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このマークがある情報は

メモを取るのがおすすめ！
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２年後のわたしたちは…
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高校卒業後の進路

大学・短大など

54.7%
専修学校

21.4%

就職

17.7%

その他

6.2%
高校卒業者：約105万人

●大学進学：約57万人
４年制 ・・・ 約52万人

短大 ・・・ 約4万人

●専修学校：約22万人
専門学校・・・ 約17万人

その他： ・・・ 約5万人

●その他 ※浪人や無職など
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学校の種類

・大学

・短期大学

・通信制大学

・専門学校

・専門職大学

・省庁等所管の学校

（〇〇大学校など） など

Q.何が違うの？

↓
卒業後に得られる

学位・称号
（資格のようなもの）

（例） ４年制大学卒業→「学士」

専門学校卒業 →「専門士」
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・大学進学

・専修学校（専門学校）

・就職

これらに有利になるものが

高校卒業後の進路

大学・短大など

54.7%専修学校

21.4%

就職

17.7%

その他

6.2%

「学習成績の状況」
※旧・評定平均/内申点

（今年から名称変更）
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高校卒業後の進路

・大学進学での成績の有無

一般入試 ５３．０％

推薦入試 ３６．８％

AO入試 ９．９％

一般入試

53.0%推薦入試

36.8%

AO入試
9.9%

その他

0.3%

平成31年度 国公私立大学入試形態別割合

絶対に

必要

ほとんど

必要

必要な学校

増加中
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高校卒業後の進路

・専門学校

一般的なイメージほど簡単ではない。試験もある。（特に医療系）

成績が悪いと学校長から推薦がもらえない。

「行きたい専門に行く」には成績が良いとスムーズ。

（例）昭和大学医学部附属看護専門学校（推薦）

１．2021年３月に高等学校もしくは中等教育学校を卒業見込みの者。
２．成績が優れている者で、国語・数学・英語・理科４教科の
評定平均値の平均が3.0以上であること。

３．看護師としての適正を考慮し、学校長の推薦を受けた者。
４．本校のみの単願志願者であること。
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高校卒業後の進路（おまけ）

●成績は「奨学金」にも影響する。

奨学金とは？

経済・社会情勢等を踏まえ、学生等が安心して学べるよう
学資の「貸与」または「給付」をする制度。

貸与：借りる。将来、働いて返す。 給付：もらえる。返さなくてよい。

●入試結果が優秀な場合は、
「入学金」や「授業料」に影響することもある。
※免除（＝無料）になることも
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高校卒業後の進路

もう２年生だから、みんな知ってると思うけど・・・
大事なことなので念のため。

「学習成績の状況」（内申点）は・・・

高校１年生〜３年生（１学期まで）

３年分の平均値で決まる！
だからまだ気を抜かないで＆諦めないで・・・
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自分が「推薦」なのか「一般」なのかどっちが良いのかよくわからん・・・

なんだか
情報がい

っぱいな
んだけど

・・・

結局のところ、２年生の間に

何をやっておけばいいのか教えて!?

（みんなの心の声）

てか、そもそも大学選び自体、

まだちゃんと決まってない・・・
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おけおけ、了解です。落ち着いて。高校部にお任せください。

うちは他の予備校とは一味ちがうぜ。
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今日、伝えたいこと

①自分に合う進路の見つけ方

②日本の大学の種類

③大学入試の種類

④理想の学習スケジュール
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①自分に合う進路の見つけ方
まだ進路のイメージが定まっていない人、必見
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進路選択のステップ

自分の興味・関心・やりたいことが何かを考えよう

興味のある学部について調べよう

その学部がある大学を調べよう

「適学 適職 診断」と
検索してみよう。

無料のテストが
たくさんあるよ。

やってみよう！
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考えるポイント

得意なこと≠興味があること
（一致する人もいますが）

（例）英語が得意だからと「外国語学部」へ進学
→本当に学びたいのはマーケティング（商学部）だった

(進学してから気づいた・・・。）

→やる気が出なくなって中退 →受験やり直し・・・。
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せっかく入った大学なのに・・・

●４年制大学を４年間で卒業する割合

８１．８％ （１０人のうち８人。１人は留年、１人は中退している状態。）

●最も重要な中退理由
１．学業不振・無関心 ４２．９％

２．家庭・経済的理由 １９．３％

３．進路変更 １５．１％

※おまけ※ 中退すると、働き始めるまでに時間がかかる、というデータがある。

目的はあまり考えずに、とり

あえず大学に進学してみよう
と思った。

と答える割合が高い。
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進路選択のステップ

自分の興味・関心・やりたいことが何かを考えよう

興味のある学部について調べよう

その学部がある大学をよ〜〜く調べよう

パスナビ、マナビジョン、スタディサプリ進路 など
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進路選択のステップ

