
宇部鴻城高等学校 進学指導部 

                     

                         

                       2021 年 4 月 16 日 vol.01 

 

1 

 

進進学学だだよよりり  
■ 受験生となった 3年生へ  

   新年度が始まり約 2週間経ちましたが、昨年度とは違う 2週間を過ごせているでしょうか？ 

   3 年生はいよいよ進路実現の年となります。ある調査によると、受験勉強を始めたときに第一希望と決めた学校に受験

できる人は、全受験生の約10％だと言われます。さらに受験した生徒の中から合格率は30％程度だそうです。そんな中、

皆さんが第一希望の学校に合格するために、これからすべきことは何でしょうか？ まず、 

① 1年間のスケジュールを把握しましょう！ 

   毎年の受験生の感想ですが、受験日までは、あっという間です。漫然と勉強していては、 

あっという間に受験日当日なんてこともありえます。「何をいつまでにやらなければならない 

のか」を明確にし、受験日をピークにもってこれるような学習計画を立てていかなければな 

りません。受験科目をもとに、学習スケジュールを作り、実行、そして振り返り、達成度を測 

っていく必要があります。まずは『フォーサイト手帳』をいかに活用するか、合否の鍵は 

ここにあると思います。 

   また、受験を考えている学校の情報収集も怠ってはなりません。参加できる学校説明会やオープンキャンパスに

はできるだけ参加し、学校や入試の情報などを直接、学校の担当者や在校生から得てみましょう！積極的に具体的な質

問などしてみることで、合格につながる情報も得られると思います。 

 

② 1学期から夏休みは基礎力の養成期間 

   入試で合格点を取るには、まず基礎問題で確実に得点することです。また、応用レベルの問題を

解くためには、基礎事項の理解が欠かせません。教科書に書かれていることをしっかりと理解し、

また基本問題集などを“完璧にできるようになるまで”『繰り返し』解くことも重要です。 

   特に苦手科目は後回しにしたいものですが、受験において苦手科目は大きなハンデとなります。

夏休みが終わるまでに、じっくりと計画的に学習を進めてください。 

 

■ 新学年を迎えた１・２年生へ  

    2 年生は、希望進路を決定するための 1 年になります。また、1年生は高校 3 年間の土台を作る 1年間です。「1・2 年

生のうちから頑張っておけば良かった」という 3 年生の声を毎年のように聞きます。授業の積極的な参加はもちろんです

が、家庭においても気が向いたときに勉強するのではなく、授業の予習・復習を中心に家庭学習を計画的に進め

てください。また、できるだけ早いうちに進路ガイダンスや学校説明会・オープンキャンパスなどに参加することで、様々な

情報を収集し、多くの学校を比べてみることも大事なことです。また、意外なところに自分の興味関心のタネが落ちて

いるとも限りません。多くの人の話や本、ニュースなどにも耳を傾け、自分の世界観を広げて欲しいと思います。 

■ 進路情報について  

    今年度も、「進学だより」を毎月発行し、進路情報を発信していこうと思います。また、裏面には学年や学科などに応じ 

て、より具体的な進路情報を発信することとしています。ぜひ、参考にしてみてください。 

また、本校進学指導室には本校には多くの学校関係者の来校や様々な学校の学校案内・入試要項などが送られてき

ます。Teams にも本校に来校された学校関係者からの情報なども定期的に配信していく予定です。少しでも興味があれ

ば、進学指導室まで聞きに来てください。お待ちしています。 
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志望校の選び方特
集
大学の数は年々増加している。2020年度の大学数は795校で、前年度から 9校

増加した。2019年度から専門職大学が開設され、短期大学から（ 4年制）大学
への移行などもあり、今後も大学数は増加するだろう。しかし、18歳人口も減少
は止まらず、数字上では、大学進学を希望した者が、全員、大学に入学できる「全
入」時代となっている。こうした時代には、「どの大学で、“何”を学んだか」が
ますます重要とされる。実際、企業の新卒採用では、大学での学びの内容が重視
されつつある。
したがって、志望校を選ぶときには、「自分は何を学びたいか」や「将来どんな
ことをしたいのか」を真剣に考えることが重要である。そうすることで、どの大
学のどの学問分野が自分にとって必要なのかが見えてくる。また、苦手科目や成
績を理由にして志望校を選択しがちだが、これは賢明な選択とはいえない。自分
自身のためにも「何を学びたいのか」を考え抜き、志望校選びをしてほしい。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大は、大学教育にも大きな影響を与えた。
各大学は感染拡大防止のため、キャンパス内の立ち入りを禁止し、授業をオンラ
インに移行するなどした。こうした事態への対応は、大学によってまちまちであ
る。「ウイズコロナ」といわれる時代には、緊急事態に対応した教育の維持、学生
生活への支援なども、大学選びの要素の 1つとして考えるべきだろう。
今回の特集では、志望校の選び方についてのポイントを紹介する。ポストコロ
ナ時代の受験生となるであろう高校 1～ 2年生にもぜひ参考にしてもらいたい。
グラフ 1　学校数の推移

