
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

進路指導主事より 

共通テスト 超直前の注意事項 

 新年を迎え、3学期がスタートしました。3年次は、今週いよいよ共通テストに挑みます。高校３年間の学習の集大成とし

て、また、一般選抜の最初の試験として、今まで積み上げてきた成果を発揮してきてください。ただし「 」です。これ

から、共通テストをはじめ、すべての入試が終わるまで、いつも通りの生活リズムで過ごしましょう。すでに進路が決まった人

も、自分の力がどのくらいついたのか、全力でチャレンジしてください。そして一般で入学した学生に負けない学力をつけて

卒業しましょう！

 

裏面では当日の試験に向けて、大切なポイントを確認します。（１・２年次は、来年・再来年を意識して情報を確認しましょう。） 

  『あわてず あせらず あきらめず』   『自分を信じて最後まで前向きにファイト！』  

 『現役生は最後まで伸びる！』   『受験日が自己ベスト！』 

 みなさんの健闘を祈っています。         （福田） 

浦和南高等学校 

進路指導部通信 

2022年 1月 13日 

発行  第 9 号 
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２年 ＜進路担当：秋元先生、阿部先生、山﨑先生＞ 

 ２０２２年が始まりました。 冬休みは高校スポーツも多くの種目で全国大会が開催されていました。 サッカー、

ラグビー、バスケットボール、バレーボールなどなどテレビ中継されているものも多く、 これらの同世代高校生の

活躍は運動部の生徒には大きな刺激になったのではないでしょうか。 

 ２年次生にとっては受験生０学期が始まりました。２０２２年は進路を決めるための１年にしてほしいと思います。

必要以上に焦ったり不安に思ったりすることはありませんが、高校生としてみなさんに与えられている時間はそれ

ほど多くありません。 昨年１２月の年次集会でも、３年生からのアドバイスを話しましたが何か特別なことをする

必要はありません。「基礎を毎日、継続して学習して、分からないことは謙虚に先生や周りで支えてくれている人

に頼る」ただそれだけです。当たり前のことです。しかし、この当たり前をやることの難しさや如何ばかりか。そんな

ものなのです。受験や進路と聞くと何か特別なことをやらなくてはいけない気持ちになってしまいますが、大切な

ことは、これまでできていなかった当たり前をどれくらい自分のものにするかということです。そして、自分のもの

にするにはかなり時間がかかります。そういう時期にみなさんはいるということを肝に命じて、この１年間を自分の

未来を切り拓いていくものにしてほしいと切に願います。そして、この３学期は南高から巣立っていく３年生のこと

をよく見ておいてほしいと思います。今まさに、進路という自分との戦いの最終局面を迎えようとしています。彼ら

を間近で見ることができるのも３学期までです。その姿は であることを忘れないでください。 

 高校スポーツで全国大会に出場するような選手は日ごろから大変な努力を積み重ねています。しかし、その前

提として天から授かった資質や能力も必要であると言えます。一方で、受験勉強に必要なものは「努力」以外の何

ものでもありません。今年はこの に挑戦する１年にしませんか。今年もどうぞ

よろしくお願いします。 

１年 ＜進路担当：守屋先生、開米先生、豊田先生＞ 

1/11(火)に行われた模試の出来はどうだったでしょうか？模試は年に数回しかない貴重な機会です。そろそろ模試

に対して意識を向けることができてくる頃でしょう。模試は、事前の学習・試験・事後の解きなおしや振り返りまでの一連

の流れが肝心です。自分の と をぜひ してみてください。 

そして今月は大学入学共通テストがあります。3年生になったらほとんどの生徒が受験することになります。１年生で

習ったことからも多く出題されますので、今のうちに既習事項を整理し、定着させておいてください。 

また、共通テストで大事になってくるのがマークミスをしないことです。模試や入試でマークミスをしてしまい、自己採

点と自分の実際の得点とがずれているだいたいの割合をご存知でしょうか？その結果はなんと…。気になる人は各自

調べてみてください！ 

３年 ＜進路担当：西川先生、永井先生、奥田先生＞ 

 これは青パックをやるみんなの様子を見ながら書いている文章です。 

 １月７日、一人ひとりの目つきが変わった様子がすぐにわかった。朝清掃が終わり、教室を出て職員室に行き、少

ししてから始業式の zoomの準備をするために教室に戻った。「おおっ・・・」、、、自席で黙々と演習に励む様子が

そこにはあった。久しぶりの学校で友達といろいろと話をしたい気持ちがあるはずなのに、コツコツ学習に取り組

む姿を見たときに確信した。「間違いなく努力の成果は出る。」と。そして今日、青パックを取り組む様子を見て思

う。「絶対に結果はついてくる。」と。 

