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進 路 指 導 部 

 

はじめに 

 国立大学の出願を終えました。これからは個別試験に向けて準備を進めていくだけです。今春の入

試は大学入試センター試験から個別試験までの期間が長いことから、大学入試センター試験の結果が

芳しくなかったとしても個別試験での逆転は大いにあると考えています。 

 

「春の集中学習」について 

 本校では、３月22日（木）・23日（金）・26日（月）・27日（火）の４日間の日程で、２年生を対

象に「春の集中学習」を行います。この「春の集中学習」は、自学自習を中心とした学習を進めなが

ら３年生に向けての動機づけを図るものです。２月21日（水）に参加希望用紙を配布する予定にして

いますが、より多くの生徒の参加を期待しています。 

 

「大学の評価」について 

 大学通信が発行している「ユニヴ・プレス Vol1.」に「大学の通信簿」という記事が掲載されてい

ました。この記事は、大学通信が全国約2000の高等学校で進路指導に携わっている教員にアンケート

を実施し回答を得たもので、項目別に評価できる大学について５校連記で記入されたものを、最初の

大学を５ポイント、次を４ポイントとして集計した結果をまとめています。大学を選択する場合には

多面的に捉えていくことが必要であると考えています。 

■ 面倒見が良い大学 

順位 大 学 所在地 ポイント 順位 大 学 所在地 ポイント 

１ 金沢工業大 石川 395 11 昭和女子大 東京 41 

２ 東北大 宮城 161 12 国際基督教大 東京 40 

３ 武蔵大 東京 149 13 近畿大 大阪 38 

４ 国際教養大 秋田 106 14 東京大 東京 37 

５ 明治大 東京 82 
15 

学習院大 東京 
35 

６ 立命館大 京都 73 津田塾 東京 

７ 産業能率大 東京 59 17 山形大 山形 34 

８ 福岡工業大 福岡 46 18 九州工業大 福岡 33 

９ 高知工科大 高知 44 19 明治学院大 東京 31 

10 秋田県立大 秋田 42 20 富山県立大 富山 30 

〔具体的な声〕 

□ 金沢工業大 

・ 個別指導だけでなく、卒業後につながる大学での学びを追求している。 

・ 基礎・基本からしっかり教育し、教員に質問しやすい環境をつくり、就職にも強い。 

・ 高校時代に学力が厳しい生徒でも４年後きちんと卒業し就職できている。 

□ 東北大 

・ 比較的少人数教育で、学生の能力伸長に尽力している。 

・ ＡＯ入試制度が定着し、やる気のある学生に質の高い教授陣が教えていること。 

□ 武蔵大 

・ ゼミ、学生センター、教員など、多方面から学生へアプローチして指導し、面談の機会も多い。 

・ 学生一人ひとりに注視している点。 

 

■ 就職に力を入れている大学 

順位 大 学 所在地 ポイント 順位 大 学 所在地 ポイント 

１ 明治大 東京 394 11 日本大 東京 58 

２ 金沢工業大 石川 211 12 東京理科大 東京 55 

３ 立命館大 京都 130 13 早稲田大 東京 51 



４ 法政大 東京 125 14 一橋大 東京 48 

５ 九州工業大 福岡 91 15 立教大 東京 47 

６ 
福井大 福井 

72 
16 福岡工業大 福岡 46 

中央大 東京 17 関西大 大阪 41 

８ 産業能率大 東京 71 18 京都産業大 京都 38 

９ 青山学院大 東京 68 
19 

慶應義塾大 東京 
35 

10 近畿大 大阪 65 大阪工業大 大阪 

〔具体的な声〕 

・ 大規模な割に就職などの面でも昔から親身な指導をしている。 

 

■ 教育力の高い大学 

順位 大 学 所在地 ポイント 順位 大 学 所在地 ポイント 

１ 東京大 東京 701 11 国際基督教大 東京 81 

２ 京都大 京都 410 12 九州大 福岡 74 

３ 東北大 宮城 321 13 筑波大 茨城 64 

４ 東京理科大 東京 166 14 金沢工業大 石川 59 

５ 国際教養大 秋田 145 15 一橋大 東京 42 

６ 大阪大 大阪 140 16 広島大 広島 37 

７ 早稲田大 東京 120 17 北海道大 北海道 36 

８ 慶應義塾大 東京 105 18 上智大 東京 34 

９ 名古屋大 愛知 101 19 同志社大 京都 32 

10 東京工業大 東京 86 20 武蔵大 東京 28 

〔具体的な声〕 

□ 東京大 

・ しっかりとした学びを提供できる教授陣とそれを可能にする施設の充実。 

・ 予算が大きく、研究に力を入れ、スタッフが充実している。 

 

