
令和 4 年 10 月 18 日 

進路指導室 

9 月に実施した進路希望調査の分析を行いました。皆さんはどのような進路を希望し、また、

進路に関して疑問をもっているのでしょうか。 

1. 進路種別 私大がメインで、国公立大にチャレンジしようとする人が多い！ 

国公立 私大 短大 看専門 他専門 公務員 就職 その他 

46 191 5 2 16 2 2 8 

2 221 16 12 43 2 1 20 

※上段は 77 期生の希望、下段は 74 期生の実績。 

国公立大学の希望者が多いことに驚いています。

非常に難関なことは 74 期生の実績からもわかり

ます。阿倍高ではここ数年、国公立大学の合格者

は１～３名で、多い時で 6 名となっています。も

し、本気で目指すとなれば、平日 2 時間、休日 4 時

間の家庭学習と、定期考査の全教科 80 点以上を目

安にしてみて下さい。1 年生のうちは大学の難易

度がわからない人が多いと思いますので、1 月実

施の進研模試で学力を把握し、目標との距離を測

りましょう。高い目標には努力が必須です。 

 

2. 人気の学校 不動の近大・関大人気。阪大はここ数年合格実績がありません… 

阿倍野高校に入学できたからには、関大、近大を目指したいと考えて

いる人が多いです。現実的な目標と言えます。HP で公開しているよう

に、昨年度の実績は関関同立に 25 人、産近甲龍に 64 人の合格者が出

ています。ざっくりと、「学年 20 番以内で関大、40 番以内で近大」と

いえます。10 位以内に入る人は、和歌山大や京都府立大、兵庫県立大

などの地方国公立大や大阪教育大が視野に入ってきます。大阪公立大

を目指す人は 3 位以内には入っていてほしいですね。具体的な志望校

が決まらない人は、後述の大学の難易度を参考にしてみて下さい。 

 

