
令和２年９月24日 

進 路 指 導 部 

  

はじめに 

今日は、９月21日（月）の敬老の日です。本校は、９月29日（火）から第２回考査が行われます。そのためか、登校

して学習に取り組んでいる生徒をあちらこちらで見かけます。 

さて、９月13日（日）の毎日新聞に作家の高橋源一郎さんのコラム『人生相談』にが掲載されていました。50代の女

性からの相談で、高校１年生の子どもが、「将来なりたい職業がわからない。目指す大学や学部学科も決められないし

文系理系の選択さえできない」ことから親の立場としてどのように助言すればいいのかという内容でした。相談に対し

て高橋さんは以下のように回答されていました。 

 （前略）娘さんはとても正直だと思います。わたしは長く大学で教えましたが、学生たちの多くは、いわゆ

る「就活」の時期になっても、本音では「なりたい職業がわからない」状態のままでした。だとするなら、

「なりたい」からではなく、「なれる」職業につく学生たちのほうが多いのかもしれません。生活費を得るた

めだけなら、「なれる」職業につけば十分です。けれども、「なりたい職業」につくためには、まず、「自分が

どんな人間になりたい」のかを知らなければならない。そして、それを教えることは難しいのです。 
 俳優の奥田瑛二さんは、ふたりの娘さんが幼いころから、年に一度、真剣に「おまえたちは将来何になりた

いのか」と問いかける日を作っていたそうです。そして、娘たちは、女優と映画監督の道を選びました。奥田

さんにそれができたのは、「なりたい職業」を自分で見つけ、そのために生きてきたからです。その背中を見

せることが、奥田さんの、子どもたちへの「職業教育」でした。 

 ただの言葉では子どもを説得することはできません。夫が働いているなら、それは「なりたい職業」だった

のですか。そして、あなたは、いま「なりたい」何かになっていますか。娘の心配をしている場合ではありま

せんよ。親であるあなたたちは、子どもに見せることのできる生き方をしていますか？ 

高橋さんのアドバイスは、生徒たちを指導する教員にもつきつけられているような気がします。「あなたは、

しっかり生きていますか」、「あなたは生徒たちにしっかり向き合っていますか」と。ちなみに、奥田瑛二さんの

二人の娘さんは、映画監督の安藤桃子さんと女優の安藤サクラさんです。 

 

