
学問の話と入試の話
令和２年２月３月号　　小金高校　進路指導室　文責：渡辺英樹　（国公立大学進学支援）

医薬品の50％は、微生物・植物など天然資源から

天然資源から医薬品を抽出・開発し、がん・心不
全・感染症などに挑む！！　　　　掛谷秀昭先生　　　
　　　　　　　　　京都大学　薬学部／医薬創成情報
科学専攻

…天然資源由来の医薬品は、市販医薬品の約50%
を占めています。……私たちも天然資源を伝承薬
としてのみ終わらせるのでなく、本当に薬効のある
化合物はどの成分なのか、その成分はどのような
メカニズムで働いているのかなどを研究していま
す。そのために、有機化学、天然物化学、創薬化
学、生化学、細胞生物化学、情報科学など多岐に
わたる学問分野を総動員して、新しい有用な薬の
タネの発見や創薬研究へと結びつけています。

あらゆるテーマ（文系理系も何でも網羅）の中の一例。「学びたい、そういう大学に入りたい」という気持ちが大事。

❖推奨図書の紹介がとても充実しています。 掛谷先生おすすめ本　
ニュートン別冊　『バクテリ
ア＝細菌の生態と可能性　
驚異のバクテリア』（ニュー
トンプレス社）巻頭の「ノー
ベル賞受賞の大村博士が
発見した細菌から生まれ
た世紀の特効薬」では、掛
谷先生も協力し、大村智
先生らのノーベル賞受賞
の研究内容を紹介してい
ます。

❖みらいぶプラス　ホーム　右下のほう　ぜひともこのWEBページも読んでほしい　偏差値や判定は出てきません！　

　国公立大　理学・工学・農学・医学・薬学・歯学・医療　俗に理系

偏差値や入試科目よりも　大事なコトがある　大事なコトはあまり誰も教えてくれないし、大事なコトに気付かない

❖河合塾さんが「偏差値・判定なし」WEBサイトを公開しています。変な進学サイトより1000倍マシ！皆さん、知らない！

❖聞きなれないテーマについても大学教授の研究内容が比較的わかりやすく説明、研究室の連絡先や📧アドレスも。



三角関数、対数指数、微分積分、複素数…大学での学修≒先端研究・基礎研究→就職＝将来の自分への「土台作り」

❖理系の人になるために　①数学・理科・英語はもちろん勉強する　②本を読む　③主体的、対話的に学びを深める

【注意】　・結果を性急に求めないコト　・わからくなったら、基礎に返って一から確認するコト　…ともに研究の基本姿勢

❖読書は大事！　読解力＝論理的な思考力　高価な書籍は、高校や公立の図書館に「リクエスト」しましょう。

❖まずは「背伸びをしよう！」　理化学研究所ホームページへ！理系の最先端研究所の一つ　通称「理研」世界水準

ホーム→研究室紹介　例えば「数理創造プログラム」をクリック　例えば「生命医科学研究センター」をクリック

〈写真左上〉　「数理創造プログラム」　自然科学は、物理学、化学、生物学とさまざまな分野に分かれています。しかし数理科学に
よってその背後にある論理的な構造を調べてみると、共通点が見えてくることがあります。数理創造プログラム（iTHEMS）は、理
論科学・数学・計算科学の研究者が、「数理」を軸とする手法を用いて、宇宙・物質・生命の解明や、社会における基本問題の解
決を図る、新しい国際研究拠点です。　※ホームページより抜粋

❖数学・理科・英語は、テストや成績や模試や入試のためにだけやるのではない！将来の自分のために必要（実感）！

自分が高校生の今、遥かな夢や漠
然とした憧れを抱くこと　人としての
成長にも繋がる　本気になれれば勉
強はするし、できるようになる

「社会━研究機関━大学━高校━
自分」研究を見れば大学で学ぶこと
が見えてくる　レベルが違う！（入試
科目・偏差値は「オマケ」、品のない
入試情報サイトはレベル低すぎ）

