付属推薦・指定校推薦 スタート！！
高３は基礎学力到達度テストも終わり，指定校推薦や付属推薦
が既にスタートしています。ここでは各種校内選考・セレクションの流
れを確認します。本校では，以下の順で校内選考やセレクションが
実施されます。それぞれ通過した場合，必ず推薦出願をし，合格し
た場合，入学辞退ができないので，事前に志望校を明確にしておく
ことが非常に重要です。また，不通過となった場合は，次の校内選
考・セレクションにエントリーすることができます。
① 指定校推薦 校内選考（第１次） ※第３希望まで申告可
②

付属特別選抜（豊山枠） 校内選考（第１次）
※第３希望まで申告可

③

指定校推薦・付属特別選抜（豊山枠） 校内選考（第２次）
※第３希望まで申告可

④

基礎学力選抜・国公立併願方式 セレクション（第１次）
※第３希望まで申告可。付属全体の上位者から通過。

⑤ 基礎学力選抜 セレクション（第２次） ※第３希望まで申告可
⑥

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。

校内選考は，総合序列や欠遅早・生活態度を考慮して選考が
行われます。また，特進クラスは付属特別選抜（豊山枠）の校内選
考（第１次）にはエントリーできません。さらに，「校内選考・セレクショ
ン通過＝合格ではない」という点には注意してください。その後，必
要書類などを作成して出願し，面接や小論文などの推薦試験を受
験しなければならない学部・学科もあります。そして，指定校推薦や
付属特別選抜（豊山枠）には推薦要件があるので，高１・２の皆さ
んは今のうちから把握しておくことをお勧めします。
【松 本】

校外模試のお知らせ(～３月31日)
☆ 中学生
11月4日
☆ 高１生
10月21日
10月28日
11月11日
1月27日
2月3日
2月17日
☆ 高２生
10月28日
11月11日
1月27日
2月10日
2月17日
☆ 高３生
10月14日
10月14日
10月28日
10月28日
11月4日
11月18日
11月25日
12月16日
12月16日

全国統一中学生テスト（東進・マーク・無料）
第２回 高１駿台全国模試（駿台・ハイレベル）
全国統一高校生テスト（東進・マーク・無料）
第３回 全統高１模試（河合・記述）
第３回 高１駿台全国模試（駿台・ハイレベル）
第４回 全統高１模試（河合・記述）
高１駿台全国マーク模試（駿台）

高３ 面接指導講演会
去る９月12日(木)高３対象に面接指導講演会を実施しました。
学研アソシエから尾川直子様を講師として派遣頂きました。尾川
様は大学入試や就職試験対策に，各地で面接指導や小論文
指導を実施されています。指定校推薦や付属推薦では面接試
験を課される場合が多く，高３はポイントの整理が出来たかと思い
ます。
①まずは，頭髪服装チェックから
第１印象で評価が決まってしまいます。清潔感を大切に。
×長髪，スニーカーソックス，ひげなど
②入室・退出時など，挨拶は動作を止めてから
「失礼します」と言ってからお辞儀。言いながらは×。
③面接官の質問に対して，まずは結論から
④絶対聞かれるだろう質問項目
志望動機・入学後から将来への計画・自己PR・長所短所
高校時代に頑張ったこと・高校の特徴・挫折経験
通っている高校の特徴・最近気になったニュース
⑤回答する際には，固有名詞や数字などを入れるとなおよい
(大学の授業名，教授名，本のタイトルなど…)
また，講演中には，２人の生徒に協力をしてもらい模擬面接を実
施しました。協力してくれた２人はとても立派に実演してくれました。
高３，しっかり本番頑張りましょう！

【田島寛】

センター試験は私立大学にも！
「大学入学センター試験」は再来年度から「大学入学共通テス
ト」に変わってしまいますが，来年度までは現行のものになりますの
で，今回は現行のものを紹介します。
みなさん，センター試験について，どれくらい知っていますか。国
公立大学の受験に必須であるだけでなく，センター利用入試とい
う形で，９割以上の私立大学の受験にも利用することができます。
必要な教科数や配点などは様々ですが，３～４教科での実施が
多いので，私立大学志望の人でも対応可能です。
最大のメリットは以下の図のように，センター試験の成績一つで
複数の大学や学部に出願可能である点です。

全国統一高校生テスト（東進・マーク・無料）
第３回 全統高２模試（河合・記述）
第３回 高２駿台全国模試（駿台・ハイレベル）
全統高２マーク模試（河合）
高２駿台全国マーク模試（駿台）
第３回 全統記述模試(河合)
第２回 駿台・ベネッセ記述模試(駿台)
第３回 全統マーク模試(河合)
全国統一高校生テスト（東進・マーク・無料）
第３回 駿台・ベネッセマーク模試(駿台)
早大・慶大オープン（河合）
全統センター試験プレテスト（河合）
大学入試センター試験プレテスト(駿台)
センター試験本番レベル模試(東進)

