
令和４年10月25日 

進 路 指 導 部 

  

はじめに 

 10月16日（日）の毎日新聞の滝野隆浩さん（専門編集委員）のコラム「掃苔記」に小澤竹俊さんのことが触れられて

いました。小澤さんは、長年看取りに関わられてきましたが、現在は、「エンドオブライフ・ケア協会（ＥＬＣ）の代

表理事を務められ、「みとり」人材の育成に取り組まれています。さて、記事の内容は、ＥＬＣが「日本労働者協同組

合（ワーカーズコープ）連合会センター事業団と協定を結んだことについてでした。記事には、以下のようなことが書

かれていました。 

 調印式当日、医師として多くの人をみとてきた小澤さんが短い講演をした。実にいい話だった。「死」を前に絶望

する人、そしてその人を支えようとして支えきれない人がいる。そのほか多くの人が困難に直面している。彼らを

前向きにする言葉として小澤さんがまず挙げられたのが、この素朴な言葉だ。「わかってくれる人がいるとうれし

い」 

 問題を解決できなくてもいい。話を静かに聞きながらそばにいてくれれば。逃げずに関わり続けてくれれば。小

澤さんは続けた。「自分の苦しみをわかってくれる人がいるとき、たとえ死を前にしても、人は穏かになれます」 

 小澤さんはこれまで2,000人以上の在宅看取りを行われてきました。その間の小澤さんのご苦労は大変なものであっ

たと思います。以前、小澤さんのお話を聞かせていただいたことがあります。その際に、小澤さんの書籍を購入しまし

た。その書籍の表紙の裏に、小澤さんの座右の銘として大切にされている「誰かの支えになろうとしている人こそ、一

番、支えを必要としています」と書かれています。この言葉は、小澤さんがかつて高校生に『いのちの授業』を行った

際の感想文の中に記されていた言葉です。久々に書籍を開き、この言葉を見ながら小澤さんのお人柄を思い出しました。 

 

「11月・進研記述模試」について（１・２年生） 

 11月５日（土）に「11月・進研記述模試」を以下の日程で実施します。 

〔１年生〕 

国    語    ８：３０ ～  ９：５０（８０分） 

数    学   １０：００ ～ １１：４０（１００分） 

英       語     １１：５０ ～ １３：１０（８０分）（リスニングテストを含む） 

自  己     採  点     １３：１０ ～ 

〔２年生〕 

英    語    ８：３０ ～  ９：５０（８０分）（リスニングテストを含む） 

数    学   １０：００ ～ １１：４０（１００分） 

国      語      １１：５０  ～    １３：１０（８０分） 

自  己     採  点        １３：１０  ～ 

 

なお、当日、やむを得ず欠席される場合は、学校（各学年から指示があります）に連絡をお願いいたします。 

 

「京都大学出張講義」について 

以下にて、「京都大学出張講義」を行います。 

日   時 ： 令和４年11月14日（月） 15：45～16：45（60分） 

場  所 ： 視聴覚教室 

内     容  ： 「凍った土の上で生きる森林 – 北方林と地球温暖化 -」 

講  師 ： 京都大学 農学研究科  田邊 智子 様 

京都大学で行われている研究に触れる貴重な機会です。ぜひとも、生徒たちには積極的に参加してもらいたいと思

っています。進路指導室前に申込用紙を用意していますので、希望者は必要事項を記入し、ボックスに提出してくだ

さい。 

 