「先を見据えて、計画的に、今取り組むべき課題をやる」ということは、社会で生き抜くために必要な力であるこ

とは間違いない。しばしば校長先生もおっしゃっているが、「入念な準備」や「物事の前向きな捉え方」でみんなの

将来はどんどん明るく良い方向に向かっていく。そう言われてもなお、練習を本番のようにできない人はいつまで

経っても結果は出ない。今目の前で、試行錯誤しながらも、問題演習に励む姿を見せてくれている君たちならきっ

と、頑張らなければいけないときに頑張りのきく人になるだろう。 

共通テストはもうすぐだ。最後の調整期間を上手に使い、「今できることはやった、やってやるぞ」という気持ち

で試験に臨んできてほしい。焦るな、大丈夫〇、平常心！ ！！ 
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 ☆受験生は、毎日自分と闘っている。一番そばで見てきた方々、共に戦う方々へ。 

 見ている自分が不安になってしまったり、八つ当たりを受け止めたり、言い合いになったり……いつかは自分だけで

規則正しい生活が出来るように少しずつ本人に任せつつ、大事なところではフォローしたり、時々話を聞いたり、気晴

らしに付きあったり。そんなことが繰り返されているでしょうか。言うまでもないことですが、これからもどうか受験生

たちをそっと見守り、時には叱咤激励しつつ、最後まで信じてあげてくださいますよう、お願いいたします。 

    ←大学入試センター「R4新型コロナウイルス感染症対策等に関するQ＆A」 

      https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/shiken_jouhou/r4/coronavirus_r4/qa_coronavirus.html 

    一般社団法人国立大学協会「国立大学の入試」→ 

     https://www.janu.jp/univ/exam/ 

 各QRコードと以上のリンクから、質問解答や入試日程のページへアクセスすることができます。３年生は、

１月後半になると自宅学習期間（家庭研修期間という学校もあります）になり、個別に自分の入試や入学前課

題へ取り組むことになります。本当の入試直前に、生徒に寄り添うことができるのは多くが保護者です。例年

以上に、コロナ対策に関する情報などに留意しながら入試準備を進めていかなければなりません。まずは生徒

の皆さん自身が「協力してほしいこと」「助けてほしいこと」を相談するのが一番です。が、「何かしてほしいこ

とはある？」と、まわりの大人が声をかける参考になればと思います。 

☆共通テストだけでなく、各大学の入試についても要注意 

 最新情報はインターネット上での確認を求める大学が増えてきましたが、ページ構成が複雑で、調べたい内容に

たどり着けないこともあるかもしれません。その場合「〇〇大学 入試 よくある質問」と、文言を並べて検索する

か、各大学 HPごとの検索窓をうまく活用してください。 

 入試にまつわる最新情報についても日々更新されているほか、よくある質問は必ずまとめてあります。どうしても

インターネットで調べられない場合は、大学が個別にもつ入試センターや入学課へ電話で確認を。 

☆最新情報の連絡周知は、今やネットが主流 

 例えば、「R4新型コロナウイルス感染症対策等に関する Q&A」のページを確認してみると、1/11時点で全２８問

のQ＆Aが記載されていました。昨年よりさらに増えています。具体的な文量は……例えば、1/8に更新された文

を以下に引用してみます。このように、受験生本人がすべて確認するには膨大な情報量となっていますので、どう

か保護者の皆様も事前に確認し、把握していただくようお願い申し上げます。 

Q５.Q3 に関して手続を行って受験することが認められた濃厚接触者について、

とありますが、自家用車以外の交通手段としてはどのようなものがありますか。 

A. 自家用車，レンタカー，親戚・知人による送迎，バイク，自転車のほか，以下の条件等のもと利用するタクシー，
ハイヤー，海上タクシーについては，Ａ３ ウ に示す公共の交通機関に該当せず利用可能です。なお，いずれの場
合も，感染症対策の徹底をお願いします。 
 ①業界団体が策定した感染対策ガイドライン等に基づき，感染対策を講じている車両等を利用すること （例： 
   マスク着用，アクリル板やビニールカーテン等の飛沫対策，換気，助手席に座らないこと 等）。 
 ②利用車両等が特定できるよう，ＰＣＲ等の検査（行政検査）が陰性・無症状である濃厚接触者であることを告げ
た上で，予約を行い，他の乗客と乗り合わせせずに利用すること（流しのタクシーは利用しないこと）。 
 なお，公共の交通機関を利用せず，かつ，人が密集する場所を避けて試験場に行くことができない場合（要件を
満たせない場合）は，追試験の受験申請を行ってください。追試験の申請方法については，「受験上の注意」の 16
ページを参照してください。      （引用元参照日時：2022.1.11） 

