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保護者で変わる!?大学受験

２０１７年１月１５日（日） 13:00~

■本日の内容■

•私大文系受験における大学入試制度

•塾・予備校の選び方

•受験生を持つ保護者様の心構え

名川 祐人

慶應大学経済学部卒
↓
株式会社キーエンス
↓

DIET STUDY
↓

2017年度より所沢校校長

～私大文系受験における大学入試制度～
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３教科に絞った

私大文系特化

の受験勉強

センター利用入
試を活用し

滑り止めを確保

センター利用入試
の結果を基に

一般入試の戦略
を立てる

私大文系受験の流れ 私大文系受験における３つの疑問

私立文系がなぜオススメ？

センター試験は受けるべきなの？

一般入試の出願戦略は？

３科目集中で勉強することができ

文系科目のほうが圧倒的に成績が安定する

センター試験、センター利用入試はイイコト

しかなく、絶対に受けるべき

焦って決める必要なし

センター利用入試の結果次第で考えるとよい

３教科に絞った

私大文系特化

の受験勉強

センター利用入
試を活用し

滑り止めを確保

センター利用入
試の結果を基に

一般入試の戦略
を立てる

私大文系受験の流れ

必要科目は３科目

私立文系がなぜオススメ？

特に社会は成績が安定

・英語、国語、社会の３科目で受験でき、限られた時間を集中投下できる。

・国立受験では通常５教科７科目が必要となり、１年では準備不可能。

・社会科目は暗記をすれば点数に直結する。

・計算ミスなどのリスクがある理系科目よりも点数が安定する。
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３教科に絞った

私大文系特化

の受験勉強

センター利用入試
を活用し

滑り止めを確保

センター利用入試
の結果を基に

一般入試の戦略
を立てる

私大文系受験の流れ そもそもセンター試験とは？

正式名称：大学入試センター試験

時期：１月中旬の土日

内容：マーク式の基本的内容

全国一斉で実施される基礎学力を問う試験。

国公立受験ではセンター試験が実質１次試験となる。

私大でも８割の大学がセンター利用入試を実施している。

私大のセンター利用入試とは？
・センター試験の結果を利用して各大学が合否を判定する入試形式。

・試験はセンター試験１回だけで、何校でも出願可能（出願は各大学へ）

・合格のボーダーライン予測も明確で、センター試験当日の自己採点を基に合
否がすぐに自分で判断できる。

大学 学部 学科 英語 社会 現文 古文 漢文 合計 合格最低点 ボーダー（%）

亜細亜 法（3科目） 法律 200 200 200 600 354 59.0%
専修 ネットワーク情報 ネットワーク情報3科目 200 200 200 600 402 67.0%
武蔵 経済 金融2科目(英語＋現(古)or世界史)200(L) 200 ※200 400 304 70.3%
立命館 経済 国際経済3教科 200(L) 200 200 600 445 74.2%
法政 現代福祉 臨床心理 100(L) 100 100 300 237 79.0%
青山学院 国際政治経済 国際経済3教科 200 100 100 400 364 91.0%

※センター試験満点 英語：２００ 社会：１００ 現文：１００＜センター利用入試 大学とボーダーの例＞

問題傾向・難易度が安定しており対策しやすい

センター試験を受けるべき理由

センター利用入試の活用で戦略が立てやすい＆コスト削減

・センター利用入試の合否が１月に分かれば、その後の一般入試の対策が立てやすい

・一般入試でやみくもに受験しなくて済み、受験費用削減・体力温存につながる

・合格を１つ持っていることで精神的余裕を持って一般試験に臨むことができる

・基本事項かつ難易度・形式が一定のため対策がしやすい ⇒ 実力把握が可能

・センター対策が私大の一般入試の対策に直結するため無駄がない ※慶應は例外

⇒センターの結果次第で一般入試の戦略が変わるとは？
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３教科に絞った

私大文系特化

の受験勉強

センター利用入試
を活用し

滑り止めを確保

センター利用入試
の結果を基に

一般入試の戦略
を立てる

私大文系受験の流れ

センター利用入試の合否結果で全く変わってくる

一般入試の出願戦略は？

大学 学部 学科 英語 社会 現文 古文 漢文 合計 合格最低点 ボーダー（%）

亜細亜 法（3科目） 法律 200 200 200 600 354 59.0%
専修 ネットワーク情報 ネットワーク情報3科目 200 200 200 600 402 67.0%
武蔵 経済 金融2科目(英語＋現(古)or世界史)200(L) 200 ※200 400 304 70.3%
立命館 経済 国際経済3教科 200(L) 200 200 600 445 74.2%
法政 現代福祉 臨床心理 100(L) 100 100 300 237 79.0%
青山学院 国際政治経済 国際経済3教科 200 100 100 400 364 91.0%

