
平成 29年 9月 19日 

進 路 指 導 部 

 

はじめに 

 体育大会が終わりました。当日は、秋らしい晴天に恵まれ、生徒たちも大いに楽しんでいました。 

 さて、はや９月の中旬です。センター試験まであと４か月あまりとなりました。限られた時間の中で何をす

ればいいのか不安をもっている受験生も尐なくはないと思います。先日、大学関係者との話の中で最近のセン

ター試験の新しい傾向の問題の出題について話題になりました。大学関係者が言われるのは、「どの問題も学

習指導要領を踏まえたものである」とのこと。学習指導要領を踏まえた最善のテキストは「教科書」です。ま

ずは「教科書」を使って学習することが基本だと考えています。 

 

「多面的・総合的評価、英語外部試験の導入」について 

 大学通信が発行している「ユニヴ・プレス Vol.８」に「高大接続改革」に係り、多面的・総合的な評価によ

る入試について以下のような記事が掲載されていました。 

 注目したいのは東大と京大。16年には、東大が推薦入試を導入し、京大は推薦やＡＯ入試などで選抜する特

色入試を実施した。これにより、旧七帝大すべてが推薦もしくはＡＯ入試を導入したことになる。東大と京大と

もに、出願要件が厳しく２年連続で定員割れだが、大学では概ね成功したと判断している。 

 今春は、大阪大が能力、意欲、適性を多面的に評価する推薦やＡＯ入試の「世界適塾入試」を実施した。これ

に伴い、同大の後期の定員が完全になくなったため、神戸大や大阪市立大、同志社などの志願者増につながった。 

 現時点でも推薦やＡＯ入試の定員が多い東北大は、センター試験を課さないＡＯⅡ期を文、理、医、歯、工、

農で行い、センター試験を課すＡＯⅢ期を文と理を除く学部で取り入れた。東北大はＡＯ入試に力を入れており、

両方式を合せた定員は 500人以上になる。こうした背景には、ＡＯ入試で合格した学生の伸び代が大きいことが

あるようだ。 

 来春は一橋大が推薦入試を実施する。これにより、法と社会で後期が廃止されるため、早稲田や慶應義塾大の

併願者が増えそうだ。首都圏の大規模私立大は、定員管理の厳格化が進められており、来春は定員の 1.1倍を超

えると助成金不交付の対象になる。そのため、合格者を絞るとみられ、一橋大の併願者増との相乗効果により難

化が見込まれる早慶は要注意だ。 

 国立大学協会は、推薦もしくはＡＯ入試による入学者を、募集定員の３割まで増やすとしている。一般的な国

立大学も多面的・総合的評価を導入する大学が増えるので、志願者の多い大学はチェックしておきたい。 

以下は、来春行われる多面的・総合的な評価による入試の一部です。参考にしてください。 

〔多面的・総合的な評価による入試〕 

大 学 名 称 学部（学科など） 募集人員 １次選考など ２次選考・最終選考など 

東京大 推 薦 全 100 

調査書、志望理由書、推薦書、

学力状況調査票、志願者が学

部ごとの推薦要件に合致す

ることを具体的に示す資

料・論文など 

面接、グループディスカッシ

ョン、小論文、発表、プレゼ

ンテーション、センターなど 

京都大 

特色 

（学力型

ＡＯ） 

総合人間、教育、経済、理、

医（人間健康科）、薬、農 

105 

調査書、学びの報告書、学業

活動報告書、学びの設計書、

英語外部試験など 

能力判定考査、センター、論

文、小論文、面接、口頭試問、

課題など 

文  

 調査書、学業活動報告書、学

びの設計書、センター、論文、

学びの設計書に関する論述 

特色（後

期） 
法 20 センター、調査書 センター、小論文 

特色（推

薦） 

医（医）、工（情報、工業化） 
30 

調査書、推薦書、学びの設計

書、英語外部試験、特色事項

に関する資料、顕著な活動実

績の概要など 

センター、面接、小論文、口

頭試問など 

工（地球工、建築、物理工、 - 調査書、推薦書、学びの設計



電子電気工） 書、顕著な活動実績の概要、

センターなど 

北海道大 ＡＯ 

理（物理、地球惑星科）、医

（医、保健・看護学専攻、保

健・作業療法学専攻）、歯、

工（応用理工系・応用マテリ

アル工学コース、環境社会

工・社会基盤学コース）、水

産 

59 

調査書、個人評価書、自己推

薦書、諸活動の記録、英語外

部試験など 

課題論文、面接、センターな

ど 

東北大 

ＡＯⅡ期 

 

文、理、医（医、保健・看護

学専攻）、歯、工、農 
234 

高校の教科成績、学校内外の

様々な学習成果や活動実績、

資格、筆記試験など 

筆記試験、面接など 

ＡＯⅢ期 

 

教育、法、経済、医、歯、薬、

工、農 
275 

高校の教科成績、学校内外の

様々な学習成果や活動実績、

資格、センターなど 

筆記試験、面接、センターな

ど 

名古屋大 

推薦（セ

ンター試

験を課

す） 

全（除く文） 353 
志願理由書、推薦書、調査書、

任意提出書類、センターなど 

小論文、面接、プレゼンテー

ション、センターなど 

推薦（セ

ンター試

験を課さ

ない） 

文 15 
志願理由書、推薦書、調査書、

任意提出書類など 
小論文、面接など 

大阪大 

世界適塾

ＡＯ 

 

