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総合型選抜／学校推薦型選抜を振り返る その①

新しい入試を千葉工業大学の選抜内容から振り返ってみます。
千葉工大は 2018 年度の志願者数は 78,905 人で、日本の私立大学
の中で第 10 位と人気上昇中。昨年度は本校から３名が進学しました。
令和２年度は本校から２名の生徒が総合型選抜、１名が学校推薦型
選抜でそれぞれ受験して３名全員が合格しました。

総合型選抜

千葉工大津田沼キャンパス

「主体性・多様性・協働性」
「知識・技能」
「思考力・判断力・表現力」を、学科が指定す
る課題演習（ものづくり・プレゼンテーションなどの実技試験）や書類（自己評価書や高等
学校の調査書）、面接・口頭試問によって多面的・総合的に評価。

学校推薦型選抜
「主体性・多様性・協働性」
「知識・技能」
「思考力・判断力・表現力」を面接において測
るとともに、高等学校の推薦書・調査書をもとに個別に評価。
（指定校制）

科学技術に関する考えを自由に述べる作文等を導入。

千葉工大の総合型選抜においては、課題演習としてものづくり・プレゼンテーションなど
の実技試験がありました。このような入試を突破するためには、基礎学力はもちろん、パワ
ーポイントを作成して発表するなどの訓練が必要です。
さらに、学校推薦型選抜の指定校制においても、基礎学力が必要なことはいうまでもなく、
科学技術に関する考えを自由に述べる作文等が導入されました。
これまでのように、指定校推薦をもらうために定期テストを頑張って評定を上げているだ
けでは、入試に耐えられない状況となっているのです。すでに、次年度の入試方針が出され
ている学校もありますので、大学・短大志望者は確認をしておきましょう。
とにかく、直前になって準備しても間に合わないということです。そのためには、しっか
りと志望校を見定め、計画的に準備し、基礎学力を向上させることが大切です。部活動に入
っている人は、これまで以上に進路意識を高め、練習の休みなどを利用して自分の進路と向
き合わなければ、結局、時間切れで不本意な進路を選ぶことしか
できなくなります。
冬休みを迎えるにあたって、２年生には厳しいことを言うよ
うですが、まだまだ準備があまいと言わざるを得ません。模試を
受ける生徒も少ないです。以前に比べて、漢検や英検などの資
格・検定試験を受ける生徒も少ないという現状があります。
すべてはあなた自身の問題です。作文や小論文を書いたり、オ
ープンキャンパスへ行くなど新たな環境に自分を置いて刺激を
受け、モチベーションをあげてほしいと切に願います。

２年生 11/26 に進学ガイダンス／就職セミナー（各２時間）開催!
２年生の進学ガイダンス及びジョブカフェちばキャリアカウンセラーからの就職セミナー、
専門学校による公務員ガイダンスをそれぞれ２時間かけて実施しました。
登坂（2-4）さんの感想
今回の進路ガイダンスでは自分の将来についてよく考えるこ
とができました。将来は歯科衛生士になりたいと思っています。
希望している学校から直接話を聞くことができました。いろい
ろ聞きたい話を聞けたり質問することができたので、たいへん
いい機会になりました。

理学療法／作業療法などの説明

二戸（2-2）さんの感想
私は保育士になりたいと思っています。今回は千葉敬愛
短大と清和短大の２つの学校の説明を聞きました。直接話
を聞くことができ、知らなかったこと、知りたかったこと
などたくさんの情報を得ることができました。授業の方法
や雰囲気、学生生活など細かいところまで教えていただき、
看護学校の説明

