慶進中学校・高等学校
進 学 指 導 部
令和４年１月 24 日発行

令和４年２月号
３年生は、共通テストお疲れさまでした。現在、国公立大学の前期・中期・後期日程の出願校が、
決まりつつあるところだと思います。出願校が決まれば気持ちを切り替えて、私大入試や国公立大
学個別学力検査（以下、２次試験）に向けて、勉強に集中していきましょう。前期日程の２次試験
まで、残り１か月です。今月号の「国公立大学２次試験対策」の記事を参考にしてください。２年生
にとって、次の共通テストは皆さんの番です。受験のカウントダウンがすでに始まっていることを意識
しましょう。１年生は、１月の模試が終わると、次の模試は２年生の７月までありません。それまでの
半年間でいかに実力アップを図るかが、皆さんにとっての勝負です。

●大学入試トピックス ～大学入試共通テスト速報
① 全体概観
受験者の多い科目では、数学ⅠA
のほか、化学、生物、生物基礎、日本
史 B などがセンター試験を含めて過
去最低の平均点になりそうだ。「地理
歴史」「公民」「理科②」の特定の科目
間の点差が難易差によって開いた場
合に行われる「得点調整」について
は、行われないことが決まった。

（「高校生新聞オンライン」（１月２１日）の記事から抜粋）

② 教科・科目別平均点（１月 21 日発表の中間集計）
教科名
国語

科目名
国語
世界史 B
地理歴史 日本史 B
地理 B
現代社会
倫理
公民
政治・経済
倫理、政経
数学Ⅰ・A
数学
数学Ⅱ・B

受験者数
459,185
82,685
146,810
140,746
63,141
21,713
45,535
43,722
357,208
321,587

平均点
110.25
65.83
52.81
58.97
60.83
63.29
56.79
69.73
37.96
43.06

（受験者数 487,127 人）

教科名

理科

英語

●国公立大２次試験対策～「最後まで伸びる現役生」のポイント

科目名
物理基礎
化学基礎
生物基礎
地学基礎
物理
化学
生物
地学
リーディング

リスニング

受験者数
19,383
100,428
125,460
43,925
148,546
183,974
58,649
1,348
478,936
477,235

平均点
30.40
27.73
23.90
35.47
60.72
47.63
48.81
52.74
61.81
59.45

（蛍雪時代２０２１年２月号の記事をもとに作成）

共通テストも終わり、次は国公立大２次試験（前期日程）です。最初の関門である共通テストを終え、緊張の糸が切れていませんか？
２次試験までの約１か月にも、現役生の実力はまだまだ伸び続けます。そう、真の勝負はここから。共通テスト後の期間をどう過ごすか
で、合格可能性は大きく変わってきます。下の“学習戦略”を参考に、モチベーションを維持しながら、最後まで粘り強く勉強していこう!!

