
京都大学文学部 

（中高一貫コース卒業） 

【後輩へのメッセージ】 

勉強はやった分だけ結果にでま

す！自己分析をしっかりして努力しま

しょう！ 受験する大学によって入試

の特色があるので、早くから対策して

損はないと思います。 

【生活のリズムで気を付けたこと】 

 朝型だったので、早寝早起きを心が

けていました。ストレスを極力かけな

いようにしていました。勉強時間は平

日 6～8 時間、休日は 12～18 時間。

就寝時間は 22 時 30 分くらいで、睡

眠時間は６時間必ずとっていました。 

岡山大学工学部 

（アドバンスコース卒業） 

【後輩へのメッセージ】 

頑張る、耐えるといった経験はとても大

切だと思います。しかし僕がよく考えてい

たのはどう頑張らずに力をつけるか、つま

り効率をいかに上げるかということです。 

【生活のリズムで気を付けたこと】 

自分はやる気にすごい波があったので、

２５時までに寝ることしか決めていません

でした。勉強時間の記録をして、振り返る

ことを毎週していました。やることを紙に

書くと、時間を気にせずに勉強ができ、力

がついてきます。タイマーを持ち歩いて、

タイマーがなるまで勉強をしていました。 

山口大学教育学部 

（グローバルコース卒業） 

【後輩へのメッセージ】 

自分から逃げて、楽な方ばかりを見ない

で欲しいです。勉強を通して自分と闘ったか

らこそ、見える世界があります。みなさん、し

っかり自分と闘って、後悔のない進路選択

をしてください。 

【こうしておけば良かったということは？】 

 受験勉強を、３年の春休み、早い人はもっ

と前からスタートしていたので、もっと受験

の怖さを知るべきだった。 

【生活リズムで気を付けたこと】 

授業は寝る時間でなく、違う人の思考を

学ぶ時間。授業が一番の受験勉強だと思う。 

「夏の改造計画」 英語編 
①英文の英作文トレーニングで文法を使う力を身につ

ける 

→【アイテム】基礎英文法の参考書   
【学習法】文法力強化の視点で、参考書の例文を英

作していく 

②全体像が把握できるレベルまで長文理解力を高める 
→【アイテム】300words 以上の長文問題集   

【学習法】7 割程度訳読できる英文でテーマを把握

する訓練をする 
③全体をつかむ力を身につけ、リスニング力のベースを

つくる 

→【アイテム】問題集付属の英語音声教材など   
【学習法】さまざまな形式の音声に触れ、話題の中

心を把握する訓練をする 

「夏の改造計画」 数学編 

①基本例題の解法を確実な知識に格上げする 

→【アイテム】総合参考書の基本例題部分   
【学習法】「答案再現練習」で、解法がすぐ浮か

ぶ状態までマスターする 

②センター試験・共通テストの問題で全単元 8 割得
点をめざす 

→【アイテム】数学Ⅰ・A、Ⅱ・B の本試験 5 年分 

 【学習法】大問 1 題ごとに過去問を解き、8 割未
満の分野は基礎から復習する 

③入試の頻出分野を１つ選び、無敵状態にまで仕上

げる 
→【アイテム】難易度高めの問題集 2 冊   

【学習法】1 日 5 時間以上×5 日間で選んだ 1

分野を徹底攻略する 

「夏の改造計画」 国語編 
①現代文は「読んでわかる」から

「説明できる」ステージへ 

→【アイテム】記述式の現代文問
題集   

【学習法】記述演習と 200 字

要約で課題文の理解
を確認する 

②古典では「訳の正確さ」と「読み

の速さ」の両立をめざす 
→【アイテム】単語帳や文法参考

書の例文   

【学習法】正確な現代語訳が直
感的に浮かぶようにな

るまで繰り返す 

「夏の改造計画」 理科編、地歴・公民編 

理科、地歴・公民は、受験対策が遅れがちになります。ベストな成果につながる学習を夏の計画に組み込んで、大きくレベルアップしましょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

