期日程試験（25～） 進路ＨＲ（１年間を振り返って）（２１）　　　　　　     ア 進路ＨＲ（１年間を振り返って）（２１）                 ア

3 国公立中期日程試験（8～） スタディサポート（1０） スタディサポート（１０）

国公立後期日程試験（12～） 春期補習（1１～1３） 春期補習（1１～1３）

卒業生が語る会（特別時間割時）　　　　　　     　ポ

ポ

注１：３年の模試は希望者受験
注２：１、２年のアはclassiのアンケート機能を用いて全員のデータを吸い上げ、担任資料とする予定の項目
　　　　　　　　　ポはclassiのポートフォリオ機能を用いてこのテーマの進路学習を終えたのち振り返り、決意などを書かせる予定の項目
注３：注２以外にも、定期考査、模試の振り返りは書くように啓蒙する

進路講演会（入試に対する心構えや今から
やるべきこと）（特別時間割時）

令和元年度　進路指導年間行事予定表
京都府立洛北高等学校　進路指導部

進路ＨＲ（受験生宣言・志望理由書が書ける
ように）（２９）



月 主な行事
土曜セミ

ナー

4 入学式（4/8） １年生からの進路実現 ・　授業を大切にする。部活や課外活動と学習を両立するには、授業で習得できることは習得してしまう。

新入生オリエンテーション（4/9） ・　自分の可能性を広げる努力をする。学校行事以外にも自分の興味のあることには積極的に参加する。

府高実力テスト（4/10） ・　毎日の生活にメリハリをつける。部活は部活で集中、勉強は勉強で集中。１日は24時間しかありません。

前期補習申込（4/11・12　芸術・スポ専） ・　長期的ビジョンを持って、短期の到達目標（考査・小テストなど）を立てて，その目標に標準を合わせて学習する。

第１回進路希望調査 府立高校実力テスト(4/10) 英数国の基礎レベル実力テスト。中学校で身に付けた学力と春休みの学習の成果を確認します。

土曜セミナー（4/20～，年５回） ①4/20

進路HR「適性診断受検」（特設LHR）

遠足(4/26)

5 自主学習チェック週間（5/13～19）

進路講演会「夢を持って生きることの意味」（5/24）

５月考査（5/27～5/30） 進路ＨＲ「適性検査受検」 進路選択にあたり、興味や適性が大事であり、まず自分を知ることが先決であることを学びます。
 

進路ＨＲ「文理選択に向けて」(5/31)

「合格体験記」配布

　

6 科目選択説明会(6/7)  

駿台高１全国模試（6/9）（希望者校外）

面談週間（6/14～20）

進路ＨＲ「模試の活用法」(6/14) ②6/22

自主学習チェック週間（6/17～23）

夏期補習申込

　

7 ７月考査（7/1～4）

科目仮登録〆切(7/5)

進研総合学力ﾃｽﾄ（一貫文理7/6，ｽﾎﾟ専5）

進路ＨＲ「ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽのすすめ」(7/12)

授業終了日（7/19）

夏期補習（7/22～25） 　

　

8

　

　

授業開始日（8/26）

9 文化祭（9/4・5）

後期補習申込（芸術・スポ専）

自主学習チェック週間（9/17～23）

10 後期始業式（10/1）

10月考査（10/1～4）

小論文模試（スポ専）(10/4)

第２回進路希望調査 　

体育祭（10/8）

キャリア教育講演会(10/11)

駿台高１全国模試（10/20）（希望者校外） ③10/26

　 　　

11 進研総合学力ﾃｽﾄ（11/1)

進路ＨＲ「学部調べ」(11/8)

全統高１模試（11/10）(希望者校外)

自主学習チェック週間（11/19～25）

冬期補習申込

12 12月考査（12/3～6）

授業終了日（12/20）

冬期補習（12/23・24）

1 授業開始日（1/8）

府立高校実力テスト（1/9）

チャレンジセンター（1/19)（希望者校外）

進研総合学力ﾃｽﾄ（一貫文理1/25・ｽﾎﾟ専23）

駿台高１全国模試(1/26)(希望者校外)

ｽｷｰ研修（一貫文理1/28～31・ｽﾎﾟ専27～31）

2 全統高1記述模試（2/2）(希望者校外)

進路ＨＲ「仕事調べ・評定平均について」(2/7) ④2/8

持久走大会

自主学習チェック週間（2/18～24） 　

進路ＨＲ「１年間を振り返って」（2/21）

卒業証書授与式（2/28） ⑤2/22

 　

3 学年末考査（3/3～9）

スタディサポート（3/10）

春期補習（3/11～13）

卒業生が語る会（特別時間割時）

修了式（3/19）

進路講演会(5/24)
「夢を持って生きることの意味」

「夢」をキーワードとして，自分がどんな人生を送りたいのか，仕事は？大学は？理系文系？自分のことを考える中
で、進路実現のための主体的な活動について学びます。

進路ＨＲ「文理選択に向けて」
まず適性検査の結果から、自分というものを客観的に見つめます。そして系選択と関わって、職業と学部・学科、さ
らに学習すべき教科が、深くつながっているところを理解します。またこの流れにそって進んでいくには「進路目標
の具体化」が重要であることを学びます。

定期考査
新しく習ったことがどれだけ自分のものにできているかを試します。日頃の学習の成果が問われます。定期考査１
週間前になって慌てて一夜漬けすることがないように！予習→授業→復習→定期考査というサイクルがちゃんとで
きているかどうかが試されます。

