大学入試センター試験2017 結果報告
１月14日，15日に実施されたセンター試験。20日には中間
集計その２が公表され，得点調整は実施しないと発表された。
１．2017年度センター試験の概要
志願者数は575,967人で，現役生は471,842人(81.9％)でした。参
加大学は，昨年と変わらず国立大82，公立大84，私立大527の計
693大学でした。なお，成績通知を希望する者は434,879人(75.5％)
となっています。
２．本校での志望状況
本校では，卒業予定468名のうち99名が志願し，１月16日(月)に
行った自己採点には69名が参加しました。その日の午後に結果を
大手予備校(駿台・東進)へ送付し，19日(木)に結果シートが返送
されました。
３．出題傾向
2020年度から導入される大学入学希望者学力評価テスト（仮
称）は，思考力・判断力・表現力を評価することに主眼を置いて導
入される試験です。既に現行のセンター試験の問題においてもそ
の傾向が表れています。例えば今年は「数学Ⅰ・数学Ａ」で２つの
分野の融合問題が出題されました。また，地歴Ｂの各科目では，
いずれもグラフや図表，統計資料などの読み取りが必要な問題
が出題されました。このように知識だけでなく思考力を要する設問が
増えています。
教科
科目
国語 国語
世界史Ａ
世界史Ｂ
地理 日本史Ａ
歴史 日本史Ｂ
地理Ａ
地理Ｂ
現代社会
倫理
公民
政治経済

受験者 平均点 教科

科目

516,989 106.93 数学 数学Ⅰ
① 数学ⅠＡ
1,327 42.90
87,339 65.44 数学 数学Ⅱ
② 数学ⅡＢ
2,555 37.46
167,004 59.28
物理基礎
理科
1,893 57.05
化学基礎
①
150,262 62.34
生物基礎
75,963 57.39
物理
理科
21,976 54.65
化学
②
54,101 63.01
生物
倫理，政経 50,240 66.63 外国 英語
語 リスニング

※ 大学入試センター中間集計②
（一部，掲載していない科目もあります）

日大入試情報 ～今なら無料で…！？
日本大学の一般入試は，４方式に分かれます。各学部単位で
実施されるＡ方式，センター試験の成績を利用して合否を決める
Ｃ方式，学部試験＋センター試験のＣＡ方式，そして全学部入試
のＮ方式です。
他大学でも実施されている全学部入試では，同一の試験を受
けるだけで，その大学の様々な学部・学科に出願することができ
ます。16学部を擁し日本一の総合大学である日本大学のＮ方式
でも，最大15学科併願することが可能ですが，当然のことながら
学科ごとに受験料がかかります(２学科目以降は20,000円割引)。
しかーし！昨年末に大学本部から連絡があり，付属生につい
ては，第Ⅰ期に限りどれだけ出願しても受験料が無料になりまし
た。そこで，急遽１月10日にコンピュータ教室にて出願指導を行い，
現在31名が２月１日の試験に出願しています。次年度も継続さ
れるかは不明ですが，高１・２生で一般入試を考えている生徒は，
受験スケジュールを組む際に検討しておくと良いでしょう。
＜日本大学Ｎ方式出願までの流れ＞
マイページ作成

ネット出願

受験者 平均点
6,136 34.03
392,805 61.11
5,957 25.09
352,161 52.07
19,309 29.69
109,405 28.59
135,607 39.46
156,033 62.89
208,339 51.95
74,245 68.95
537,280 123.70
530,520 28.10

【前 田】

高２保護者対象大学費用講演会(案内)
２月25日(土)13時より本校８階視聴覚室(予定)にて，「高２保護者
対象大学費用講演会」が行われます。
お話し頂く内容は「大学入試の仕組み・入試の現状・進学にかか
る費用・奨学金の種類」と多岐に渡る予定です。
平成21年度文部科学白書によると，「大学卒業までに各家庭が
負担する平均的な教育費は，公立の幼稚園から高校まで在学し
国立大学に進学した場合で約1,000万円，それらが全て私立の場
合は約2,300万円」にも上ります。さらに，「全て私立の大学に通うと
大学に通う間だけでも平均624万円」(同白書)もの費用がかかりま
す！豊山生は当然私立学校ですから，しかも多くは日本大学（私
立）へ進学することを踏まえると，まだまだ費用はかかると考えなくては
なりません。ご子息が安易な進路選択をして，留年したり退学したりす
れば，さらに費用が嵩むことになります。生徒自身だけではなく，保護
者の方々も将来への心構えが必要と考え，この企画を準備しました。
近日中に担任の先生から高２全員にお知らせを配布しますので，
２月22日(水)までに担任を通して申込をしてください。
【真利久】

