
［日時］2019年６月13日（木）

［場所］久慈グランドホテル



６月1３日(木) 18:00～19:30 ３学年ＰＴＡ

入試概要説明・今後の予定

7月2日(火) ～7月5日(金)13:30～17:00 三者面談①

進路希望・受験方法の確認、合格可能性の提示

12月10日(火) ～13日(金) 13:30～17:00 三者面談②

出願校・受験日程の確認、合格可能性の提示

12月12日(木) 18:00～19:00 進路決定者ガイダンス

卒業までの過ごし方・留意事項

 ( １月26日(日) 国公立大出願校決定面談)
基本は二者面談、三者面談も可能

3月2日(月) 卒業式



５月 公務員模試受験開始

６月 試験対策開始

６月 求人票が学校に届き始める

7月 受験先決定 企業訪問準備

面接準備 履歴書作成 対策本格化

８月 企業訪問 履歴書完成

面接練習 対策完成

９月5日～10日 出願

９月16日 就職試験統一選考日

９月下旬 結果通知



5月１２日(日) 公務員模試①

6月 試験対策開始

6月15日(土) 公務員模試②

7月 出願

7月13日(土) 公務員模試③

夏休み 公務員対策学習会

8月18日(土) 公務員模試④

9月 一次試験

10月 一次試験合格発表

10月～11月 二次試験

11月～12月 二次試験結果発表



9月 受験案内配布

検定料(18,800円)振込 ・・・ 各自

10月 出願 ・・・ 学校一括

12月 受験票が届く ・・・ 入学後も使用、厳重保管

1月18日(土) ,19日(日) センター試験（八戸工大）

1月20日(月) 自己採点

注）得点は、自己採点でしか知ることはできない。

自己採点の正確さが合否の第一関門



1月18日(土) ,19日(日) センター試験（八戸工大）

1月20日(月) 自己採点

1月26日(日) 出願校決定面談

1月27日(月)～2月5日(水) 出願 （前･中･後すべて）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2月25日(火) 前期日程試験

3月6日(金)～10日(火) 前期日程合格発表

3月8日(日) 中期日程試験

3月12日(木) 後期日程試験

3月20日(金)～23日(月) 中･後期日程合格発表

☆3回の受験チャンスがある ☆出願はすべて一緒に行う



12月 センター利用入試出願

受験料半額、受験に伴う交通費・宿泊費不要

1月 一般入試出願

1月～2月 入学試験

文系：英・国・社が中心

理系：英・数・理が中心

☆3月になってから出願できる大学もある。

☆同じ大学・学部でも多様な入試がある。

例）盛岡大学文学部 募集人員320名 （45%が推薦AO)
ＡＯ入試 28 一般推薦 97 自己推薦 20
一般前期 114 一般後期 15
センター利用前期 36 センター利用後期 10



12月 出願開始 ～ 大学受験などよりかなり早く出願

1月 上旬から入試が開始

宮古高看 試験1月15~16日 合格発表2月14日

埼玉高看 試験1月28日 合格発表2月4日

中旬 センター試験

1月下旬～2月上旬 入学試験が本格化

1次試験：教科～国･数･英･理が中心(＋作文)
2次試験：面接 （+作文、健康診断）

1週間程度、受験行脚になることもある。

☆2月以降、2回目、3回目の募集をする学校もある。

☆2月下旬から3月上旬にかけて、補欠合格･追加合格

の連絡が来ることも多い。



7月 三者面談で意思表示（学校、学部、学科）

夏休み 志望理由書，レポート課題

オープンキャンパス参加

 8月19日（月） 正式エントリー

（志望理由書・レポート提出）

 9月 推薦委員会を経て、出願の正式決定

10月 面接、小論文指導

11月 出願

11月～１２月 試験

12月 合格発表 (その後、直ちに入学手続き)