「合格体験記」
受験を経験された先輩からのメッセージ・アドバイスを合本したものです。読む中で、高校時代、どんなことに気を
つけて日々を過ごせばいいか考えるヒントになります。

令和元年度　第１学年　進路指導年間シラバス
　

学習計画を立てるときの指針

前期補習
芸術系の道を考えている人は是非活用してください。また、スポ専の人で国公立大学を目指そうと考えている人は
添削講座を積極的に活用してください。

土曜セミナー
土曜セミナーは年間５回（英数国）。この他にサタデープロジェクト（希望者４回）があります。サタデープロジェクトは
興味ある講座に積極的に参加しましょう。

自主学習チェック週間
毎日、家庭学習が同じ時間帯を確保できていますか？　特に、部活動と学習を両立したいと考えている人はこの機
会を活用してください。同じ失敗を繰り返さないためにも定期的な日常生活の見直しが必要です。

科目選択
6/7に科目登録の説明を受けて、7/5までに実質的な文理選択を行います。２年次以降の理社科目の授業時間数
に違いが生じ、大学入試の入試科目にも大きく影響するので、自分の進路をよく考えて決めてください。

駿台高１全国模試（6/9）
希望者を対象とした英語・数学・国語のハイレベル模試です。難関大学に早くから照準を絞っている人が多数参加
しますので、全国の難関大志望者の中での自分の位置を知ることができます。10月、１月にも実施されます。

冬期補習

進研総合学力テスト
（7/5・6）

基本的には前期補習を継続します。新たに後期から受講することもできます。後期補習

全員受験の英語・数学・国語の標準レベル模試です。進研模試の英数国３教科総合偏差値と志望大学との相関
は、50以上：産近仏龍、60以上：京都工芸繊維大学や立命館大学、70以上：京都大学や大阪大学、にそれぞれ
チャレンジできる程度といわれています。参考にしてください。スポーツ総合専攻 7/6 実施、中高一貫コース・文理
コース 7/7 実施。

進路ＨＲ「オープンキャンパス
のすすめ」

志望校に直接行くことで、パンフだけではわかりづらい点について直接質問することができたり、学校の雰囲気や
まわりの環境や通学時間・方法なども把握することができるし、なにより行きたいと思うことで学習意欲が高まるこ
とを体得ことを学びます。

夏休み

「夏を制する者は受験を制す」という言葉は３年生になるとよく耳にする言葉です。これは１年生の夏休みにもあて
はまります。まとまった時間が取れるのはここと春休みだけ。自己を振り返るには絶好のチャンスです。学習のペー
スをつかんで余裕のある人は発展的な学習をしてください。落ち着いて読書をするのも大切なことです。読書体験
は教養を深める一つの手段です。いろいろなことにチャレンジできるのも１年生の時だけ。自分の進路を見つける
のもそれを実現するのも、この夏休みをどう有意義に過ごすかにかかっています。

夏期補習

進路ＨＲ「模試の活用法」 模試を受けっぱなしにしないで、模試から自分の学習を見直すには、どうすればいいかを学びます。

夏休み最初の４日間１コマ50分で英数国の３教科を中心に実施します。中高一貫・文理コースは必修。

進研総合学力テスト
（1/23・25）

全員が受験する２回目の英語・数学・国語・理科・地歴公民の５教科で受ける標準レベル模試です。10月実施の進
研模試から３ヶ月後に受ける模試で、実力がどれだけ伸長したかを測ってください。１年間の学習成果の総決算。２
年生に向けての目標設定を行います。スポーツ総合専攻1/23 実施、中高一貫コース・文理コース1/25 実施。

キャリア教育講演会(10/11) 夢を追いかけることと仕事を両立されている方の講演を聴く中で、自分の生き方を再確認します。

進路ＨＲ「学部調べ」
１つの学部を取り上げ、その学部の内容、研究対象、得られる資格、卒業後の職業、学部の持つ適性などについ
て調べてみます。

進研総合学力テスト
（11/1）

英語・数学・国語３教科の標準レベル模試です。７月の進研模試から３か月後に受ける模試で、実力がどれだけ伸
長したか測ってください。新たな学習上の課題を発見する機会でもあります。

全統高１模試（11/10）
英語・数学・国語のやや難易度の高い模試です。希望者受験です。思考力・記述力を問われます。２月にも実施さ
れます。

卒業生が語る会
今春卒業生から高校生活のことや受験勉強のことについての講演をしてもらい、自分自身の進路を再度見つめる
きっかてとするとともに、今後の学習につなげます。

冬期補習は冬休みの最初の２日間１コマ50分で次年度の系選択をにらんで英数または英国の選択制で実施しま
す。希望者制で行います。

府立高校実力テスト（1/9）
英語・数学・国語の基礎レベル実力テスト。予習→授業→復習→定期考査というサイクルがしっかり身についてい
れば簡単に感じるはずです。４月当初の自分の偏差値と比較しましょう。

進路ＨＲ「職業と適性・興味から
仕事調べ」「評定平均・調査書

について

１つの仕事について、調べるなかで道筋や適性や内容について学習し、自分で調べる習慣を体得します。
評定平均値の持つ意味や調査書に書かれる内容を知り、ＨＲ活動やクラブ、取得資格等自分の誇れる部分につい
ても着目します。

進路ＨＲ「１年間を振り返って」 １年間を振り返り、上の学年に上がるに当たっての決意をします。

高２スタディサポート（3/10）
英数国の学力リサーチでは基礎学力の到達度を測ります。学習状況リサーチでは学習に対する意識や学習習慣
の定着度を調査します。２年生になってすぐに結果が返ってきます。

