指定校推薦 危うし ･･･ !?

基礎学力到達度テスト④
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指定校推薦とは，各大学が高等学校を指定し，一定数の推薦
枠を与える制度です(例えば，豊山から学習院文学部１名)。指定
校推薦を得るためには，高校３年間総合の学年順位を基にした総
合評価になります。故に，欠遅早を含めた日々の生活状況も選考
材料になります。もちろん，授業態度や頭髪服装検査もですよ。
年々，指定校推薦の枠数は変化しています。増える材料としては，
当該大学への一般入試での合格状況や豊山高校自体の進学
実績です。反対に，減る要因となるのは，「指定校推薦で進学した
生徒の成績」になります。毎年，進路指導部には，当該生徒の成
績が送られてきます。特に，理系は散々たる結果です。単位を落と
したり，退学したり。
指定校推薦で進学を希望する生徒は，自分のためにもしっかりと
学力をつけてから入学してください。合格が出るのは遅くとも12月で
す。入学までの３ヶ月は必死に勉強してほしいです。
【田島寛】

スタディーサポート＆日大チャレンジ模試結果
５月26日(金)に行われたスタディーサポート(高１・２)と日大チャレンジ
模試(高３)の成績上位者を発表します。詳細は５階の進路相談室へ。

順位
１位
２位
３位
４位
５位

高１
ｸﾗｽ 校内偏差値 ｲﾆｼｬﾙ
Ｅ 217.1 D.S
Ｆ 208.6 K.T
Ｅ 207.7 T.O
Ｆ 207.0 H.M
Ｆ 203.8 A.A

順位
１位
２位
３位
４位
５位

高２文系
ｸﾗｽ 校内偏差値 ｲﾆｼｬﾙ
Ｂ 215.8 Y.A
Ｆ 214.3 Y.A
Ｆ 214.1 T.N
Ｆ 213.9 R.I
Ｅ 212.4 R.K

付属特別選抜における注意点をいくつか紹介します。
①推薦要件 ：豊山枠，付属枠の両方共，各学科，全く異なる推薦の
条件があります。一つ一つ，しっかりと確認しましょう。
②募集人数 ：基礎学力選抜とは異なり，募集人数が非常に少ないの
で，推薦要件をクリアしているからといって決して安心しないこと。
③校内選考 ：豊山枠では推薦要件を満たしているだけでは，「出願の権
利」は得られません。豊山における「総合序列」を軸に人物評価等も含
めた「総合評価」によって，校内選考が行われます。この選考を通過し
た者が出願できることになります。
④特進コース ：基礎学力選抜や付属枠と異なり，特進コースの人は１
回目の校内選考に参加することはできません。１回目の校内選考で推
薦枠を満たさなかった学科の，２回目以降からの参加は可能になります。

今回，紹介したのはあくまで「出願の権利」を獲得する過程です。
出願後に各学科の面接や小論文などの選考もありますので，油断
しないようにしてくださいね。
【鈴木鷹】

大学入試センター試験説明協議会 報告

順位
６位
７位
８位
９位
10 位

高１
ｸﾗｽ 校内偏差値 ｲﾆｼｬﾙ
Ｅ 200.8 K.H
Ｊ 200.1 Y.S
Ｆ 199.4 K.M
Ｆ 198.3 K.H
Ｆ 198.0 S.N

平成29年７月７日(金)，昭和女子大学人見記念講堂において
平成30年度大学入試センター試験説明協議会が開催されました。
基本的には昨本年度と大きな変更点はないそうです。
さて，この｢センター試験｣は平成32年度から｢大学入試共通テス
ト（仮称）｣としてリニューアルされる予定です。大きな変更点を挙げ
ておきますので，中３以下は入試センターのＨＰをチェックしておこう。

順位
１位
２位
３位
４位
５位

高２理系
ｸﾗｽ 校内偏差値 ｲﾆｼｬﾙ
Ｈ 209.1 R.H
Ｈ 204.2 H.S
Ｈ 203.0 Y.K
Ｈ 202.0 T.Y
Ｈ 200.1 S.S

順位
１位
２位
３位
４位
５位

高３理系
ｸﾗｽ 偏差値
Ｈ
291
Ｈ
287
Ｈ
281
Ｈ
277
Ｈ
276

① 記述式問題の導入
現行のセンター試験はマークシート式問題での出題ですが，これに加
えて記述問題が出題されるようになります。概要は以下の通りです。
・｢国語総合（古文・漢文を除く）｣では文字数80～120文字程度の問題
を含めて３問程度をマークシート式問題の大問と分けて出題予定。また，
それにともない表題にあるような｢駐車場使用契約書｣を問題文として利
用するような今までにないタイプの出題が考えられています。
・｢数学Ⅰ｣ではマークシート式問題と記述式問題を混在させて３問程
度出題予定。
② 英語試験の変更
平成32年度以降，｢大学入試共通テスト（仮）｣の英語試験を実施せ
ず，英語の入学者選抜にはTOEICや英検などの認定試験を活用。これ
はかなり大きな変更点ですが，この点に関しては影響が大きいため，幾つ
かの案とともに現在も検討中のことでした。