ホーム→広報活動　をクリック　「お
楽しみコンテンツ」　例：ニホニウム…
１１３番元素特設サイトへ　　「見学」　
♠理化学研究所見学ツアー　年6回：
一般　の他、♠理化学研究所科学講
演会 in 郡山　6月：高校生　♠RIKEN
和光サイエンス合宿2020　8月：高校
生　♠理化学研究所科学講演会　11
月東京：高校生・大学生　など
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岐阜薬と名古屋市立は数Ⅲ＋化１⃣　静岡県立は物化2⃣

医学科と同じで、２次で面接が課されるところもある

医科歯科８３％＆６２．５4⃣　～　新潟７７％＆５５．０4⃣

《Ａ×》　世Ａ、日Ａ、地Ａ以外から１⃣

共テ、地歴公民「縛り」について

山梨大は〈後期〉のみ変則募集だが、全
国から〈前期〉×組が受けに来る

〈後期〉は実施校少ない＆２次学科試験
実施少ない→共テで高得点が

国公立大学　歯学部入試

共テ　地歴公民《４単位縛り》がほとんど

２次　数学は数Ⅲまで　理科（物・化・生）から2⃣

国公立大学　薬学部入試

共テ　地歴公民《４単位縛り》または《Ａ×縛り》

２次　国立大は、数Ⅲ＋理科（物・化・生）から2⃣

横浜市立〈前〉 58 1000点 《A×》 1200点

群　馬〈前〉 67 450点

〈後〉山　梨 84 800点 《４》 1200点

北大、九大、群馬、金沢、愛媛、佐賀は
２次：物理指定あり。物・化２科目で学習
しないと受けられない。

東大と山形大は２次で国語あり。東大は
理系国語、山大は現代文。東北、群馬、
横市は小論あり。

450点

千　葉〈前〉 97 450点 《４》 1000点

山　形〈前〉 65 900点 《４》

900点

千葉は化１⃣だけど、東北、富山、金沢は物・化2⃣指定

国公立すべて 学部 定員 前期 後期
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東京医科歯科 歯学部 85 61 15 9

東　北 歯学部 53 37

《４》　世Ｂ、日Ｂ、地Ｂ、倫・政から１⃣

定員 共通テスト 縛り ２次試験

共テ：地歴公民の科目縛りが強い　「地理Ｂ」選択　がベスト　２次「物」指定６校　「物・化」が万能だが

推薦ＡＯ（総合型選抜）の定員が多い系統→チャレンジも　成績条件が高い・共通テストを課す＝学力

金　沢〈前〉 84 450点 《４》 700点

東　京〈前〉 97 110点 《４》 440点

医科歯科〈前〉 82 180点 《４》 360点

秋　田〈前〉 55 550点 《４》 400点

　国公立大　医学科　難関ですが　使命感・倫理・体力・頭脳
❖医学部医学科の令和２年（2020年）定員は、９,３３０人　国公立大５，７２７人＋自治医・産業医・防衛医３１３人

❖学費的に私大医学部は無理な人が大半。国公立大は８年間　535,800円/年（公立大など額が若干異なることも）

❖偏差値の話　してもあまり意味がない！　『超優秀』を目指すしか道はない　８５％共テ＆６５．０4⃣　が最低ライン

医学科　例

「高校のトップ張る、テッペン目指す」くらいの意気込みが必要。ラグビーの福岡選手はこれから医学部目指すのです！

700点

筑　波〈前〉 58 《A×》 1400点

北海道〈前〉 97 300点 《４》 525点

東　北〈前〉 105 250点 《４》 950点

総型 推薦

北海道 歯学部 53 30 8 5

国公立すべて 学部 定員 前期 後期 総型 推薦

北海道 薬学部 80 24

　国公立大　歯学部・薬学部　　先端医療、現場、民間、公務員…

❖求められる学力　以前に　使命感・倫理・体力　です。　１年２年浪人したって辿り着いてやる！気力もとても大切。
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大　阪 歯学部 53 48 5

