
東京工業大学環境・社会理工学院 

（中高一貫コース卒業） 

【後輩へのメッセージ】 

 努力は必ず実るとは思いませんが、夢を

叶えている人は皆、努力しています。つま

り、努力することは夢を叶えるための必要

条件であるわけです。「努力なくして成功な

し」です。頑張れ!! 

【こうしておけば良かったということ】  

 試験１日目が終わってすぐに Twitter や

ネット掲示版で、他の受験生の手応えや分

析は見ない方がいいです。２日目に余計な

感情を持ち越してしまいます。 

【生活のリズムで気をつけたこと】 

 １２時までに寝ることを心がけました。寝

られないときは、お腹を一杯にして眠くな

る（眠くなると思い込む）ようにしました。 

山口大学教育学部 

（アドバンスコース卒業） 

【後輩へのメッセージ】 

たとえ判定や点数が悪くても第１志望

を変えずにがんばってください！ 山大

教育学部は学科が第３希望まで選べるの

で、そのことも視野に入れておくと気持ち

も違うと思います。朝８時には勉強を開始

して、なまけてしまう日をつくらないよう

にしてください。応援しています！ 

【こうしておけば良かったということ】 

模試の判定で一喜一憂してはいけない

と思いました。落ち込んだまま勉強しても

はかどらないので、気持ちの切り替えを

うまくできたら良かったです。そして定期

試験をうまく受験勉強と並行しておけば

良かったなと思います。 

山口東京理科大学工学部 

（グローバルコース卒業） 

【後輩へのメッセージ】 

推薦入試を目指している後輩に向けた

メッセージです。推薦入試で第一に必要

となるのは評定です。推薦のために３年

間の評定平均が４.０以上あるとよいと思

います。なので日々、まじめに授業を受

け、定期試験で１点でも多くの点数が取

れるよう努力しましょう。 

【勉強の仕方で工夫したこと】 

 １日に勉強をする時間ではなく、量を決

めて予定を立てました。私は家で勉強す

ることが苦手だったため、図書館や学校

の自習室などで勉強していました。集中

できないときは、２５分（勉強）＋５分（休

み）で勉強しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

大学・学部・(学科)名 

◇＝専攻／◆＝コース 

一次選考 

受験者 

最終選考 

受験者 

合格

者数 

山口大 

人文 47 21 7 

教育(◆小学校総合) 57 30 10 

経済 110 90 30 

理(物理・情報科学) 8 8 5 

理(化学) 6 6 4 

理(地球圏システム) 7 7 4 

工(機械工) 14 14 6 

工(社会建設工) 18 18 8 

工(応用化学) 15 15 8 

工(電気電子工) 15 15 8 

工(知能情報工) 23 18 6 

工(感性デザイン工) 13 9 3 

工(循環環境工) 7 7 5 

国際総合科学 26 25 10 

大学・学部・(学科)名 

◇＝専攻／◆＝コース 

志望 

者数 

合格 

者数 

競争率 

(21年) 

 大学・学部・(学科)名 

◇＝専攻／◆＝コース 

志望 

者数 

合格 

者数 

競争率 

(21年) 

山口大  下関市立大学 

教育(◆国際理解教育) 13 3 4.3(3.0)  ▽地域    

教育(◇幼児教育) 15 3 5.0(1.7)  経済(経済) 39 29 1.3(1.2) 

教育(◇特別支援教育) 10 3 3.3(4.7)  経済(国際商) 33 29 1.1(1.2) 

経済 175 78 2.2(1.5)  経済(公共マネ) 8 8 1.0(2.0) 

理(数理科学) 13 5 2.6(3.8)  ▽全国    

理(化学) 8 4 2.0(1.3)  経済(経済) 103 40 2.6(2.1) 

理(生物) 10 4 2.5(3.8)  経済(国際商) 73 35 2.1(1.7) 

農(生物資源環境科学) 22 10 2.2(1.4)  経済(公共マネ) 26 12 2.2(2.5) 