春休み

自分の夢（希望する進路）を実現するためには、主体的・能動的な学びの姿勢が必要です。大学入試は高校３年
間で学習した内容すべてが出題範囲。１年生で習った範囲を総点検するのはこの春休みしかありません。自分の
穴を自覚し、次の１年間を有意義に過ごすための準備をしてください。２年生になるとさらに学習する内容が高度に
なります。その土台を作るためにも１年生でやったことは必ず復習しておいてください。

春期補習
春期補習は３日間１コマ50分で実施される進学講習です。中高一貫コース・文理コースは必修、スポーツ総合専攻
は希望者を対象。

学習習慣の確立

挑戦



月 主な行事
土曜セミ

ナー

4 始業式（4/8） ２年生からの進路実現 ・　授業を大切にする。部活や課外活動と学習を両立するには、授業で習得できることは習得してしまう。

前期補習申込（4/11・12　芸術・スポ専） ・　自分の可能性を広げる努力をする。学校行事以外にも自分の興味のあることには積極的に参加する。

第１回進路希望調査 ・　毎日の生活にメリハリをつける。部活は部活で集中、勉強は勉強で集中。１日は24時間しかありません。

進路ガイダンス(4/19) ・　長期的ビジョンを持って、短期の到達目標（考査・小ﾃｽﾄなど）を立てて，その目標に標準を合わせて学習する。

土曜セミナー（4/20～，年4回） ①4/20

遠足(4/26)

 

5 自主学習チェック週間（5/13～19）

５月考査（5/27～30）

　 「合格体験記」配布

　

 

　　

6 科目選択説明会

駿台高２全国模試（6/9）(希望者校外)

　 府立高校実力テスト（6/10） 　

面談週間（6/14～20）

自主学習チェック週間（6/17～23） ②6/22

大学別模擬授業（6/28）

夏期補習申込

　

7 ７月考査（7/1～4）

進路ＨＲ「学校案内を取り寄せてみよう」(7/5)

科目仮登録〆切（7/6）

進研総合学力ﾃｽﾄ（一貫文理7/6，スポ専5）

授業終了日（7/19）

夏期補習（7/22～25）

 

8

授業開始日（8/26）

9 文化祭（9/4，5）

進路講演会「卒業生を招いて」（9/13）

後期補習申込（芸術・スポ専）

進路ＨＲ「リサーチシートの記入｣(9/20)

自主学習チェック週間（9/17～23）

10 後期始業式（10/1）

10月考査（10/1～4）

小論文模試(スポ専)(10/4)

駿台高２全国模試（10/6）（希望者校外）

第２回進路希望調査 　

体育祭（10/8） ③10/26

11 後期補習 基本的には前期補習を継続します。新たに後期から受講することもできます。

全統高２模試（11/10）

自主学習チェック週間（11/19～25）

冬期講習申込

進路HR「受験生宣言・志望理由書が書けるように」　
(11/29)

 

12 12月考査（12/3～6）

授業終了日（12/20）

冬期補習（12/23・24） 府立高校実力テスト（1/9） 英語・数学・国語の基礎レベル実力テスト。６月の自分の偏差値と比較しましょう。基礎力の見直しに最適です。

1 授業開始日（1/8）

府立高校実力テスト（1/9）

チャレンジセンター（1/19）(希望者校外)

全統共通テスト高２模試（1/26）（希望者校外)

駿台高２全国模試（1/26)（希望者校外)

志望理由書サポート講座(スポ専)　

2 全統高２記述模試（2/2）（希望者校外） 駿台高２全国マーク模試（2/16）５教科設定の希望者対象のハイレベルマーク模試です。難関大学を目指す人は積極的に受験してください。

　

持久走大会

駿台高２全国ﾏｰｸ模試(2/16)(希望者校外)

自主学習チェック週間（2/18～24） 　

進路ＨＲ「１年間を振り返って」(2/21) ④2/22

卒業証書授与式（2/28） 　

3 学年末考査（3/3～9）

スタディサポート（3/10）

春期補習（3/11～13）

修了式（3/19）

進研総合学力テスト(一貫・文理10/31・
11/1、ｽﾎﾟ専希望者11/2)

進研総合学力テスト
（一貫・文理10/31・11/1、ｽﾎﾟ

専希望者11/2）

全員が受験する初めての英語・数学・国語・理科・地歴公民の５教科で受ける標準レベル模試です。現役生にとっ
て鬼門となる理社の学習到達レベルが確認できます。文理ｺｰｽ・スポ専希望者 11/3 実施、中高一貫ｺｰｽ 11/1・2
実施

全統高２模試（11/10）
全員必修の英語・数学・国語のやや難易度の高い模試です。５月末の全統高２模試を受験していれば、夏休みの
学習成果を測ることができます。

土曜セミナー
土曜セミナーは年間4回（英数国）。この他にサタデープロジェクト（希望者4回）があります。サタデープロジェクトは
興味ある講座に積極的に参加しましょう。

新しく習ったことがどれだけ自分のものにできているかを試します。日頃の学習の成果が問われます。定期考査１
週間前になって慌てて一夜漬けすることがないように！　３年生になってから全部やり直すことは不可能です。予習
→授業→復習→定期考査というサイクルが崩れている人は改めて基本に立ち返ってください。