3. 人気の学部 進路行事、HR などで情報収集し、これから絞っていこう 

まだ 1 年生ですので、学部まで明確な人は少ないようです。医歯薬

学部や教育学部のような専門性の高い学部以外の学部で将来の職業

が決まるわけではないので、今後いろいろな科目を学習していくな

かで、徐々に絞ってください。1 月には大学の模擬授業を企画して

いますので、いろいろ体験して決めるのもありです。 

4. 科目選択 迷ってはいられません。明確な意志をもって決断を！ 

進路を考えたうえで、はっきりとⅠ型、Ⅱ型を選択できている人

は 145 人で、1 年生の半分しかいません。看護学部や理学部生

物系、農学部などを目指し、3 年次にⅡ型からⅠ型へ移る人以外

の変更はありませんので、あと 2 年間何を中心に学習するかがこ

の選択で決まります。特に、目標もなくⅡ型を選ぼうとしている

人は、3 年次に数学Ⅲ・C や物理といった難易度の高い科目が必

修で入っており、週の半分が理数の時間割になります。国語や英語が苦手だからといったネガ

ティブな理由でⅡ型を選択すると、卒業できない可能性が出てくるので、注意が必要です。 

5. 大学の難易度について 

難易度は 

京大・阪大＞神戸大＞大阪公立大 

＞関関同立＞大阪教育大・京都府立大 

＞近大＞産甲龍・外外経工＞摂神追桃 

となります。校内の目安は以下の通りです。 

阪大・神戸大 ダントツの 1 位。全科目満点 

大阪公立大 

同志社 

文系・理系のトップ 

英社国か英数理のすべて 90 点 

関大・大教大 学年 20 位以内（評定 4 以上） 

近大 学年 40 位以内（評定 3.8 以上） 

関西外大 英語ができれば OK 

大工・大経 学年 60 位以内（評定 3.5 以上） 

はっきりⅠ型 107 

なんとなくⅠ型 91 

はっきりⅡ型 38 

なんとなくⅡ型 17 

迷っている 24 

2.人気の学校

近畿大学 57

関西大学 31

大阪公立大 8

大阪教育大 6

和歌山大学 5

大阪大学 4

関西外国語 2

神戸大学 2

同志社大学 2

未定 146

経済 19

理工・建築 7

看護 5

教育 5

法学 5

文学 3

経営 3

心理 2

農学 2

商学 2

外国語 2

社会 2



6. Q＆A 進路についての疑問や心配事にお答えします。 

Q. 関西大学、近畿大学、関西外国語大学の指定校推薦の権利を勝ち取るには、各大学でどれぐ

らいの評定、出席日数が必要なのか教えて欲しいです。 

A.過去の推薦者の平均ですが、 

学校名 評定要件 文系学部 理系学部 欠席要件 

関西大学 4.0 4.7 4.4 なし 

近畿大学 4.0 or 3.8 4.5 4.3 なし 

関西外国語大学 3.5 4.0 - 25 日 

大阪経済大学 3.8 4.0 - なし 

大阪工業大学 3.5 or 3.9 - 4.0 なし 

となります。Ⅰ型文系の方が評定が高くなりやすいため、理系学部よりも文系学部の方が高い

評定が必要になります。 

 

Q. 経済学部か経営学部を目指そうと思うのですが、微分積分を習うためには数 B を取ったほ

うがいいのか否かがわからないので、教えてくれたらありがたいです。 

A. 入試科目に数 B が含まれるかを確認しましょう。文系進学であっても、経済系の数学や、看

護系の生物、栄養系の化学のように、理系科目を履修しておいたほうが望ましい科目がありま

すが、必ずしも受験科目になっているとは限りません。逆に、そのような科目でないと受験で

きない大学もありますので、進路指導室前に置いてある各大学の受験ガイドを参考にしてみま

しょう。 

 

Q. 将来の夢は管理栄養士だけど、英語にも興味がある。どの進路にするのかしっかり決まって

いない。 

Q. なりたい職業が決まっていないため、行きたい学部が見つからない。 

Q. 大学についてあまりわからないから保育士になれる資格がある大学が知りたい。 

A. 管理栄養士や薬剤師、教師、看護師、保育士など専門性の高い職業には国家試験や免許状が

あるため、特定の学部学科を卒業する必要があります。逆に、そういった職

業でない場合は、何学部を出てもどんな職業にも就けますので、興味のある

学問を見つけてください。インターネットで「スタディサプリ進路」と検索

すると、学問で学校を絞ったり、職業から学校を検索したりできます。 

QR コードを読むと、スタディサプリ進路にアクセスできます⇒ 

 

Q. 公務員を将来的には目指したいです。その場合私立の有名大学に入るのか公務員を目指す

ための専門学校に行くほうがいいのかあまり知識がなく決めきれません。 

A.公務員には高卒程度と大卒程度があり、役割も様々です。高卒程度であっても難易度が高い

ため、予備校に行くなどして対策が不可欠です。現役で公務員になれなかった場合、公務員試

験対策の予備校に通って合格を目指す方法があります。大卒程度は大学卒業が条件ですが、私

大では公務員対策を校内で実施してくれる学校があります。 

  

Q. 現時点で I 型と II 型どちらをおすすめしますか？ 

A. 担任の先生とよく相談しましょう。勧められて決めるよりは、先生のアドバイスを参考にし

たり、情報収集したりして、自分で決めた方が後悔がないと思います。 

 

Q. 理系は部活との両立はできますか？理系に進むと大学に行く雰囲気にならないですか？ 

A. あくまで阿倍高の話ですが、Ⅱ型理系から一般の専門学校や就職を希望する生徒はごく稀で

す。多くの人が大学進学を目指します。（もともと理系の人数が少ないからというのもあります。）

部活動加入率は文系理系で差はありませんので、Ⅱ型に進んでも、部活と両立できる人はいま

す。（部活が学業の足を引っ張る人は文系理系ともに等しくいます。） 

 

Q. 毎日何時間勉強すればいいですか。 

Q. 関大に行けるかとても不安です。 

A. 目標にもよります。表面に記載の通り、国公立大や関関同立を目指すのであれば、平日 2 時

間休日 4 時間は必要と考えます。定期考査の順位が目標に達しない場合はさらなる努力や、や

り方の改善が必要かもしれません。 

 

Q. 入試の難しさがわかりません。 

A. 表面の５．大学の難易度を参考にして下さい。 

目標は高くもってかまいません。それに見合

った努力をしましょう。 


