
平成 29年 5月 12日 

進 路 指 導 部 

 

はじめに 

 ５月に入り、進路指導室から見える広島城周辺はすでに 

初夏の様相です。 

さて、ここ数年、中国新聞社が発行している「学ぼうヒロ 

シマ」の原稿づくりに関わっています。具体的には、生徒向 

けのワークシートの作成です。ある程度できたところですが、 

今回の原稿作成にあたり特に意識したことは、広島の復興に 

ついてです。 

広島の復興には多くの人たちが関わっています。その中に 

は家のない人のために住宅を建設した米国人のフロイド・ 

シュモーさん、多くの医薬品を提供するとともに、自ら多く 

の人たちの治療にあたったスイス人のマルセル・ジュノー博 

士など心ある外国の人たちがいました。また、何よりも生き 

ることに必死だった広島の人たちがいました。そんな広島の人たちの中に、出征した男性運転士に代わって当時、

電車の運転や車掌の業務に就いていた広島電鉄家政女学校の生徒たちのことについて取り上げました。 

 

原爆投下により、当時、走行していた広島電鉄の電車のうち大部分は破壊され、線路も大打撃を受けましたが、

広島電鉄の技術者たちは 123両のうち 108両が破壊され、線路も大打撃を受けました。とうてい電車を運行できる

ような状況ではありませんでした。しかし、広島電鉄の技術者たちはすぐに復旧作業に取り掛かり、焼け跡のあち

こちがまだくすぶる中、復旧作業からわずか 3日後に己斐駅（現在の西広島駅、西区）から西天満町（同区）まで

１キロあまりの区間で電車は運行を再開しました。また、この時の運転や車掌の業務に就いていたのは、広島電鉄

が戦時中に設立した、広島電鉄家政女学校（広島市皆実町、現南区）の生徒たちだったと伝えられています。 

なお、当時を知る被爆電車のうち２台（車番 651・652）は今も主に平日の朝、市内を走っています。 

 

電車を運転したのは、現在の高校生ぐらいの女の子でしょうか。しっかりと前を向いて電車を運転しているあ

どけない面影を秘めた女子学生の勇姿に励まされた人も多かったのではないかと思います。 

この逸話については、書籍としては、「チンチン電車と女学生」（著者：堀川惠子・小笠原信之氏）に書かれて

います。また、2015 年にはＮＨＫ広島放送局の製作により「一番電車が走った」というドラマにもなりました。

さらに、「さすらいのカナブンさん」という女性が、実際に家政女学校の女子学生であった自らの祖母から聞いた

当時の状況を「原爆に遭った尐女の話」として、ＷＥＢ上にマンガとして作品を発表されています。この作品は

一見尐女漫画風ですが、戦時下においても恋をしたり、他愛もないことに喜んだり悲しんだりする当時の女子学

生の生き方や広島で起こった惨状などが丁寧に描かれています。以下のＷＥＢサイトに掲載されていますので、

是非、読んでみてください。         

ＷＥＢサイト ： http://sasurai.o.oo7.jp/2/G_sobo.html 

 

「国公立大学入試変更点」について 

 4月15日段階で判明している国公立大学入試変更点は以下のとおりです。今後、私立大学を含めて変更が予想されま

す。関心のある大学については、大学のホームページ等で確認してください（下にまとめた内容はあくまで予定ですの

で、大学のホームページ等で確実に確認してください）。 

 なお、新たに学部や学科が設置される場合は、他学部や他学科の定員が変更されることがあります。当然、前年度と

は入試を取り巻く状況が変わりますので、志望する大学については必ず確認するようにしてください。 

 

大学名 学部（学科） 項 目 2017年度入試 2018年度入試 変更内容 

北海道  国際総合入

試 

実施しない 実施する 

文系5名、理系10名 

新たに国際総合入試

を実施 

東 北 医（医） 募集人員 前期：120名 

ＡＯ入試Ⅲ期：15名 

前期：105名 

ＡＯ入試Ⅱ期：15名 

前期を 15 名減員、Ａ

Ｏ入試Ⅲ期を 5 名減

 