新　潟 歯学部 60 37 8

10

広　島 歯学部 93 60 20 13

岡　山 歯学部 48 30 6

15

九　州 歯学部 53 45 8

徳　島 歯学部 55 30 10

下線は歯学科以外含む 726 515 75 62

8

九州歯科 歯学部 120 100 20

鹿児島 歯学部 53 37 8

62

24

千　葉 薬学部 90 70 10 10

東　北 薬学部 80 56

5

富　山 薬学部 105 75 10 20

東　京 薬学部 85 80

2 9

京　都 薬学部 80 74 6

金　沢 薬学部 75 64

15

岡　山 薬学部 80 54 10 12

大　阪 薬学部 80 65

5 5

徳　島 薬学部 80 52 15 13

広　島 薬学部 60 50

九　州 薬学部

長　崎 薬学部 80 51 21 8

80 71 8

80

20

岐阜薬科 薬学部 120 78 42

熊　本 薬学部 90 70

198

私立大が高額なのに対して、学費が格段にかからない

開業医や薬剤師より、研究職や公務員へ進む者が多い

国立大出身の歯学部、薬学部生は海外からの評価高い

以前と違って、将来の可能性は具グローバルで無限大

歯科医師や薬剤師の国家資格を持って、現場で働くも、
世界を舞台に活躍するも、民間・公務員になるもよし！ ６年制・４年制合計 1485 856 310 60

40

名古屋市立 薬学部 100 76 24

静岡県立 薬学部 120



２次試験で、Ⅲは数Ⅲまで、２は数ⅡＢまで　　2⃣は理科2⃣科目　2⃣物は物理指定の2⃣科目、１⃣は理科１⃣科目　

旧帝大の放射線技術と検査技術は数Ⅲが必要。理学療法は北大と名大のみ数Ⅲ、作業療法は名大のみ数Ⅲ

県立大レベルでは、２次は学科がないとしても、共通テストで理科２科目などに注意が　茨城県立、埼玉県立など

理科は２科目学習しておく　国立大レベルだと物理と化学はやっておいたほうがよい。県立大は生物か化学でも

１⃣ ◎ ◎ ◎ ◎

共テ：理科（ｷｿ科目）、地歴公民の指定なし、国語は現代文　２次：面接１００点・小論文１５０点

100 550 非公
表　　
/800

５科目型

看護

２2⃣

千葉県立
保健医療

共テ 200 100 100 100 100※

大学 学部学科 科目 英 数① 数② 理 理 国

共テ：理科、地歴公民から2⃣　基礎理科１⃣可、地歴公民の指定なし　２次：面接・口頭試問50点

※ 700 570　
/750

６科目型

看護 ２次

看　護 2⃣生 2⃣

健康科学 共テ 150 100 100 100

２次 250

共テ：理科ｷｿ２科目または専門２科目、地学不可　地歴公民の指定なし　２次：小論文180点と面接あり

大学 学部学科 科目 英 数① 数② 理 理 国 社 合計 判定 ﾎﾞｰﾀﾞｰ 備考

200

50

社 合計 判定 ﾎﾞｰﾀﾞｰ 備考

数学①②必須
都立大

健康福祉

70 560 660　　
/860

５教科７科目

看護 ２次 120 300 共テの理科変則

科目 英 数① 数② 理 理 国 社

東京医
科歯科

医 共テ 140 70 70 35 35 140

共テ：地歴公民は（世Ｂ、日Ｂ、地Ｂ、倫政から2⃣）。　２次：理科（物・化・生から2⃣）、面接100点あり

大学 学部学科 科目 英 数① 数② 理 理 国 社 合計 判定 ﾎﾞｰﾀﾞｰ 備考