定期考査

令和元年度　第２学年　進路指導年間シラバス

京都府立洛北高等学校　進路指導部

学習計画を立てるときの指針

前期補習
芸術系の道を考えている人は是非活用してください。また、スポ専の人で国公立大学を目指そうと考えている人は
添削講座を積極的に活用してください。

進路ガイダンス
進路実現に向けての流れや、センター試験、国公立大学入試などについて具体的につかみ、２年生の間に何をや
るべきか考えます。

自主学習チェック週間
毎日、家庭学習が同じ時間帯を確保できていますか？　特に、部活動と学習を両立したいと考えている人はこの機
会を活用してください。同じ失敗を繰り返さないためにも定期的な日常生活の見直しが必要です。

「合格体験記」
受験を経験された先輩からのメッセージ・アドバイスを合本したものです。読む中で、高校時代、どんなことに気をつ
けて日々を過ごせばいいか考えるヒントになります。

進路講演会「卒業生を招いて」
本校を卒業した先輩たちから、大学生活のことや受験勉強のこと皆さんにとって参考になる話をしていただきます。
自分自身の進路を再度見つめるきっかけとするとともに、今後の学習につなげます。ドンドン質問して次の進路に
進むためにはどうしたらいいのかしっかりとしたイメージが持てるようにしてください。

英語・数学・国語の基礎レベル実力テスト。予習→授業→復習→定期考査というサイクルがしっかり身についてい
れば簡単に感じるはず。

大学別模擬授業（6/28）
様々な大学の先生に来ていただき分野別の模擬授業を実施します。多くの分野の中から自分の興味・関心にあっ
た授業を受講して、自分の視野を広げてください。

夏期補習 夏休み最初の４日間１コマ50分で英数国の３教科を中心に実施します。中高一貫・文理コースは必修。

進研総合学力テスト
（7/5・6）

全員受験の英語・数学・国語の標準レベル模試です。進研模試の英数国３教科総合偏差値と志望大学との相関
は、50以上：産近仏龍、60以上：京都工芸繊維大学や立命館大学、70以上：京都大学や大阪大学、にそれぞれ
チャレンジできる程度といわれています。参考にしてください。スポーツ総合専攻 7/6 実施、中高一貫コース・文理
コース 7/7 実施。

進路ＨＲ「学校案内を取り寄せ
てみよう」

夏季休業中にじっくりと進路研究できるように、「進学事典」を利用して研究するとともに、学校パンフを取り寄せる
ことによってどういう情報が手に入るかを学びます。

２年生の夏休みは高校生活の折り返し地点です。受動型学習→能動型学習へステップアップする時期だとも言え
ます。「夏を制する者は受験を制す」という言葉は３年生になるとよく耳にする言葉ですが、これは２年生の夏休み
にもあてはまります。まとまった時間が取れるのはここと春休みだけ。これまでに習った範囲のまとめを行い、得意
科目は実力伸長を図り、不得意科目は穴を意識して埋めるようにしましょう。10月末には初めての５教科模試が実
施されます。現役生は理社が間に合わないと言われます。この時期から理社にも目を向けて学習計画を立ててくだ
さい。

夏休み

駿台高２全国模試（6/9）
希望者を対象とした英語・数学・国語のハイレベル模試です。難関大学に早くから照準を絞っている人が多数参加
しますので、全国の難関大志望者の中での自分の位置を知ることができます。10月、１月にも３教科型で実施され
ます。

府立高校実力テスト（6/10）

夏休みを有意義に過ごすためにも目標が必要です。オープンキャンパスは自分の夢を実現するためにはどんな学
部へ行けばいいのか、どの大学に自分に合った学部があるのかを知るいい機会です。大学の雰囲気を肌で感じる
ことができます。夢を現実のものとするためにも、オープンキャンパスに行き、決意を新たにしましょう。

オープンキャンパス

進研総合学力テスト(1/25)
（一貫･文理必修、ｽﾎﾟ専希望者）

３年生になると、今まで必修とされてきた補習や模試もすべて希望者対象となります。自分の夢（希望する進路）を
実現するためには、主体的・能動的な学びの姿勢が必要です。大学入試は高校３年間で学習した内容すべてが出
題範囲。１・２年生で習った範囲を総点検するのはこの春休みしかありません。自分の穴を自覚し、残り一年間の
過ごし方を考えておきましょう。３年生になると、新しく習うことを次々と入試問題を解けるレベルまで引き上げなけ
ればなりません。

春休み

全統高２記述模試
（2/2）

５教科設定の記述模試です。希望者受験です。記述模試は国公立二次試験や私学一般入試をイメージして実施さ
れます。上記の共通テスト模試とのドッキング判定が受けられます。

春期補習
春期補習は３日間１コマ50分で実施される理系は理科、文系は社会を中心とした進学補習です。中高一貫コース・
文理コースは必修、スポーツ総合専攻は希望者を対象。

全統共通テスト高２模試
（1/26）

５教科設定の新テスト対応マーク・記述模試です。２月にも進研の新テスト対応マーク模試を受けますが、数学と国
語に記述が加わるなど、新テストにはセンターと相違点があります。マーク模試に力点をおいて受験する者は受け
てみてもいいのでは。２月２日に全統記述模試を受ければドッキング判定もでます。※同じ日に駿台高２全国模試
（ハイレベル）があります。選んで受験してください。

進研マーク記述模試(共通テスト対応模
試)(2/8)(一貫・文理必修、ｽﾎﾟ専希望者)

進路講演会「入試に対する心構えや今か
らやるべきこと」（特別時間割時）

高３スタディサポート（3/10）
英数国の学力リサーチでは基礎学力の到達度を測ります。学習状況リサーチでは学習に対する意識や学習習慣
の定着度を調査します。３年生になってすぐに結果が返ってきます。

