
指定校 校内選考申告届提出 (第３希望まで記入可)

推薦試験受験(面接・小論文・適性検査など)

推薦出願届提出・書類作成(願書・志望理由書など)・検定料支払

付属特別選抜(全体枠)
豊山枠がない学部・学科。基準を満たしていれば出願可能。

基礎学力選抜・国公立併願 エントリー結果発表(第１回)
付属全体の上位者から通過。通過した生徒が出願。

出願条件の確認(基準一覧表・各大学の要項など)

出願(付属推薦は一斉・指定校は原則として各自で出願)

指定校 校内選考結果発表
総合序列・欠遅早・生活態度で選考。通過した生徒が出願。

付属特別選抜(豊山枠) 校内選考申告届提出
豊山枠がある学部学科。特進は申告不可。(第３希望まで記入可)

付属特別選抜(豊山枠) 校内選考結果発表
総合序列・欠遅早・生活態度で選考。通過した生徒が出願。

基礎学力選抜・国公立併願 エントリー申告届提出(第１回)
(第３希望まで記入可)

夏休み中に，室内を模様替えし
ました。開いている限り，どの学年

でもいつでも利用可能です。閲

覧は原則として室内ですが，コ
ピーや貸し出しを希望する場合は，

進路指導部の先生へ。

進路相談室 模様替え付属推薦・指定校推薦 スタート！！

基礎学力到達度テストを控え，高３はラストスパートの最中。ここで，
今後の推薦の流れを確認しておきます。高１，高２も，基本的な流
れは次年度も変わらないので，把握しておくとよいでしょう。