50 50 50 50 100 50 450 830　　
/1350

５教科７科目

看護 ２次 300 900 ２次重視型5002⃣

　国公立大　看護学部　研究重視の国立、看護師資格重視の公立

　国公立大　医療系学科　数は少ないが、ライセンス＆堅実就職

判定

100

国立看護
大学校

看護 個別 100 100 100

❖国立大の場合は、共通テスト５教科７科目

理 理 国 社 合計 判定 ﾎﾞｰﾀﾞｰ 備考

大学 学部学科

420 非公
表　　
/420

外検＋４科目

２次 0

合計 ﾎﾞｰﾀﾞｰ 備考

千葉
看護 共テ

＜注意＞英語は英語外部検定試験の得点換算　国語は現代文　理科は化学基礎と生物

❖国立看護大学校　共通テストは不要で、個別試験のみの募集　今年は２/８・２次２/１６　国公立大との併願可

1202⃣

数Ⅲが必要なのは東大、京大のみ　数ⅠＡⅡＢは受けておくべき（ⅡＢが低得点でも数①の学校は影響しない）

理科は２科目学習しておく　化学の知識は大学で必要になる　国立看護大学校の併願→化学と生物が望ましい

学科設置状況

放射線技

北大 東北 名大 阪大医歯筑波 群馬 茨県 埼県 千県 都立 新潟 金沢 神戸 九大

Ⅲ2⃣物 Ⅲ2⃣物

大学 学部学科 科目 英 数① 数②

Ⅲ2⃣ Ⅲ2⃣ Ⅲ2⃣Ⅲ2⃣２2⃣ ◎ ◎ ◎ Ⅲ2⃣ Ⅲ2⃣ Ⅲ2⃣化

Ⅲ2⃣ Ⅲ2⃣ Ⅲ2⃣

◎

◎ Ⅲ Ⅲ１⃣◎

◎ ◎ ◎ １⃣ ２１⃣

作業療法 ２2⃣ Ⅲ2⃣◎ ◎ ◎ ◎ ◎ １⃣ ２１⃣

検査技術 Ⅲ2⃣化

理学療法 Ⅲ2⃣ Ⅲ2⃣

◎ ◎ ◎

❖旧帝大や名門医学部のある所で４年間学ぶのもあり。資格は全国共通ライセンスです。下表、２次での数学、理科

歯科衛生 ◎

◎ ◎ ◎ １⃣ Ⅲ2⃣ ２１⃣ ２１⃣

◎

大学 学部学科 科目 英 数① 数② 理 理 国 社 合計 判定 ﾎﾞｰﾀﾞｰ 備考

埼玉県
立

保健医療福祉 共テ 100 100 100 100※ 100 ※ 500 415　　
/600

5科目型

リハビリ系 ２次 100 理2⃣または理１⃣社１⃣

共テ：理科、地歴公民から2⃣　基礎理科は不可、地歴公民はＡ科目不可　２次：小論文100点、面接

大学 学部学科 科目 英 数① 数② 理 理 国 社 合計 判定 ﾎﾞｰﾀﾞｰ 備考

茨城県
立医療

保健医療福祉 共テ 100 50 50 50 50 100 50 450 非公
表　　
/650

5教科7科目型

リハビリ系 ２次 200 数2⃣理2⃣

共テ：理科2⃣（ｷｿ科目１⃣可）、地歴公民Ａ科目不可　２次：面接１００点・小論文１００点



海洋工 共テ 100 100 100 100 100 100

共テ：地歴公民はA科目のみ不可で１⃣　２次：理科は物９０点、化６０点の2⃣

大学 学部学科

２次 100 450 55.0 後期は２次重視です

50

200Ⅲ 1502⃣

共テ：地歴公民は科目指定なし１⃣　２次：数学は「ⅠAⅡB範囲」か「数Ⅲまで範囲」を選択可

300Ⅲ

300Ⅲ

100 700 70% 640　　
/1000

共テ重視型

流通情報 ２次 100 300 52.5 ２次理科なし

東京海
洋

85% 440　　
/750

完全２次勝負型

２次 150 750

100 50

3002⃣

3002⃣

67.5 共テ600が基準点

50

科目 英 数① 数② 理 理 国 社 合計 判定 ﾎﾞｰﾀﾞｰ 備考