「2023年度新設予定の主な大学・学部・学科」について 

大学通信発行の「ユニヴプレス９」に、「2023年度新設予定の主な大学・学部・学科」について掲載されていました。 

来年度は情報系、データサイエンス系の学部・学科の新設が数多く予定されています。新設学部・学科については、最



新の施設や設備が整備されていたり、学生数の少なさから手厚い指導を受けることができる可能性があります。 

■ 新設専門職大学 
大  学 学  部 学科（専攻・コース） 入学定員 編入学定員 所 在 地 

電動モビリティシステム専門職大学 電動自動車工 電動自動車工 40  
山形県西置賜郡 

飯豊町 

東京情報デザイン専門職大学 情報デザイン 情報デザイン 160  東京都江戸川区 

AMG文化芸術専門職大学 文化芸術 

ゲーム 70  

神奈川県川崎市 アニメーション 40  

AIエンタテインメント 40  

グローバルBiz専門職大学 グローバルビジネス グローバルビジネス 98  神奈川県川崎市 

ビューティ＆ウェルネス専門職大学 ビューティ＆ウェルネス ビューティ＆ウェルネス 234 ③６ 神奈川県横浜市 

 

■ 新設学部 
大  学 学  部 学科（専攻・コース） 入学定員 編入学定員 所 在 地 

一橋大学 ソーシャル・データデザイン ソーシャル・データデザイン 60  東京都国立市 

静岡大学 グローバル共創科 グローバル共創科 115  静岡県静岡市 

和歌山大学 社会インフォマティクス学環  30  和歌山県和歌山市 

島根大学 材料エネルギー 材料エネルギー 80  島根県島根市 

高知大学 農林海洋科 
農林資源科 135  

高知県高知市 
海洋資源科 65  

名古屋市立大学 データサイエンス データサイエンス 80  愛知県愛知市 

北海道文教大学 医療保健科 

看護 80  

北海道恵庭市 リハビリテーション（理学療法学） 80  

リハビリテーション（作業療法学） 40  

東北学院大学 

情報 データサイエンス 190  

宮城県仙台市 

人間科 心理行動科 165  

国際 国際教養 130  

地域総合 
地域コミュニティ 150  

政策デザイン 145  

福島学院大学 マネジメント 地域マネジメント 90  福島県福島市 

淑徳大学 地域創生 地域創生 95  
埼玉県入間郡 

三芳町 

桜美林大学 教育探究学群 教育探究学群 150  東京都町田市 

共立女子大学 建築・デザイン 建築・デザイン 100  東京都千代田区 

順天堂大学 健康データサイエンス 健康データサイエンス 100  
千葉県浦安市・ 

千葉県印西市 

東京家政大学 児童 

児童（児童学） 105 ③５ 

東京都板橋区 児童（児童支援） 105 ③５ 

初等教育 85 ③１ 

東京都市大学 デザイン・データ科 デザイン・データ科 100  神奈川県横浜市 

日本女子大学 国際文化 国際文化 121  東京都文京区 

明星大学 データサイエンス学環 － 30  東京都日野市 

神奈川大学 

情報 
計算機科 100  

神奈川県横浜市 
システム数理 100  

化学生命 
応用化 110  

生命機能 80  

北里大学 未来校 データサイエンス 100  神奈川県相模原市 

湘南工科大学 情報 情報 275  神奈川県藤沢市 

新潟薬科大学 
医療技術 臨床検査 60  

新潟県新潟市 
看護 看護 80  

北陸学院大学 健康科 栄養 65 ③２ 石川県金沢市 

福井工業大学 経営情報 経営情報 90  福井県福井市 

聖隷クリストファー大学 国際教育 こども教育 50  静岡県浜松市 

京都女子大学 データサイエンス データサイエンス 95  京都府京都市 

京都橘大学 総合心理 総合心理 90  京都府京都市 

京都ノートルダム女子大学 社会情報課程 － 20  京都府京都市 

龍谷大学 心理 心理 255 ③100 京都府京都市 

追手門学院大学 法 法 230  大阪府茨木市 