出典：文部科学省「学校基本調査」

グラフ２　進学率（％）の推移（過年度高卒者等を含む）

出典：文部科学省「学校基本調査」

1 大学選びのポイント

⑴自分の将来を考える
大学・学部を選ぶときには自分の将来について真剣に考えることが重要である。
時間に比較的余裕のある高 1から高 2の間に、「何を学びたいか」、「どのような
仕事をしたいか」をじっくり考えてみよう。自分が今、興味を持っていない分野
にも視野を広げてみることもいいだろう。時間に余裕があるときにこそ、いろい
ろなことに手を広げてみたり、本を読んだりすることで、本当に自分が何をした
いか見えてくることもある。
また、コロナ禍で大学がオンラインイベントを開催することも多くなり、公開
授業などもネットで閲覧できる機会も増えている。こうした機会を利用して、実
際に大学の授業はどのように行われているのか知ることで、具体的に進路を考え
るきっかけになるかもしれない。将来の具体的な目標がはっきりすればするほど、
受験勉強のモチベーションも高まるだろう。また、模試などで点数が伸びないと
きにも、心の支えにもなるはずだ。
難関大学に現役合格した人のデータを見ると、志望校を高 2の 3月までに決め

ている人が76.2％である。早目に志望校選択を意識して、時間をかけて志望校を
決めよう。
グラフ 3　難関 24大学現役合格者　志望校決定時期
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高2の3月まで 
73.8% 

調査大学：東京大学、京都大学、北海道大学、
東北大学、名古屋大学、大阪大学、九州大学、
東京医科歯科大学、東京工業大学、一橋大学、
東京外国語大学、早稲田大学、慶應義塾大学、
上智大学、東京理科大学、明治大学、青山学
院大学、立教大学、法政大学、中央大学、関
西大学、関西学院大学、立命館大学、同志社
大学
回答数：962件
出典：「東進タイムズ 2021年 4月 1日号」

また、高 2（中高一貫校では高 1の場合もある）になると、文系か理系かを選
択し、それに応じたクラス編成や時間割を組む高校がほとんどだろう。この段階
で自分が将来どの道へ進むのかをある程度決めておかないと、志望校の選択もで
きない。なるべく早い段階で自分の進むべき進路を決めて、そのうえで文理の選
択を行いたい。その際、例えば「自分は数学が苦手だから文系にする」などとい
うような安易な理由で決めてしまうと、自分の将来の選択の幅が狭くなり、自分
のやりたいことができなくなってあとで後悔することにもなりかねない。例えば、
社会科学系の学部であっても、データサイエンス等の社会的ニーズの高まりから、
近年では数学的能力を求める大学も多い。単に科目の得意・不得意だけで決めて
しまうと大学に入ってからの学びに支障をきたしかねない。自分の将来の目標が
しっかりと決まっていれば、その目標に向かうために日々の学習にも意欲的に取
り組むことができるし、苦手科目の克服にもつながるだろう。
この段階では、志望校選択の幅を広げるためにも、国公立大学の受験に備えて
大学入学共通テストの 5教科（または 6教科） 7～ 8科目と、二次試験の 3教
科 3科目または 4科目（文系は英語・国語・地理歴史と公民から 1科目または 2
科目、理系は英語・数学・理科 2科目）に対応できる基礎学力を身につけるよう
にしよう。
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図 1　大学選びの流れ