450 74% 640　　
/900

前期：均等配点型

100

共テ：地歴公民は世B、日B、地B、現社、倫政から１⃣　２次：理科は物、化2⃣

大学 学部学科 科目 英 数① 数②

科目・偏差値より　大学・学部・研究を重視しましょう！興味があって意欲が出て…主体的になれる

現役生の弱点　数学Ⅲ、理科の片方科目が高校３年の後半にならないと仕上がらない＆演習が不足気味になりがち

対話（協働）する力、傾聴（理解）する力、表現（発信）する力は高校時代のすべての教科科目を通して身につけるべし

大学によって配点や科目指定が異なる　出願・受験は１年後、２年後　最初から勉強する科目を限定しない方が賢明

現役生の強み　英数国理社　多かれ少なかれ高校で授業がある　授業中に授業１に対して演習１稼ぐつもりで臨め

大学 学部学科 科目 英 数① 数② 理 理 国 社 合計 判定 ﾎﾞｰﾀﾞｰ 備考

○ ○○ ○ ○

電気通信
情報理工 共テ 100 50 50 50 50 100

東京工業
情報理工 共テ ○ ○ ○

理 理 国 社 合計 判定 ﾎﾞｰﾀﾞｰ 備考

東京工業　理系女性もカッコイイ 電気通信大　リケジョに優しい大学！　まずはＷＥＢで研究室訪問！

東京農工大にある「工学部」　研究がとても充実！東京海洋大　海洋工学部に　ロジスティクス研究が！

大学 学部学科 科目 英 数① 数② 理 理 国 社 合計 判定 ﾎﾞｰﾀﾞｰ 備考

　国公立大　工学部　理工学部　情報理工学部

勉強が出来るようになる・学力が伸びる　には　授業１に対して【予・復習1～2演習2～1】自分で３することが日常化

やらされ勉強・答だけ出すテク・合格がゴール　では限界が来る　つまらないから！　大学で伸びる人は自ら深く学ぶ

標準的な理系の入試科目配点モデル　２次重視～均等～共テ重視　　「自分だけ得」はないから！

千葉大に合わせて学習せよ！　「旧帝大（北大・東北・東大・名大・京大・阪大・九大）」も受験可能に

共テ：地歴公民は世B、日B、地B、倫政から１⃣　２次：理科は（物、化2⃣）

❖おすすめの　自宅通学圏　理系特色　研究環境優遇・就職実績安定　４大学

50 450 75% 830　　
/1450

２次重視型

情報工学 ２次 300 900 57.5 共テ得点幅大きい
千葉

工 共テ 50 50

200Ⅲ



55.0 競争率は低い
千葉

園芸 共テ 100 50 50 50 50 100

900 75% 1050　
/1600

ほぼ均等型

環境資源科学 ２次 200 700 55.0 共テが結構大事
東京農工

農 共テ 200

共テ：地歴公民は世B、日B、地B、倫政から１⃣　２次：理科（物、化、生、地2⃣）で３教科４科目

50 450 74% 770　　
/1350

２次重視型

応用生命化学 ２次 300 900

大学 学部学科 科目 英

共テ：地歴公民は科目指定なし。２次：理科(物、化、生から2⃣）で３教科４科目

大学 学部学科 科目 英 数① 数② 理 理 国 社 合計 判定 ﾎﾞｰﾀﾞｰ 備考

100100 100 100 100 200

社 合計 判定 ﾎﾞｰﾀﾞｰ 備考数① 数② 理 理 国

　国公立大　農学部　生命環境学部　水産・海洋系学部

50 50 50 100 50 600 75% 500　　
/900

共テ・英語重視型

食品資源 ２次

国 社 合計 判定 ﾎﾞｰﾀﾞｰ 備考

500 74%
770　　
/1350