２０１９年度入試（去年の入試）

岩手大学理工学部システム創成工学科

社会基盤･環境コース
推薦定員 12名

１校からの推薦人数制限 3名（現役のみ）

成績基準 なし

センター試験の利用 なし

出願期間 11月1～7日（志望理由書、推薦書、調査書）

選考日 11月28日 合格発表 12月7日

選考方法 書類審査、面接(口頭試問含、数・物or化・英）

［２０２０年度入試（今年の入試）の要項は7月にでる］



２０１９年度入試（去年の入試）

秋田大学理工学部ｼｽﾃﾑﾃﾞｻﾞｲﾝ工学科

土木環境工学コース
推薦定員 9名

１校からの推薦人数制限 なし （浪人も可）

成績基準 なし

センター試験の利用 4教科6~7科目

出願期間 12月12～18日（志望理由書､推薦書､調査書）

選考日 1月25日 合格発表 2月11日

選考方法 面接(100)・センター試験(600)（数理外）

［２０２０年度入試（今年の入試）の要項は7月にでる］



出願は推薦委員会を経て、最終的には学校長が決定

→ 希望すれば誰でも出願できるわけではない

指定校推薦は原則として文Ⅰコースからとする

文Ⅱコースから私立大学への推薦受験はできない

国公立短大への出願は文Ⅰコース優先

理系コースにおける私立大学への出願は、校内推薦委員
会で協議

医療系以外の専門学校の推薦はしない

→ 一般受験で合格可能



◆受験にかかる費用

①受験料

9月下旬 センター試験 18,800円

11月上旬（推薦） 国公立大学 17,000円

１月上旬 私立大学 35,000円

センター利用私大 1～3万円

1月下旬（一般） 国公立大学 17,000円

②交通費・宿泊費 １校受験につき１～６万円



◆初年度納付金

★合格発表日の約2週間後が納入〆切

納入しないと入学辞退と見なされる

★推薦入試の合格者は、年内の支払いになります

国公立大学

入学金282,000円＋授業料535,800円 または

入学金282,000円+授業料（前期分）267,900円

私立大学（私立短大･専門学校）

入学金＋授業料 80～150万円



国の
教育ローン

○金利が民間に比べて低い（年1.7８％）
○在学中は元金据え置き・利息のみの返済も可能
×年収制限あり（子ども1人の家庭の場合、年収
770万円以下）
×審査に時間がかかる（通常10日程度。申し込み
が多い1～3月はもっと時間がかかる場合もある）
×借入限度額が350万円

民間の
教育ローン

ろうきん
JA

各種金融機関等

○審査が速い
○借入限度額が300～500万円など、国より多い
×金利が国に比べて高い
×借りた翌月から返済が始まることが多い

教育ローンは親御さんに借りていただき、
親御さんに返済していただく資金です。



・高校在学中に申請し、予約奨学生になっておくこと
をお薦めします。→３年次にお知らせします！

・奨学金は生徒が借り、生徒が返すお金です。

種 類 内 容

日本学生支援機構 第一種（利息なし）
¥51,000（国公立大）・¥64,000（私立大）

第二種（利息あり）
２～１２万円（１万円刻み）から選べる

給付型奨学金
今年度から変わります。

大学独自の奨学金
おもに私立大が設けている。
入試で優秀な成績を修めた受験生を対象にした授業料の一部
あるいは全額免除も

地方自治体の奨学金
九戸地方奨学金（無利子、月３万）・・・九戸地方で教員を志す生徒対象
久慈地方奨学金（無利子、月３万）・・・久慈地方在住の生徒対象

その他 ・「あしなが育英会」や新聞奨学生など
・各大学において、入学金免除、授業料免除（全額、一部）制度がある

→詳細は各大学ＨＰ、大学案内で確認

奨学金は生徒本人が借り、生徒が返済する資金です



看護系は奨学金の種類が様々あります。
・岩手県看護職員修学資金

国公立 月額5,100円以内

卒業後直ちに、岩手県内の「特定施設」で一定期間（5年）

継続して看護職員の業務に従事することで返還免除

卒業後、指定の病院に看護師として勤務することで返還免除になる
奨学金制度は，多くの看護学校にあります。例えば、

・君津中央病院看護師等養成奨学金制度
月額50,000円 （なお、授業料は月額15,000円）
君津中央病院の採用試験に合格し採用となり、卒業後、

貸付を受けた期間勤務した場合は返還を免除



学生寮･･･岩手大学の場合
男子寮

自啓寮（定員91、2人部屋、自炊、入寮期間－修業年限)
同袍寮（定員131、個室、自炊、入寮期間－2年)
北謳寮（定員89、個室、自炊、入寮期間－2年)

女子寮

紅梅寮（定員154、個室、自炊、入寮期間－2年)
経費 寄宿料 月額14,000円

光熱水料 毎月使用量に応じて

共益費等 月額 500～1,000円程度

寮自治会運営費、他



①進路決定の最大の武器は生徒本人の実力

→第一の実力は「学力」です。

進学に限らず，学力はあらゆる進路希望

実現の武器。これからの時代は学び続け

る時代です。

→第二の実力は「学力以外の能力」です。

部活動、委員会活動、清掃活動･･･等、

授業以外の活動で要請されます。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力、ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ能力、等



②進路決定のポイントは，

普段の生活

遅刻・欠席をしない、提出期限厳守、etc.

→ 起きる時刻、寝る時刻の安定がカギです。

→ 携帯・スマホ・インターネットとのつきあい

方が、全国的に問題になっています。



③進路決定には，

親の援助（精神的、金銭的、etc.）が必要

→ 進学することで可能性を広げようという意

識が、全国的に高まっています。お金を理

由に進学をあきらめないでください。

→ 次の進路に向かうためには，お金が必要

になります。見通しを立てて、準備していた

だくことをお願いいたします。



受験は団体戦！
一人はみんなのために、みんなは一人のために

今までも、そしてこれからも・・・
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