昨年度の「学ぼうヒロシマ」です。今年度は６

月下旬に発行される予定です。 

http://sasurai.o.oo7.jp/2/G_sobo.html


ＡＯ入試Ⅲ期：10名 員、ＡＯ入試Ⅱ期を実

施 

医（保健-看

護学） 

募集人員 前期：54名 

ＡＯ入試Ⅲ期：16名 

前期：50名 

ＡＯ入試Ⅱ期：10名 

ＡＯ入試Ⅲ期：10名 

前期を4名減員、ＡＯ

入試Ⅲ期を6名減員、

ＡＯ入試Ⅱ期を実施 

歯 募集人員 前期：43名 

ＡＯ入試Ⅲ期：10名 

前期：37名 

ＡＯ入試Ⅱ期：8名 

ＡＯ入試Ⅲ期：5名 

前期を6名減員、ＡＯ

入試Ⅲ期を2名減員、

ＡＯ入試Ⅱ期を実施 

薬 国際バカロ

レア入試 

実施しない 実施する 新たに国際バカロレ

ア入試 

東 京 理 科 三 類

〔前〕 

２次科目 外、国、数、理2 外、国、数、理2、面 新たに面接 

一 橋 経済 募集人員 前期：210名 

後期：60名 

帰国子女：5名 

前期：195名 

後期：60名 

推薦：15名 

帰国子女：5名 

新たに推薦入試を実

施 

前期日程は15名減員 

法 募集人員 前期：155名 

後期：10名 

帰国子女：5名 

前期：155名 

推薦：10名 

帰国子女：5名 

新たに推薦入試を実

施 

後期日程は廃止 

社会 募集人員 前期：220名 

後期：10名 

帰国子女：5名 

前期：220名 

推薦：10名 

帰国子女：5名 

新たに推薦入試を実

施 

後期日程は廃止 

全学 ２次科目 外は英・独・仏→1 外は英 英語指定に 

京 都 薬 募集人員 一般入試：薬科学科 47

名、薬学科：30名 

特色入試：薬科学科 3

名 

一般入試：一括募集74名 

特色入試：薬科学科3名、薬

学科3名 

薬学科で新たに特色

入試を実施 

工（建築、物

理工） 

特色入試 実施しない 実施する 

募集人員：建築学科2名、物

理工学科5名 

新たに特色入試を実

施 

大 阪 

 

 

法 世界適塾Ａ

Ｏ入試 

第1次選考：提出書類に

より行う 

第2次選考：提出書類、

面接又は口頭試問の結

果、センター試験の成績

により行う。センター試

験の得点は満中 80％以

上であることが必要 

第1次選考：センター試験の

得点及び提出書類の内容に

基づき、総合的に判定する。

但し、専攻毎に募集人員の概

ね5倍まで（原則20名まで）

を上限とする。センター試験

の得点は満点中 80％以上で

あることが必要 

第2次試験：第1次試験合格

者に対し面接（集団面接を含

む）を課す 

第 2 次選考の最終合格者判

定：提出書類、センター試験

の得点、面接結果をアドミッ

ション・ポリシーに照らし総

合的に評価する 

選抜基準（選考方法）

を変更 

経済（経済、

経営） 

募集人員 前期：213名 

世界適塾推薦入試：7名 

前期：206名 

世界適塾推薦入試：14名 

前期7名減員、世界適

塾ＡＯ入試7名増員 

医（保健-看

護学・放射線

技術科学） 

 

 

世界適塾推

薦入試 

 

 

第1次選考：センター試

験の得点が満点中 80％

以上の者を専攻毎に成

績上位 20名まで合格者

とする 

第2次選考：第1次選考

第1次選考：センター試験の

得点及び提出書類の内容に

基づき、総合的に判定する。

但し、専攻毎に募集人員の概

ね5倍まで（原則20名まで）

を上限とする。センター試験

選抜基準（選考方法）

を変更 

 

 



合格者に対し面接（集団

面接を含む）を課す 

第 2 次選考の最終合格

者判定：提出書類、セン

ター試験の得点、面接結

果をアドミッション・ポ

リシーの照らし合わせ

総合的に評価する 

 

 