文、人間科、外国語、法、経

済 
148 

調査書、志望理由書、志願者

評価書、活動実績報告書、セ

ンター、英語外部試験など 

小論文、面接、口頭試問、セ

ンターなど 

世界適塾

ＡＯ（研

究 奨 励

型） 

理（化、生物科） 9 
志望理由書、研究成果概要、

調査書など 
口頭試問、センターなど 

世界適塾

（ 挑 戦

型） 

理 24 

志望理由書、課外活動の実

績、教員の意見書、調査書、

センターなど 

小論文、口頭試問、センター

など 

世界適塾

推薦 
医、歯、薬、工、基礎工 128 

調査書、志望理由書、推薦書、

志願者評価書、英語外部試

験、研究成果概要、自己推薦

書、センターなど 

小論文、面接、口頭試問、セ

ンターなど 

九州大 

ＡＯⅠ 教育、共創 30 

小論文、調査書、志望理由書、

活動歴報告書、英語外部試験

など 

プレゼンテーション、面接、

講義に関するレポート、討

論、小論文など 

ＡＯⅡ 
文、法、理、医（保健）、歯、

芸術工、農 
154 

調査書、志望理由書、英語外

部試験など 

英語小論文、英語面接、英語

学力試験、課題探求試験、実

技、小論文、面接、センター

など 

推薦 共創 10 
推薦書、調査書、志望理由書、

活動歴報告書など 

プレゼンテーション、面接、

センター、英語外部試験など 

一橋大 推薦 全 50 センター 
推薦書、調査書、小論文、面

接、センターなど 

東京工業

大 

推薦 第１類 10 - 
センター、推薦書、調査書、

研究等の内容の要約など 

ＡＯ 第２～７類 97 センター 
個別学力検査（筆記、面接、

造形課題）、志望理由書、調



査書など 

神戸大 

ＡＯ「ス

ポーツ科

学受験 

国際人間科（発達コミュニテ

ィ） 
12 

調査書、志望理由書、運動・

スポーツに関する活動の履

歴と成績一覧、スポーツ科学

に関する筆記試験 

スポーツ科学に関する実技

課題検査、面接・口述試験、

センター 

ＡＯ「表

現領域受

験」 

国際人間科（発達コミュニテ

ィ） 
24 

調査書、志望理由書、作品ポ

ートフォリオ、実技検査、筆

記試験など 

面接・口術試験、センターな

ど 

ＡＯ 

国際人間科（環境共生）、医

（医）、海事科（グローバル

輸送科・航海マネジメントコ

ース） 

25 

調査書、志望理由書、記述書、

自己推薦書、課題論文、セン

ターなど 

理科の科目に関する総合的

な能力の検査、面接・口述試

験、模擬実習、センター 

推薦 

国際人間科（グローバル文

化）、経済、経営、農（食料

環境システム・生産環境工学

コース、食料環境経済コー

ス）、海事科 

108 - 

推薦書、調査書、自己推薦書、

英語外部試験、センター、面

接など 

推薦（地

域 特 別

枠） 

医（医） 10 

推薦書、調査書、志望理由書、

センターなど 
面接・口述試験、センターな

ど 

 

「2017 中国・四国地区 国立大学医学部医学科 合同説明会」について 

 駿台予備学校広島校主催の「2017 中国・四国地区 国立大学医学部医学科 合同説明会」が以下のように行

われます。 

□ 日 時 ： 平成 29年 10月１日（日）10：00～ 

□ 場 所 ： 駿台予備学校広島校   広島市東区光町１－12－10（℡：0120-57-2418） 

□内 容 

■ 特別講演会（広島大学・岡山大学医学部教授） 

■ 大学説明会（大学教員） 

10：00～11：20（特別講演会） 広島大学 医学部学部長補佐 田妻 進 教授 

11：30～12：50（特別講演会） 岡山大学医学部学部長 大塚 愛二 教授 

13：00～13：50 島根大学 医学部医学科 和田 孝一郎 教授 

14：00～14：50 高知大学 アドミッションセンター 大塚 智子 准教授 

15：00～15：50 香川大学 アドミッションセンター 真鍋 芳樹 教授 

16：00～16：50 鳥取大学 入学センター 小山 勝樹 特命准教授 

■ 医学部“何でも”相談会（現役医学生・駿台予備学校広島校 進路アドバイザー） 

■ 医学部入試情報説明会（駿台予備学校広島校 校舎長） 

■ 参加大学 ： 鳥取大学・島根大学・岡山大学・広島大学・香川大学・高知大学 

□ 申込み方法 ： 所定の申込書に必要事項を記入し、駿台予備学校広島校に提出 

（詳細につきましては、駿台予備学校広島校のお問い合せください） 

 

「第４回進路指導研修会」について 

10月 14日（土）に本校視聴覚教室（予定）で、「広大入試について」をテーマに「第４回進路指導研修会」を

行います。なお、予定を変更して理系を 13：00～14：00、文系を 14：30～15：30とします。募集開始日について

も、修学旅行の関係で９月 22日（金）に変更します。 

  

終わりに 

 夏の疲れが出やすい時期です。学校生活の基本は、毎日、定時に登校することです。体調管理には気をつけてもら

いたいと思っています。                       （文責：進路指導部 池本 邦彦） 