夢ナビ（ゆめナビ）とは、高校生に大学の学問を広報するためのサービスで、高校生を対象として、大学 

教員が生講義の形式で、自らが研究する学問のトピックを伝えることにより、高校生が自身の関心に関連 

する学問を知ることができるものです。今年の「夢ナビライブ in summer」は 7 月 10 日(土)・11 日（日） 

にオンラインで実施され、事前に予約することで、大学の教授から直接話を聞くことができます。  

オススメは「夢ナビ講義動画サービス」です。全国から約 2,800 名の大学教員の専門分野、研究テーマを 

題材に行われる 30 分のミニ講座を、無料で視聴できます。１つ１つの講義が大学の専門的な学問の内容ですので、1 冊の本を読んで知

識を得るよりも簡単に、数多くの専門的な学問探究を深めることができます。自らの志望学問を決める上でも、また、志望学問が決ま

っている人にとっては、小論文や面接試験の対策として必要 

な知識を得る上でも、非常に有用な機会です。ぜひ視聴して 

見てください。なお、「夢ナビ講義動画サービス」は、事前予 

約は不要で、6/25（金）～7/20（火）の期間、24 時間視聴 

可能です。 

●先輩の合格体験記 一般選抜で合格した先輩の体験記の一部抜粋を掲載しています 

・2021 年度入試では受験人口が大きく減少したが、受験人口減は今後しばらく続くと考えられる。現高校 1 年生が受験する 2024 年度

入試では受験人口は約 107 万人と予想され、2020 年度入試を基準として約 9％減少することになる。また、2021 年度入試は新入試

の初年度であり、また移行措置がとられないこともあり、既卒生が大きく減少した。次年度以降も既卒生が少ない状況が続くものと推測

される。以上のことから、今後の入試動向では全体的に受験競争が緩和していくものと予想される。 

・私立大の志願者数は対前年指数 88 と大きく減少した。背景には受験人口の減少に加え、新型コロナウィルス感染症拡大によって地元志

向が強まり、とくに首都圏・近畿圏の私立大への地域をまたぐ出願が減少したことなどが考えられる。 

・国公立大の志願者数は対前年指数 97 とやや減少した。志願者が大きく減少した私立大と比較すると減少はゆるやかであり、受験人口の

減少と同程度の変化とみられる。一方で、難関国立 10 大学（北大・東北大・東大・東京工業大・一橋大・名大・京大・阪大・神戸大・九大）の

前期日程の志願者数は対前年指数 99 であり、過年度生が大きく減少する中でも、難関大においては競争は大きく緩和されなかった。 

・新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、国際的な人の移動が制限されていることなどを背景に、国際関係学系統（国公立大では対

前年指数 75）や語学系統（同 85）の志願者が大きく減少した。一方、医学・薬学など医療系の学部系統は人気となった。全体として「理高

文低」、資格志向の傾向が強まったといえる。 

令和３年７月号  
慶進中学校・高等学校 

   進 学 指 導 部 

令和３年７月１日発行 

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、今月 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。 

●大学入試トピックス ２０２１年度入試結果分析                 （ベネッセハイスクールオンラインより作成） 

４日（日） 実用英語技能検定二次試験 B 日程 

９日（金）・１０日（土） 総合学力記述模試（Ⅲ年） ベネッセ総合学力テスト（ⅠⅡ年） 

10 日（土）・１１日（日） 夢ナビライブ 

12 日（月） 山口芸術短期大学芸術表現学科 出張説明会 

13 日（火）       〃 保育学科 出張説明会 

14 日（水） 地元大学研究会 第 1 回会合 

15 日(木) 山口大学医学部医学科 出張説明会 

17 日（土） 大学入試動向分析会（ⅢAS） 

19 日（月） 山口大学医学部医学科の教授による出前講座 

２１日（水）・２６日（月）・２７日（火） 保護者会（ⅠⅡAGS）、三者面談（ⅢAGS） 

実施日未定  地域医療に関する医学部進学説明会 

●オープンキャンパスに行こう！（河合塾大学入試情報サイトより作成） 

●夢ナビライブに参加しよう 

●夏の受験勉強計画（3 年生対象）                         

夏は学力の差がつきやすく、受験成功への分岐点となる重要な時期です。具体的に何を目指して、どのような学習をしていくか、担任や、

教科担当からのアドバイスをよく聞いて、事前に計画を立て、効率的な受験勉強をしましょう。 

下の表に受験のプロが作成した「夏の改造計画」を掲載しています。参考にしてください。                 

オープンキャンパスは、大学がキャンパスなどを受験生に開放し、見学会や入試説明会などを

実施するイベントです。情報誌やパンフレットからでは伝わりにくい大学の魅力を直に体験にで

きます。ある程度、志望校がかたまってきたら、ぜひその大学に足を運んでみましょう。授業やサ

ークルを楽しむ先輩の様子は、勉強の励みになるはずです。昨年度に引き続き、2021 年度も大

学によってはオンラインでオープンキャンパスを実施する可能性があります。オンライン開催の場

合、遠方の大学でも気軽に参加できたり、忙しくて時間が取れない人も合間に参加できるなど

の利点があります。それらの利点を活かし、様々な大学の情報を効率よく入手しましょう。 

オープンキャンパスでは「入試説明会・学部学科説明会」や「個別相談会」の他に、先輩ガイドに

よる「キャンパスツアー」や大学の先生による「模擬授業・体験実習」などの様々なイベントが開催

されます。積極的に参加し、先輩や先生にいろいろな質問をぶつけてみよう。 

近隣大学のオープンキャンパス日程 

山口大学：8 月 7 日・8 日・10 日 

山口県立大学：7 月 17 日・8 月 29 日 

山口東京理科大学：8 月 8 日・9 日 

山口学芸大学：8 月 7 日・9 月 12 日 

下関市立大学：8 月 7 日・8 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。申込をお早めに！ 

本校の姉妹校で、毎年多くの先輩が進学している「芸短」の

説明会です。保育士志望の生徒や、デザイン・プログラミン

グ・音楽などの関心のある生徒は、参加してみてください。 

「地元大学研究会」の会合を行います。研究会への参加を希

望する生徒は、出席してください。 

山口大学医学部医学科の先生に来校していただき、先生の研

究内容や、大学のカリキュラムについて講演していただきま

す。本校の「医進プロジェクト」の一環として実施されてい

る、毎年恒例の行事です。 

 （蛍雪時代 2020 年 8 月号より作成） 7 月中に実施します。実施日時が決まり次第、担任を通じて

日時をお伝えします。 


