2019年度 指定校推薦速報
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学習院
文
日本語日本文 / ドイツ語圏文化 / フランス語圏文化
経済
経済
上智
理工
物質生命理工 / 機能創造理工 / 情報理工
中央
経済
経済 / 経済情報システム / 国際経済 / 公共・環境経済
薬
男子部
東京薬科
生命科
分子生命科 / 応用生命科 / 生命医科
理工
先端化 / 経営工
基礎工
電子応用工 / 材料工 / 生物工
東京理科
工
建築 / 工業化 / 電気工 / 情報工 / 機械工
経営
ビジネスエコノミクス
日本歯科
生命歯
法政
理工
創生科
明治
政治経済
政治 / 経済
明治薬科
薬
生命創薬科
コミュニティ福祉 コミュニティ政策
立教

指定校推薦とは，各大学が高等学校を指定し，高校からの推
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)。各
大学が提示している基準を満たした生徒のみが校内選考にエント
リーし，３年間の総合序列をもとに選考を行います。基礎学力到達
度テストや錬成テストもさることながら，欠遅早を含めた生活態度も
重要になってきます。
指定校推薦の枠数の増減については，指定校推薦で進学し
た卒業生の成績や，その大学の一般入試における合格状況が
要因としてあります。今年度は残念ながら，成蹊大学の指定校が
なくなりました。その理由として，指定校推薦で進学した卒業生の
成績が芳しくないことが担当者から伝えられました。その代わり，芝
浦工大が新しく増えました。芝浦工大は，ここ数年，合格者が増
えたからかも知れません。いずれにせよ，指定校で進学する生徒
は合格後も継続して，学習を続ける必要があります。
【田島寛】

大学進学への道

～校内選考～

今回は，「大学への道」と題して，付属特別選抜や指定校推薦で
行われる「校内選考」についてお伝えします。
(1)まず，推薦要件（基準）を確認する！
推薦入試は，各大学等が提示する推薦要件を満たした生徒のみ
出願できます。高３には推薦基準一覧表が配布されますので，志望
する大学等の推薦要件を確認しましょう。ただし，一覧表ではスペー
スの関係で省略されている情報があるかもしれませんから，必ず各大
学等から出された公文書でも確認してください。出願直前で推薦要
件を満たしていないことが発覚！なんて怖すぎますよね。
(2)指定校推薦や付属特別選抜（豊山枠）には校内選考がある！
推薦要件を満たしているだけでは，指定校推薦や付属特別選抜
（豊山枠）に出願することはできません。校内選考に「エントリー」して，
「通過」すると出願できます。つまり・・・
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出願！
推薦要件
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不通過
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◎校内選考のしくみ
校内選考は「総合序列」によって行われます。例えば，人数枠がそ
れぞれ１名のＡ大学・Ｂ大学・Ｃ大学があり，そこに３名の推薦要件を
満たした生徒がエントリーしたとします。

高１社会人セミナー
７月19日(木)，高１全クラスを対象に，社会人セミナーを実施しま
した。ＮＰＯ法人「16歳の仕事塾」によるこのセミナーは，社会の第一
線でご活躍中の社会人の方々をお迎えし，ご自身のキャリアについ
てのお話を伺うことのできる貴重な機会です。今回お越しいただい
た方々の会社は，以下の通りです(敬称略)。
㈱ＤＭＭ.Com / ＬＥＧＩＴ㈱ / ＵＣサロン / アフラック / さかなプロダク
ション / ソニーコンピュータサイエンス研究所 / ㈱フロンテッジ / 伊藤
忠商事㈱ / 独立行政法人 日本スポーツ振興センター / 経営コンサ
ルタント・キャリアコンサルタント / 元東京都職員 / 西山都公認会計士
事務所 / 清水建設㈱ / ㈱富士ゼロックス総合教育研究所 / 赤坂山
王法律事務所 / ㈱ファーコス / ㈱柳屋本店

ｿﾆｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｲｴﾝｽ研究所

さかなプロダクション

生徒は最も興味のある２つの会社を事前に選び，各会場で講義
を受けました。「身の回りにいる社会人＝保護者・教員」である多く
の生徒たちは，全く異なる環境で生きている講師の先生方からのお
話に大いに刺激を受けながら，現在取り組んでいる学習が将来に
どのように結びつくのかを学ぶことができました。
【今井真】

Ｂ大学の志望順位では，第一志望に挙げている□□君の方が
△△君より上ですが，選考は序列順に行うので，Ｂ大学は△△君が
通過となります。
序列は，９月３日の基礎学力対策直前テストの結果までが反映さ
れます。９月27日の本番に向けての勉強をしっかり進めておきましょう。
【青木智】

大学入試センター試験説明協議会 報告
今年度のセンター試験について，例年からの変化はありません。
センター試験を受験する可能性が少しでもある生徒は，９月に校
内説明会を実施しますので，必ず参加してください。そこで，今後の
手続きの説明をします。
現高１のセンター試験については，大きく２点変更される予定です。
①国語と数学Ⅰにおける記述式の導入
国語については，20～30字，40～50字，80～120字の記述がそ
れぞれ１題ずつ出題されます。数学については，数式を書かせたり，
問題解決方略などを短い文で書かせる問題が出題されます。
②英語検定試験の導入
英検やＴＯＥＩＣなどの民間事業者による検定試験が活用されま
す。現段階で，スコアによる換算点は未定ですが，大学入試セン
ターが一括して，各検定の成績結果を管理するようです。英語検
定が採択されることは，ほぼ確実ですので，準１級目指して頑張り
【田島寛】
ましょう。

【今井真】

ましょう。

【田島寛】

日本大学 学部説明会

【芸術】意志を強くたないと合格できない。とにかく自己主張！／コースが
多くあり，専門学校よりも多くのことが学べる。「学生＋日芸＝∞」。
【国際関係】英語や中国語だけでなく，アラビア語やスワヒリ語なども学べ
７月18日(水）に，主に高２を対象として，日大の学部説明会が実
ることに驚いた。／留学先の大学が色々な国にあって，充実している。
施されました。生徒は事前に希望した複数の学部について，講義形 【危機管理】危機は，テロや災害だけでなく，身近なところにもあると学んだ。
式で説明を受けました。この記事では，講義の後に生徒がまとめた
／過去の失敗から学んで，それを活かした現在が，未来につながる。
感想やメモを，いくつかご紹介します。
【スポーツ科】専門的なことを学べるので，プロ選手やトレーナーになりたい
人にはとても良いと思う。／オリンピックメダリストもいて，すごいと思った。
【法】法律だけでなく，新聞や経営といったことも学べる。／法に基づいた
【理工】自分の好きな分野に合った研究ができるので，興味を持った。／
思考を身に付けて，物事を公平に見られるようになりそう。
専門分野が細かく分かれているので，学びたいことをしっかり選ぶ必要
【文理】現代を生き抜くための教養を身につけることができる「知のスクラン
があると思った。
ブル」。／いろいろな施設やイベントがあって，充実した学校生活を送
【生産工】文系でも受験することができるし，入試の種類が豊富。／工学
れそう。
の知識と技術だけでなく，経営管理能力も身につけられる。
【経済】学べるテーマが多様で，経済学部の人気が高い理由がわかった。
【工】都心から遠いだけあって，学生に対するケアがすごく良い。土地の
／お金の流れだけでなく，社会の流れを学ぶ学問だった。
広さを利用した施設に圧倒された。／理工学部と似ているが，工学部
【商】経済学ではなく，身近な企業や商品などの実学的なことを学ぶとい
は医療とも関わっていたりしてびっくりした。
うところに興味を持った。／各学科の説明を聞いて，聞く前よりもプラス
【医】TOEFLの授業が義務付けられていて，英語に力を入れているとわかっ
の印象を持った。
た。／付属校出身の生徒も，最終的には，一般受験した生徒との差
を埋めることができる。
【歯】歯の治療は変わっていくというのが印象に残った。／６年間の勉強で，
努力を惜しまない根気が求められる。
【松戸歯】入学するまでよりも，入学してからの方が大変そうだと感じた。／
常に勉強する習慣をつけておかないと，卒業が大変になる。
【生物資源科】環境保全や食品関係など，幅広い就職先があった。国
連に勤めている人もいるらしい。／施設がとにかくすごい！フィールドサイ
文理学部
薬 学 部
エンスが面白そうだった。
【薬学部】国家試験の合格率がとても高い。／６年間の勉強が大変そうだ
が，薬剤師が減ってきているという話を聞いて，なってみたいと思った。