⑵進みたい学部・学科を見つける
将来の方向性がある程度見えてきたら、目標を達成するために必要な専門知識
やスキルを学ぶことができる学部・学科を調べよう。医師や看護師、薬剤師、建
築士など、職業と大学の学部・学科が直結している場合はわかりやすいが、そう
でない場合はどの学部・学科を選んだらよいかはすぐにはわかりにくい。まずは
大学にどんな学部・学科があるのかを調べ、その中から自分の目標に適した学部・
学科を探していくとよいだろう。
しかし、近年では時代の変化に応じて、新しい名称の学部・学科も増加してお
り、文理融合型の学部・学科や「データサイエンス」、「地球社会共生」など名称
だけでは学ぶ内容がわからない学部・学科も多い。
学びたい学問が学べるかどうかは名称だけで判断するのではなく、カリキュラ
ムを見て選ぶことが重要である。将来の職種によっては資格の取得が必要となる
場合もあるので、どの学部・学科でどのような資格が取得できるかも確認してお
こう。
教育内容を調べる際には、大学のホームページはもちろんのこと、大学情報サ
イト等を活用して、幅広く情報を集めることが重要である。「この大学ではどのよ
うな学問を学ぶことができるのか」、「自分の興味のある分野について学ぶにはど
の学部・学科に進めばいいのか」などの情報をできるだけ多く集めて、自分のや
りたいことが実現できる学部・学科を選びたい。
また、大学によっては、学部・学科単位ではなく、「学域」、「学門」、「学院」な
ど独自の区分によって募集を行っている場合があるので、各大学のホームページ
などで学びたい内容がどのように区分されているのかしっかり調べておこう。図
2に慶應義塾大理工学部の「学門」の例を挙げた。参考にしてもらいたい。
図 2　慶應義塾大理工学部の学門別分野・学科

学門 分野 学科 各学科への進級割合

学門A 物理・電気・機械分野

物理学科 20%
物理情報工学科 40%
電気情報工学科 20%
機械工学科 20%

学門B 電気・情報分野

電気情報工学科 30%
情報工学科 25%
物理情報工学科 20%
システムデザイン工学科 25%

学門Ｃ 情報・数学・データサ
イエンス分野

情報工学科 30%
数理科学科 30%
管理工学科 35%
生命情報学科 5 %

学門Ｄ 機械・システム分野
機械工学科 50%
システムデザイン工学科 35%
管理工学科 15%

学門Ｅ 化学・生命分野
化学科 20%
応用化学科 60%
生命情報学科 20%

出典：慶應義塾大ホームページ

⑶個別の大学を調べる
学びたい分野、学部・学科が決まったら、受験する大学を決めることになる。
ただし、入試難易度や知名度だけで大学を選ぶと入学した後で後悔することにも
なりかねない。大学を中退する原因のひとつが、学生と大学とのミスマッチによ
るものといわれている。入学してから、「自分の学びたかった履修科目（内容）が
ない」と中退してしまうケースも多い。受験前に自分の目的や性格に合った大学
かどうか、オープンキャンパスなどを利用して、あらかじめ自分自身の目で確か
めることが重要である。
どうしても学びたいことが明確に見つけられなかったり、まずは幅広く学んで
みたい場合は、 1年次から学部や学科・専攻に分かれているのではなく、 2年次
や 3年次に専攻を選択できる（Late Specialization）大学をめざすのもよいだ
ろう。
何より大学選びの大前提として重要なことは、現在の成績で入れる大学を選ぶ
のではなく、自分が本当に「学びたい大学」を選ぶことである。仮に、現在の成
績を基準にして大学を選んだりすると、成績の伸びが現時点で止まってしまいか
ねない。逆に、「この大学で学びたい」と強く願う大学を目標にすれば、その目標
を叶えるために努力を惜しまず学習に励むことにつながるだろう。高い目標を持っ
ていれば、それに応じて学力も伸びるものである。ぜひ、志を高く持って学習に
取り組んでほしい。
以下に大学選びのポイントを示すので、参考にしてほしい。
①カリキュラムの特徴
大学で学ぶ科目は、大きく教養科目と専門科目に二分される、通常は、大学入
学後 1年次から教養科目と専門科目の両方を履修する場合が多いが、比率は大学
により異なる。また、大学によっては、教養科目のほかに独自の科目群を設けて
いる場合もある。例えば、大阪大では、 1年次では全学共通教育として、教養教
育と国際性涵養教育があり、いずれも 1～ 2年次では比率が高い。国際性涵養教
育は、語学力を実践的に修得し、国際化に対応するコミュニケーション能力を養
うことを目的としている。このほか、AI／データサイエンスへの社会的需要の高
まりにこたえるため、全学的にプログラムを導入している大学もある。
図 3 大阪大のカリキュラム