の得点は満点中 80％以上で

あることが必要 

第2次判定：第1次選考合格

者に対し面接（集団面接を含

む）を課す 

第 2 次選考の最終合格者判

定：提出書類、センター試験

の得点、面接結果をアドミッ

ション・ポリシーに照らし合

わせ総合的に評価する 

医（保健-看

護学） 

募集人員 前期：78名 

世界適塾推薦入試：2名 

前期：75名 

世界適塾推薦入試：5名 

前期3名減員、世界適

塾推薦入試3名増員 

医（保健-放

射線技術科

学） 

募集人員 前期：39名 

世界適塾推薦入試：1名 

前期：38名 

世界適塾推薦入試：2名 

前期1名減員、世界適

塾推薦入試1名増員 

医（保健-検

査技術科学） 

募集人員 前期：39名 

世界適塾推薦入試：1名 

前期：38名 

世界適塾推薦入試：2名 

前期1名減員、世界適

塾推薦入試1名増員 

世界適塾推

薦入試 

第1次選考：センター試

験の得点が満点中 80％

以上の者を専攻毎に成

績上位 20名まで合格者

とする 

第2次選考：第1次選考

合格者に対し、面接（集

団面接を含む）を課す 

第 2 次選考の最終合格

者判定：提出書類、セン

ター試験の得点、面接結

果をアドミッション・ポ

リシーに照らし合わせ

総合的に評価する 

第1次選考：センター試験の

得点及び提出書類の内容に

基づき、総合的に判定する。

但し、専攻毎に募集人員の概

ね5倍まで（原則20名まで）

を上限とする。センター試験

の得点は満点中 80％以上で

あることが必要 

第2次選考：第1次選考合格

者に対し、小論文及び面接

（集団面接を含む）を課す 

第 2 次選考の最終合格者判

定：提出書類、センター試験

の得点、小論文及び面接の結

果をアドミッション・ポリシ

ーに照らし合せ総合的に評

価する 

選抜基準（選考方法）

を変更第 2 次選考に

小論文を追加 

薬 世界適塾推

薦入試 

推薦要件として、語学資

格の基準はなし 

推薦要件（全員必須条件）と

して、TOEFL-iBT スコア 80

点以上の者、IELTSスコア6.0

以上の者又は英検準1級以上

の者（出願時において有効期

限内のスコア又は合格に限

る）であることが必要 

推薦要件に所定の語

学資格を追加 

大 阪 

 

 

 

工（応用自然

科学） 

募集人員 前期：210名 

世界適塾推薦入試7名 

前期：203名 

世界適塾推薦入試14名 

前期7名減員、世界適

塾推薦入試7名増員 

工（応用理

工） 

募集人員 前期：240名 

世界適塾推薦入試8名 

前期：232名 

世界適塾推薦入試16名 

前期8名減員、世界適

塾推薦入試8名増員 

工（電子情報

工） 

募集人員 前期：157名 

世界適塾推薦入試5名 

前期：152名 

世界適塾推薦入試10名 

前期5名減員、世界適

塾推薦入試5名増員 

工（環境・エ

ネルギー工） 

募集人員 前期：72名 

世界適塾推薦入試3名 

前期：69名 

世界適塾推薦入試6名 

前期3名減員、世界適

塾推薦入試3名増員 

工（地球総合

工） 

募集人員 前期：114名 

世界適塾推薦入試4名 

前期：110名 

世界適塾推薦入試8名 

前期4名減員、世界適

塾推薦入試4名増員 

工〔前〕 ２段階 志願者数が募集人員の 学部全体の志願者数が募集 実施方法を変更 



約3倍を超えた場合は、

第 1 段階選抜を実施す

る 

人員の約 3 倍を超えた場合

は、第1志望学科の志願者数

が募集人員の約3倍を超えた

学科のみ第1段階選抜を実施

する 

神 戸 経済 募集人員 前期：200名 

推薦入試：70名 

前期：220名 

推薦入試：50名 

前期 20 名増員、推薦

入試20名減員 

推薦資格 1浪まで出願可 現役生のみ出願可 現役生のみ出願可に 

経済〔前〕 募集区分 1区分のみで募集 以下の3区分で募集 

数学選抜：2次科目は数のみ。

募集人員は30名 

英数選抜：2次科目は英、数。

募集人員は30名 

総合選抜:2次科目は英、国、

数。募集人員は160名 

3つの区分に分けての

募集 

広 島 全学（センタ

ー試験を利

用するすべ

ての入試方

式・募集単

位） 

英語外部試

験利用 

- 英語外部試験で一定のスコ

ア基準を満たす者のセンタ

ー試験「外国語」の得点を、

満点とみなす 

英語外部試験のスコ

アも利用に 

総合科学（総

合学科）〔後〕 

募集区分 文科系と理科系に分け

て募集 

 

一括で募集 一括で募集に 

２次科目 文科系：外、面 

理科系：外、数 

面 学科試験を廃止し、面

接のみに 

総合科学（国

際共創） 

学科新設 - 

 

国際共創学科（定員40名） 国際共創学科を新設

予定 

情報科学 学部新設 - 情報科学部（定員80名） 情報科学部を新設予

定 

工 学部改組 工学部（定員 490名）：

第一類105名、第二類：

135名、第三類：115名、

第四類135名 

工学部（定員 445 名）：第一

類150名、第二類：90名、第

三類：115名、第四類90名 

学部を改組予定。合計

定員は45名減員予定 

 

 

