進路指導の羅針盤
新入生の皆さん，入学おめでとう。
また，在校生諸君は進級おめでとう。
今年度も進路指導部では，
進路情報新聞「COMPASS」を毎月発行し，
君たちの進路に役立つ情報を発信します。
今年度から新校舎，進路スタッフも気持ちを新たにして進路情報
の発信に取り組んでいきたいと思います。
編 集 長 ：青木 智宏 (生物)・進路指導主任・
編集部員 ：真利久ファルハン (英語)・高１チーフ・高１Ｃ担任
：前田 崇臣 (国語)・高２チーフ・高２Ａ担任
：上沢 花子 (国語)・高２Ｂ担任
：田島 寛之 (英語)・進路指導副主任・高３Ｆ担任
：大場 英二 (美術)・高３Ｃ担任
：西川 真史 (物理)・高３Ｉ担任
：林
小春 (生物)：高３Ｌ担任
以上のスタッフで作成しますので，よろしくお願いします。また，知り
たい情報等がありましたら，スタッフまで申し出てください。
今年度最初の記事は，卒業生の合格状況(４月７日現在)です。

～合格体験記～
上智大学文学部 山根 弘暉(文系特進クラス)
私が受験生時代に「こうすればよかった」と本気で思ったことを
書こうと思います。
まず，モチベーションを維持すること。受験生活は長いですし，
模試の結果を見たり，直前期に入って「やっぱりあの大学に入れ
なくてもいいか」なんて思うこともあります。しかし，そんな安易な諦
め方をして後悔するのは他の誰でもなく自分ですから，そんな逃
げをしてほしくありません。モチベーションの寄与するところは大きく，
受からないだろうと思って受験すれば，当然受かるはずの試験に
も受からなくなります。自分の目的意識を育て，気合の入った勉
強を早くから続けることが後々の結果につながります。
次に，勉強に打ち込める環境とスタイルを確立すること。長期
休みや学校の授業がなくなる12月からは勉強する時間が大量
に確保できるチャンスです。この時間が生かせなければ，あっとい
う間に他の受験生に差をつけられてしまいます。他に頼らずにスト
イックな勉強スタイルを身に着けなければ，こうした時間を無為に
過ごしてしまうでしょう。遅くとも３年生の夏休み前日までにこの姿
勢を身に付けてください。夏休みの１日目をぐだぐだと過ごすこと，
それ即ち８月31日までをぐだぐだと過ごすことなり。（当然国公立
や難関私大受験者はもっと早くなければだめですよ。）
そして最後に，ストレスを溜め込みすぎないこと。受験生活に最
後まで付きまとうのがストレスです。ある程度ならば良い刺激と
なって自分の尻を叩いてくれるのですが，それを超えると逆に体調
を崩すもととなったり，精神的に悪影響を及ぼしてしまったりします。
自分がストレスに強いのか弱いのか，どの程度までなら問題ない
のか，自分でも分かり辛いと思いますが，取り返しのつかない状
態に陥る前に自分でケアを出来るようにしておくべきです。また，
ストレスに限らず体調管理に気を使うことは受験生として当然の
努力であることもお忘れなきよう。
後輩の皆さんが，それぞれの目標に向かって努力し続けること
を願っています。

卒業生の合格状況
日 本 大 学
一部
二部
文理学部
経済学部
商学部
芸術学部
国際関係学部
理工学部
生産工学部
工学部
医学部
歯学部
松戸歯学部
生物資源科学部
薬学部
三島
短期大学部
船橋
医学部付属看護専門
通信教育部
小
計
合 格 者 数
法学部

推薦 一般
29
15
61
1
31
1
37
8
1
9
117
28
1
1
19
5
3

2

364 5
369

他 大 学 推薦 一般
千葉大学
2
防衛大学
1
早稲田大学
4
慶應義塾大学
1
上智大学
5
3
東京理科大学 5
明治大学
4
22
立教大学
12
中央大学
14
法政大学
2
12
学習院大学
2
6
同志社大学
1
東京歯科大学 1
明治薬科大学 2
東京薬科大学 1
北里大学
1
立命館アジア太平洋大学
1
その他の大学 22 56
45 135
小
計
180
合 格 者 数