「2021年度入試 国公立大学一般選抜 英語外部試験利用大学」について 

 駿台予備学校から提供された資料をもとに「2021年度入試 国公立大学一般選抜 英語外部試験利用大学」に

ついてまとめています。 
大 学 学部（学科） 日程 項 目 利用方法 利用する資格・試験 

秋田大学 国際資源 
前期

後期 
個別 みなし満点 

英検：準１級以上、IELTS:6.0以上、TOEFL iBT：61点以

上、TOEIC LR：730点以上、TOEFL ITP：500点以上 

茨城大学 工 
前期

後期 
個別 

得点換算（複数

基準） 

ケンブリッジ英検、英検、GTEC、IELTS、TEAP、 

TEAP CBT、TOEFL iBT、TOEIC 

千葉大学 

国際教養、文（人文/日

本ユーラシア文化）、法

政経、教育、理、工、

園芸、薬、看護 

前期 個別 
得点換算（複数

基準） 

ケンブリッジ英検、英検、GTEC、IELTS、TEAP、 

TEAP CBT、TOEFL iBT、TOEIC 

東京海洋 

大学 

海洋生命科学、海洋資

源環境 

前期 

後期 
 出願要件 

ケンブリッジ英検120点以上、英検準２級以上、GTEC３

技能500点以上、４技能840点以上、CBT720点以上、

IELTS3.5以上、TEAP160点以上、TEAP CBT280点以上、TOEFL 

iBT40点以上、TOEIC L＆R400点以上、TOEFL PBP：435点以

上 

東京芸術 

大学 
音楽 前期 

共通テ

スト 
みなし満点 

ケンブリッジ英検 FCE（160～179）以上1、英検準１級

以上、IELTS5.5以上、TOEFL iBT72点以上、 

金沢大学 

融合、人間社会（人

文、経済、学校教育、

地域創造、国際）、医療

保健（保健）、文系一

括、理 

前期 
共通テ

スト 

得点換算（複数

基準） 

ケンブリッジ英検140点以上、英検1950点以上、GTEC910

点以上、IELTS3.0以上、TEAP225点以上、TEAP CBT420点以

上、TOEFL iBT42点以上 

大阪教育 

大学 

教育（教育協働/グロー

バル教育-英コミュニケ

ーション） 

前期 

共通テ

スト 

個別 

得点換算（複数

基準） 

英検準１級以上、GTEC４技能1200点以上/1110点以上

/1010点以上、IELTS6.0以上/5.0以上、TOEFL iBT72点以上

/65点以上/60点以上、TOEIC730点以上/600点以上 

教育（学校/小中教育/

英語、中等教育英語 
前期 

共通テ

スト 

得点加算（複数

基準） 

英検準１級以上/２級以上、GTEC３技能730点以上、CBT

４技能1190点以上、IELTS6.0以上/5.0以上、TOEFL iBT80



点以上/65点以上、TOEIC730点以上/600点以上 

広島大学  
前期 

後期 

共通テ

スト 
みなし満点 

ケンブリッジ英検160点以上、英検2300点以上、GTEC 

CBT1190点以上、IELTS5.5以上、TEAP309点以上、TEAP 

CBT600点以上、TOEFL iBT72点以上、TOEIC LR＋SW1560点以

上（SWを2.5倍にして合算） 

山口大学 国際総合科学 
前期 

後期 
個別 得点換算 英検、GTEC、IELTS、TOEFL iBT、TOEIC 

長崎大学 多文化社会 
前期 

後期 

共通テ

スト 
みなし満点 

英検準１級、GTEC1140点以上、IELTS5.5以上、TEAP334点

以上、TOEFL iBT61点以上、TOEIC LR＋SW1000点以上また

はTOEIC LR730点以上 

宮崎大学 工 前期 個別 みなし満点 
英検準２級、GTEC970点以上、TOEFL iBT38点以上、TOEIC 

LR500点以上、TOEFL Junior Standard730点以上 

鹿児島大学  
前期 

後期 

共通テ

スト 
みなし満点 

ケンブリッジFCE以上、英検準１級以上、GTEC CBT1250

点以上、IELTS5.5以上、TEAP334点以上、TOEFL iBT72点以

上、TOEIC LR＋SW1095点以上（LR785点以上、SW310点以

上） 

国際教養 

大学 
 

全日

程 

共通テ

スト 

みなし満点 ケンブリッジ英検176点以上、英検準１級以上、GTEC 

CBT1200点以上、IELTS6.5以上、TEAP360点以上、TEAP 

CBT760点以上、TOEFL iBT72点以上、TOEIC LR＋SW1200点以

上、TOEFL PBT530点以上 

兵庫県立 

大学 

国際商経（経済・経

営） 

後期 個別 得点換算 

（複数基準） 

ケンブリッジ英検、英検、GTEC、IELTS、TEAP、 

TEAP CBT、TOEFL iBT、TOEIC、TOEFL ITP 

国際商経（グローバル

ビジネス） 

前期 個別 出願要件 ケンブリッジ英検140点以上、英検２級以上、GTEC 960

点以上、IELTS4.0以上、TEAP225点以上、TEAP CBT420点以

上、TOEFL iBT42点以上、TOEIC LR＋SW1150点以上、TOEFL 

ITP 

注１ 茨城大学は、大学が定めた上限のスコア以上の場合、「みなし満点」とする。 

注２ 千葉大学の教育（学校/英語）、国際教養は大学が定めた上限のスコア以上の場合、「みなし満点」とする。 

注３ 東京海洋大学のGTEC CBTのスコアは、2017年３月31日までの受験に限る。2017年４月１日以降のGTEC CBTは、GTEC４技能として扱う。

また、TOEIC IP、TOEFL ITPの利用可。 

注４ 金沢大学は、共通テスト「英語」の得点と比較して高得点の方を利用する。 

注５ 大阪教育大学・教育（教育協働）は、共通テスト・個別の総点に加算する。加算点は基準により60点/20点/10点のいずれかになる。 

注６ 山口大学国際総合科学部は、前期は外国語、後期は小論文に加算する。加算点は基準により60点/40点/20点のいずれかになる。 

注７ 鹿児島大学は、表中のスコア基準を満たし、かつ共通テストの外国語でリーディング100点満点中82点以上、リスニング100点満点中90

点以上の得点をそれぞれ取った者をみなし満点とする。なお、リーディング82点未満、リスニング90点未満の場合は、それぞれの得点

の25％の得点を共通テストの外国語に加算する。 

注８ 国際教養大学は、独自日程で試験を実施。 

注９ 兵庫県立大学・国際商経（グローバル・ビジネス）は、2021年度入試に限り、TOEFL ITP検定を前期試験日に実施。TOEFL IPT対象者：

出願時に学校長等が発行する証明書を提出する者及び受検を希望する者。また、（経済・経営）は検定の受験年度により、スコアの判定

基準が変動する。TOEFL ITP、後期試験日に大学で実施される検定のスコアが対象。TOEFL ITP対象者：出願時に英語資格・検定試験結果

を提出できない者及び受検を希望する者。  

なお、英語外部試験の利用対象となる受検期間は各大学により異なりますので注意してください。また、内容

については、今後変更になる可能性があります。必ず各大学の募集要項等で確認してください。 

 

「第３回保護者対象進路指導研修会」について 

以下のように「第３回進路指導研修会」を行います。 

日   時 ： 令和２年10月17日（土） 14:00～15:30 

場   所 ： 本校視聴覚教室 

内   容 ：  医学科入試について 

講   師 ： 駿台予備学校 教務マネージャー 泉 尾 淳太 様 

申込みは10月７日（水）から受けつけます。参加を希望される場合は、進路指導室前の机に用意している申込

用紙に必要事項を記入し、机上のボックスに提出してください。 

 

終わりに 

 もうすぐ10月です。１年のうちで一番慌ただしい時期を迎えようとしています。前倒しでできることは努めて進め

ていく。突発的なことがあっても余裕をもって臨みたいものです。     （文責：進路指導部 池本 邦彦）  