ほとんどの模試は豊山生専用の申込案内があります。進路室前
にありますので，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】

私立大学のセンター利用は合格のチャンスを増やすというだけで
はありません。志望順位の低い大学をセンター利用で通過するこ
とができれば，センター試験後，２月の難関大学の対策へ集中す
ることができるということも大きなメリットです。
高２はまずセンター試験の問題がきちんと解けるようになることを
目標としましょう。すでにセンター試験の申し込みの済んだ高３は，
自分に合った受験校や入試方式を決定し，10月下旬頃に届く
「確認はがき」にて，受験科目などの登録内容をしっかりと確認し，
本番に備えましょう。
【鈴木鷹】

【鈴木鷹】

【鈴木鷹】

2020年 新テストについて
いよいよ次年度のコース・科目選択をする時期となりました。高校
生活だけでなく，大学選び，ひいては将来的な職業選択にも直結
する今回のコース・科目選択は，人生における大きな決断でもありま
す。進路適性診断・進路調査・社会人セミナー・オープンキャンパ
ス参加等々，高校に入学してからの半年間で経験してきた行事を
踏まえ，自身の将来に向けて前向きな選択をしましょう。
(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 ［倫政・地理Ｂ］
文系進学 ［日本史Ｂ・世界史Ｂ・地理Ｂ・倫政］
文系特進 ［日本史Ｂ・世界史Ｂ・地理Ｂ・倫政］
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］
※いずれも１つ選択
※留意点
・高２で選択履修した科目は，高３での変更不可。
・高３進級時，文→理，理→文のコース変更不可。
・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。
（成績不振の場合，高３で特進コース→進学コースへ）
・高１で日本史Ａを選択した生徒は高２で地理Ｂ選択不可。
・高１で地理Ａを選択した生徒は高２で日本史Ｂ選択不可。
※基礎学力選抜における受験区分(今後変更の可能性あり)
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
【今井真】
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＋地歴特講（日本史）Ⅰ
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３年次
地歴演習（日本史）Ⅰ＋Ⅱ
地歴演習（世界史）Ⅰ＋Ⅱ
地歴演習（地理）Ⅰ＋Ⅱ
公民演習Ⅰ＋Ⅱ
物理＋理科演習(物理)
化学＋理科演習(化学)
生物＋理科演習(生物)

11月には２度目の試行調査が実施されますので，特に高１以下
の生徒は要注目！次回は「英語」について見ていきます。
【今井真】

１０月の進路行事
１日(月)
２日(火)
３日(水)
５日(金)
６日(土)
10日(水)
12日(金)
13日(土)
18日(木)
20日(土)
25日(木)

センター試験志願票校内締切 (高３)
付属特別① 校内締切
（高３）
コース選択ガイダンス
（高１）
基礎学力到達度テスト結果発表(高３)
付属特別① 結果発表
（高３）
付属特別② 指定校②校内締切 (高３)
セレクション① 校内締切
（高３）
実力テスト②３科
（高１･高２）
セレクション① 結果発表
（高３）
セレクション② 校内締切
（高３）
セレクション② 結果発表
（高３）
付属推薦書類提出日
（高３）

月
日

)

コース

(1) 出題形式の変更
現行センター試験では択一式(マーク方式)のみだが，共通テ
ストでは「国語」「数学ⅠＡ」で記述式も導入される。特に，「国語」
では20～30字，40～50字，80～120字の解答が求められる。
(2) 「英語」の４技能化
センター試験で問われるのはReading(200点)/Listening(50点)の
み。新制度でもR/Lのテストは残される一方で，民間の英語資格試
験の結果を用い，R/Lに加えてSpeaking/Writingの力が求められる。

(

高２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。

現在の高１から大学入試制度が変わる―。巷で話題のこの
テーマ，皆さんはどこまで知っていますか。「センター試験が変わ
る」というのは，文部科学省が掲げている「高大接続改革」の中の
大学入試改革の１つに過ぎません。そこで，これまでに文部科学
省から公表されている内容を少しずつ整理していきます。
上述したように，受験生にとって最もインパクトが大きいのは，毎年
約50万人が受ける「センター試験」の変更でしょう。新テストの名称
は「大学入学共通テスト(以下『共通テスト』)。昨年度には試行調
査(プレテスト)も実施されました。主な変更点は以下の通りです。

日 直

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。

地歴特講（日本史）Ⅱ
地歴特講（世界史）Ⅱ
公民特講Ⅱ
理科演習α(物理)＋
理科演習β（物理）
OR／AND
理科演習α(化学)＋
理科演習β（化学）
理科演習α(生物)＋
理科演習β（生物）
OR／AND
理科演習α(化学)＋
理科演習β（化学）

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。
【青木智・竹原】

10月３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。
10月12日(金)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10日(水)のＬＨＲで実施する予定です。
【伊藤秀】

次回１１月号は，１０月３０日(火)発行予定です