農(生物機能科学) 32 10 3.2(1.6)  山口県立大学 

山陽小野田市立山口東京理科大  ▽県内    

▽県内     国際文化(国際文化) 34 18 1.9(1.1) 

工(機械工) 10 6 1.7(1.1)  国際文化(文化創造) 24 16 1.5(1.5) 

工(電気工) 8 6 1.3(2.0)  社会福祉 32 29 1.1(1.6) 

工(応用化学) 15 7 2.1(1.0)  看護栄養(看護) 53 22 2.4(2.8) 

薬 41 22 1.9(1.3)  看護栄養(栄養) 28 12 2.3(1.3) 

▽全国     ▽地域貢献人材発掘    

工(機械工) 29 15 1.9(新規)  国際文化(国際文化) 19 11 1.6(3.0) 

工(電気工) 33 15 2.2(新規)  国際文化(文化創造) 29 8 3.6(4.1) 

工(応用化学) 32 23 1.4(新規)  社会福祉 50 20 2.5(2.0) 

薬 93 20 4.7(新規)  看護栄養(看護) 34 6 5.7(4.6) 

     看護栄養(栄養) 19 8 2.4(3.8) 

オープンキャンパスとは、学校がキャンパスを受験生などに開放し、入試説明会や見学会などを実施するイベントのことです。主に夏

休みから秋の大学祭の時期で開催されることが多く、ほとんどのオープンキャンパスに高校１年生から参加できます。実際に自分の目

で学校を見て、雰囲気を肌で感じるだけでなく、パンフレットや Web サイトには載っていない詳細な最新情報がゲットできる絶好の機

会です。ただ何となく参加するのではなく、確認すべきポイントをしっかり押さえて、最大限にオープンキャンパスを活用しましょう。 

【チェックポイント①】 全体説明会編 

全体説明会は大学の概要説明が行われる場です。教育方針、カリキュラム、設置学科、授業

内容、就職状況、留学、入試方法など大切なポイントが説明されるので、必ず参加しよう。 

【チェックポイント②】個別プログラム編 

入試説明会、学部・学科説明会、個別相談会、体験授業が、多くの学校で実施されます。そ

れらのプログラムに、キャンパスツアーや学食体験なども加えると、有益な体験になります。 

【チェックポイント③】 生活・研究環境編 

キャンパス内および周辺環境は生活の場となります。無理なく過ごし、学びたい分野をし

っかりと学べる環境かどうかを事前に確認しておくことは、学生生活を大きく左右します。 

【チェックポイント④】 その他編 

在学中に留学できる提携校はあるか、奨学金制度は整っているか、就職サポートは手厚

いかなどの各種制度や、クラブ・サークルなどの課外活動の充実度も重要なポイントです。 

●先輩の合格体験記 昨年度、大学に合格した先輩の体験記を一部抜粋して掲載しています 

３年生はいよいよ「受験の天王山」である夏休みが迫ってきました。夏休みに入ってから 

頑張ろうとは考えず、期末試験が終了し次第、夏休みに突入したつもりで、学習スケジュールを

作成し実行していきましょう。夏休み明けに、校内実力テストや模擬試験があります。それらの

テストで夏休みの学習の成果を発揮し、満足な結果を出すことが大切です。その上で２学期か

ら「急激な学力の伸び」につなげていきましょう。また、７月２１日から志望校決定にとって大切

な三者面談が行われます。三者面談までに保護者の方としっかり話し合い、志望する理由や合

格達成のために今後なすべきことなどを自信をもって言えるようにしておきましょう。 

１・２年生は期末試験の成果はいかがでしょうか。中間試験の失敗から得た課題を意識してテ

スト勉強に取り組めましたか？ さて、夏休みには日頃できない学外活動（地域のボランティア活

動や、大学主催プログラムなど）に、新型コロナウィルスの感染予防を考慮しながら、積極的に参

加しましょう。また、複数の大学オープンキャンパスに参加して、比較検討しながら志望校を考え

ることも大切です。３年生の夏休みは、受験勉強に忙しく、学外活動をする余裕があまりありませ

ん。じっくり参加できるのは、２年生までですよ。 

慶進中学校・高等学校 
   進 学 指 導 部 
令和４年７月１日発行 令和４年７月号  

 