School Visitors

【竹 原】

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。
4/11 水 早稲田美容専門学校〔新宿区〕豊山卒の黒澤君がワセビを卒業して，
活躍しているそうです。「手に職」もアリだね。

6/ 5 火
6/11 月

６年制(健康薬・漢方薬・臨床薬学科)と４年制(薬科学科)がある。
西武文理大学サービス経営学部 〔狭山市〕
今回訪問された山田幸代先生は日本の「ラクロス」の第一人者！
日本大学生産工学部 〔習志野市〕昨年度，鳥人間コンテスト滑空機
部門優勝は記憶に新しい。君も「トリボーイ」に挑戦してみないか！
東京国際大学 〔川越市〕
2023年に池袋国際キャンパス（サンシャインシティ）が完成予定。
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。

6/19 火 駿河台大学 〔飯能市〕指定校ですが，H22年度以来進学者がいま
せん。池袋～飯能45分で通えるんだけどね。
6/19 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。
6/21 木 成蹊大学 〔武蔵野市吉祥寺〕指定校はなくなりましたが，学生に人

気の吉祥寺にキャンパスがある。安倍首相の出身大学です。
6/25 月 東京歯科大学 〔千代田区神田三崎町〕私立歯科系大学のトップ。
豊山の卒業生が特待生になるなど活躍しているそうです。

6/26 火 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。

7/ 2 月 麻布大学 〔相模原市〕「食の安全」や「環境問題」に興味・関心が
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・９月19日(水) コース選択ガイダンス（高１）
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在職者の出身高校別では172名で豊山が１位。大学別は日大が１位。

5/16 水 横浜薬科大学 〔横浜市戸塚区〕

月

・９月３日(月) 基礎学力対策直前テスト（高３）
・９月12日(水) 面接指導講演会（高３）

4/24 火 警視庁 〔東京都〕

5/25 金

９月の進路行事

ある人は生命環境科学部がお勧めです。
神田外語大学 〔幕張キャンパス〕
「言葉は世界をつなぐ平和の礎」が建学理念。今アジア言語が狙い目。
日本大学生物資源科学部食品ビジネス学科〔湘南〕
食品業界への就職に強い。女子７割なので求む男子学生！！
白鷗大学 〔栃木県小山市〕小山キャンパス（＝東キャンパス）に経営
学部も移転。推薦合格でも特待入試(授業料半額)が受験可。
武蔵野音楽大学 〔練馬区〕

入間キャンパスから江古田キャンパスに完全移転しました。
7/13 金 昭和大学歯学部 〔品川区〕１年次は富士吉田で寮生活ですが，
チーム医療教育の第一歩となる。

【伊藤秀】

・９月27日(木) 高３基礎学力到達度テスト（高３） 日 直
・９月30日(日) 文理学部体験授業 (高校希望者)

９月３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。本校教員が最後の模試を
作成します。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12日(水)のＨＲで，高３対象に面接指導講演会を実施します。
全員が面接試験を受ける可能性がありますので，きちんと確認しよう。

９月19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。
９月27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。国数英の準備はもちろん，特に地
歴公民や理科は一発逆転が可能です！期待しています。
９月30(日)の日本大学文理学部の体験授業は，今年度，54名の
生徒が希望をしました。人文・社会・理学系という分野に分れ，それ
ぞれ３学科分授業を受けてきます。
スタディサプリは７月申込者を含めて，515名になりました。夏期休暇
はたっぷりと時間があるはずですので，大いに活用してください。まさ
か，まだ登録してないとか？

【伊藤秀】

次回１０月号は，１０月１日(月)発行予定です