出典：『大阪大学ガイドブック 2021』

また、東京大では、すべての学生が、教養学部前期課程の 6つの科類に分かれ
て入学し、 3年次以降の後期課程で専門分野の学部・学科を選択することがで
きる。
大学での学びの進め方は、大学によってさまざまであるが、大まかな傾向とし
ては、大学の規模が大きいほど選択科目の自由度が大きい傾向にある。逆に単科
大学など規模の小さい大学では、教員数も限られているためどうしても開設科目
が少なくなってしまう。さらに、授業の方式も大学によって異なる。大教室の講
義が中心の大学もあれば、少人数の講義やゼミが中心の大学もある。
図 4　東京大　前期課程と後期課程
前期課程科類
（ 1～ 2年）

後期課程学部
（ 3～ 4年）

前期課程科類
（ 1～ 2年）

後期課程学部
（ 3～ 4年）

前期課程科類
（ 1～ 2年）

後期課程学部
（ 3～ 4年）

文科一類

法学部

文科二類

経済学部

文科三類

文学部
教養学部 文学部 教養学部
文学部 工学部 教育学部
経済学部 教養学部 法学部
農学部 教育学部 経済学部
工学部 農学部 農学部
医学部 法学部 工学部
教育学部 理学部 医学部

医学部 理学部

Ⅰ　自分の将来の夢を考える

Ⅱ　進みたい学部・学科を見つける

Ⅲ　個別の大学を調べる

大学入学共通テスト 6教科
（国語・地理歴史・公民・
数学・理科・外国語）

大学入学共通テスト 6教科
（国語・地理歴史・公民・
数学・理科・外国語）

国公立大学に
対応できる
基礎学力

国公立大学に
対応できる
基礎学力



3 東進  進学情報

前期課程科類
（ 1～ 2年）

後期課程学部
（ 3～ 4年）

前期課程科類
（ 1～ 2年）

後期課程学部
（ 3～ 4年）

前期課程科類
（ 1～ 2年）

後期課程学部
（ 3～ 4年）

理科一類

工学部

理科二類

農学部 理科三類 医学部
理学部 工学部 工学部
教養学部 理学部

※2020年 4月実績
■当該科類で最も多い進学
学部
■当該科類で比較的多い進
学学部
出典：東京大大学案内

農学部 薬学部
経済学部 教養学部
薬学部 医学部
文学部 文学部
教育学部 経済学部
医学部 教育学部
法学部 法学部

②教員の研究内容
多くの大学では、 2年次後半から専門教育が行われる。専門科目を学修すると

ともに、研究室やゼミ（ゼミナール：少人数での演習）に属し、学部・学科とい
う枠組みよりもさらに専門分野に特化した教育・研究が行われる。研究室やゼミ
では、教員の指導下で少人数での教育・研究を進める。したがって、教員の研究
実績やテーマを知っておくことも大学選びでは重要である。興味・関心が惹きつ
けられる研究室やゼミが見つかれば「この大学で学びたい」というモチベーショ
ンがより高まるだろう。各大学のホームページには、教員の一覧があり、研究室
単位でホームページもあるので、参考にしてもらいたい。
③就職や大学院進学の状況
まだ大学卒業後のことを考える余裕はないかもしれないが、就職状況や、大学
が就職に対してどのような支援をしているかについても調べておいたほうがよい。
就職状況を見れば、自分の進みたい分野に卒業生がどの程度就職しているかが分
かる。自分の希望する業界に卒業生の多くが就職していれば、その分野を目指す
学生が多く集まる可能性があり、志を同じくする学生たちと切磋琢磨できるだ
ろう。
多くの大学が「キャリア教育」や「キャリア支援」に力を入れている。就職ガ
イダンスや企業で就業体験を行うインターンシップなどを導入している大学も多
い。大学を選ぶ際には、就職ガイダンスや説明会の回数、個々の学生へのきめ細
かいサポート体制などにも注目しよう。資格が必要となる職種を考えている場合
には、資格取得のサポート体制についても調べておきたい。
近年、就職状況は好調であったが、コロナ禍により航空業界などの採用が抑制
され、2021年 3月大卒者の就職内定率は10年ぶりに悪化している。多くの大学
や文部科学省・厚生労働省が発表する就職率（あるいは就職内定率）は、就職者
数÷就職希望者数で計算されている。本来は卒業者数を分母にして計算すべきで
あるが、大学院進学や留学を目指している学生は就職を希望しなかったとして就
職希望者数には含まれていない。さらに、就職が決まらずに留年する場合や、就
職をあきらめてフリーターになる場合なども、就職希望者に含まれていない場合
がある。このため、就職率の数字だけで判断するのではなく、実際に就職した人
数や就職先についても確認した方がよい。
グラフ 4　就職（内定）率の推移（大学）