決めるのは自分自身

９月20日(水)の３時間目に高１を対象としたコース選択ガイダンス

を開催し，株式会社リクルートマーケティングパートナーズの増淵千

秋様より，文理選択や進路決定に関するお話をうかがいました。

●文理選択のポイント

①「将来やりたいこと」を意識する

②「学びたいこと」から考える

③「好き」「得意」を活かす

●志望校決定までの３ステップ

①自分のことを知る（やりたいこと・好きなこと）

②相手(志望校）を知る（学べること・特徴）

※オープンキャンパスを活用しましょう。大学生の95％が,

受験時に役立ったと回答しています。

③自分と志望校を結びつける

●進路を考える上でのアプローチ

①山登り型：目標に向かって計画的に取り組むタイプ

(1)将来の夢・やりたいことが決まっている

→(2)将来のために必要なことを調べる

→(3)高校時代に必要なことを調べて実行する。

②いかだ下り型：目の前のことに懸命に取り組み,その中から

自分らしさを発見するタイプ

(1)今の勉強・部活を一生懸命頑張る

→(2)好き・得意を見つけていく

→(3)自分らしさを活かせる仕事を見つける

文理選択は，一番最初に考える人生の選択です。「何となく」の

一言で片付けたり,「友達と一緒のコースにしよう」などの安易な考

えで決定せず,自分自身とじっくり向き合って選択してください。決定

の締切り時期等の詳細は，後日連絡します。

去る９月６日(水)，視聴覚教室においてセンター試験受験を希

望している高３対象に説明会が開かれ，「受験案内」の配布が行

われました。compassや受験情報誌などにまめに目を通している君

たちは既に知っていることかもしれませんが，現役生は志願票の取

り寄せと出願を所属している学校単位でまとめて行います。

志願票の記入に際して一番重要なことは「受験教科等の登録」

です。以下のセンター試験の出題教科から受験する教科を選び，

志願票により登録します。試験当日は，登録した受験教科以外は

受験できませんし，未登録の教科を受験したとしても採点されませ

ん。このため，出願時には志望する受験大学を決定し，その大学

が課しているセンター試験の教科・科目を把握しておく必要があり

ます。

大学入試センター試験について

なお，出願後に受験科目等が記載された「確認はがき」が送付

されてきます。ここで登録内容の変更・訂正が可能です。「受験案

内」を入手したら，必ず熟読してください。

【佐藤重】

◇進路室前にはオープンキャン

パスのポスターや実力テストの順
位表が掲示されています。パンフ
レットやチラシは自由に持っていっ

てください。進路相談室をさらに
使い易くしていきますね。

【田島寛】

◇推薦入試の先輩アンケート・基
礎学や日チャレ過去問・日大他大

パンフレット・進路に関する書籍の

コーナー。ちなみに，他大学の願
書は先着順で持ち帰ってもＯＫ。

◇古い赤本を図書館から戴きま

した。もちろん，室内で解いたり，

借りていってもＯＫ。新しい赤本は
図書館に揃っています。河合模

試や駿台模試の過去問もあり。

指定校・付属特別選抜(豊山枠)・基礎学力選抜については２次

選考があります。付属特別選抜(豊山枠)の２次選考は特進も申告
することができます。 【田島寛】

【青木智・竹原】



世界史Ｂ　 地歴演習（世界史）Ⅰ＋Ⅱ
日本史Ｂ 地歴演習（日本史）Ⅰ＋Ⅱ
地理Ｂ 地歴演習（地理）Ⅰ＋Ⅱ
倫政 公民演習Ⅰ＋Ⅱ
物理 物理＋理科演習(物理)
化学 化学＋理科演習(化学)
生物 生物＋理科演習(生物)

倫政＋公民特講Ⅰ 公民特講Ⅱ
物理＋理科演習α(物理)＋
理科演習β（物理）　OR／AND
化学＋理科演習α(化学)＋
理科演習β（化学）
生物＋理科演習α(生物)＋
理科演習β（生物）　OR／AND
化学＋理科演習α(化学)＋
理科演習β（化学）

特
進

文
系

世界史Ｂ
＋地歴特講（世界史）Ⅰ

地歴特講（世界史）Ⅱ

理
系

コース ２年次 ３年次

体
育
・
進
学

文
系

理
系

日本史Ｂ
＋地歴特講（日本史）Ⅰ

地歴特講（日本史）Ⅱ

物理

生物

次回１１月号は，１０月３１日(火)発行予定です

基礎学力到達度テストをはじめ，高３は自分の予定をしっかり管

理しよう。期限を守り，書類作成もミスのないように。

９・１０月の進路行事

27日(水) 基礎学力到達度テスト準備 (高３)

指定校① 校内締切 (高３)

28日(木) 基礎学力到達度テスト (高３)

30日(土) 指定校① 結果発表 (高３)

２日(月) 付属特別① 校内締切 （高３）
５日(木) 基礎学力到達度テスト結果発表(高３)
６日(金) 付属特別① 結果発表 （高３）
11日(水) セレクション① 校内締切 （高３）
13日(金) セレクション① 結果発表 （高３）
14日(土) 実力テスト②３科 （高１･高２）
18日(水) セレクション② 校内締切 （高３）
20日(金) セレクション② 結果発表 （高３）

日 直

月

日

(
)

高校に入学してから半年が過ぎ，高校生として心身ともに充実し

た生活を過ごしていることと思います。そんな君たちにとって，大きな

決断をする時期が近づいてきました。それは『コース・科目選択をす

る時期』です。今まで行われてきた進路適性検査・進路調査・CAS

プログラム・講演など多くの行事を踏まえて，将来についてしっかり

と考えてください。そして，他人任せではなく，最終的には自分自身

で決断するようにしましょう。選択内容は以下の通りです。

(1)コース選択

[文系進学・文系特進・理系進学・理系特進]

(2)各コースの科目選択

体育クラス [倫政・地理Ｂ]

文系進学 [日本史Ｂ・世界史Ｂ・倫政・地理Ｂ]

文系特進 [日本史Ｂ・世界史Ｂ・倫政・地理Ｂ]

理系進学 [物理・化学・生物]

理系特進 [物理・生物]

(3)芸術科目の選択

[音楽・美術・書道]