 （「2022年度大学入学共通テスト徹底分析」（進研模試編集部）の記事より抜粋） 

  

●大学入試トピックス  

３日（日） 実用英語技能試験２次 

８日（金）・９日（土） ベネッセ総合学力記述模試（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ） 

９日（土） 夢ナビライブ（Ⅰ） 

１２日（火） アドバンスコーザ（A） 

●オープンキャンパスに行こう！    （「高校生のための進学ガイド」（マイナビ進学）の HP記事をもとに作成） 

近隣大学のオープンキャンパス日程 

山口大学：8月６日・７日・８日 

山口県立大学：７月１６日・8月７日 

山口東京理科大学：8月６日・７日 

山口学芸大学：７月１６日・８月６日・９月１１日 

下関市立大学：8月６日・７日 

周南公立大学：８月６日・２７日 

※詳細は各大学の HPで確認してください。来

場型オープンキャンパスの参加について、多

くの大学で、先着順の事前予約制をとってい

ます（すでに予約が始まっている大学もあり

ます）。申込みをお早めに！ 

 

受験生にとっては重要な“勝負の時期”となる夏休み。学力を大きく底上げし、難関大合格にグッと近づきたいところです。そのため

に、「何を」「どのように」学習すればいいのか？ この夏の飛躍を実現するための重要ポイントをアドバイスします。             

●夏の受験勉強計画（3年生対象）                          （蛍雪時代 20２１年 8月号の記事から抜粋） 

  

～地元国公立大学の 20２２年度学校推薦型・総合型選抜結果レポート 
① 共通テストを課さない学校推薦型選抜の結果                  ② 総合型選抜の結果 

20２３年度入試で、入試方法の変更が

ある大学があります。個々の大学の「募

集要項」を必ず確認してください。 

（蛍雪時代 20２２年６月号の記事から作成） 

英語編 
【得意 or順調な人】 
・長文読解の学習を軸として読解力を確保する 

・単語暗記は「見出し語」⇒「派生語・同意語・反意語」で 

・基本例文を暗記し、秋からの英作文の演習に備える 

 英語が得意な人は、第１志望校レベルの長文読解問題集

を軸に学習するとよい。これにより志望校レベルの語彙知

識も学べるし、さまざまなテーマの長文を読むことで、入

試によく出る背景知識も得られる。また、単語は夏休み前

半で見出し語の習得を目指し、後半には派生語などにも着

手して、単語のネットワークを構築しよう。志望校で英作文

が出題されるなら、過去問に目を通して傾向を調べよう。

英作文の形式が和文英訳なのか、自由英作文なのかによ

って対策は変わってくる。そこで、形式に応じて必要とな

る基本例文をインプットするとよい。 

【苦手 or遅れている人】 
・易しめでいいので、読解演習に時間を確保する 

・英文法の苦手分野を洗い出し、短期集中で克服する 

・「見出し語＋訳語１つ」を早急にインプットする 

 英語が苦手な場合、文法問題だけを解いたり、単語の暗

記のみに走ったりせず、全体のバランスを考えて学習計画

を立てること。長文読解力の養成にはかなり時間を要する

ので、読解演習には十分な時間を確保しよう。共通テスト

レベルの平易な英文からスタートして、徐々にレベルアップ

していくとよい。英文法については、問題演習を通じて苦

手分野を洗い出し、その分野を短期集中で対策しよう。単

語の暗記は、最低限の語彙力習得を早急にクリアすべき

だ。完璧主義を捨て、まずは「見出し語１つに対して訳語を

１つ」に絞って暗記するとよい。 

 