■ 研究力の高い大学 

順位 大 学 所在地 ポイント 順位 大 学 所在地 ポイント 

１ 東京大 東京 1,147 11 慶應義塾大 東京 59 

２ 京都大 京都 952 12 北海道大 北海道 56 

３ 東北大 宮城 491 13 早稲田大 東京 42 

４ 大阪大 大阪 247 14 広島大 広島 36 

５ 東京工業大 東京 234 15 一橋大 東京 22 

６ 名古屋大 愛知 234 16 芝浦工業大 東京 20 

７ 九州大 福岡 116 17 九州工業大 福岡 19 

８ 東京理科大 東京 98 18 信州大 長野 18 

９ 筑波大 茨城 97 19 金沢工業大 石川 18 

10 近畿大 大阪 62 20 千葉大 千葉 17 

 

■ 小規模だが評価できる大学 

順位 大 学 所在地 ポイント 順位 大 学 所在地 ポイント 

１ 国際教養大 秋田 266 11 明治学院大 東京 46 

２ 武蔵大 東京 183 12 秋田県立大 秋田 44 

３ 国際基督教大 東京 179 13 高知工科大 高知 40 

４ 金沢工業大 石川 110 14 成城大 東京 36 

５ 会津大 福島 87 15 神田外語大 東京 35 

６ 成蹊大 東京 62 16 学習院大 東京 35 

７ 産業能率大 東京 56 17 京都工芸繊維大 京都 34 

８ 都留文科大 山梨 54 18 九州工業大 福岡 33 

９ 一橋大 東京 53 19 神戸海星女子 

学院大 
兵庫 39 



10 津田塾大 東京 53 20 立命館アジア 

太平洋大 
大分 29 

 

■ 入学後、生徒を伸ばしてくれる大学 

順位 大 学 所在地 ポイント 順位 大 学 所在地 ポイント 

１ 東北大 宮城 242 11 北海道大 北海道 53 

２ 東京大 東京 211 12 東京工業大 東京 49 

３ 東京理科大 東京 159 13 神田外語大 千葉 48 

４ 金沢工業大 石川 136 14 慶應義塾大 東京 44 

５ 国際教養大 秋田 110 15 名古屋大 愛知 40 

６ 京都大 京都 97 16 明治大 東京 39 

７ 国際基督教大 等居 81 17 武蔵大 東京 38 

８ 産業能率大 東京 58 18 日本大 東京 35 

９ 大阪大 大阪 57 19 九州大 福岡 34 

10 早稲田大 東京 55 20 筑波大 千葉 31 

〔具体的な声〕 

□ 東京理科大 

・ 進級が厳しいがサポートもしっかりしている。 

・ 学内では勉強が本当に大変そうで鍛えられている。 

 

■ 偏差値や地理的、親の資力などの制約がない場合、生徒に勧めたい国公立大学 

順位 大 学 所在地 ポイント 順位 大 学 所在地 ポイント 

１ 東京大 東京 1,119 11 筑波大 茨城 125 

２ 京都大 京都 937 12 神戸大 兵庫 88 

３ 東北大 宮城 489 13 千葉大 千葉 64 

４ 大阪大 大阪 373 14 横浜国立大 神奈川 57 

５ 東京工業大 東京 253 15 東京外国語大 東京 54 

６ 名古屋大 愛知 224 16 広島大 広島 46 

７ 国際教養大 秋田 211 17 首都大東京 東京 45 

８ 一橋大 東京 203 18 金沢大 石川 32 

９ 北海道大 北海道 168 19 岡山大 岡山 32 

10 九州大 福岡 144 20 信州大 長野 27 

 

■ 偏差値や地理的、親の資力などの制約がない場合、生徒に勧めたい私立大学 

順位 大 学 所在地 ポイント 順位 大 学 所在地 ポイント 

１ 慶應義塾大 東京 878 11 金沢工業大 石川 72 

２ 早稲田大 東京 868 12 中央大 東京 68 

３ 国際基督教大 東京 345 13 近畿大 大阪 65 

４ 東京理科大 東京 258 14 関西学院大 兵庫 62 

５ 上智大 東京 232 15 法政大 東京 59 

６ 同志社大 京都 213 16 
立命館アジア 

太平洋大 
大分 51 

７ 明治大 東京 208 17 関西大 大阪 48 

８ 立命館大 京都 104 18 学習院大 東京 42 

９ 立教大 東京 102 19 南山大 愛知 39 

10 青山学院大 東京 73 20 東洋大 東京 32 

 

終わりに 

先日、昨年本校を卒業した卒業生が私のところに来ました。その卒業生は現在、働きながら自分の

生き方を模索していますが、社会経験を積む中で自分の生き方について「なりたい自分の姿」をイメ

ージできるようになったと話してくれました。これからの道のりは決して易しいものではありません

が、覚悟をもって前に進んで欲しいと思っています     （文責：進路指導部 池本 邦彦） 


