[農・水産学]
平成３０年度 福島県立橘高等学校

進路だより

平成３０年５月１６日

３号

発行 橘高校進路指導部

◇文理選択や志望校選択の前に…

学部・学科を研究しよう
― キミは何を学びに大学へ行くのか！？ ―
１、２年生を対象に、６月に来年度の「類型」と「選択科目」の希望調査を実施します。これらは、
将来の自分の進路先に直接つながる大事な選択になります。事前によく考え、より適切な判断をしたい
ものです。そのためには、教師や保護者などのアドバイスに耳を傾けたり、さまざまな進路情報を集め
たりすることが重要。まず、自分が、将来、専攻したい「学問分野」や「学問系統」を選択することか
ら始めましょう。これは、志望校を決定する３年生についても同様で、早期に志望する「学部・学科」
を絞り込んでいくことが必要です。そして、大学の偏差値ランクだけに囚われるのではなく、同じ学問
系統が学べる学部・学科を持つ複数の大学をピックアップして志望校の候補としておきましょう。

■おもな学問系統の分類と関連する学部
文 系

[主な学問領域と研究内容]

（下線部は福島県内の国公立大）

[関連する学部]

[文 学]

…文化を通して人間と人間社会の本質に迫る
⇒文学部 人文学部
日本・外国文学 心理学 歴史学 哲学
人間発達学類（福島大）等
[語 学]
…国際理解のために諸外国の言語と文化を学ぶ
外国語学 日本語学 言語学
⇒外国語学部 国際学部 等
[法 学]
…社会の秩序をつくり、人間の幸福を追求する
法学 政治学
⇒法学部 行政政策学類（福島大）等
[経済・経営・商学] …モノとカネの流れを通して社会動向を探る
経済学 経営・商学 経営情報学
⇒経済学部 経済経営学類（福島大）等
[社会学]
…個人から国家までの社会現象を研究する
社会学 社会福祉学 観光学 マスコミ学
⇒社会学部 人文学部 等
[国際関係学] …世界平和をめざし、国際問題を研究する
国際関係学
⇒国際学部 等
理 系

[看護・保健学] …病気の予防と健康の増進を研究する
⇒看護学部（県医大）医学部保健学科
看護学 医療技術 保健学 健康科学
保健科学部（H33 県医大に新設！）
[医・歯学]
…医師・歯科医師になるための知識・技術を得る
医学 歯学
⇒医学部（県医大） 歯学部
[理 学]
…技術開発の基礎となる自然科学の法則を探る
数学 物理学 化学 生物学 地球科学 等
⇒理学部 理工学部 等
[工 学]
…自然界の法則を利用し人に役立つ技術を開発する
機械工学 電気電子 情報工学 建築 土木・環境工学 応用化学 金属材料工
学 航空宇宙工学 生物工学 経営工学 工業デザイン エネルギー工学 等
⇒工学部 理工学類（福島大）コンピュータ理工学部（会津大）等

…食料の安全で安定した生産と供給や自然環境について研究する
農学 森林科学 農芸化学 農業工学 獣医学 水産学 畜産学
農業経済学
⇒農学部、食農学類（H31 福島大に新設！）

文・理系

[教員養成・教育学] …人間の成長を助ける教育の在り方と手法を学ぶ
教員養成系 教育学
⇒教育学部、人間発達学類（福島大）等
[生活科学]
…生活を多方面から分析し豊かな暮らしを実現する
食物栄養学 被服学 住居学等 ⇒家政学部 食物栄養学部 等
（ 以上 ベネッセのマナビジョンより一部引用 ）

＊１年生で、
「医療系（看護等）
」
、
「食物栄養系（管理栄養士等）
」の希望者は「理系」に進むこと。

■ 『進路室』で情報を手に入れよう
進路室には、いろいろな大学の入試の過去問集（いわゆる「赤本」
）や各大学の募集要項やパンフレッ
ト等が備えられ、生徒が閲覧できるようになっています。３年生は言うに及ばず、１、２年生も進路室
に行って、欲しい情報を手に入れましょう。また、進路に関する相談や質問にも応じますので、何か困
ったことがあれば遠慮せずにどうぞ！

（１） 進路室の利用時間と入退室の仕方について
① 休み時間、昼休み、放課後に利用可能です。ただし、進路部の先生方が
不在の時や来客の応対中は利用できません。
② 入り口で「組と名前・目的」を告げ、進路部の先生の許可を得て入室す
ること。退室時も同様で、必ずあいさつをしてから帰ること。
③ 大学関係者などの来客が多いので、服装をただし、言葉づかいには気をつけること。