自分の興味・関心・やりたいことが何かを考えよう

興味のある学部について調べよう

その学部がある大学をよ〜〜く調べよう 大学は最後！
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なぜ「よ〜〜く調べる」のか

同じ名前の学部でも、大学によって授業の内容がちがう！
（文系学部は特に要注意！勝手なイメージで選ぶと危険です。）

「文学部」の例

「文学じゃなくて歴史を学ぶ学部だった」

「指定校推薦が取れ、フランス文学部に入った。フランスの書物や歴史の
勉強がしたかったのに、意外と語学の授業のほうが多い」

「昔の文学作品を研究すると思っていたけど、実際は歴史や文化などを
学ぶ学部だった」

約６割がギャップを痛感💦
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進路はいつまでに決める？

高２の夏（遅くとも冬）

くらいまでに、ある程度は定まっているのが吉🙆

（スケジュールについては後ほど説明）

もちろん、あとで変わってもOK。
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②日本の大学の種類
４年制大学にしぼって説明します
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大学の種類 ・・・ 大きく分けると２つ

国公立大学

国や地方公共団体が設立・
運営する大学。

難関国立10大学：

東京 京都 大阪 東工 一橋
東北 名古屋 北海道 九州 神戸

その他
東京都立 横浜国立 千葉 筑波

など

私立大学

個人・企業など民間が設立
・運営する大学。

早慶上理：

早稲田 慶應 上智 東京理科

MARCH：

明治 青山 立教 中央 法政

など
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関東圏の私立大学

早慶

上理 ICU

G-MARCH

成成明学獨國武

日東駒専

大東亜帝国

早稲田大学 慶應大学

上智大学 東京理科大学
国際基督教大学（ICU）

学習院大学 明治大学 青山学院大学
立教大学 中央大学 法政大学

成蹊大学 成城大学 明治学院大学
獨協大学 國學院大学 武蔵大学

日本大学 東洋大学 駒沢大学
専修大学

大東文化大学 東海大学 亜細亜大学
帝京大学 国士舘大学
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国公私立大学と学部学生数

設置者別学校 学校数 学部学生数

国立大学 ８６校 ４３７，４０１人

公立大学 ９３校 １３８，６５３人

私立大学 ６０７校 ２，０３３，０９４人
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学費のちがい

82 125 167

641
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国立大学 私立大学（文系） 私立大学（理系） 私立大学（医歯系）

初年度納入金平均額 （万円）
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学費のちがい

242
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541
2356
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国立大学 私立大学（文系） 私立大学（理系） 私立大学（医歯系）

学費合計の目安 （万円）
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試験科目のちがい

一般的な例

国公立大学 ・・・５教科が基本（英数国理社）

●（共通テスト）５教科７科目 → （２次試験）２〜３教科

私立大学 ・・・３教科が基本（文系：英国社/理系：英数理）
●個別選抜 ：１〜３科目

●共通テスト利用 ：１〜７科目
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大学の種類 まとめ

国公立大学

国や地方公共団体が設立・運営する
大学。

学校数 ：少ない

学費 ：安い

試験科目 ：多い

私立大学

個人・企業など民間が設立・運営す
る大学。

学校数 ：多い

学費 ：高い

試験科目 ：少ない
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国公立と私立どちらがいいの？

国公立、私立にはそれぞれ良いところがある。

どちらが良い！とは一概には言えない。

（個人の価値観による）

大切なのは・・・

興味のあることが、その大学で学べるかどうか

30



将来の職業（就職）との関係は？

職業と学問のつながりは、大きく分けて３つ

１.特定の大学・学部に進むのが条件となる職業
医師、看護師、獣医師、臨床心理士、弁護士など

２.特定の大学・学部に進んだ方が近道となる職業
公認会計士、税理士、建築士、教員など ※あくまで近道。絶対ではない。

３.大学・学部にかかわらず就ける職業
その他、ほとんどの職業
（例）プログラマー採用「文系OK！未経験で研修からスタートできます！」
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大学にはたくさんの学部がある！

文系

・文学 ・語学

・法学 ・商学

・経済学

・社会学

・国際関係学
など

理系

・看護学 ・医学

・保健学 ・歯学

・理学 ・工学

・農学

・水産学
など

文理系

・教育学

（教員養成）

・生活科学

・芸術学

・総合科学
など
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突然の告知！

プチ進路ガイダンス

第１回：４月１３日（火） 第２回：４月１５日（木）

第３回：４月２１日（水） 第４回：４月２３日（金）

（おまけ：英単語合宿）
４月２６日（月）、４月２７日（火）、４月２８日（水）
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③大学入試の種類
各選抜方式の特徴を理解しよう

34

大きく分けて３種類！

※２０２０年度からの名称変更に注意

２０１９年度まで ２０２０年度から

AO入試 総合型選抜

推薦入試 学校推薦型選抜

一般入試 一般選抜

（おまけ） 大学入試センター試験 大学入学共通テスト
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総合型選抜（旧：AO入試）