センター利用入試で大東亜帝国ラインまでは合格できた

⇒ 一般入試では日東駒専・MARCHをまんべんなく受けていこう！

大学 学部 学科 英語 社会 現文 古文 漢文 合計 合格最低点 ボーダー（%）

亜細亜 法（3科目） 法律 200 200 200 600 354 59.0%
専修 ネットワーク情報 ネットワーク情報3科目 200 200 200 600 402 67.0%
武蔵 経済 金融2科目(英語＋現(古)or世界史)200(L) 200 ※200 400 304 70.3%
立命館 経済 国際経済3教科 200(L) 200 200 600 445 74.2%
法政 現代福祉 臨床心理 100(L) 100 100 300 237 79.0%
青山学院 国際政治経済 国際経済3教科 200 100 100 400 364 91.0%

センター利用入試で日東駒専・成成獨国武ラインまでは合格できた

＜受験料＞

センター利用入試：１５０００円前後 一般入試：３５０００円前後

センター利用入試で広範囲に受験し、なるべくハイレベルな大学の合格を獲ることで

２月以降の一般入試の受験数を減らすことができ、費用削減・体力温存につながる

⇒ 一般入試ではMARCH・早稲田を集中的に受けていこう！

私大文系受験における大学入試制度

私立文系がなぜオススメ？

センター試験は受けるべきなの？

一般入試の出願戦略は？

３科目集中で勉強することができ

文系科目のほうが圧倒的に成績が安定する

センター利用入試はイイコトしかない

絶対に受けるべき

焦って決める必要なし

センター利用入試の結果次第で考えるとよい

【まとめ】
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～塾・予備校の選び方～

塾・予備校を選ぶ手順

↓

④自分の成績が上がるイメージが持てたら決定！

↓

③実際に２，３個の塾に行き、面談・体験授業を受けてみる

①自分に合う塾の方向性を見極める

↓

②チェック項目に基づき比較検討

■塾・予備校の種類■

■大手予備校

河合塾、駿台予備校、代々木ゼミナール

■中堅予備校

増田塾、四谷学院、みすず学苑、城南予備校

■衛星予備校

東進ハイスクール、河合塾マナビス、代ゼミサテライン

■個別指導塾

TOMAS、東京個別指導学院、明光義塾

①自分に合う塾の方向性を見極める
自分で授業内容を消化し、
勉強習慣に従って学習できる
生徒が対象

勉強習慣がなく、密着指導
を希望する代わり、高い結果
は望まない生徒が対象
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■チェックポイント■

• 成績確認のシステム（テスト）があるか

• 出欠確認のシステムがあるか

• 自分が通う、まさにその校舎での合格実績

• 自分が習う講師の体験授業があるか＋相性に問題はないか

• 通塾時間・授業料など

②チェック項目に基づき比較検討

③実際に２，３個の塾に行き、面談・体験授業を受けてみる

講師との相性を含め「やりやすさ」は確認すべきではあるが

ラクそう、楽しそうという基準ではなく「成績が上がりそう」か

という基準で向上のイメージが持てるところへ入塾！！

④自分の成績が上がるイメージが持てたら決定！

～受験生を持つ保護者様の心構え～

松隈 信一郎

慶應義塾大学大学院医学研究科
博士課程

専門：ポジティブサイコロジー

合格マインド育成担当
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受験生を持つ保護者様の心構え

感情は伝染する

・ 保護者様ご自身の「不安」や「心配」もお子様に影響する。

・ 保護者様ご自身の「幸せ」や「上機嫌」もお子様に影響する。

・ 人はポジティブでリラックスしている時、視野が拡がり、よいパフォーマンスが出せる

• お子様の成績が伸び悩み、お子様本人が落ち込んでいる。

A. その気持ちに寄り添い、自分も同じ気持ちになる。

B. お話は聞いても、自分は「ごきげん」を保つ。

支援者の在り方

支援者(保護者様)の「心の在り方」がまず優先

捉え方出来事 気分

子どもが成績伸び悩み
イライラしている。

自分の気分に責任をもつ

捉え方

不安

心配

平穏

捉え方子どもが成績伸び悩みイ
ライラしている。

不安

心配

自分の気分に責任をもつ

合格できないんじゃ・・・
ちゃんと塾が教えていないんじゃ・・・

無意識
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捉え方子どもが成績伸び悩みイ
ライラしている。

不安

心配

自分の気分に責任をもつ

抗議
議論

平穏
安心
冷静

自分の気分に責任をもつ

出来事

気分・行動

捉え方

抗議・議論

気分・行動

子どもが成績伸び悩みイライラしている。

心配(80%) 焦り(20%)

このままでは大学落ちて行くところがない。

本当に行く大学がなく路頭に迷うのか？
まだ4ヶ月本番まである。
英語だけが出来ていない。

安心(60%) 心配(40%) 

まとめ

・人の感情は伝染する。

・自分の感情をプラスの状態に保っておく。

・人の気持ちは出来事ではなく、その出来事をどう捉えるかに影響される。

・捉え方をチェックして、冷静な状態でお子様に対応する。