●先輩の合格体験記

昨年の先輩方の「２次試験」直前の心境を抜粋して掲載しています。

九州大学工学部

千葉大学国際教養学部

九州大学法学部

１日目前日はよく眠れなかった。共通テ

私立大学に合格していたこともあって、

ストとは比べものにならない不安感があ

結構落ち着いていたかなと思います。でも

①いろいろな後悔を始めます
②新しい知識に出会うと、震えます

った。緊張するのは始まる前までだろう。

試験会場で周りの人が一生懸命に勉強して

③結局どうにもならないので、後悔した

始まってしまえばもう気にならなくなると

いるのを見て、どんどん緊張しました。最終

り、不安になったりすることを諦めて、

いうのが実際。

的に良い緊張感で受けられました。

また勉強を始めます。

九州大学工学部

京都大学文学部

共通テストと違って、これで合否が決ま

共通テストが終わって、勉強したくない欲

共通テストより２次試験の方が緊張し

岡山大学工学部

ると思うとプレッシャーを感じましたが、

が高まり、焦りました。得意科目が私にはな

ていて、ちょっとした時間でも勉強が気

「もう合否は決まっている」マインドで過ご

かったので、総崩れもあると思うと怖かっ

になって辛かったです。２次は取り返し

しました。前日下見をした時に、「この学校

たです。焦って解けなくなるのが怖かった

がつかないと無意識ながら思っていた

に入りたい！」という気持ちが湧きあが

ので、自分の力を出し切ることに集中して

からだと思います。友達に緊張している

り、本番は緊張しませんでした。

いました。よく食べて、よく寝ました。

ことを伝えると、少し楽になりました。

●進路探究学習の取組～２学期に各コースで実施された進路探究学習の取組を紹介します
【グローバルコース】 高大連携行事

【アドバンスコース】 大学訪問

【中高一貫コース】 テーマ発表会

１１月９日（火）、グローバルコース 1・2 年

１２月１４日（火）、アドバンスコース１年生

１２月２７日（月）、中高一貫コース１年生

生を対象に高大連携行事を実施しました。

が、山口大学吉田キャンパス・常盤キャンパ

によるテーマ発表会を実施しました。志望

例年は、姉妹校である山口学芸大学・芸術

スの２か所に分かれて大学訪問を実施しま

する学問領域が似ている生徒がグループ

短期大学に訪問していますが、新型コロナ

した。大学の概要説明、各学部・学科の紹介

でテーマを立て、深く洞察・追究した結果を

ウィルス感染症の拡大防止のため、大学の

や模擬講義、キャンパス内の見学などを通

発表しました。どのようにすればわかりや

先生と在学中の慶進高校の卒業生をお招

して大学を身近なものとして捉え、明確な

すく伝えられるかという点にも注力して、

きし、本校で実施しました。大学の説明や、

目的意識を持つことができました。また、

プレゼンテーションや発表原稿の作成に取

模擬講義、卒業生とのディスカッションを

現役大学生（慶進の卒業生）との懇談会を

り組みました。

通して、大学生活を具体的にイメージする

通して、受験に必要なことを確認し、学習

ことができました。

意欲も向上した様子でした。

※グローバルコース・アドバンスコースも、
３学期にテーマ発表会を実施します。

① 共通テスト後（～2 月初旬）・・・あらためて学習計画を立て、２次試験モードに切り替える
共通テストが終わったら、２次試験に向けて気持ちを切り替え、あらためて学
習計画を立てましょう。課題量は確実に達成できる分量にするのがコツです。毎
日ノルマを達成することで学習のリズムを作っていき、時間が余ればプラスαの
学習ができると考えましょう。課題は１日ごとに具体的に決め、スケジュール表な
どにまとめておくと、毎朝、「今日は何をしようか？」と時間を無駄にせずにすみ
ます。また、受験校の過去問にはいち早く取り組むこと。２月に入ると、併願校の
受験や合格発表などで思うように勉強が進まないことも多いです。特に優先順
位の高いものは１月中に終わらせるつもりで、計画に組みましょう。

☆共通テスト後に〝伸びる人〞はここが違う!
●生活リズムが乱れず、必要な睡眠時間を確保している
●加点方式で考え、できる事に集中して取り組んでいる
●勉強すべき内容が具体化できており、迷うことがない
●時間の使い方にメリハリがあり、うまく休めている
●受験校・科目ごとに自分が何点をとればいいか即答で
きる

② 私立大入試期（2 月初旬～中・下旬）・・・課題には優先順位をつけ、精神的な混乱を回避する
２月初旬～中・下旬は「混乱」の時期です。私立大の受験、合格発表、国公立大の過去問演習、２次試験の直前準備…と、気づいたら
いつの間にか終わっていた、ということも少なくありません。ペースを乱してしまわないよう注意しましょう。この時期は計画通りに課
題が進められない日も出てくることもあるでしょう。やるべき課題
を挙げると際限がないので、生活リズムを優先し、課題が終わって
いなくても就寝時刻には寝るようにしましょう。

●面接試験・小論文試験対策
国公立大学の２次試験や一部の私立大学の一般選抜で、面接

や小論文が課される場合があります。今まで何の対策もしてお
③ 前期・後期日程 国公立大 2 次直前（2 月中・下旬～）
・・・念入りなシミュレーションで自分をプログラミングする らず、自信のない人も多いと思います。でも大丈夫です！２次
入試の合否は、試験開始時にすでに決まっていると言っても過言

試験まで１か月の時間があります。しっかり準備し、何度も練習

ではありません。準備を万全にすることは、本番での過度な緊張を

を積めば、十分試験に間に合います。対策の詳細は、「掴め君の

避け、力を出し切るためにも極めて重要です。この最直前期は、本

未来を！」の１１月号（慶進の HP で掲載中）で特集していますの

番のシミュレーションを具体化しましょう。試験当日の起床時間、朝

で、参考にしてください。面接練習や小論文の添削は、先生に足

食、電車や乗り換え経路、直前に見直す教材や範囲など、前もって

を運んだ数だけ力になります。先生に相談しながら、積極的に

決めておくこと。試験の時間配分も「化学の知識問題は４５分以内に

練習を積んでいきましょう。※新型コロナウィルス感染症拡大

終わらせる」などと、具体的に決めておきましょう。細かく決める過
程で自らの弱点に気づき、効果的な対策を講じることができます。

予防のため、面接練習や小論文対策は個別に実施します。先生
に事前の連絡をとることを忘れずに！

●大学入試の流れを知ろう！（１・２年生）

（ベネッセハイスクールオンラインの記事をもとに作成）

進級まであと２か月です。３年生の先輩たちは今、国公立大学の２次試験や、私立大学の入試に向けてがんばっています。ここで、知っ
ているつもりになっている大学入試の流れと、それに合わせて、今のうちから取り組めることを押さえておきましょう。特に２年生にとっ
て、次はいよいよ皆さんが受験生です。「受験生」としてスタートを切るために、今からできることは積極的に取り組みましょう！
時期

流れ

基礎力
養成期

４月
～
６月

基礎力
完成期

７月
～
８月

実力
養成期

入試
直前期

９月
～
１２月
１月
～
３月

※2022 年度入試の場合

進路希望調査
入学者選抜要項発表【６月～】
オープンキャンパスのピーク
新２年生はオープンキャンパスに
積極的に参加しよう！

やるべきこと
学習開始時間を決め、毎日学習する
習慣を身につける。新２年生・新３年
生にふさわしい学習時間の確保を！
夏休みは苦手克服の最大のチャンス
の時期。新３年生は、徹底的に復習を
行い、基礎力完成をめざします。

新３年生は、身につけた基礎力を土
台にして、問題演習などの本格的な
【９月末～１０月初】
受験勉強を開始します。

大学入学共通テスト出願

大学入試共通テスト【１月中旬】
前期日程試験【２月下旬】
中期日程試験【３月初旬】
後期日程試験【３月下旬】

※今回は、一般選抜の流れを紹介しまし
た。入試方法にはその他にも、学校推
薦型選抜と総合型選抜があります。

７日（月）・８日（火） ベネッセ大学入学
共通テスト模試（Ⅱ）
１０日（木） 学年末試験日割発表
１０日（木） 異文化交流会（ⅠⅡG）
１７日（木）～２４日（木） 学年末試験（ⅠⅡ）
２５日（金）・２６日（土） 国公立大前期日程
２７日（日） 実用英語技能検定二次試験 B 日程
３月１日（火） 卒業式