ほぼ均等型

200

大学 学部学科 科目 英 数① 数② 理 理 国 社 合計 判定 ﾎﾞｰﾀﾞｰ 備考

東京海洋
海洋生命科学 共テ 250 50

900 65% 810　
/1300

小論180点

食生命科学 ２次 200 400 50.0 総配点の９割３科目

50 50 100

300 55.0 ２次科目負担少ない

共テ：地歴公民の科目指定なし　２次：数ⅠAⅡBと理科（物、化、生１⃣）　２教科

大学 学部学科 科目 英 数① 数② 理 理

300Ⅲ 3002⃣

200１⃣

200Ⅲ 3002⃣

受けやすいや受かりにくい　筑波大生物資源は共テ６科目＆２次２教科と受けやすいため、得点率は高くなる

大学 学部学科 科目 英 数① 数② 理 理 国 社 合計 判定 ﾎﾞｰﾀﾞｰ 備考

筑波

生命環境 共テ 100 100 100

茨城
農

千葉大に合わせて学習しておかないと、旧帝大が受けられない。数Ⅲまでやるべき＆物化または化生２科目

農学・生命科学系は全国に特色のある国立大学。福島、岩手、新潟、山梨、信州、静岡…２次数Ⅲを外せます

200 100

でも、例えば、工学と農学と生命系と薬学系の学際領域をやろうかな→工学系が絡んでくると数Ⅲ課されます

その道の超優良国立大学　信州大繊維【後期】　京都工芸繊維　名古屋工大　電気通信、農工大は数Ⅲ必要

❖おすすめの　自宅通学圏　理系特色　研究環境優遇・就職実績安定　４大学

　❖東京農工大　研究室光景 　❖東京海洋大　実験自習光景

東京農工大、東京海洋大ともにホームページ見ているだけで楽しくなる。動画によるキャンパス説明等もあります

千葉大学園芸学部　松戸駅　一番近い国立大学　　　　　　　　茨城大農学部！土浦駅からバス、新松戸駅から90分弱

2002⃣ 400 ２次：得意な方で可

共テ：地歴公民はA科目不可　２次：英語必須で《理科（物、化、生2⃣）・数Ⅲ・地歴公民１⃣》の選択

生物資源 ２次
200 200Ⅲ 400 共テ、理社の配点

共テ：理科ｷｿ１⃣も可で理科2⃣、地歴公民はA科目不可　２次：英語と理科（化または生１⃣）　２教科

共テ 200 100 100 50 50

150ⅡB 150１⃣



　賢くなーれ！大志を抱け！国公立大理系志望者Ⅰ 小金高校進路指導室

❖大学を調べましょう？　結局、入試科目や偏差値…時間の無駄！志望する学部内容と対話する方が有益

　◎２次科目⇒英語・数学・理科・理科（東大は＋国語・社会、京大は＋国語）　◎共通テスト⇒５教科７科目

　偏差値が参考になる＝相当な時間を受験勉強に費やした時…中高一貫や既卒生　判定出ないのが普通

❖大学に入ることが目的化するから、勉強が辛くなる。将来のための今だと思えば受験勉強なんて日常です

❖「産業技術総合研究所」知ってる将来が明るい高校生（君）❖受験指導ばかりで今も先も暗そうな高校生

産総研のホームページは将来のヒントがいっぱい詰まっている！動画もある！難しい？けど

国立研究開発法人産業技術総合研究所は、我が国最大級の公的研究機関として日本の産業や社会に役立つ技術の創出とその
実用化や、革新的な技術シーズを事業化に繋げるための「橋渡し」機能に注力しています。…持続可能な社会の構築に向けて、
グリーン・テクノロジーによる豊かで環境に優しい社会の実現、ライフ・テクノロジーによる健康で安心・安全な生活の実現、および
インフォメーション・テクノロジーによる「超スマート社会」の実現を目指します。（転載）

