進路だより

－それぞれの夢に向かって－
微笑む進路 MUHS 進路指導部

第

５

号（内田克之先生追悼号）

本校生徒・保護者・本校を目指す中学生・保護者の皆様へ

１４．９．１６
進路だよりはイチゴの日

学校行事 （ 9/16 ～ 10/16）
９月１６日（火）
Ｂ週 １７日（水）
１８日（木）
２０日（土）
Ａ週 ２２日（月）
２３日（火）
２６日（金）
２７日（土）
２８日（日）
Ｂ週 ３０日（火）
１０月 ２日（木）
３日（金）
４日（土）
Ａ週
６日（月）

７日（火）
９日（木）
１１日（土）
１３日（月）
Ｂ週 １６日（木）

Ｂ週 月曜日の授業（ 1 ～ 8 限）
１学年ＰＴＡ（視ホール）
合同職員会議
３年実力テスト（校内・全員・駿台ベネッセ）
センター志願票 生徒→担任提出〆切日
秋分の日
センター志願票 担任→進路指導部提出〆切日
授業日 市職員採用試験会場設営（午後）
市職員採用試験会場（終日）
２学年ＰＴＡ（視ホール）
センター試験発送予定日（大安） 高校職員会議
生徒会立合演説会（６限）
週休日
３年実力テスト（７、８限）
２年合同総合（７、８限）
１年ＧＴＥＣ（７、８限）
３年実力テスト（１～６限）
中高教員相互授業公開
土曜授業日・授業公開 英検
体育の日
合同職員会議

中間考査

22日（水）～24日（金）
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【 平成２７年度のセンター試験の出願について 】
※ 詳しい説明は、９月８日の３年生の合同ＨＲで実施済。
現役生のセンター試験出願は、すべて 学校一括出願 になります。
９月８日（月）

３年合同総合 「センター受験案内」（出願書類）配布
↓

９日～２１日

志願票の記入（ 本人 が、 黒のボールペン で記入）
検定料の払い込み （指定の銀行か郵便局 窓口振込のみ !）
ＡＴＭを使用してはいけません
※ 日付印・住所の記入確認
↓

２２日（月） 「センター試験出願票」 の提出（生徒→担任）
９月 ２９（火）
～１１日（金）

センター試験出願期間
※ 学校で取りまとめて出願 します。

担任へのセンター試験の志願票提出締切日は９月２２日（月） になります。

志願票記入のチエック
※
※
※
※
※
※
※
※
※

※

黒のボールペン で書かれていますか？
市高のコード は １１２０７Ａ です。
入学した年 は ２４ と書きましたか？
性別・生年月日・電話番号・現住所 の記入漏れや間違いは？
受験教科数欄 の記入漏れや科目数の間違いは？
成績通知欄 を希望する人 → ＋￥８００になっていますか？
払込金額 は、申請額と一致していますか？
３教科で成績通知希望 → ￥１８，８００
検定料受付証明書 が貼り付けられていますか？
銀行・郵便局の受付印 が押されていますか？
受験特別措置申請
イヤホン不適合申請者 の人は
申請する人は○をつける → 申請書を貼り付ける

イヤホン不適合申請者は申請書が志願票裏に貼り付けられて
いるかを要確認。
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【 平成２６年度指定校推薦の依頼について 】

Ｈ２６年９月現在
首都大学東京 都市教養学部
都市教養学科法学系
１名
都市教養学科経営学系
１名
ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ学部 ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 経営ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽ １名
早稲田大学
文学部
１名
文化構想学部
１名
人間科学部
（学科指定なし）
２名
商学部
１名
基幹理工
学系Ⅱ
１名
創造理工
経営システム
１名
先進理工
応用化学
１名
上記の他、立教大（コミ福２、法－政治１、文－史１、理１ ）、明治（経営各学科
１計２、商１、政経－政治１ ）、津田塾（学芸－英文１ ）、東京女子（現代教養２ ）、
東京理科（２ ）、中央（４ ）、法政（８ ）、日本女子（２ ）、青山学院（５）等です。
詳しくは、進路指導室まで問い合わせて下さい。