特徴

①「高い学習意欲」「学びへの明確な目的意識」が選抜基準。

②エントリーシート（提出書類）や面接、小論文、
プレゼンテーションなどを行うことが多い。※負担大
③「全国コンテストの上位入賞者」など何かに秀でていることが
出願条件になる大学もある。

2021年度より、学力を確認する評価（テストや小論文など）を
行うことが必須となった。
※学力の問い方は各大学それぞれ。
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学校推薦型選抜(旧：推薦入試）

特徴

・出身高校長の推薦を受けないと出願できない。

・出願条件が設定されている場合がほとんどで、
誰もが出願できる入試というわけではない。

「出願者は、合格した場合は必ず入学する者に限る」
という専願制の入試がほとんど。

※他大学との併願が可能な併願制も少しずつ増加。

大きく分けて①公募推薦と②指定校推薦の２種類。
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学校推薦型選抜ー①公募推薦

受験条件

①大学の出願条件をクリアしていること

②出身高校長の推薦があること

国公立大学

募集人員が少なく、成績基準が厳しい。
共通テストの有無で入試日程が大きく異なる。

私立大学

一部、成績基準を設けない大学もある。
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公募推薦の例

＜東京都立大学：2021年度＞

結構きつい
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学校推薦型選抜ー②指定校推薦

特徴

①大学が指定した高校の生徒を対象とする選抜。
例：広尾高校から青山学院大学文学部へ１名。

※各高校内での成績勝負。

②私立大学が中心。国公立大学はほとんど無い。

③校内選考さえクリアすれば、ほぼ確実に合格する。

40

（だれかの心の声）

指定校めっち
ゃええやん〜

〜〜〜〜！

辛い受験勉強もなし！
定期テストがんばれば終わりってことでしょ！

ほぼ確実に受かる！

私立単願みたいなものってことね！

幸いなことに学校の成績まあまあイケてる！

これは指定校もらったわ〜〜〜〜！
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指定校推薦の落とし穴

●成績基準を満たしていても、推薦がもらえるとは限らない

本当にあった怖い話

某都立H高校。G-MARCHのとある大学への指定校推薦枠「１名」。

→希望者７名！ ６人は高３の９月に路頭に迷った・・・。

●指定校推薦のために大学を選んでしまう
「指定校があるからこの大学にしよう」は順序が逆。

興味がある大学への指定校推薦があればラッキー

という考え方をするべき。

●今年の枠が来年もあるとは限らない。
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「総合型選抜」＆「学校推薦型選抜」

→受かったら（取れたら）ラッキー！

●大学受験を着実に進める大事なポイント

一般選抜があるつもりで準備しておく
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一般選抜

特徴

①一般的にイメージされるTHE★大学受験。

②出願資格はなく、誰でも受験できる。

③とにかく当日の学力！これまでの成績は関係ない！
・・・・・・が良いところだったのですが。。

「調査書」（参考資料）として学校の成績をチェックする大学が増えてきています。
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④理想の学習スケジュール
一般選抜の学習を乗り切るには！？
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全体の流れ

７月まで 夏休み ９月以降

①学部選び

②大学調べ・比較

③志望校選び

（国立or私立）

④受験科目の把握

①１年の復習

②２年の予習
（定期試験対策）

③受験科目の先取り

①受験科目の先取り

②少しずつ受験勉強

常に ・定期テスト対策（２学期期末までは全員やる）

・英語学習（日々の単語＋英検）

46

２年生の夏から始めるメリット

死ぬほど当たり前のことなのですが・・・

夏休み・冬休みが

２回ある！
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努力→結果までのタイムラグ
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ひと足先にがんばった
先輩たちは・・・
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実績 入試結果-共通テスト結果

英語：148.22 数学：165.75 国語138.60

塾内平均＞＞＞全国平均圧
勝
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実績 入試結果-合格速報

２０２１年最新！

・東京理科大学 先進工学部、理工学部、理学部

・同志社大学 文学部

・明治大学 総合数理学部、理工学部、農学部

・学習院大学 文学部

・明治学院大学 文学部
・東洋大学 ライフデザイン学部

・東京都市大学 人間科学部（特待生） など多数！
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必ず覚えて帰ってほしいこと！

１．定期テストは高２の２学期期末まで
しっかり取り組む ※推薦のチャンス

２．夏休みまでにたくさん調べて
進路（志望校）の方針を決める

３．英語学習を常にコツコツ続けておく

４．大学受験について困ったことがあれば
高校部の先生に遠慮なく相談する！
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大事なことなので２回告知します

プチ進路ガイダンス

第１回：４月１３日（火） 第２回：４月１５日（木）

第３回：４月２１日（水） 第４回：４月２３日（金）

（おまけ：英単語合宿）
４月２６日（月）、４月２７日（火）、４月２８日（水）
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ありがとうございました！
質問がある人は、退室前に遠慮なくどうぞ★
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