出典：厚生労働省「令和 2年度大学等卒業予定者の就職内定状況調査（2月 1日現在）」

最近では、理系を中心に卒業後に大学院に進学する学生も多い。法学部出身者
で弁護士などを目指す場合も法科大学院に進学する場合が多い。2020年度からは
「法曹コース」が創設され、法学部 3年生で一定の成績を得れば、法科大学院に
入学ができ、計 5年で司法試験が受けられるようになる。また、大学によって
は、学部の 4年間と大学院修士課程の 2年間を合わせた 6年間の一貫カリキュラ
ムを導入しているところもある。理系の専門職や研究職の就職では、大学院の修
士課程修了が採用の条件になっている企業が増えていることもあり、今後も大学
院へ進学する学生は増えていくことが予想される。
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グラフ 5　東京大卒業生の大学院への進学率（2020年 3月卒）

出典：「東京大学の概要 2020」

④学費および奨学金や学生支援の充実度

国立大学の学費は、文部科学省の省令に定める標準額を踏まえつつ、各国立大
学が一定の範囲内でそれぞれ定めることになっている。ほとんどの国立大学では、
標準額と同額に設定されていたが、東京工業大、東京芸術大、千葉大、一橋大、
東京医科歯科大で授業料が値上げされた。
公立大学の学費は、基本的には国立大学に準ずるが、入学金については設置す
る自治体の出身者とそれ以外とで差をつけており、地元出身者のほうが安い場合
が多い。
私立大学の学費は、大学によって大きく異なり、また、学部によっても異なる。
通常、文系学部よりも理系学部のほうが学費は高く、医学部医学科が最も高い。
東京女子医科大では、コロナ禍等の経営難もあり、2021年度に学費の値上げが発
表された。
大学間で学費を比較する場合には、学費の総額で比較することが重要である。
授業料が安くてもその他の施設設備費や実習費が高いことがあるからだ。
表 1　私立大学の学費（平均額）

授業料 入学料 施設設備費 合計

文
科
系

文・教育 801,397 227,979 160,966 1,190,343
神・仏教 735,724 215,044 152,415 1,103,182
社会福祉 753,689 209,383 173,046 1,136,118
法・商・経 791,130 229,913 141,934 1,162,977
平均 793,513 228,262 150,807 1,172,582

理
科
系

理・工 1,089,334 243,687 153,369 1,486,389
薬 1,427,951 340,717 308,767 2,077,435
農・獣医 978,488 247,105 201,629 1,427,222
平均 1,116,880 255,566 177,241 1,549,688

医
歯
系

医 2,666,458 1,340,552 1,033,580 5,040,590
歯 3,225,206 598,303 558,798 4,382,307
平均 2,867,802 1,073,083 862,493 4,803,378

そ
の
他

家政 815,201 245,537 197,676 1,258,415
芸術 1,119,939 245,998 273,513 1,639,450
体育 826,872 249,557 214,739 1,291,169
保健 986,164 267,041 239,071 1,492,276
平均 959,899 256,521 234,883 1,451,302
全平均 911,716 248,813 180,194 1,340,723

※医学部看護学科は「医」区分に含まず、「保健」区分に含める
出典：令和元年度私立大学入学者に係る初年度学生納付金平均額（定員１人当たり）

https://www.mext.go.jp/content/20201225-mxt_sigakujo-000011866_1.pdf

また、授業料免除や、返済が不要な大学独自の給付型奨学金が充実している大
学も多いので、調べておこう。日本学生支援機構の取り扱う奨学金には、「貸与
型」と「給付型」がある。「貸与型」には第一種奨学金（無利息）・第二種奨学金
（利息付）がある。それぞれに学力や家計に基準が設けられ、支給金額も異なるの
で、詳細は独立行政法人日本学生支援機構のホームページ（https://www.jasso.

go.jp/index.html）で確認してもらいたい。この他にも自治体や民間企業・団体
による奨学金もあり、よく調べて利用すれば、学費負担の軽減にもなる。
なお、2020年 4月から、非課税世帯とそれに準ずる世帯の学生を対象に、「高
等教育の就学支援新制度（授業料等減免と給付型奨学金）」が開始された。一定の
要件を満たす大学・短期大学、高等専門学校、専門学校（確認大学等）のみを対
象としており、対象校かどうかは文部科学省のホームページでも公表している。
（https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1420041.htm）。
表 2　2019年度「給付奨学生」の採用状況について
区分 採用者数