★日大チャレンジ模試
高３文系
ｸﾗｽ 偏差値
Ｆ
285
Ｆ
285
Ｆ
269
Ｆ
269
Ｆ
268

久しぶりの「基礎学力到達度テスト」(以下，基礎学力)についてで
す。今回の付属特別選抜は，基礎学力が直接関わるわけではあり
ませんが，原則として基礎学力を受験した者にしか，選抜への資格
を与えられませんので，ここで紹介します。
５月号で紹介したように，付属特別選抜には豊山枠と付属枠の２
種類があります。忘れてしまった人は５月号も見直して見てください。
≪付属特別選抜が実施される学部≫

｢駐車場使用契約書｣が国語の問題として出題？

★スタディーサポート

順位
１位
１位
３位
３位
５位

付属特別選抜

ｲﾆｼｬﾙ
Y.T
K.M
K.I
K.N
K.Y

ｲﾆｼｬﾙ
H.T
K.M
T.B
D.I
Y.H

【青木智・渡辺】

【佐藤重】

【亀

【佐藤重】

【青木智・渡辺】

School Visitors

5/30 火 明海大学 〔浦安・坂戸キャンパス〕
歯学部は坂戸キャンパス。学費は安いが留年したら高くなるので要注意。

6/14 水 東海大学医学部 〔神奈川県伊勢原市〕

豊山では，年間を通して，40～50の日大・他大学・専門学校の先
生や入試広報の方が進路指導部を訪ねて来ます。このコーナーで
は，４月から来校した大学等をダイジェスト版で紹介します。
漢方＋薬剤師なら日薬へ。４年制の医療ビジネス薬科はお茶の水です。

4/28 金
5/ 2 火

5/ 9 火
5/12 金

6/16 金 帝京大学 〔板橋・八王子キャンパス〕
板橋キャンパスの医＆薬学部は立地・設備・教育すべて高評価。

4/21 金 成城大学 〔世田谷区〕

4/26 水

前身は医療系専門学校で人気の理学療法の指定校もあるそうです。

6/15 木 東京未来大学 〔足立区〕
日大文理心理学科で３年間助手をしていた大柿さんが担当。相談ＯＫです。

4/21 金 日本薬科大学 〔埼玉県北足立郡伊奈町〕

4/25 火

伊勢原では下宿率が47％。来春から看護学科が設置される予定。

6/14 水 人間総合科学大学 〔さいたま市 蓮田＆岩槻キャンパス〕

キャリア支援も充実，とりあえず大学入学という人にもキャリア教育
プログラムで社会を生き抜く力を身につけられる。
佐野日本大学短期大学 〔栃木県佐野市〕
今年度４月より日大との編入に関する協定を結び，文理学部と国際関係
学部への編入がし易くなった。
警視庁 〔東京都〕
在職者の出身高校別では174名で豊山が１位。大学別は日大が１位。
防衛省 〔台東区〕
昨年度の卒業生の防衛大学校６名合格は文京区第１位。
日本大学経済学部 〔千代田区三崎町〕
海外留学制度が充実。派遣交換留学プログラム・年間留学プログラム・
夏季語学研修など国際コースだけでなく，全学科で実施。単位も取得
できるので４年で卒業が可能です。
ものつくり大学 〔行田市〕
一押しは総合機械学科のヒューマンインタフェースコースです。
東邦音楽大学 〔川越キャンパス〕
豊山の近所は短大。他の音大に比べて人数が少ないので就職が良い。