少～し、背伸びしてごらん　今まで見えなかったものが見えてくる　学系学部・研究調べ

〈左上〉　空飛ぶ自動車　　〈右上〉　おばけ工学　　いずれも国立大学工学部で実験研究しているもの

国立大学５６工学系学部ホームページへ！　現役学生・教授の声、輝く女子、授業紹介…

❖旧帝・東工・筑波（直で大学HP参照)　以外の国立大学工学系学部が全員集合した　進学研究に最適です

❖東大、京大、北大、東北、名大、九大、東工、筑波と千葉・農工・電通通信大は直で大学HPへ行きましょう

進路指導や進路面談って　偏差値レベル合わせ？　そういうことをしているのは日本だけです。ガラパゴス列島と揶
揄される。平成の30年間、学校も企業も、前例主義・先延ばし　決められない・変えられない…気が付けば、世界基準
で伍すことができなくなって…大学は、君たちの興味や意欲に期待するから、無偏差値のＨＰ作成



ＪＳＴ　ホーム　→　未来の共創に向けた社会との対話・協働の深化　若者向けのコンテンツが多数あります

大学教授や研究者が発信している　将来・未来＝私・君・貴方・貴女たち　若い世代が共創すべき世界では

　賢くなーれ！大志を抱け！国公立大理系志望者Ⅱ 小金高校進路指導室

全国農学部長会議ホームページ　生命、食糧、環境…実は今、熱い、未来志向の学問分野

❖ホーム右側　『２１世紀の農学ビジョン』　クリックしてみて　わかりやすく書かれています！必読です！

２１世紀の農学ビジョン（高校生向）　　　　　　
　　　２１世紀を迎え、私達人類が直面して
いる最も大きな課題は地球規模での食料、
エネルギー、環境問題です。全国農学系学
部長会議では２１世紀の農学はいかなる目
標・展望をもった学問として発展させ、社会
に貢献すべきかを議論してきました。このビ
ジョンは将来日本を担う高校生諸君に農学
の内容を正確に知ってもらうために作成し
たものです。皆さん方が農学系学部に入っ
ていただき、皆さんの若い力と意欲で、人類
的な課題を解決するために活躍されるよう
願っています。（「はじめに」より転載）

❖ホーム右側　『高校生の皆様』　クリックすると　「夢ナビライブ」動画ページ　３分程度にまとまっています

❖ホーム右側　『農学が学べる大学』　クリック一発　「パンフを見る」ことができ、大学学部の「公式サイト」へ

〈例　千葉大園芸学部〉〈例　東北大農学部〉〈例　北海道大水産学部〉

学部名だけ、偏差値・模試判定だけ、入試科目だけ、では本当のコトは何も見えてこない！

❖ここで紹介されている大学学部はすべてコレ系。北から南まで国公立大WEBツアーをしてみるのも面白い

❖名前で決めつけない　第一印象で見切らない　古い世代の固定観念や安易な進学サイトに付き合わない

　旧帝大（北大・東北・東大・名大・京大・九大）は「農学部」　伝統的なネーミング、東京農工大も「農学部」

　筑波大「生命環境・生物資源」、千葉大「園芸」、山梨大「生命環境」、東京海洋大「海洋生命」「海洋資源」

もう一回　背伸びをしよう　「ＪＳＴ　科学技術振興機構」へ！

ＪＳＴ　ホーム　→　事業紹介　→　科学と社会の対話　

ＳＣＩＥＮＣＥ　CHANNEL　には５分でわかる最新ニュース　や　４千本もの動画（教材もある…高校生もＯＫ）

このページには、ＪＡＸＡや理化学研究所やＪＡМＳＴＥＣのリンクが張ってあります。右下の方にあります。