進路講演会「入試に対する心
構えや今からたるべきこと」

現在の大学入試の状況や大学入試に対する心構え、第１志望校合格へ向けた学習方法に関する講演を聴き、３
年４月へ向けてこの春休みをしっかり過ごす心構えを作る機会とします。

進路ＨＲ「受験生宣言・志望理
由書が書けるように｝

自分の目標を書いてみることで、自らの受験意識は高揚します。 また自分が頑張ってきたこと。やりたいことについ
て表現できる力は推薦・ＡＯ入試対策というだけでなく色々な場でだけで重要であることを学びます。

冬期補習

進路ＨＲ「リサーチシートの記入」
具体化してきた進路について、様々なことを調べる中で今まで知らなかったことに気づくとともに、受験科目など、
知っておくことが進路実現上不可欠なことについて知ります。また、個々で動き出さないと自分の進路は切り開か
れないことを学びます。

進路ＨＲ「１年間を振り返って」
１年間を振り返り、上の学年に上がるに当たっての決意をします。２年末までの評定平均値を計算しておくことの重
要性や、ＨＲ活動やクラブ,あるいは取得資格など自分の誇れる部分についても再確認します。

進研マーク記述模試(共通テス
ト対応模試)(2/8)(一貫・文理必

修、ｽﾎﾟ専希望者)

５教科設定の新テスト対応マーク記述模試です。皆さんの学年から新テストになりますが、まだまだ対策の書物は
そう多くは出回っていません。受験する中で、どういう対策が必要かをつかんでください。１月の進研総合学力テス
トとドッキング判定がでます。

冬期補習は冬休みの最初の２日間１コマ50分で理系は理科、文系は社会を中心に実施します。中高一貫コース・
文理コースは必修、スポーツ総合専攻は希望者を対象に進学補習を行います。

進研総合学力テスト(1/25)
（一貫・文理必修、ｽﾎﾟ専希望

者)

全員が受験する２回目の英語・数学・国語・理科・地歴公民の５教科で受ける標準レベル模試です。10月実施の進
研模試から３ヶ月後に受ける模試で、前回の理社の取組からどれだけ学習到達レベルを上げられたかチェックでき
ます。

深める

メリハリ



月 主な行事
土曜セミ

ナー

4 始業式（4/8） ３年生進路実現のポイント ・　できるだけ早く志望校を確定し、家庭学習を自主的計画のもとに進める。

立命館高大連携説明会（4/8） ・　目標は高く持ち、自分が伸びていくんだという意気込みのもと、勝手に値踏みしたりしない。、

進路ガイダンス（4/12） 　 ・　長期的ビジョンを持ちながら、短期の到達目標を立てて，その目標に標準を合わせて学習する。

前期補習・土曜セミナー申込（4/11・12） ・　夏休みを何に使うかが勝負。

第１回進路希望調査 ・　最後まで授業を大切にする。

前期補習開始（4/15）   

遠足（4/26）  

　 土曜セミナー ３年生の土曜セミナーは、理社科目限定で希望者対象に行います。年８回（理科４回，社会４回）。

5 全統マーク模試（5/5）(校外) 平常補習 ３年生の平常補習は、希望者を対象とし、授業だけでは分量不足になりがちな問題演習を主に行います。

自主学習チェック週間（5/13～19） 自主学習チェック週間 家庭学習が毎日、自分の立てた計画をもとに、同じ時間帯を確保できているかなどを再点検してください。

全統記述模試（5/19）(校外)

５月考査（5/27～30）

「合格体験記」配布

　

6 進研マーク模試（6/1）

駿台全国模試(6/2)（校外） 

キャリア教育講演会(6/7）

土曜セミナー（6/8～，年8回） 理6/8

京大・阪大・神大説明会（６月中下旬）

面談週間（6/14～20） 　

自主学習チェック週間（6/17～23） 社6/22

夏期講習申込 進研マーク模試（6/1）

7 ７月考査（7/1～4） ※進研記述模試（7/6）

進研記述模試（7/6）

授業終了日（7/19）

夏期補習Ⅰ・Ⅱ期（7/22～31） 「夏を制する者は受験を制す」～夏のプランは自分で立てる～

　

8 全統マーク模試（8/11）（校外）

　

　

　

夏期補習Ⅲ期（8/20～23）

授業開始日（8/26）

指定校説明会(8/27)

国公立推薦入試説明会(8/29)

9 全統記述模試（9/１）(校外)

文化祭（9/4・5）

進路説明会②(センター出願) センター出願書類を配布して、受験科目のことや具体的な出願書類の記入方法について学びます。

理9/7

後期補習申込

駿台ベネッセマーク模試（9/15）（校外） 全統マーク模試（8/11）

自主学習チェック週間（9/17～9/23） ※全統記述模試（9/1）

駿台全国模試(9/29)（校外） 駿台ベネッセマーク模試（9/15）

　 ※駿台ベネッセ記述模試（10/12）

　 駿台ベネッセマーク模試(11/3)

10 後期始業式（10/1)

センター試験出願(９月末～10月上旬)

10月考査（10/1～4）

後期補習開始（10/7）

体育祭（10/８）

第２回進路希望調査

駿台ベネッセ記述模試（10/12）(校外)

全統マーク模試（10/20）(校外)