1 月特集 本番直前までの伴走者 

このように、大学のトップ
ページにわかりやすく表示
されているものから…… 

虫眼鏡マークなどのアイコン
で検索窓が格納されている
ものまで、多種多様です 

↙クリックすると表示される↘ 

https://www.dnc.ac.jp/kyotsu/shiken_jouhou/r4/coronavirus_r4/qa_coronavirus.html
https://www.janu.jp/univ/exam/


 

さあ、南高生よ、今こそ大山を超え、福をつかめ！！ 

 「９．１１が起こり、その後受験学科を変えてと言われ、受験当日は中耳炎」 私の入試 

 何が起こるかわからないのは、当然のことです。それでもあなた自身が望む道をあきらめないなら、思い悩む暇

はいりません。目の前のことに粛々と取り組むだけです。心を揺らさないことは、なかなか難しいかもしれません。

ですが、この２年間を思い返してください。私は皆さんの高校生活を少しだけ見守ったものとして、とてもとても

悔しいですが、同時に皆さんの強さをすごくすごく頼もしいと感じています。あなたたちは、新型コロナ禍の中で、

負けずに学校生活と向き合ってきたのです。なので、めったに言いませんがこの言葉を贈ります。 

 頑張ってください。頑張ることだけは、だれにも邪魔されず、あなたができる自分のための行動なのですから。 

（１） 【試験前日までに】   ☆忘れ物は動揺のもと！ 持ち物の準備・確認を。 

  ①受験に欠かせない物 ： 受験票・写真票、黒鉛筆（マーク用。H・F・HB）、シャープペンシル、 

プラスチック製消しゴム、鉛筆削り、マスク（不織布推奨）、昼食、飲み物 

  ②あると良い物 ： ハンカチ、ティッシュペーパー、音楽プレーヤー、問題集、参考書、お菓子 

  ③人によってあると良い物 ： 眼鏡、目薬、常備薬、心の支えになるもの 

  ④試験会場までの交通手段や時間を確認 

  ⑤アクシデント（交通の乱れ、遅刻、体調不良等）時の連絡、対応の確認 

 

 （２） 【 １月１５日（土） 共通テスト１日目 】  

地歴・公民（１or２科目。各 60分）、国語（80分）、  外国語・筆記（80分）、 リスニング（60分） 

   ①平常心！ これまでの対策に自信を持って試験会場へ！  

②交通情報、天候、運行状況を確認。当日は余裕をもって家を出る。 

③試験会場に着いたら、場内の案内表示を確認！ 

④コロナ対策で換気が行われる。体温調節がしやすい服装で！（ただし、荷物は多すぎず） 

⑤机上に出してよいものを確認！ スマホの扱い。 ⑥休憩時間、昼食時間での過ごし方に注意。工夫を！ 

   ⑦１つ試験が終わったら、振り返らず、次の科目の準備！答え合わせ等しない！ 

⑧２日目がある人: １日目の手ごたえに左右されず、切り替えて２日目の科目に全力を！ 

   ⑨正確な自己採点のために、問題に必ず解答を控えておくこと。 

 

（３） 【 １月１６日（日） 共通テスト２日目 】 

理科①（基礎２科目 60分） 数学①（Ⅰ・ⅠA/70分） 数学②（Ⅱ・ⅡB/60分） 理科②（１or２科目。各 60分） 

 ①帰宅後は、自己採点準備をしておく。 

（４） 【 １月１７日（月）１・２限 自己採点記入 】  

 ①必ず登校、問題を持参する。点数だけでなく、設問ごとの解答も記入する。 

 ②判定したい（出願した、したい）大学のリストを明確にしておく。 

 共通テストは、大学入試の第一関門！まずは、自分の力を発揮できるよういい準備をして臨んでください。

また、自己採点後も、結果に左右されず、次の一般選抜に向け、準備・学習を継続していきましょう。 

    ◎良かった！⇒自信を持って次へ！    

 ▲いまいち… ⇒まだ入試は始まったばかり。切り替えて、次に全力・ベストを尽くす！ 

 

 

 

共通テスト 直前チェック！ 