とても貴重な時間が過ごせました。

２年生３学期 総合的な探究の時間「進路分野別講座」の予定
総合探究

予定日

時間等

進路分野別③

１月１８日（月）

６限

進学
就職

２講座 進学ガイダンス／奨学金説明会
会社選びと求人票 就職ＳＰＩ対策テスト❷

進路分野別④

１月２５日（月）

６限

進学
就職

大学・短大／医療系／専門学校の分野別講座
履歴書の書き方
就職ＳＰＩ対策テスト❸

進路分野別⑤

２月 １日（月）

６限

進学
就職

大学・短大／医療系／専門学校の分野別講座
１・２組 求人票の見方 ３・４組 面接指導

第２回進路講話

２月 ４日（木）

５or６限

全員

元吉本お笑い芸人（漫才）による進路講話

進路分野別⑥

２月１５日（月）

６限

進路分野別⑦

２月１８日（木）

６限

進学
就職
進学
就職

大学・短大／医療系／専門学校の分野別講座
１・２組 面接指導 ３・４組 求人票の見方
大学・短大／医療系／専門学校の分野別講座
履歴書を書こう
就職ＳＰＩ対策テスト➍

内

容

１年生 12/3 に第３回進路講話を開催!
１年次から計画的に総探の時間を活用し進路学習を進めると
いう学年・進路部の方針のもと、１年生は６月・10 月・12 月
と進路講話を実施し、進路への意識を高めてきました。１月に
は職業体験ガイダンス（２時間扱い）を実施します。
麻生（１－４）さんの感想
今回の進路講話では、自分の進路を身近に考えることができまし
た。まだ、進路の知識があまりない私たちにとっては、このように講
師の方を学校に招いてお話をしていただけるのはとても貴重なこと
だと思います。前回までの進路講話と今回の内容を忘れず、１月にあ
る職業体験ガイダンスに取り組みたいと思います。

水島さんの進路講演

進

学

合格内定者より

さまざまな情報を仕入れて進路の選択を！

新入試「「学校推薦型選抜」は１１月から出願が始まり、１２月１日から合格発表が行わ
れています。コロナ禍で混乱した新入試となりましたが、学校推薦型選抜で合格した３年生
を紹介します。
※本人の承諾を得て写真を掲載しています

和洋女子大
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す。この大学で夢を実現するために頑張ります。

定期テストや授業に真剣に取組み、学校推薦型

いろいろと応援していただいたみなさんにお礼 （指定校制）で受験することができました。在校
を言いたいです。

生にアドバイスとしては、日々の授業を真面目に

１，２年生のみなさんも、今だからできること 取り組むことが大切だと思います。今、できるこ
に積極的に挑戦して頑張ってください。

とにしっかりと取り組んでいきましょう。
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商経学部
並木君（陸上競技部）

商学科
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小論文など初めて取り組
むことが多く不安もありましたが、先生方のおか
げで書き終えることができました。

こども教育学科

できました。
面接練習をたくさん行うことで、本番は普段通
りにできました。志望理由や学修計画書などの作

１，２年生の皆さんには、面接試験では学校生 成に当たっては、先生方にたいへんお世話になり
活のことが聞かれます。何か１つでも一生懸命取 ました。学力を向上させ、必ずや千葉県の教員に
り組むことがあるとよいと思います。

なって恩返しをしたいと思います。

植草学園大

城西国際大学

発達教育支援学部 発達支援教育学科

廣井さん（体操・ダンス部）

メディア学部 メディア情報学科

坂口君（吹奏楽部）

私の夢は保育園の先生に
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受けられるようにしたいと

メディアに強い大学が見

思っています。まずは合格をもらえてとてもうれ つからず苦労しましたが、指定校制だったことも
しかったです。お世話になった先生方、ありがと あり、やや楽な気持ちで受けることができまし
うございました。1，2 年生の時から勉強などを た。在校生にアドバイスとしては、普段のテスト
頑張って推薦をもらえることができたのでよか や授業を頑張ることが大切だと思います。皆さん
ったです。これから夢に向かって頑張ります。