6/20 火 東京国際大学 〔川越市〕
ＧＴＩ(ネイティブ教員による英語教育組織)が46名で英語力UP！

6/27 火 職業能力開発総合大学 〔小平市〕
６割が職業訓練指導員 〔準公務員〕で，就職率は100％だそうです。

6/29 木 立正大学経済学部 〔品川区大崎〕
次年度から入試段階で選べる経済学・国際・金融の３コース制を導入。

6/29 木 城西大学薬学部 〔坂戸市〕
豊山からはほぼ毎年進学している。留年が少なく面倒見が良いのが特徴。

6/30 金 高千穂大学 〔杉並区〕
担当は豊山OBの山本君。人間科学科・児童教育専攻で小学校教諭免許も。

7/ 3 月 武蔵野音楽大学 〔江古田キャンパス〕
専門未決定でも，１年次はオープンメジャー制で２年次から専門へ。

7/ 3 月 杏林大学総合政策学部 〔三鷹市〕
本校ＯＢも進学。新ＡＯ入試スポーツ型は野球部対象で8/1～8/16。

7/ 3 月 東京福祉大学 〔東池袋〕
Special奨学生制度で４年間で総額約500万円を免除。

7/ 6 木 白鷗大学 〔栃木県小山市〕
昨年推薦で１名進学。推薦合格でも特待入試(授業料半額)が受験可。

5/16 火 帝京平成大学 〔池袋･中野･千葉キャンパス〕
救急救命士を目指すなら池袋の健康メディカル学部医療科学科が一番。

7/ 6 木 昭和大学薬学部 〔品川区〕
２時間半の議論の結果，やっぱり６年制が一番。公募推薦が狙い目。

5/25 木 日本大学医学部看護専門学校 〔板橋区〕
学費が安く，就職も大学病院があるので安心。男子も増加傾向に?!
5/29 月 日本大学生産工学部 〔習志野市〕
大卒者の３年後の離職率35％に対して生産工学部は17％と低い。
5/29 月 麻布大学 〔相模原市〕
「食の安全」や「環境問題」に興味・関心がある人は生命環境科学部が
お勧め。指定校もあるのでオープンキャンパスに行こう。

日本大学 学部説明会

本当に日本？今年度から理想的な教育空間｢ＫＵＩＳ ８｣がオープン。

7/10 月 城西大学経営学部 〔坂戸市〕
マネジメント総合学科で保健体育教員免許の取得が可能になったよ。

7/10 月 昭和大学歯学部 〔品川区〕
安心してください。６年で歯科医になれますよランキング第２位。

９月の進路行事
・９月４日(月)

月

基礎学力対策直前テスト（高３） 日

・９月28日(木) 基礎学力到達度テスト（高３）

日直

)

・９月20日(水) コース選択ガイダンス（高１）

(

７月18日(火)，高２進学クラス全員と高１，高２特進クラス，高３の希望
者を対象とする日本大学学部説明会を行いました。日本大学16各学部
からお招きした講師の先生方から，各学部の概要や特徴などについて40
分×３コマの講義が行われました。以下に説明会の様子をご紹介します。

7/10 月 神田外語大学 〔幕張キャンパス〕

・10月１日(日) 文理学部体験授業（高校希望者）

文理学部

商学部

９月４日(月)に実施される基礎学力対策直前テスト(高３)は，総合
序列にも加算される重要なテストです。本校教員が本番を予想？し
て出題しますので気合いを入れて勉強しよう！同日高１・２は錬成テ
ストを実施するので，こちらもしっかりと勉強しよう。
９月20日(水)の高１コース選択ガイダンスは，２年次文理コース選択
のための最終のガイダンスとなります。進路適性検査やオープンキャ
ンパスなどを踏まえて，悔いのないように決めてください。文理選択の
最終決定は11月の予定です。

理工学部
生物資源科学部
今回のように，自校において日本大学16学部の説明を聞くことができるの
も，日本大学の付属校であることのメリットの一つ。各学部の講師の先生
方から普段聞くことのできない話を聞き，それぞれの学部に対するより明確
なイメージを掴むことができたのではないでしょうか。日本大学への進学を希
望している生徒たちにとっては貴重な時間となったはずです。
そして，生徒の皆さん！この説明会をきっかけに，興味・関心をもった学部
のオープンキャンパスに是非足を運んでみましょう。自分の目で見て肌で感
じることで，パンフレットやホームページだけでは知ることができない情報を得
ることができるはずです。この夏休みを利用して，自らの志望学部を絞って
いきましょう。
【松 本】

９月28日(木)の基礎学力到達度テストは，付属推薦を考えている
高３にとっては最後のテストです。特に地歴公民や理科は一発勝負
なので，この夏休みに十分な準備をしておこう。もちろん，国・数・英
の３教科は苦手分野を克服しておくことは言うまでもないでしょう。
10月１日(日)の日本大学文理学部の体験授業は，例年開催して
います。校内では既に締め切りましたが，特に高３で申込み損ねた
人は今すぐ進路指導部まで連絡してください。
お知らせ
スタディサプリの学校登録第２弾の追加受付を７/20木～７/27木
で実施します。希望者は学年の進路指導部までご一報ください。

【伊藤秀】
次回１０月号は，９月２５日(月)発行予定です