大阪成蹊大学 
看護 看護 80  

大阪府大阪市 
データサイエンス データサイエンス 80  

関西外国語大学 国際共生 国際共生 70 ③30 大阪府枚方市 

摂南大学 現代社会 現代社会 250  大阪府寝屋川市 

千里金蘭大学 
栄養 栄養 80  

大阪府吹田市 
教育 教育 70 ③５ 

大和大学 情報 情報 200  大阪府吹田市 

武庫川女子大学 心理・社会福祉 心理 150  兵庫県西宮市 



社会福祉 70  

社会情報 社会情報 180  

尚絧大学 こども教育 こども教育 70  
熊本県菊池郡 

菊陽町 

日本文理大学 保健医療 

保健医療（診療放射線学） 80  

大分県大分市 保健医療（臨床検査学） 50  

保健医療（臨床工学） 30  

鹿児島国際大学 看護 看護 80  鹿児島県鹿児島市 

 

■ 新設学科 
大   学 学   部 学科（専攻・コース） 入学定員 編入学定員 所 在 地 

東京学芸大学 教育  825  東京都小金井市 

金沢大学 融合学域  20  石川県金沢市 

滋賀大学 経済  460  滋賀県彦根市 

大分大学 
医 先進医療科 35  大分県由布市・ 

大分県大分市 理工 理工 355  

北星学園大学 社会福祉 社会福祉 120 ③５ 北海道札幌市 

柴田学園大学 生活創生 フードマネジメント 20  青森県弘前市 

仙台白百合女子大学 人間 こども教育 70 ③５ 宮城県仙台市 

東北芸術工科大学 芸術 工芸デザイン 45  山形県山形市 

国際医療福祉大学 福岡保健医療 看護 60  福岡県大川市 

淑徳大学 人文 人間科 100  東京都板橋市 

亜細亜大学 経営 データデザイン 80  東京都武蔵野市 

杏林大学  

リハビリテーション（理学療法学） 65  

東京都三鷹市 リハビリテーション（作業療法学） 50  

リハビリテーション（言語聴覚療法学） 25  

女子美術大学 芸術 共創デザイン 60  東京都杉並区 

玉川大学 工 デザインサイエンス 60  東京都町田市 

東京理科大学 先進工 
物理工 115  

東京都葛飾区 
機能デザイン工 115  

日本大学 生物資源科 

バイオサイエンス 210  

神奈川県藤沢市 

動物 136  

海洋生物 146  

森林 120  

環境 130  

アグリサイエンス 140  

食品開発 146  

国際共生 146  

獣医保健看護 80  

文教学院大学 経営 マーケティング・デザイン 130  東京都文京区 

武蔵野大学 工 サスナビリティ 70  
東京都江東区 

東京都西東京市 

神奈川大学 
理 理 275  

神奈川県横浜市 
工 応用物理 60  

新潟医療福祉大学 リハビリテーション 鍼灸健康 40 ③５ 新潟県新潟市 

新潟青陵大学 福祉心理子ども 子ども発達 40  新潟県新潟市 

北陸大学 医療保健 理学療法 60  石川県金沢市 

健康科学大学 健康科 
リハビリテーション（理学療法学） 80  山梨県南都留郡 

富士川口町 リハビリテーション（作業療法学） 40  

関西外語大学 外国語 英語・デジタルコミュニケーション 200  大阪府枚方市 

甲子園大学 栄養 食物造 80  兵庫県宝塚市 

宝塚医療大学 保健医療 口腔保健 64  
大阪府大阪市・ 

兵庫県宝塚市 

武庫川女子大学 健康・スポーツ科 スポーツマネジメント 100  兵庫県西宮市 

九州女子大学 

家政 生活デザイン 60  

福岡県北九州市 
人間科 

児童・幼児教育 100  

心理・文化 90  

福岡国際医療大学 医療 言語聴覚 40  福岡県福岡市 

※ 文部科学省が2022年８月までに発表した2023年度新設予定の主な大学・学部・学科（通信教育課程を除く） 

※ 編入定員の③は３年次編入学定員 

 

終わりに 

 今年もあと２か月あまりになりました。少し疲れている状況ですが、何とか乗り切っていきたいと思っています。 

 