（２） 大学入試の過去問集（ 「赤本」）の貸出しについて
① 「貸出し記録簿」に日付、組番号、氏名、大学名・年度を記入し、必ず、進路部の先生の許可
印をもらうこと。無断で持ち出すようなことは絶対にしてはいけません。
② 貸出し期間は３日間とします。ただし、夏休み以降の貸出しは、３年生を優先します。
③ 現時点での最新版である「2018 版」は貸出禁止とします。
（室内での閲覧は可）
。ただし、特別
措置として、すみやかに購買部前のコピー機でコピーを取ることを条件に一時的な持ち出しを許
可します。
「2018 版」は、最新の「2019 版」が出そろう 11 月末からは貸出しを解禁します。

✿ 先輩より９７冊の寄贈 志望校の「赤本」は、自分で買って使い込むべし！
進路室の赤本は、あくまで過去の試験問題の確認用。志望校を決めたら、それらの大学の赤本
を自分で購入し、使い込む。これが受験生の基本です。そして、晴れて合格した後は、不要にな
った赤本を、ぜひ後輩のために学校に寄贈してください。昨年度の３年生からは、なんと！
「９７冊」もの寄贈がありました！ 特に、その大学の合格者から寄贈されたものには、表紙に
「合格者より」とサインがしてあります。まさに“縁起の良い赤本”です。

（３） 「募集要項」や各種資料の閲覧について

＊志望校の募集要項と願書は自分で取り寄せる

① 進路室内のレターボックス内の各大学の資料は自由に閲覧してかまいません。ただし、あらか
じめ、進路室の先生方の許可を取ること。貸出しはしていません。
② 資料のコピーを取りたい場合は、進路室の先生から、一時持ち出しの許可をもらうこと。
③ 「赤本」以外の進路関係の書籍や小論文問題集などは、貸出しをしていません。

■ オープンキャンパスに行こう

１・2 年生

■

平成３０年度 進路関係行事の予定
学校行事等

[ 北海道、東北、関東の国公立大 ]

始業式・入学式（９）
４月

本校生に志願者の多い国公立大学のオープンキャンパスの日程の概要を掲載します。
4 月末の段階で、
まだ開催日程が公表されていない大学もあるので、今後、各大学のＨＰ等で確認しておきましょう。
なお、同じ大学でも、学部、コースによって、開催時期と会場が異なるので、必ず事前に詳細を確認
してください。また、事前予約が必要な大学も多数あるので注意しましょう。

＊( )は日付

１ 学 年

２ 学 年

たちばなセミナー（１０）

入試結果報告会（２７）

日 程 ・ 事前予約等
８/５・６
函館校 旭川校：７/２１
札幌校：８/４
８/９ 、１０/２７
７/３１・８/１
＊７/３１ 本校でバスを用意し１年生全員で参加
７/２８
医：７/２８ 農：７/２９ 工：８/３ 人文・地域・理：８/４
事前予約必要
福島大
８/５
筑波大
８/４・５・１１
事前予約必要
宇都宮大
７/１６、１０/２７
＊１０/２７ 本校でバスを用意し希望者を引率
埼玉大
理・工：８/７
教養・経済：８/８
教育：８/９
事前予約必要
お茶の水女子大
理：７/１４
生活科学：７/１５
文教育：７/１６
電気通信大
７/１５、１１/２５
東京大
８/１・２
東京外国語大
７/１５
事前予約必要
東京学芸大
７/２１
東京工業大
８/１０
東京農工大
工：８/３・４・５
事前予約必要
横浜国大
８/４・５
事前予約必要
新潟大
８/９・１０
事前予約必要
＊８/９ 本校でバスを用意し希望者を引率
岩手県立大
７/１
秋田県立大
生物資源科学：７/１５
システム科学技術：７/１６
宮城大
看護、事業構想：７/１６
食産業：７/２２
国際教養大
７/１５、９/１６
事前予約必要
山形県立保健医療大
７/２１
会津大
８/１１、 １０/７・８
＊８/１１ 本校でバスを用意し希望者を引率
福島県立医大
看護学部：７/８ 医学部：７/２８
茨城県立医療大
７/２１・２２
前橋工科大
８/７、８
事前予約必要
群馬県立女子大
７/１６～２０授業公開
２１、２２学部学科説明会
埼玉県立大
６/１０、８/４、５
千葉県立保健医療大
７/１４・１５
首都大学東京
全学部：７/１５、８/１８
システムデザイン学部：７/２８
健康福祉学部：８/７
神奈川県立保健福祉大 全学部：８/４・５ 学部ごとにも実施