出願書類提出

日本大学への出願は全てweb出願のため，メールアドレ
ス・パスワードを設定し，マイページを作成します。

氏名・住所等の個人情報の入力と，受験票用の証明写真をアッ
プロードした後に出願できます。通常はカード決済 or コンビ
ニ払いですが，付属生用の受験料免除コード入力によりゼロ円
で決済されます。
必要なのは「調査書」と，ネット出願後にプリントアウ
トできる「出願確認票」。学校で一括して出願後，自宅
に受験票が届きます。

【今井真】

高２ 小論文講演会 報告
１月18日(水)の２時間目に，高２を対象にした小論文講演会が
行われました。講演の内容は志望理由書についてでした。生徒は，
志望理由書を書くことの意義を学ぶことから始まり，講演者に教え
ていただいた書き方のポイントを，配布されたハンドアウトに記入しな
がら，練習しました。学んだことを使ってすぐに志望理由を書く練習
ができたことで，３時間目の小論文テスト「志望理由書」に生かすこ
とができたことでしょう。
今回のお話にあったのが，推薦入試や就職においては，志望理
由書は自分と大学，または企業とが初めて接触する機会であると
いうことです。言い換えれば，初接触の際に自分をいかにアピール
できるかは志望理由書次第です。上手にアピールするためには，な
ぜ自分がその大学に行きたいのかを明確に，具体的に書くことが
大事ですが，そのためには，自分がしたいこと，それをするために必
要なことを常に明確にしておく必要があります。さらには，自分がした
いことが社会とどんな関係があるのか，貢献できることは何かを考え
ておく必要もあります。推薦入試，就職の際に非常に大事な志望
理由です。今回の講演会で学んだことを自分の志望理由書にうま
く反映させてください。

【亀 谷】

【亀 谷】

スタディサプリ使ってますか？

高１ 小論文講演会
小論文に関する講演会が２月22日(水)にあります。この講演会を
聞いたうえで，みなさんには先日書いた物をリライト（書き直し）してもら
います。そこで，講演会を聞く前に重要なことを改めて確認したいと
思います。先月号では豊山生のよく間違えるポイントの表現面を中
心に紹介しました。今回は先日の小論文で内容面のポイントであっ
た「二項対立」について紹介します。
◎ 「二項対立」を意識しよう！
よくみなさんから「何を書けばいいんですか？」と聞かれます。何を
書こうか考える前に，まずテーマに対して賛成するのか反対するの
かを意識しましょう。その賛否の構図を「二項対立」と言います。そし
て，自分の選んだ立場・反対の立場，両方の良い面と悪い面を考
えます。その良い面・悪い面を理由や例の形で書いていきます。そう
すれば，説得力のある内容の文章が「書ける」わけです。

今回，紹介したことは先日配布した「書き方ノート」にも同様のこと
が載っています。これらを改めて確認したうえで講演会を聞き，リライト
に挑戦しましょう！
【鈴木鷹】

本校でスタディサプリの学校契約を開始して４年目となりますが，登
録者数は100～200名程度（表１）といったところです。個人で申込ん
でいる生徒も何名かいるようです。では，そもそも学校契約と個人契
約ではどこが違うのでしょうか。１つは料金体系（表２）で個人契約よ
り安くなっており，学校での利用者が多ければさらに安くなる（表３）と
いう点です。もう１つは本来別料金となっている「高校講座・大学受
験講座」と「小学講座・中学講座」のすべてが利用できるという点で
す。ですから，本校のような中高一貫校では高校に上がっても中学
講座が利用できるなどお得感も大きいのです。
表１
平成25年度 218名
平成26年度 92名
平成27年度 101名
平成28年度 173名