数学編 
【得意 or順調な人】 
・前半はインプット学習、後半はアウトプット学習を 

・アウトプット学習は必要な力ごとにパート練習を行う 

・定期的な過去問演習で学力状況を把握する 

 数学の学習全体をインプットとアウトプットに分けて考

えよう。インプット学習では、単元ごとの基本事項や典型

問題の解法を確認しておきたい。夏休みの前半２週間程

度でこれらをひと通り終えてしまうのが理想だ。アウトプ

ット学習では、問題を読み取る力、方針を立てる力、素早

く計算する力、答案で説明する力を鍛えたい。前半の早

い段階でそれぞれの力をどう鍛えるかを決め、中盤以降

に力の種類ごとに集中的な「パート練習」を行って効率良

く鍛えていこう。また、時間制限を設けた過去問演習も行

い、定期的に学力状況を把握しておきたい。 

【苦手 or遅れている人】 
・夏休み中に全単元の基礎的な知識を完全習得する 

・過去問演習を取り入れ、自分の学力との差を確認する 

・理系は数学Ⅲ「極限、微分法、積分法」の計算を習得 

 各単元の基礎事項をひと通り確認し、知識の完全習得

を目ざそう。夏休み中に「入試問題でも答えを見れば理

解できる」という状態になれば、秋以降、問題を読み取る

力や方針を立てる力を鍛え、得点力強化に専念できる。

全単元の学習を夏休み中に終えられるよう、余裕をもっ

た計画を立てよう。また、理系の受験生は夏休み中に数

学Ⅲ「極限、微分法、積分法」の計算をひと通り習得して

おく必要がある。その時間を多めに確保しよう。さらに、

過去問演習を定期的に取り入れ、自分の学力と大学入試

レベルとの差を常に確認しておくことも大切だ。 

 

国語編 
【得意 or順調な人】 
・前半は基礎固め。知識事項はスキマ時間を活用 

・後半は志望校の特徴的な問題形式の対策に着手する 

・共通テスト用問題集に取り組み、対策の目途をつける 

 国語が得意な人にお勧めしたいプランは、夏休み前

半で基礎固めを終了させ、後半から個別試験の対策に

とりかかること。早稲田大―法のキーワード指定のあ

る記述式問題、名古屋大や京都大の和歌の鑑賞など、

志望校の特徴的な問題形式をまずは体験し、具体的な

対策をスタートさせよう。ただし、特に国公立大志望の

場合、個別試験対策ばかりを意識して共通テストで足

元をすくわれないよう、並行して共通テストの対策も

怠りなく行うこと。また、知識事項はスキマ時間を活用

し、夏休みの全期間にわたって強化していくことだ。 

【苦手 or遅れている人】 
・現代文は標準問題の演習と解説の熟読で基礎固め 

・古文・漢文は知識事項の習得を最優先する 

・後半は古典を現代語訳と対照させて長文演習に着手 

 現代文が苦手な人は、「語彙力の不足」か「本文や選

択肢を論理的に吟味できない」のいずれかが多い。苦

手解消にはセンター試験の標準レベル問題を演習し、

時間をかけて解説を熟読して、緻密な吟味を体得する

とよい。古文・漢文の場合は、大半は語彙や文法項目と

いった基礎知識の不足が苦手の原因だ。短文式ドリル

などで補えば事態は改善される。だが、９月まで長文

演習をしないのはリスクが大きい。夏休み後半には現

代語訳と対照しつつ長文を読む形で長文演習になじ

み、２学期からの通常の問題演習の準備を整えたい。 

 

２０日（水） １学期終業式・成績表配付 

２１日（水） 山口大学医学部保健学科説明会 

２１日（木）・２２日（金）・２５日（月） 保護者会（Ⅰ・Ⅱ） 

三者面談（Ⅲ） 

２６日（火）～８月３日 夏季課外 

 