実力テスト（１０・１１）

実力テスト（１０・１１）

学習ガイダンス（１１）

学習ガイダンス（１１）

新入生歓迎会（２７）

進研記述模試（２０・２１）

ＰＴＡ総会（２８）
創立記念日（１０）
５月

進路希望調査（上旬）

進路希望調査（上旬）

進路希望調査（上旬）

高体連地区大会
高体連県大会

１学年保護者会（３０）

進研マーク模試（２５・２６）

面接週間（７～１８）
高体連県大会

大 学
北海道大
北海道教育大
岩手大
東北大
秋田大
山形大

３ 学 年

６月

県総体地区大会

２学年保護者会（６）
土曜開放（９）

３学年保護者会・進路講演会（２０）

土曜開放（９）
前

進研総合学力テスト（３０）

期

中

土曜開放（９）
間

考

査

（１２～１５）

進研総合学力テスト（３０）

進研記述模試（２９・３０）
前期平常課外開始（６/５～７/１３）

県総体
７月

スポーツ大会（１７・１８）

自己変革プラン（１・２年希望者）（２１）

自己変革プラン（１・２年希望者）（２１）

小論文講演会①（希望者）（２５）

全校集会（１９）

面談（夏季休業中）

面談（夏季休業中）

成績分析会

オープンスクール（２７）

三者面談（夏季休業中）

自己変革プラン（１・２年希望者）（２１）

夏
○１・２年夏季課外（７/２０～２８ ７日）
全統記述模試（２９）

季

休

業

（７/２０～８/１９）

○３年夏季課外（ ①前半（７/２０～２８ ７日） ②後半（７/３０～８/４ ７日））

全統記述模試（２９）

東北大学見学会（３１）
たちばな祭（２５・２６）
８月

新潟大見学会（希望者）（９）

全統マーク模試（４・５）
実力テスト（２０）

実力テスト（２０・２１）

東北大オープン（６）

会津大見学会（希望者）（１１）

９月

後期平常課外開始（８/３０ ～１２/１３）

新人戦地区大会

土曜開放（８）

土曜開放（８）

センター試験出願指導（５）

前期終業式（２８）

成績分析会

成績分析会

土曜開放（８）

ＧＴＥＣ（希望者）

先輩講話（１９）

共催マーク模試（１４・１５）

ＧＴＥＣ（全員）
前
修学旅行（１０～１３）

期

期

末

進路希望調査（上旬）

進路希望調査（上旬）

キャリアガイダンス（３１）

小論文模試（３１）

考 査

（１１～１４）
センター試験出願

１０月 芸術鑑賞教室（２５）
宇都宮大見学会（希望者）（２７）

進路希望調査（上旬）
推薦・ＡＯ対策指導（～１１月）
全統マーク模試（６・７）
共催記述模試（１２・１３）
全統記述模試（２６・２７）

新人戦県大会
１１月

進研総合学力テスト（３）

進研総合学力テスト（２・３）

東北大オープン（

土曜開放（１０）

土曜開放（１０）

共催マーク模試（２・３）

学問分野別講義（２８）

土曜開放（１０）

３年特別時間割Ⅰ（１１/１９～１/１７）

後 期 中 間 考 査 （１６～２１）

１２月

３年特別時間割Ⅱ（２２～３１）

学年末考査（１６～２１）

成績分析会

成績分析会

全統プレテスト（１１/３１・１２/１）

面 談

面 談

出願検討会（８）

ＧＴＥＣ（全員）

ＧＴＥＣ（希望者）
冬 季 休 業 （１２/１９ ～１/７ ）

１月

)

三者面談
１～３年 冬 季 課 外（１９～２７ ７日）

実力テスト（８）

実力テスト（８・９）

センター直前演習（４・５）

小論文模試（２３）

入試研究（２１）

大学入試センター試験（１９・２０）

入試研究（２１）

進研総合学力テスト（１８・１９）

センター自己採点（２１）

進研総合学力テスト（１９）

小論文講演会②（希望者）（２４）

学研ハイレベル模試（２６）

センターリサーチ等（２４）
出願検討会（２５）

高校入試Ⅰ期選抜（３１）
３年自宅学習（１～２８）
２月

面 談
土曜開放（９）

３年特別時間割Ⅲ（１～２８）

進研早期マーク模試（１・２）

国公立大二次出願

土曜開放（９）

二次試験対策講座
個別添削指導

学 年 末 考 査 （１２～１５）
卒業式（１）
３月

成績分析会

特別時間割（１５～１９）
高校入試Ⅱ期選抜（７）
後期終業式（２０）

スタディーサポート２年１回目（

）

国公立大前期日程試験（２５～）

成績分析会

二次試験対策講座

小論文模試（中旬）

個別添削指導

特別講義（予備校講師活用）（２５）

国公立大中期日程試験
国公立大後期日程試験（１２～）