※2018年度は 18,649人を採用
出典：日本学生支援機構「令和元年度「給付奨学生」
の採用状況について」
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/
saiyojokyo/r1_kyufu_jokyo.html

大学（学部） 12,321人
短期大学 1,538人
高等専門学校 102人
専修学校 (専門課程） 4,954人
合計 18,915人

図 4　東京大　前期課程と後期課程の続き
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自宅外通学となる場合は、学生寮の利用も検討してみよう。共同生活から得ら
れる経験は、大学卒業後の人生に大きな影響を与えることになるはずだ。なお、
学生寮を利用する場合は、費用だけでなく立地や設備も確認しておこう。安くて
快適な学生寮がある一方で、老朽化して設備が不十分だったり、大学から遠くて
通学が不便だったりする場合もあるので、注意しよう。
（2022年度の募集については、大学のホームページ等で確認すること）
表 3　主要大学の学生寮例

大学 寮の名称 大学までの
アクセス 定員 寮費

（食事無） 備考

北海道 恵迪寮 キャンパス内（札幌） 580名 ¥4,300 光熱水料・消耗品費
別途

東北 明善寮 徒歩、電車またはバスで30分（青
葉山）

160名 ¥4,300 光熱水料及び寮独自の
共益費別途

東京 三鷹国際学生宿
舎

バス、電車で45分（駒場）605名 ¥8,850 光熱水費及び共益費
他含む（光熱水費は
基本料金）

豊島国際学生宿
舎（A棟）

電車またはバスで35 分、
自転車で 25 分（本郷）

200名 ¥10,000 光熱水料は別途

豊島国際学生宿
舎（B棟）

電車またはバスで 35 分、
自転車で 25 分（本郷）

300名 ¥36,300 宿舎運営費・管理費は
別途

東京工業 南品川ハウス（男性寮）電車で30分（大岡山） 165名 ¥62,500 光熱水費及びイン
ターネット料含む

洗足池ハウス（女性寮）徒歩15分（大岡山） 102名 ¥65,000 光熱水費及びイン
ターネット料含む

一橋 国際学生会館
景明館

徒歩 8分（国立） 40名 ￥49,000～ 入居費・共益費別途

名古屋 国際嚶鳴館 徒歩 5分（東山） 291名 ¥16,000 光熱水料別途
京都 熊野寮 自転車10分（吉田） 422名 ¥4,100 入寮予備金別途、食

券有
大阪 刀根山寮（男子） 徒歩10分（豊中） 142名 ¥5,900 光熱水料等別途

もみじ寮（女子） 徒歩15分（箕面） 200名 ¥5,900 光熱水料等別途
神戸 住吉寮（男子） 電車またはバスで40～50分（六

甲台）
194名 ¥18,000 入寮時徴収金、共益

費等別途
女子寮 電車またはバスで40～50分（六

甲台）
78名 ¥18,000 入寮時徴収金、共益

費等別途
九州 ドミトリー１（伊都

キャンパス学生寄宿舎）
キャンパス内（伊都） 254名 ¥23,000 共益費含む。入居預かり

金、光熱水費別途
早稲田 国際学生寮

WISH
徒歩、電車で25分（早稲田）872名 ¥53,000 入寮費、保証金等別

途
慶應義塾 大森学生寮 徒歩、電車で40分（日吉）127名 ¥50,900 食事込¥68,300、

光熱費等別途
上智 祖師谷国際交流会館 徒歩、電車で60分（四谷）320名 ¥45,000 光熱水費含む。入寮

費・保証金別途
東京理科 葛飾国際学生寮 徒歩 2分（葛飾） 97名 ¥44,000～ 敷金・入寮費・共益

費・光熱費別途
明治 明治大学グローバル・

ヴィレッジ
徒歩 1分（和泉） 116名 ¥79,000 食事込¥96,100,入寮

費、保証金、光熱費等
別途

青山学院 青山学院大学学生寮
（相模原キャンパス）

相模原キャンパス隣接 98名 ¥30,000 食費¥13,000、入寮
費・管理費別途

立教 RUID朝霞台 徒歩、電車で30分（池袋）138名 ¥82,000 食事込¥98,800、入寮
費・保証金・年間管理
費・電気料金等別途

法政 法政大学船堀寮 徒歩、電車で30分（市ヶ谷） 89名 ¥78,000 食事¥17,100、入寮
費・保証金・年間管理
費・電気料等別途

中央 国際教育寮 キャンパス内（多摩） 300名 ¥62,800 水光熱費・インター
ネット代込み

関西 南千里国際学生寮 自転車20分（千里山） 144名 ¥30,000 光熱水費等含む。入寮
費・デポジット別途

関西学院 啓明寮（男子寮） 徒歩６分（上ケ原） 72名 ¥12,500 食費約¥22,000（昼
夜食堂利用の場合）、