【 志望校が決まったら学校の進路資料を活用しましょう 】
指定校推薦が決まった人は、担任の先生からその大学の出願書類が渡されま
す。本校の場合は過去に先輩が進学している場合がほとんどです。先輩が 過去
に指定校の面接試験などを受験した報告書 が進路指導室に保管されています。
どの大学も 中間試験が終わる１０月の下旬までに準備し１１月上旬に出願 し
ます。 小論文のテーマから面接のやり方 まで先輩が詳しく書いています。その
報告書を見て準備をしていきましょう。面接練習も必要です。計画的に回数を
重ねることです。自分の受験が終わったら 後輩達のために「報告書」を書いて
ください 。 指定校推薦は出願＝合格 の場合がほとんどですが、試験当日に遅刻
したり、面接で意欲が感じられなかったり、筆記試験の出来によっては 不合格
になる人 も現実にはいます。 合格通知が来るまでしっかりと勉強や対策 を続け
て下さい。また、入学後は、受験で合格した人と一緒に勉強することになりま
す。 推薦で合格後もセンター試験で３科目は受験してください。大学によって
は入学前教育としてセンター３科目受験を義務づけているところもあります。
当然ですが、学校の勉強も最後まで努力して下さい 。その姿がクラスメイトを
励ますことにもなります。さらに、３学期末の成績も提出させる大学もありま
す。また、高校の成績が大学入学後の奨学金に大きく反映されますのであとで
後悔しないように。
公募推薦・ＡＯ・自由選抜などの試験を受験する人も指定校推薦と同じく進
路指導室で報告書を探してみましょう。公募推薦の人は指定校推薦の人よりも
「志願理由書」の準備 に力を入れなければなりません。 中間試験が終わるとすぐ
に出願 、試験 となりますので 、
「 志願理由書 」の下書きを計画的に書くこと です 。
面接や小論文の練習も、並行して一般入試の受験勉強もです。今から弱音を吐
いていられません 。「自分で選んだ道」 なのですから。当然 毎日の授業の予習復
習 にも手を抜けませんよ！公募推薦ということでは県立大学を過去に目指した 先
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輩も皆通った道 なのです。公募推薦で不合格でも、多くの先輩が一般入試で（中
には後期で ）合格しています 。
「 この大学に入りたい 」という気持ちが大切です 。

私立大学の入試について
私立大学の入試も、大別すると国公立大学と同じように一般入試と推薦入試、ＡＯ
入試に分けられます。ここではまず、メインとなる「一般入試」の状況について確認
していきましょう。
私立大学の一般入試では、国公立大学のように統一した入試日程は設定されてい
ません。各大学が自由に入試日程、選抜方法を設定しています。また、国公立大学と
違い 、試験日が重ならなければ何校でも受験できるのも私立大学入試の特徴でしょう 。
この一般入試は、各大学で試験を実施する「一般方式」とセンター試験の成績を利用
する「センター試験利用方式」に大別できます。私立大学の一般方式は、主にセンタ
ー試験が終わった１月下旬～２月中旬に行われます。
入試科目は大学によりさまざまですが、文系学部は英語・国語・地歴公民または数
学から３教科、理系学部は英語・数学・理科の３教科を課すパターンが一般的です。
また、大学・学部の特性に応じ、 入試科目や配点に特徴がある入試方式 を実施してい
るところも多く、これらを組み合わせて １つの学部・学科で２つ以上の入試方式 をも
つ大学も少なくありません。
代表的なものとしては、 入試科目を１～２科目としたり、特定科目の配点比率を高
くする方式 があります。受験生から見れば科目を絞って勉強することができるうえ、
得意科目を活かせる入試となっています。このほか、学科試験を課さずに小論文や論
述試験で選抜する方式や、英語（英検、ＴＯＥＩＣ等）や日商簿記などの資格取得者
に点数を加点する方式なども見られます。ただし、方式ごとの募集人員は、３教科型
入試の比率が高い大学が一般的です。 あくまでも３教科型入試の対策を基本 としたう
えで、他の入試方式は自分に適した方式があれば上手に利用するとよいでしょう。
私立大学の一般方式に統一した入試日程はないとはいえ、２月上旬頃には志望校の
試験日同士が重なってしまうこともよくあります。
このため、多くの大学が設定しているのが「試験日自由選択制」です。試験日を２
日以上設定しておいて 、受験生が都合のよい日を選んで受験できるようにしています 。
さらに、複数の試験日を受験することを認めている大学も多くあります。
また、受験生が受験しやすいように試験会場をキャンパスの所在地域以外に設置す
る大学も多くあります。全国の主要都市に会場を網羅している大学もあり、こういっ
た大学では、直接大学まで行かなくても近隣で受験が可能です。交通費や宿泊費を節
約できるだけでなく、時間的・体力的な負担も減らせるため受験生にとっては便利な
制度といえます。

☆自分が受ける可能性がある大学の入試方式を確認しよう

編集後記 この号を勝手ながら内田克之先生追悼号とさせていただきました。道半ば
で急逝された先生がこの号の半分を編集されました。ファイルの日付は亡くなられ
る前日の８／１２になっていました。この号を完成させることなく旅立たれた先生
の御恩に報いるべく進んでいきましょう。内田先生見守っていて下さい 。（合掌）
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