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改訂新版の発行にあたって
本書は２０２０年教育改革を機会に日本の入試制度の主流となりつつあるＡＯ入試
について、受験生がその全体像を掴むことを目的として刊行されました。皆様の強い
支持により、こうして改訂新版まで発行することができました。心から御礼を申し上
げます。
ＡＯ入試は年々、難化傾向をたどっており、受験準備にあたっては決して一筋縄で
はいきません。そこで、本書が悩める受験生、保護者の方に対して微力ながらお役に
立てることを願っています。

小杉 樹彦

ＡＯ・推薦入試専門塾 ＫＯＳＳＵＮ教育ラボ 代表
上武大学 ビジネス情報学部 助教
学びエイド 鉄人講師

エール出版社の編集担当の皆様に改めて感謝致します。ありがとうございます。

２０１８年８月吉日

―本書の特徴と使い方―

ための本である。「たった一つの正解」が示されているようなマニュアル本とは根本

◆本書はＡＯ入試を受験する前の「最初の一冊」として、基本的な考え方を身につける
的に性質が違うことを理解してほしい。

活や仕事、人間関係で問題を抱えた際にも大いに役立つ人生の参考書になり得るだろ

◆本書はＡＯ入試以外に、すべての推薦入試に対応している。さらに言えば、今後、就
う。

よりも「入学後の研究」に価値を置いているからである。この点は類書にはない特徴

◆本書では「受験後の姿勢」について丸々一章分を割いている。それは「入学すること」
と言えるだろう。
◆受験準備を行う過程で、常に本書を手元に置いておいてほしい。行き詰まったり、迷っ
たりした時、本書のどこかに壁を乗り越えるためのヒントがあるはずだ。

が、受験の際には必ず直接、大学に問い合わせてほしい。

◆掲載情報は出版当時のものである。本書の内容の正確性については万全を期している
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・一芸ではなく、「総合力」で勝負する。
・合格は ％の「努力」と１％の「運」
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「自分探しの旅」はもうやめよう…
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・行ける大学から「行きたい大学」へ。

・「なぜ大学に進学するのか？」を自問自答する。

なぜ、その大学でなければならないのか？…
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・プレゼンは習うより「慣れよ」。

・「複数の選択肢」を用意するのも重要な危機管理。

・シンプル・イズ・ベスト。

・プレゼンの主役はいつだって「相手」。

・大学面接はプロから直接意見をもらえる貴重な場。
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。

・面接官の「質問の意図」を汲む。
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志望理由書は書き方よりも 「考え方」が大切…
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勝ってカブトの緒を締めよ…
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・「受かる自信」なんてなくていい。
・「入学前課題」を侮るなかれ。
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・ＡＯ入試で身につけたスキルを研鑽し続ける。
・仲間への「感謝の気持ち」を忘れない。

現役大学教授インタビュー…

横浜国立大学 野口和彦教授 特別対談「大学が受験生に期待していること」
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謝 辞
いかがだっただろうか？
この本では、ＡＯ入試を受けるにあたって身につけてほしい考え方から具体的な
準備まで全般的に説明してきた。
この本が、微力ながら、あなたのお役に立てたならば、著者として望外の喜びで
ある。
最後に、お世話になっている方々に、感謝の意を表したい。
いつも親身に私の博士論文をご指導くださり、さらに今回、インタビューまで快
く引き受けてくださった横浜国立大学の野口和彦先生には大変感謝しています。本
当にありがとうございます。
また、私を支えてくれている家族、切磋琢磨できる仲間にも、頭が上がりません。
いつもありがとう。
そして、この度、本書を世に送り出す機会を与えてくださったエール出版社の編
集部の方々には心から御礼申し上げます。

読者であるあなたに、次は直接会えることを楽しみにしている。

次はリアルで会おう！
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現在では国内外問わず、世界中から入塾希望が殺到している。
遠方の受験生に対しては Skype による指導も行っているが、「直
接指導を受けたい」と、飛行機で通塾する者がいるほどの熱狂的
なファンを数多く抱える。「プロ講師」「定員制」「マンツーマン指導」を貫くことで、
半年以上のキャンセル待ちが出るほどの「知る人ぞ知る」人気塾となっている。
HP：http://www.kossun.jp/
Twitter：https://twitter.com/kossun
Facebook：https://www.facebook.com/Kossun.Education.AO