全統記述模試（10/27）(校外) 社10/26

11 大学別模試 理11/2

駿台ベネッセマーク模試（11/3)(校外) 社11/9

自主学習チェック週間（11/19～25） 理11/16

全統センタープレテスト（11/24）（校外） 社11/23

冬期講習申込　

12 12月考査（12/3～6）

進路説明会③（直前注意、激励会）＋進路ＨＲ

「一般入試出願計画を立てる」(12/13) 全統センタープレ（11/24）

センター会(12/14～15) 駿台センタープレ（12/15）

駿台センタープレテスト（12/15）(校外)

授業終了日（12/20）

冬期補習（12/23～26）

1 授業開始日（1/8）

大学入試センター試験（1/18・19）

センター自己採点会（1/20） 冬期補習 希望者対象で、理社中心のセンター演習をやります。

　 大学入試センター試験 これまでの成果をすべて発揮できるように、心身ともに万全の準備をして本番に臨みましょう。

　

　

国公立大出願（1/27～2/5）

2 国公立二次対策補習（1/28～21）

国公立前期日程試験（2/25～）

卒業証書授与式（2/28）

3 国公立中期日程試験（3/8～）

国公立後期日程試験（3/12～）

　

業者の受験パックを利用して本番さながらの形式で、学校で時間を計ってセンター問題を受験します。自己採点し
て、冬休みの学習の軌道修正に生かせる貴重なチャンスとなります。校内平均や分布も提示します。

センター会

進路ＨＲ「一般入試出願計画を
立てる」

志望校を決めるにあたって留意したいことを確認するとともに、すべての出願手続きを自分ですすめていかなけれ
ばならないことを確認します。特に調査書の発行手続きについて学びます。

進路ＨＲ「出願の手続きを知る・
志望校を考える」

全統マーク模試（10/20）
※全統記述模試（10/27）

10月の全統模試はセンター試験後の出願を考える際の基礎資料となる模試です。
※印のつけてある模試は皆さんが受けたセンター試験の自己採点とドッキングする二次力判定の元となるデータ
になる模試です。（河合塾のセンターデータリサーチならば直近の全統記述模試を２次力とみて判定を出してくれ
る）どちらか一方は必ず受験しておいてください。

高校で履修すべき範囲はほぼ終了し、大学入試センター試験本番並みの問題内容となります。本番へ向けて最終
チェックすることのできる模試です。

進路説明会③（直前注意、激励
会）

第１志望校、第２志望校を含め、実際の日程に合わせてどう出願するかを考えていきます。その際、受験日自由選
択制や、私大のセンター利用も含め、さらに合格発表日や手続き締切日も考え合わせて計画を立てる必要があるこ
とを学びます。

センター試験受験に向けての注意点を確認します。またいろんな先生方から励ましの言葉をいただきます。

大学入試センターの出願は９月末から10月にかけてです。夏休みには志望校を決定し、受験科目を確定しなけれ
ばなりません。夏休みの時点で、まだ志望校を決めかねている人、また、志望校が決定している人も、憧れを現実
のものとするためにも、オープンキャンパスに行き、決意を新たにしましょう。
私立大学ではオープンキャンパスでＡＯ入試のエントリーシートを配ったりしています。志望する大学のＡＯ入試は一
つのチャンスではありますが、定員も少なく、これにかかりっきりになると、日頃の学習が疎かになってしまいます。
最後の後期入試までやりきることを考えた上て、この入試が有利に働くならばチャレンジしてみてください。

オープンキャンパス
ＡＯ入試

夏休み中の学習成果を確かめるセット模試です。受験後すぐに自己採点を行い、解説もじっくり読んでおきましょう。
模擬試験の解説書は宝の山です。
※はドッキング判定ありです。（駿台ベネッセ10/12の記述模試は前後のどちらのマーク模試ともドッキングします）

進路説明会①・（センター、推薦AO、調査
書）　　　　　　　　　　　　　　　　　＋進路ＨＲ

「面接試験に取り組む」(7/12)

進路説明会①（センター、推薦
AO、調査書）

センター試験、推薦・ＡＯ入試、調査書などについて、入試のしくみや概要、やらなければならないことについて学び
ます。

進路説明会②（センター出願）＋進路ＨＲ
「出願の手続きを知る・志望校を考える」

(9/6)

進路ガイダンス(4/12)

全統マーク模試（5/5）
※全統記述模試(5/19)

３年生の模試はすべて希望者受験です。１・２年生の模試とは違い、浪人生も受験しますので、厳しい結果がでる
かもしれませんが、勇気を奮い立たせて下さい。マーク模試はセンター試験を、記述模試は国公立二次試験や私立
大学一般入試をイメージして実施されます。およそ1か月後に結果が返ってきますので、夏休み前にどの教科のど
の弱点を克服すればよいかを知る手がかりとしてください。　※印のつけてある模試は直近のマーク模試をセン
ターに見たてて、この記述模試を二次試験に見たてたドッキング判定をしてくれる模試です、同じ業者のマーク、
記述をセットで受験することを勧めます。

夏期補習 夏期補習は希望者を対象に全教科を設定します。すべてを受講しようとしても無理が生じ消化不良となります。各自
の学習計画に沿って必要な講座を受講してください。

前期成績の基礎資料となるのは５月考査と７月考査の成績です。多くの大学での推薦入試では、前期の成績（評
定）が判定の重要な資料となります。

キャリア教育講演会(6/7) 国連難民高等弁務官事務所で働いておられる方から、仕事内容や英語力の大切さ、大学時代にどんな学びをして
おくべきか、世界で働く上でに大切なことなどについて講演していただき、自分の生き方を再確認する機会とする。