光熱水費等別途

清風寮（女子寮） 徒歩10分（上ケ原） 60名 ¥32,000 入寮費、光熱水費等
別途

同志社 継志寮 徒歩 7分（今出川） 30名
(日本
人）

¥60,000 光熱水費、インター
ネット使用料、寝具
リース代含む

立命館 なし：交換留学生、海外から新たに渡日する留学生のみ
出典：各大学ホームページ

⑤キャンパスの雰囲気、施設・設備の充実度
キャンパスの雰囲気も重要な要素である。実際のキャンパスの雰囲気は体験し
ないと分かりにくいので、新型コロナウィルス感染症の拡大状況などを鑑みつつ、
立ち入りが可能ならば平日の授業を行っているときに大学を訪問してみるとよい。
オープンキャンパスのときとは違った「大学の素顔」を見ることができるだろう。
また、図書館や実験・実習設備などの学習環境が整っているかどうかも確認して
おきたい。
大学は勉強だけをするところではなく、クラスメイトとの付き合いやサークル
活動なども大学生活の重要な要素である。授業以外で集まることのできるラウン
ジやサークルスペースが充実しているかどうかも確認しておこう。なお、大学に
よっては、体育の授業のグラウンドが離れた場所にあったり、クラブ・サークル
の活動場所が離れたところにあったりする場合もある。
さらに、大学によっては、学部によってキャンパスが異なる場所にあったり、
学年でキャンパスが分かれていたりする場合もある。あらかじめ、十分に調べて

おこう。
⑥学生数（入学者数・退学者数）
学生数については、定員に対して入学者数が少なすぎる場合（定員割れ）と多
すぎる場合（定員超過）とがある。どちらも学習する環境としては好ましくない。
定員に対して入学者数が少ないと、大学の授業料収入が少なくなるので教育内容
にしわ寄せが来ることになる。一方、定員に対して入学者数が多すぎると、設備
が足りなくなったり、学生一人ひとりに対するケアが不十分になったりしてし
まう。
また、退学者数も大学を評価する材料の 1つである。退学者数は公表していな

い場合もあるので、そのときは卒業者数と入学者数とを比較して判断することに
なる（ただし、定員が変更される場合があるのでその点は注意が必要）。退学者が
多い場合は、その大学に何らかの問題がある可能性が高い。
⑦教職員の充実度
教員の人数や年齢構成、教育・研究実績なども大学選びでは重要なポイントと
なる。教員の人数が多いほうが手厚いサポートが期待できる。大学を選ぶ際の 1
つの指標として、教員 1人あたりの学生数（ST比）を比較してみるとよい。こ
れが少ない大学のほうが、面倒見がよくきめ細かい指導が期待できる。通常、教
員 1人あたりの学生数は、国公立大学よりも私立大学のほうが多く、理系よりも
文系のほうが多い傾向にある。
⑧留学プログラムの充実度
留学支援制度が充実しているかどうかも確認しておきたい。日本人の学生の海
外留学人口は年々上昇傾向にあり、2018年度には115,146人が留学していた。
現在は、ビジネスの分野でも学問研究の分野でもグローバル化が進んでおり、
大学入学前は留学を考えていなくても、入学後に留学したいと考えるようになる
学生も多い。その際、留学先の大学で取得した単位が日本の大学の卒業単位とし
て認められるかどうかが非常に重要である。これが認められないと、大学を 4年
で卒業することが難しくなる。また、ホームページなどで海外の多くの大学と提
携していると紹介されていても、実際にはほとんど留学の実績がない場合もある
ので、実際に何人くらいが留学しているかも確認した方がよい。さらに、留学費
用について大学のサポートがあるのかどうかも重要である。留学は可能だが、費
用は全額自費で賄わなければならないという大学もある。
なお、海外留学の奨学金制度もある。学生交流に関する協定等に基づいて、派
遣先大学等に 8日以上 1年以内の期間派遣するプログラムを実施する場合、資
格・要件を満たす学生に奨学金を支援する制度である。各大学が日本学生支援機
構に申請し、募集することになっている。
現在、コロナ禍により、留学中止なども相次いでいるが、渡航の制限緩和やオ
ンラインの留学プログラムも普及しつつある。立命館大は2021年度の夏期プログ
ラムをオンラインへと切り替えることを発表した。実施期間は2021年 9月上旬
～2022年 1月上旬までと長期にわたる。自分の志望校のホームページなども
チェックしてみよう。
グラフ６　日本人学生の海外留学状況の推移
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出典：2018（平成 30）年度　日本人留学状況調査結果
https://www.jasso.go.jp/about/statistics/intl_student_s/index.html