※表は，平成26年度の卒業生485名のものです。

【青木智】
千葉大学法政経学部 茨木 章康(文系特進クラス)
千葉大学法政経学部新１年生の茨木です。高校では３年間
古賀先生にお世話になりました。大学受験についてはわからな
いことがたくさんあると思いますので，私の書いたことが参考にな
れば幸いです。
高校生活と入試を通じて感じたこととして，早いうちに選択肢を
しぼってしまわないこと，迷ったらとりあえずチャレンジしてみることが
あります。苦手教科があるというだけで方向転換してしまうのは大
変惜しいことだと思います。数学が苦手だからといって，国立大
学や数学が受験科目の方式を早くからあきらめるのはもったいな
いことです。文系は高２までは数学の授業がありますから，学校
の定期試験と模試の成績を参考にしながら，高３に進級する頃
までに結論を出すということにしても遅くはないと思います。
それから何事にも言えることですが，余裕のあるうちにできること
は済ませてしまうことも大切です。英単語や熟語，文法など，ど
の教科でも繰り返すことが効果的ですから，余裕のあるうちに早く
から手をつけるべきです。私自身，そのような基本的項目が欠け
ていたので，直前になって非常に苦労しました。余裕のあるうちに
取り組み始めて，忘れないように何度も繰り返すことで，必ず実を
結ぶはずです。ただし，土台だけしっかりしていても仕方がないの
で，大学別の受験科目と出題傾向，特色は事前に詳しく調べ
ておくべきです。冒頭で，結論は高３に上がる頃までにと書きまし
たが，その結論を出すためにも，検討する材料，情報は必要で
す。これも余裕のあるうちに収集しておくようにしたいです。１つの
大学だけということがなければ，国立と私立で２校ほど，気に入っ
た大学を下調べしておくと，以降の受験準備に役立ちます。もち
ろん何から始めればよいかわからないという人もいるでしょうから，
迷ったときは周囲の様々な人から話を聞いて欲しいです。
最後になりますが，皆さんの成功をこころから願っております。ま
た，お世話になった先生方には大変感謝しております。ありがとう
ございました。
【校正：青木智】

基礎学力到達度テスト
４月15日(水)，16日(木)に実施される基礎学力到達度テストは，
日本大学への付属推薦に関わる重要なテストです。特に高２・
高３の皆さんは，このテストの結果が付属推薦に直接関わってき
ますので，しっかりと準備をして臨んで欲しいと思います。また，試
験当日は欠席しないように体調管理を怠らないことも忘れてはい
けません。もちろん，高１の皆さんも気を抜かず，身に付けた学力
を十分に発揮できるよう頑張ってください。試験結果は５月下旬に
配布予定です。
★試験範囲
国語
１年生 外国語
数学
国語
外国語
２年生
数学
３年生

国語
外国語
数学

中学全範囲
中学全範囲(英語・リスニングを含む)
中学全範囲
国語総合
コミュニケーション英語Ⅰ(リスニングを含む)
数学Ⅰ，数学Ａ(場合の数と確率)は必須とし，
（整数の性質）と(図形の性質)から１つを選択
国語総合，現代文Ｂ，古典Ｂ
コミュニケーション英語Ⅰ，Ⅱ(リスニングを含む)
数学Ⅰ，Ａ，Ⅱの全範囲，数学Ｂ(ﾍﾞｸﾄﾙ，数列)
※数学Ⅰ，Ａの単独出題はしない。

今年の基礎学力到達度テストより，受験に際して生徒証を机
上に提示しなければなりません。生徒証は，交付されたばかりです
から紛失することはないでしょうが，試験当日に忘れることのないよ
うにしてください。
【青木智】

リクルート 受験サプリについて
香川照之(名前知ってる？)のＣＭでおなじみの受験サプリです
が，本校では学校契約を行っております。通常年間で980円
×12か月＝11760円(税抜)のところ，9000円(税込)で１年間利
用できます。
中学＆高校１０００を超える講座数
センター試験・各大学の過去問や対策講座
スマホにも対応。忙しい君にぴったり！
申し込みについては，中学は４月11日(土)，高校は４月18日
(土)の保護者会を通じて申込書を配ります。それぞれ１週間程度
を申込期間としますので，希望者は申込書と年間利用料金
9000円を併せて各担任へ提出してください。遅くても５月上旬には
それぞれが利用出来るようにしたいと思います。
【田島寛】