九 州 共創 学部新設 - 共創学部（定員105名） 

※各区分の募集人員は前期

65名、ＡＯ入試 20名、推薦

入試10名、国際型入試10名 

共創学部を新設予定 

共創（前期） セ試科目 - 5 教科 7 科目（外、国、数 2

と、歴・公・理→3） 

5教科 7科目を課す 

２段階 - 約4倍 第1段階選抜を予告 

２次科目 - 英、数、論 英語、数学、小論文を

課す 

文 入学定員 160名 151名 9名減員 

ＡＯ入試 実施しない ＡＯ入試Ⅱを実施する 新たにＡＯ入試Ⅱを

実施 

教育 入学定員 50名 46名 4名減員 

法 

 

入学定員 200名 189名 11名減員 

経済 

 

入学定員 240名（経済・経営学科

150 名、経済工学科 90

名） 

226 名（経済・経営学科 141

名、経済工学科85名） 

学部合計 14 名減員

（経済・経営学科9名

減員、経済工学科5名

減員） 



理 入学定員 277名（物理学科59名、

化学科 67名、地球惑星

科学科48名、数学科54

名、生物学科49名） 

258名（物理学科55名、化学

科 62名、地球惑星科学科 45

名、数学科 50 名、生物学科

46名） 

学部合計 19 名減員

（物理学科4名減員、

化学科5名減員、地球

惑星科学科3名減員、

数学科4名減員、生物

学科3名減員） 

理（数学） 募集区分 分離分割（前期・後期） 分離分割（前期のみ） 後期日程を廃止 

理〔前〕 

 

国際理学コ

ース 

実施しない 実施する 

※募集人員は学部合計10名。

各学科2名 

※前期日程の各学科の合格

者で国際理学コースへの入

学を希望する者の中から選

抜する 

国際理学コースを開

設 

医 

 

入学定員 260 名（医学科 11 名、

生命科学科 12名、保健

学科-看護学専攻 69

名・放射線技術科学専攻

34 名・検査技術科学専

攻34名） 

257名（医学科11名、生命科

学科12名、保健学科-看護学

専攻 68 名・放射線技術科学

専攻 33 名・検査技術科学専

攻33名） 

学部合計3名減員（保

健学科-看護学専攻 1

名減員・放射線技術科

学専攻1名減員・検査

技術科学専攻 1 名減

員） 

九 州 歯 募集区分 分離分割（前期・後期） 分離分割（前期のみ） 後期日程を廃止 

薬 入学定員 80名（創薬科学科50名、

臨床薬学科30名） 

79名（創薬科学科 49名、臨

床薬学科30名） 

学部合計1名（創薬科

学科1名減員） 

工 入学定員 804名（建築学科60名、

電気情報工学科158名、

物質科学工学科168名、

地球環境工学科150名、

エネルギー科学科 99

名、機械航空工学科169

名） 

778名（建築学科58名、電気

情報工学科153名、物質科学

工学科163名、地球環境工学

科145名、エネルギー科学科

95 名、機械航空工学科 164

名） 

学部合計 26 名減員

（建築学科2名減員、

電気情報学工学科 5

名減員、物質科学工学

科5名減員、地球環境

工学科5名減員、エネ

ルギー科学科 4 名減

員、機械航空工学科5

名減員） 

芸術工 入学定員 202名（環境設計学科38

名、工業設計学科48名、

画像設計学科 38名、音

響設計学科 38名、芸術

情報設計学科40名） 

187名（環境設計学科35名、

工業設計学科 45 名、画像設

計学科 35 名、音響設計学科

35 名、芸術情報設計学科 37

名） 

学部合計 15 名減員

（環境設計学科 3 名

減員、工業設計学科3

名減員、画像設計学科

3名減員、音響設計学

科3名減員、芸術情報

設計学科3名減員） 

農 入学定員 229名 226名 3名減員 

 

終わりに 

 先日、競技かるたの全国大会が広島で行われました。会場に行って驚いたことは大会参加者が以前よりも増え

ていることでした。「ちはやふる」効果でしょうか、特に小さな子どもたちの姿が目につきました。大きくなって

も続け、是非、本校の競技かるた部に入部してもらいたいものです。 

 さて、基町高校からも４名参加しました。そのうちの一人が、Ｂ級で３位に入賞しました。（今回はＢ級には 98

人がエントリーしていました）ミスが尐ない安定した試合運びが好結果に結びついたのではないかと思っていま

す。 

 競技かるた部の顧問を務めて思うことは、競技かるたと入試は重なる部分がたくさんあるということです。集

中力をもってミスをしないこと、粘り強く頑張ること、強い気持ちをもつこと、などです。 

今回は６回戦（準決勝）まで戦いましたが、試合を終えたのが 19 時過ぎでした。（競技かるたの試合は約１時

間 15～30分です）最後の試合はかなり疲れていたようでしたが、その部員にとっては次のステップに進むための

大きな自信になったはずです。                   （文責：進路指導部 池本 邦彦） 