全統模試よりも幅広い学力層の受験生を対象としています。ここまでの学習成果をチェックしておきましょう。※は
ドッキング判定ありです。

進路ＨＲ「面接試験に取り組む」 面接試験では、どのようなことが聞かれるかを学び、自分が頑張ってきたこと、やりたいことについて表現できる力
が重要であることを再確認します。

令和元年度　第３学年　進路指導年間シラバス

私立大学一般入試 むやみに受験するのではなく。受験日程をよく考えて受験大学を決定し、方式を選択してください。４日も５日も連続
して受験すると体力も集中力も持ちません。

国公立出願

センターの自己採点をもとに、受験校を決定します。自己採点データの返却から約１週間で決心しなければなりませ
ん。
保護者・担任の先生とよく相談して納得の上で出願してください。前・中・後期とも同時に出願します。第１志望校だ
けでなく、念のため、第２・第３志望の大学の願書も前もって取り寄せておきましょう。

京都府立洛北高等学校　進路指導部

夏休み

入試の出題範囲は高校１年生から高校３年生で学習した範囲。既習範囲を入試問題が解けるレベルに引き上げ
るのはこの夏休みしかありません。夏休み以降は新しく習うことを次々と入試問題を解けるレベルまで引き上げ
なければなりません。冬休みはセンター試験対策に追われますので、この夏休みが勝負です。学習目標を確実
に設定し、不得意科目は穴を埋める、得意科目は得点源になるように学習計画を立て、実行してください。ここをしく
じると、取り返すのは容易ではありません。

学習計画を立てるときの指針

９月上旬に大学入試センター試験の出願についての説明会を行います。そこから出願準備を始め９月末には出願
です。第１志望校だけではなくて、第２志望校・第３志望校を視野に入れて必要な受験科目を把握してください。大学
入試センター試験は多くの私立大学が入試に利用します。受験をしておかないと、土壇場になって、選択肢が狭まっ
てしまうことがあるので注意してください。

大学入試センター試験 出願

５月考査・７月考査

推薦入試
私立大学の公募推薦は10月頃から出願が始まり、11月頃受験する大学がほとんどです。専願・併願の別や合格し
た場合の入学金の支払い期限などをよく確認した上で受験してください。公募推薦は一般入試よりも出題範囲が狭
く、受験への不安やプレッシャーから早く逃れようと推薦に飛びついて、そのための準備だけに明け暮れてしまうと、
合格が勝ち取れなかった場合、この時期からの挽回はほとんど不可能です。そう簡単に合格できるものではありま
せんので、通過点の一つと考え、最後までやりきることを覚悟して、各自の学習計画を立てて下さい。

指定校推薦や人数制限入試は8/26に一斉掲示します。本当に自分が志望する大学と学部が合致して推薦基準も
満たすようなら、まずは指定校説明会に出席してください。

進路実現へ向けて、この１年間の流れを把握し、現在の自分の状況・目標を確認し、見通しを持った個々の１年間
の学習スケジュールを立てる一助とします。

地方の遠方の国公立を受験する人は宿泊の手配なども必要になります。早めに現地に行って下見をしてから受験
をしましょう。前期試験を受験してから結果発表まで落ち着きませんが、しっかりと気持ちを切り替えて中期・後期
試験に備えて下さい。

国公立二次試験

二次対策補習 1/28以降の約３週間、希望者を対象に国公立大学二次試験の内容に合わせた記述力をアップする補習を行いま
す。現役生はこの時期に飛躍的に伸びます。最後まで粘り強く取り組んでください。

最後まで頑張り抜く！ 最後まで頑張った者が次のステップに進めます。

決意と覚悟



平成30年度　合格者数一覧
(4/2現在)