の進路が希望通りになることを願っています。

リアル授業ゼロ、友達ゼロ、バイトゼロ。
今も授業再開の目処は立たず…コロナ大学生の悲惨な日常
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が解除されましたが、会社や小中高校が再開する
なか、取り残された状態にあるのが大学です。
将来のキャリアを描けずに不安が膨らむ一方で、大学生の３
人に１人はコロナ禍の不安を誰にも相談していないことが、人
間塾が 10 月 12 日に発表した調査結果より明らかとなりまし
た。アンケート調査は、親元を離れて首都圏（東京都、神奈川
県、千葉県、埼玉県）で 1 人暮らししている学生を対象に実施
されたものです。（調査期間は 8 月 21 日～25 日）
新型ウイルスの影響によって感じる、
「自らが学業を継続して
ふ く

いけるかという不安」
「将来就職できるのかという不安」につい
て、それぞれ誰に相談をしたか質問したところ、
「誰にも相談し
ていない」と回答した学生は前者が 36.9％、後者が 33.1％。
学生の 3 人に 1 人はコロナ禍の不安を誰にも相談していないことがわかりました。
現在不安に感じていることについての自由回答では、
「大学がオンライン授業なので知識が
付いているかが不安」
「留学に行きたいがいつになったら行けるのか」といった学業への不安
の声があがりました。また、
「コロナが続く中で就職がうまくいくのか、安定して収入を得ら
れるのか経済的な不安がある」
「インターンシップが続々となくなっていく中で、自分がどの
ような職につきたいのか、体験したうえで考えることができない」といった就職活動を不安
視する学生の声も多数あがっているのです。
文部科学省の調査によると、7 月 1 日時点で国公私立大学などが対面授業を全面的に再開
したのは 16％、学内施設が制限なく利用できるのは 15％にとどまっています。9 月以降の
後期授業も多くの大学ではオンラインでの実施を決定し、今後も自宅にこもるような生活が
続く大学生は少なくありません。都内のある大学生は、
「先輩や友人がいないので困ったことがあっても誰にも相談できず、履修登録は分厚い冊
子を 3 日かけて読み込んで結構大変でした。一応、上級生主催でクラスのオンライン交流会
があったのですが、全員初対面のオンラインの場に飛び込んでいく勇気がなくて参加できず
…。こんな大学生活も、のちのち笑い話になるのかなって思ってます。というか、そう思わ
ないとやってられないです」
「大学内に充実した施設があるから高い学費を払う価値があるのに、受験以来一度も大学
に行けてません。ずっとオンライン授業のみで、その内容はパワポを読むだけ、本や動画の
感想を書くだけ、作品もないのにパワポのプレゼンだけで評価されるという内容。学費を日
割りしたら一日 1 万円で『こんな授業に高い学費を払っ
てるのか…』とバカバカしくなります」…など。
SNS で「#大学生の日常も大事だ」のハッシュタグの
投稿が話題となり、なかでも「小中高校や会社は行ける
のに、なぜ大学だけ？」という不平等感に多くの共感の
声が集まっていました。大学と大学生を取り巻く環境が
より良くなることを願うばかりです。
（参考：日経新聞／リセマムなど）

今年度から大学入試が新たに変更されていることは、この紙面でも何度か紹介してきました。
具体的に実施された内容を紹介したいと思います。
次の例は、本校でも希望者が多い千葉商科大学の総合型選抜（旧ＡＯ入試）の内容です。
２，３年生の大学・短大希望者には進路分野別講座等で紹介していますが、昨年までと違っ
て、「小論文」「適性検査」「プレゼンテーション」などが新たに課されました。

１

総合型選抜９月期（給費生選抜）プレゼンテーション型

２

総合型選抜１０月期

課外活動型

３

総合型選抜１０月期

適性試験型

千葉商科大の給費生選抜（授業料の減免）では昨年度も同じ内容でしたが、新たに実施さ
れた総合型選抜は、２つの型のいずれかを選び、それぞれ小論文か適性検査がありました。