表２
開始時期 金額
４月～ 9,000円
８月～ 7,000円
11月～ 5,000円

表３
利用人数
金額
1～249名 9,000円
250～499名 8,000円
500名～
6,000円

スタディサプリの最大のメリットは，どの講座でもいつでもどこでも繰り
返し視聴できるところにあります。利用者の多くはスマホを利用し，１
～２科目を集中的に視聴し，他科目はわからないところの講座をピン
ポイントで視聴するという生徒が一般的のようです。また，テキストは１
冊1,200円（中学はありません）を購入することができますが，ＰＤＦでダ
ウンロードして必要なページだけを印刷するのがお勧めです。すべて
印刷してしまうと紙が大量に必要となりますのでご注意を。
次年度も４月から募集を開始しますので，継続する人も新規の人
も本校のＨＰでご案内しますので見逃さないでください。では，最後に
問題です。挨拶について，米国「Ｇｏｏｄ ｍｏｒｎｉｎｇ」と日本「お早うござ
います」の違いは何？（答えはスタディサプリで）
【伊藤秀】

２月の進路行事

高１キャリア教育講義

◆「コミュニケーションの重要性」について
どんな仕事でも一人ではできません。必ず周りの協力やチーム
ワークが必要になります。どのような職種であっても，このテーマは共
通していると言えるでしょう。
◆自分の「興味や価値観」を大切にする
自分の進路や仕事を選択するとき，最初から興味のあることを仕
事に結び付けられる人ばかりではありません。ただ，漠然としていても，
自分の興味や価値観を大切にしながら前に進んでいる人も数多く
います。講師の先生方の経験談に触れることで，将来の選択を考
えるきっかけやヒントを得ることができるでしょう。

皆さんにも，楽しくてやりがいのある仕事が見つかりますように！
【西 川】

25日(土) 高２大学費用講演会（保護者対象）
日
月直

３月10日(金) 高１キャリア教育講義（高１）
日

※ 20日(月)高３社会人講座は中止となりました

)

＜セミナー内容＞
◆講師自身の「16歳からの履歴書」
今の仕事の紹介だけでなく，自身の高校時代を語ってくださいます。
当時は何を考え，どのようなことに興味をもち，そして悩んでいたのか
を聞くことで，皆さんは講師の先生をより身近に感じることができるで
しょう。

22日(水) 小論文テスト②（高１･２）

(

３月10日(金)，高１キャリア教育講義として，「16歳の仕事塾セミ
ナー」を実施します。このセミナーは，社会の第一線で活躍している
様々な職種の方を講師として招き，自身の仕事に取り組む考え方
や経験談を語っていただくというものです。
１コマ50分として，２コマで２名の方の講座を選択できます。興味
のある講義を受けて，自分の進むべき道を定めていくのもよし。自分
とは無縁と思うような仕事の話をあえて聞き，新しい発見をするのもよ
し。どちらにしても，きっと皆さんの可能性を広げる良い機会になること
でしょう。

７日(火) 日大チャレンジ特別進学模試（高１･２）

２月７日(火)の日大チャレンジ特別進学模試は，高１・高２が対象と
なります。高１は午前中３教科で午後は平常授業，高２は文系が地
歴公民，理系が理科を加えた４教科を実施します。基礎学力到達
度テストを想定していますので，現時点での各自の実力を把握し，４
月あるいは９月に向けてしっかりと準備をしていこう。

２月22日(水)の小論文テスト②は，１月18日(水)に実施した小論文
テスト①と同じテーマで書くリライトです。高１は３限に講演会（アリー
ナ）を実施し，４限にテスト，高２は３～４限に各教室で志望理由書
を書きます。いずれも添削されたものを参考にしてより高い完成度に
なるように心掛けましょう。
２月25日(土)の13時から視聴覚教室（予定）にて，高２大学費用講
演会を保護者対象に実施します。高２は次年度が受験の年となり
ますので，保護者側から受験料・入学金・学費・その他どれぐらい
の費用がかかるのかを学研の担当者からお話していただきます。

３月10日(金)の高１キャリア教育講義は，高１対象に９時から２コマ
の講義を受講します。内容は「16歳の仕事塾」から派遣された第一
線で活躍する社会人の体験談。全16講座から２講座を選択し，各
社会人の16歳から現在に至るまでの話をしていただきます。社会の
先輩たちのキャリアを参考に自分たちの生き方を考えるという企画で
す。

【伊藤秀】
次回３月号は，２月２７日(月)発行予定です