表４　大学等が把握している日本人学生派遣数の多い大学
大学 国公私 派遣数（人） 大学 国公私 派遣数（人）

早稲田大 私立 3,033 芝浦工業大 私立 1,530
京都大 国立 2,312 九州大 国立 1,492
東洋大 私立 2,223 大阪大 国立 1,485
立命館大 私立 2,205 立教大 私立 1,318
関西学院大 私立 2,017 北海道大 国立 1,313
東北大 国立 1,895 慶應義塾大 私立 1,286
明治大 私立 1,884 東京外国語大 国立 1,229
東京大 国立 1,800 関西大 私立 1,198
関西外国語大 私立 1,694 中央大 私立 1,126
同志社大 私立 1,563 法政大 私立 1,108

出典：2018（平成 30）年度 日本人学生留学状況調査結果

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/_mt/2020/08/date2018n.pdf



【進学ガイダンスに行こう！！】 

 

進学ガイダンスとは？ 

大学・短大・専門学校の入試担当者がコーナーを設け、高校生や保護者の質問や相談に応じてくれます。複数の学

校を比べたい、入試資料をたくさん集めたい、というときにすごく便利です。 
 

進学ガイダンス活用の仕 

 

株式会社 日本ドリコム 福岡支社 進学相談会 

 

日時：2021 年４月２１日（水）１３：３０～１８：３０ 

会場：デザインプラザ HOFU 

 

参  加  校 

【大学・短期大学】 

山口大学・宇部フロンティア大学・岡山医療専門職大学・九州栄養福祉大学・九州共立大学 

九州産業大学・西南女学院大学・梅光学院大学・広島国際大学・広島文化学園大学・防衛大学 

防衛医科大学校・宇部フロンティア大学短期大学部・九州産業大学造形短期大学部 

西南女学院大学短期大学部・東筑紫短期大学・広島文化学園短期大学 

【専門学校】 

県内外の多くの学校が参加されます。 

 

事前準備編 ①  日程・時間・開催場所を確認しよう！ 

②  事前に聞きたい学校を決めておくと到着してからスムーズ！ 

当日編 ③  会場へ到着したら、会場の案内図と資料を入れる袋をもらおう！ 

④  事前に決めていた学校の場所を確認し、早速話を聞こう 

(ワンポイントアドバス) 

・同じ学部学科コースが設置されている学校は必ず聞き比べよう・ 

・学費、奨学金について変更がないか確認しよう 

・入試について変更がないか確認しよう 

・メモを取ろう。見返すときにとても便利です 

事後 ⑤  聞いた学校について、比較して自分にあった学校がどこか考えてみよう 

聞き足りなかった、オープンキャンパスに行ってみたいと思ったら 

冊子やWebサイトを見て確認してオープンキャンパスに申込！ 

オープンキャンパス冊子は、6月に最新の日程を載せた冊子が学校へ送られてくるので 

その冊子をみて資料請求・オープンキャンパスを申し込もう。 

「オープンキャンパス特集号を見た」と連絡して頂ければスムーズです 

最近では、動画を作っている学校も多いの動画を見て学校の事を再確認しよう。 

動画サイト「stube」と検索しよう。 



高校卒業後の進路パターン図解 

高校卒業後から将来就職するまで、どんなルートがあるか知ってる？選択肢はさまざまあるよ。 

だからこそ、自分に最適のルートを見つけたいね。 

 

注 1 併修 

専門学校に通いながら大学や短期大学の通信教育部にも籍を置く制度。 この制度を利用すれば専門学校独自

の授業では取得できない資格や学士・短期大学士の学位を取得することもできる。 

注 2 編入 

●就業年限２年以上で総授業時間数 1,700時間以上の専門学校修了者は大学編入学試験を受験することが可

能。 

●短期大学卒業者は大学編入学試験を受験することが可能。 

注 3 高度専門士取得者 

修業年限 4年以上で総授業時間 3,400時間以上の専門課程を卒業し、高度専門士の称号を取得した者は、大

学院を受験することが可能。 