志望理由書

書き方講座

志望理由書は，志望先へのラブレターのようなものです。名前
を入れ替えただけの文章では相手の心に何も響きません。しっか
り情報収集して，４月17日(金)の小論文テスト(志望理由書)に
備えてください。
【西川真】

☆河合塾☆
５/３(日)
５/10(日)
５/17(日)
高３
８/２(日)
８月中
８/30(日)
５/24(日)
高２ ５/24(日)
高１ ８/23(日)
８/23(日)

第１回全統マーク模試(センター・私大対策)

[河合塾・Ｚ会共催] プレステージ
第１回全統記述模試(二次試験・私大対策)
第２回全統マーク模試(センター・私大対策)

夏期 国立大学即応・入試オープン
第２回全統記述模試 (二次試験・私大対策)
第１回全統高２模試 (記述式)
第１回全統高１模試 (記述式)
第２回全統高２模試 (記述式)
第２回全統高１模試 (記述式)

☆東進ハイスクール☆
第２回センター試験本番レベル模試
第１回難関大本番レベル記述模試
第１回有名大本番レベル記述模試
第３回センター試験本番レベル模試
第２回難関大本番レベル記述模試
第２回有名大本番レベル記述模試
第４回センター試験本番レベル模試
第１回高校生レベルマーク模試
第２回センター試験高校生レベル模試
第１回大学合格基礎力判定テスト
全学年
8 / 9(日) 第２回大学合格基礎力判定テスト
４/26(日)
５/10(日)
５/10(日)
高３ ６/28(日)
７/20(祝)
７/20(祝)
８/23(日)
高２ ４/29(祝)
高１ ７/13(日)
５/24(日)

進路相談室ができました
新校舎５階に進路相談室ができました。河合・駿台模試の
過去問，各種進路情報誌を用意して自由に閲覧が出来ます。
予備校のパンフレットや各種チラシも置いてあります。また，パソ
コンで各大学のホームページ等が見られたり，常駐している教
員に人生相談をすることも出来ます。昼休みと放課後に開放し
ていますので，ぜひ足を運んでみてください。
【田島寛】

４月の進路行事

月

１１日(土) 進路適性検査 R-CAP(高１)
１５日(水) 基礎学力到達度テスト(高１・２)
(高３は家庭学習)
１６日(木) 基礎学力到達度テスト(高３)
(高１・２は家庭学習)
１７日(金) 小論文講演会・テスト
５・６校時(高３)

日

)

①自分が何を学びたいのか，将来の目標は？
⇒なぜそう考えたのか，自分を見つめ直してみよう。
②志望進学先の情報
⇒パンフレット・ホームページ・オープンキャンパスなどを利用。
③進学先で学びたい分野についての情報
⇒抽象的でも良いが具体的な方が説得力が増します。
④将来の目標（職業など）についての情報
⇒必要な知識，技術，資格，資質など。

５/10(日) 第１回駿台全国判定模試(記述式)
高３ ５/31(日) 第１回駿台全国模試(記述式・ハイレベル)
７/26(日) 駿台全国マーク模試(マーク式)
高２ ６/７(日) 第１回高２駿台全国模試(記述式・ハイレベル)
高１ ６/７(日) 第１回高１駿台全国模試(記述式・ハイレベル)

(

高３は，自分の進路を決定する学年となりました。推薦入試や
ＡＯ入試を受ける者もいると思いますが，そのときに必ず志望理
由書を書くことになります。志望理由書を書くためには，次のような
「情報収集」が欠かせません。

本校では駿台・河合・東進の３つの予備校の模試を学校を通
じて申し込むことができます。学校を通じて申し込むと受験料金が
安くなり，お得です。申込書は各クラスで配布しますが，進路相
談室にも置いています。消えないボールペンで漏れのないように
記載し，担任に提出してください。
【田島寛】
☆駿台予備校☆

日直

高校で実施される基礎学力到達度テストについてです。全
学年３教科×60分で実施され，４月15日(水)は高１・高２が
受験(高３は家庭学習日)，４月16日(木)は高３が受験(高１・
高２は家庭学習日)となります。試験終了は14時の予定です。
この２日間，中学生は高校の教室のある６階以上へは行か
ないようにお願いします。
４月17日(金)の高３小論文講演会・テストは，５校時に講演
会(アリーナ)，６校時にテスト(各教室)を実施します。
【青木智】
次回５月号は，４月２７日(月)発行予定です