一貫 文理 スポーツ
総合専攻 一貫 文理 スポーツ

総合専攻

国公立４年制大学 127(101) 65(46) 62(55) 私立４年制大学 395(283) 117(57) 237(185) 41(41)
医学部医学科内数 11(6) 10(6) 1(0) 医学部医学科内数 3(0) 3(0)
国立４年制大学 86(62) 51(34) 35(28)  北里大　　　　 1(1) 1(1)
 北海道大　　　 6(4) 6(4)  慶応大　　　　 1(0) 1(0)
 山形大　　　　 1(1) 1(1)  東京造形大　　 2(2) 2(2)
 筑波大　　　　 1(0) 1(0)  東京理大　　　 3(0) 1(0) 2(0)
 宇都宮大　　　 1(1) 1(1)  日本大　　　　 1(1) 1(1)
 東京大　　　　 1(1) 1(1)  日本医大　　　 1(0) 1(0)
 横浜国立大　　 1(1) 1(1)  武蔵野美大　　 4(4) 4(4)
 富山大　　　　 1(1) 1(1)  明治大　　　　 3(2) 2(1) 1(1)
 金沢大　　　　 1(1) 1(1)  明治学院大　　 2(2) 2(2)
 福井大　　　　 3(1) 1(0) 2(1)  早稲田大　　　 6(2) 3(2) 3(0)
 信州大　　　　 3(3) 1(1) 2(2)  神奈川大　　　 1(1) 1(1)
 岐阜大　　　　 1(1) 1(1)  桐蔭横浜大　　 1(1) 1(1)
 浜松医大　　　 2(0) 2(0)  東京工芸大　　 1(1) 1(1)
 名古屋大　　　 1(1) 1(1)  金沢工大　　　 1(1) 1(1)
 名古屋工大　　 1(1) 1(1)  松本大　　　　 1(1) 1(1)
 滋賀大　　　　 6(6) 6(6)  愛知学院大　　 1(1) 1(1)
 京都大　　　　 11(8) 11(8)  名城大　　　　 2(2) 2(2)
 京都教育大　　 3(3) 3(3)  成安造形大　　 2(2) 2(2)
 京都工芸繊維大 7(6) 2(1) 5(5)  大谷大　　　　 1(1) 1(1)
 大阪大　　　　 6(1) 5(1) 1(0)  京都外大　　　 1(0) 1(0)
 神戸大　　　　 9(7) 5(5) 4(2)  京都学園大　　 7(7) 6(6) 1(1)
 奈良教育大　　 1(1) 1(1)  京都産業大 22(20) 5(4) 17(16)
 奈良女子大　　 2(1) 2(1)  京都女子大　　 10(7) 1(1) 9(6)
 鳥取大　　　　 2(2) 1(1) 1(1)  京都精華大　　 1(1) 1(1)
 島根大　　　　 5(5) 3(3) 2(2)  京都造形芸大　 3(2) 1(0) 2(2)
 岡山大　　　　 3(2) 2(1) 1(1)  京都橘大　　　 11(0) 11(0)
 山口大　　　　 1(0) 1(0)  京都薬大　　　 4(0) 3(0) 1(0)
 徳島大　　　　 1(1) 1(1)  京都光華女子大 8(8) 8(8)
 愛媛大 1(0) 1(0)  同志社大　　　 45(28) 26(12) 14(11) 5(5)
 九州大　　　　 1(0) 1(0)  同志社女子大　 11(8) 11(8)
 大分大　　　　 1(1) 1(1)  ノートルダム大 1(1) 1(1)
 鹿児島大　　　 1(1) 1(1)  花園大　　　　 1(1) 1(1)
 琉球大　　　　 1(0) 1(0)  佛教大　　　　 23(19) 23(19)
公立４年制大学 41(39) 14(12) 27(27)  立命館大　　　 70(41) 43(19) 19(14) 8(8)
 金沢美術工芸大 1(1) 1(1)  龍谷大　　　　 40(36) 4(3) 29(26) 7(7)
 名古屋市立大　 1(1) 1(1)  嵯峨美大　　　 2(2) 1(1) 1(1)
 滋賀県立大　　 6(6) 6(6)  京都医療科学大 2(2) 2(2)
 福知山公立大　 1(1) 1(1)  京都華頂大　　 1(1) 1(1)
 京都市立芸大　 1(1) 1(1)  追手門学院大　 3(3) 3(3)
 京都府立大　　 4(4) 4(4)  大阪経大　　　 1(0) 1(0)
 京都府立医大　 6(6) 4(4) 2(2)  大阪芸大　　　 2(2) 2(2)
 大阪市立大　　 6(6) 2(2) 4(4)  大阪工大　　　 3(3) 3(3)
 大阪府立大　　 6(4) 5(3) 1(1)  大阪産大　　　 5(5) 5(5)
 兵庫県立大　　 3(3) 1(1) 2(2)  大阪体育大　　 2(2) 1(1) 1(1)
 岡山県立大　　 1(1) 1(1)  大阪薬大　　　 2(0) 2(0)
 県立広島大　　 2(2) 2(2)  関西大　　　　 16(12) 3(1) 12(10) 1(1)
 山口東京理科大 1(1) 1(1)  関西医大　　　 2(1) 1(0) 1(1)
 高知工科大　　 1(1) 1(1)  関西外大　　　 3(1) 3(1)
 高知県立大　　 1(1) 1(1)  近畿大　　　　 13(8) 2(0) 11(8)

 摂南大　　　　 8(8) 7(7) 1(1)
海外大学 1(1) 1  大阪人間科学大 2(1) 1(0) 1(1)
Minerva School at KGI 1(1) 1  藍野大　　　　 1(1) 1(1)

 大手前大　　　 2(1) 2(1)
専修・各種学校 3(3) 3(3)  関西学院大　　 9(8) 3(3) 2(1) 4(4)
 京都第二赤看専 1(1) 1(1)  甲南女子大　　 3(3) 3(3)
 京都調理士専門 1(1) 1(1)  神戸学院大　　 1(1) 1(1)
 修成建設専門 1(1) 1(1)  神戸女学院大　 4(4) 4(4)

 神戸薬大　　　 4(0) 4(0)
 園田学園女子大 2(2) 1(1) 1(1)

一貫 文理 スポーツ
総合専攻  兵庫医大　　　 1(0) 1(0)

526(388) 103 243 42  武庫川女子大　 2(2) 1(1) 1(1)
 宝塚医療大　　 1(1) 1(1)

現役生 最終進路別内訳  帝塚山大　　　 2(2) 2(2)

合計 一貫 文理 スポーツ
総合専攻  天理大　　　　 2(2) 2(2)

卒業者数 276 78 156 42  奈良大　　　　 1(1) 1(1)
国公立大学（４年制） 84 37 47
私立大学（４年制） 120 9 70 41 私立短期大学 1(1) 1(1)
私立短大 1 1  龍谷大短大部　 1(1) 1(1)
専修・各種学校(予備校等除く) 3 3
文部科学省管轄外の大学校等 1
　　　　　　　進学準備 65 31 34
　　　　　　　その他 2 2

大学名
総計

()は現役数

コース別 内訳()は現役数

合格者数総計
総計

()は現役数

現役数 内訳

大学名
総計

()は現役数

コース別 内訳()は現役数

上記以外