※留意点

・高２→高３で，選択履修した科目の変更不可。

・高２→高３で，文系→理系，理系→文系のコース変更不可。

・特進コースに選抜されなかった生徒は進学コースに編成。

(高３で成績不振の場合，特進コースから進学コースへ。)

・高１で日本史を選択した生徒は高２で地理を選択不可。

・高１で地理を選択した生徒は高２で日本史を選択不可。

※基礎学力選抜における受験区分

文系のみ出願可→文理史学科

理系のみ出願可→文理理系学科・理工・生産工・工・医・歯

松戸歯・薬

(区分は今後，変更されることもある） 【青木智・竹原】

高２年で科目選択が必要になるのは，理系特進コースのみです。

その他のコースの生徒は，今年度選択した科目を継続履修するこ

とになります。下表を参照してください。

理系進学コースの生徒で，日大医学部への進学を希望する者

は，理科２科目の履修が必要となります。上記の表とは異なります

ので，必ず担任の先生に相談してください。また，高３特進コース

の午後には自由選択講座と，理系は理科１科目（物理ｏｒ生物）

の授業があります。自分の受験科目を考えて履修科目を選択して

ください。 【松 本】

校外模試のお知らせ(～12月31日)

河合模試と駿台模試のほとんどは豊山生専用の申込案内があ

ります。特進クラスには全員分配布され，進学クラスには教室掲

示されます。また，進路室前にもありますので，必要に応じて自由

に持っていくようにしてください。 【鈴木鷹】

シンガク情報フェスタ(栄美通信)：日大を含めた大学相談会。

パンフレット配布，小論文面接対策も実施。10月2日(月)大宮ソ

ニック，10月11日(水)横浜そごう，10月12日(木)新宿ＮＳビル。

スタディサプリ最終募集。10月から来年４月までで5000円。希望

者は9月27日(水)までに，伊藤秀か田島寛まで。既に利用して

いる生徒は英検対策をサプリでやってみよう！
【伊藤秀】

【佐藤重】

※いずれも１つ選択

対象 予備校

高２ 駿台

高３ 河合

高３ 駿台

高３ 河合

高１ 駿台

高３ 河合

29 全 東進

5 高３ 駿台

高２ 河合

高１ 河合

高３ 東進

高３ 東進

26 高３ 河合

3 高３ 駿台

高３ 駿台

高３ 東進

23 高２ 駿台

第２回高２駿台全国模試

第３回駿台・ベネッセマーク模試

12

第４回有名大本番レベル模試

第４回難関大本番レベル模試

第３回全統高１模試

第３回全統高２模試

17

第１回高２駿台全国マーク模試

最終センター試験本番レベル模試

大学入試センター試験プレテスト

第３回駿台全国模試

実施日 試験名

11

10

23

12

22

15

全統センター試験プレテスト

全国統一高校生テスト

第３回全統マーク模試

第２回高１駿台全国模試

第３回全統記述模試

8

第２回駿台・ベネッセ記述模試

全統論文模試

【青木智・竹原】

10月14日(土)は高１・高２の実力テスト②です。高１は国(60分)・

英(70分)・数(60分)の３教科で12時15分終了となります。高２は

英(80分)・数(60分)・国(70分)の３教科で12時35分終了となりま

す。なお，学習調査は定期テスト最終日に実施する予定です。

申告締切 10/11水 申告締切 10/2月 申告締切 9/27水

選考 10/12木 選考 10/5木 選考 9/29金

結果発表 10/13金 結果発表 10/6金 結果発表 9/30土

申告締切 10/18水 申告締切 10/10火 申告締切 10/10火

選考 10/19木 選考 10/10火 選考 10/10火

結果発表 10/20金 結果発表 10/11水 結果発表 10/11水

セレクション② 二次選考 二次選考

基礎学力選抜 付属特別（豊山枠） 指定校（一斉）

セレクション① 一次選考 一次選考


