2020年度 指定校推薦速報

大学進学への道 ～校内選考～

【令和２年度入試 主な指定校推薦枠】 ※東京歯科大，東京理科大は今年度未定
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前号までのCompassで，日本大学への主な推薦入試は，大きく
基礎学力選抜・付属特別選抜の２つの方式があるという話があり
ました。（どんなものだっけ？と思った人は読み返してくださいね。）

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(評定基準など)を満たした生徒のみが校内
選考にエントリーし，３年間の総合順位を基に選考を行います。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
生徒の成績や，その大学での一般入試の合格状況が要因として
あります。上表にはありませんが，今年度，明治学院大学(心理)と
武蔵野大学(薬)が増えました。また反対に，今まで複数人数枠
だった学校の枠が減っているケースが目立ちました。これは，文科
省からの定員厳格化を受け，各大学が各高校に与える指定校推
薦枠を見直した結果と言えるでしょう。そして，東京歯科大，東京理
科大については，現段階ではまだ指定校依頼が来ておりません
(表中は昨年度基準)。
指定校推薦で進学する場合，推薦枠に影響がないように，合
格後も学習を続けてほしいと思います。
【田島寛】

高２社会人セミナー
皆さんはオープンキャンパスレポートやガイドブックを通じて，大学へ
目を向けることを積極的にしているかと思います。しかし，その先にあ
る社会人としての見通しはどのくらい出来ているでしょうか。この「社会
人セミナー」はキャリア教育の一環として行うもので，社会人の方々
から講義をしてもらい，これから社会へ出て行く上でのヒントを得たり参
考材料にしてもらう機会です。
７月17日(水)午前中に２つの講義を聴きまし
た。種類は18にも及びます。
エンジニア／起業／CMカメラマン／国内・
海外で働くこと／開発・発明／情報セキュリ
ティ／医療／コンサルティング／生協／プラ
ンニング／アナリシス／弁護士／青年海外
協力隊／研究者／薬剤師／建築士／市
役所職員／社団法人鬼ごっこ

付属特別選抜の「豊山枠」と呼ばれるものと，指定校推薦では，
各学部からの推薦要件（評定平均や資格等）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。この選考を通過してようやく出願となります。
推薦要件
確認

→

校内選考
Entry

→ 校内選考 →

＜序列１位 太郎君＞
第一志望 Ａ大学→○
第二志望 Ｂ大学
＜序列２位 次郎君＞
第一志望 Ａ大学→×
第二志望 Ｂ大学→○
＜序列３位 三郎君＞
第一志望 Ｂ大学→×
第二志望 Ｃ大学→○

出願の権利を
GET!

→ 入学試験 → 合格！

【校内選考の例】
Ａ～Ｃ大学は，人数枠が各
１名。左の３人は推薦要件を
満たしているものとする。
①序列１位太郎君はＡ大学
で選考通過。②序列２位次
郎君はＢ大学で選考通過。
③序列３位三郎君はＣ大学
で選考通過。

高３には推薦基準一覧表が配布されましたので，志望する大学
等の推薦要件を確認しましょう。高１・２は，今の成績も「総合序
列」に関わりますので，日頃の学習を大切にしましょう。
【金久保】

高２日大学部説明会
７月18日(木)に高２進学クラス全員を対象とした日本大学学部
説明会を実施しました。日本大学16学部から講師の方をお招きし，
パンフレットやＨＰからだけではわからない各学部の魅力をお話して
いただきました。以下の写真はその様子の一部となっています。

文理学部

医学部

経済学部

薬学部

ヤマオカアンドカンパニー

様々な職種があり，それぞれの方々が歩んで
きた人生があります。
ＧＥヘルスケア･ジャパン
転機となったことは何か。いつ頃からその仕事
に就こうと考えたのか。夢を追うことや挑戦することを選択できたのは
何故か。高２の今こそ必要な話をたくさんしていただきました。
【埜 口】

40分×３コマの講義でした。１日で３学部のお話を聞くことができ
るというのは，付属校の特権ですね。また，多くの学部の方々も
仰っていましたが，夏休みを利用して各学部のオープンキャンパス
などに参加してください。その時のポイントは「施設や環境を見るのも
大切ですが，それだけでなく，当日お手伝いをしている《大学生の
表情》を見てください。きっと楽しそうに誇りを持って手伝いをしていま
す。」(経済学部)とのことでした。これまでに行ったことがある人も，
今回のお話を踏まえて新たな面を発見してきてくださいね！【鈴木鷹】

【埜 口】

School Visitors

【鈴木鷹】

6/21 金 東邦音楽大学 〔文京区大塚〕
この春，本校卒業生も１名進学したパフォーマンス総合芸術文化専攻は，

まだ２年生までしかいませんが，現役の女優や声優も在籍している!?

本校では，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問します。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ていますが，今年
度は例年の３割減の訪問しかありません。訪問時期がずれ込んだと
思われますので，その分は別の紙面で紹介します。

6/24 月 武蔵野音楽大学 〔江古田キャンパス〕

4/ 5 金 防衛省 〔台東区〕

7/ 2 火

今年から，10年本校を担当した小島さんから貝原さんと津曲さんに変わ
りましたが，変わらず受験料無料の防衛医大・防衛大を受験しよう！
4/22 月 日本大学経済学部 〔千代田区三崎町〕
小梛学部長は本校の卒業生。社会の変化に流されない強靭な精神力と，
柔軟に対応できるしなやかさを兼ね備えた人材の育成を目指す。

7/ 5 金

5/13 月 東京国際大学 〔川越市〕

7/ 8 月 日本大学芸術学部デザイン学科〔江古田キャンパス〕

世界68ヶ国(地域)から約1,300人の留学生が学ぶ双方向の国際
交流。逆に１年間米国留学しても，４年で卒業が可能となります。
5/14 火 早稲田美容専門学校〔新宿区〕
5/14放送のNHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」に出演した
伝説の美容師 高木琢也さんは，早稲美出身です。
5/14 火 新宿医療専門学校〔新宿区〕
小倉副校長は日大経済学部出身で本校の卒業生。鍼灸師，柔道整復師，

歯科衛生士，スポーツトレーナーを目指す人は一度相談してみたら!?

6/25 火

7/12 金

7/12 金

コンサートの企画や舞台公演の演出をやりたい人は，音楽総合学科が
お勧め。オープンメジャーシステムで２年次からコースが決められます。
城西大学薬学部 〔坂戸キャンパス〕
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。
薬剤師なら薬学科(６年制)，研究開発なら薬科学科(４年制)です。
神田外語大学 〔幕張キャンパス〕・神田外語学院〔千代田区神田〕
学院(専門学校)では，３年間で国公立を含む４年制大学へ845名が
編入学しています。英語が得意なら大学への近道ですね。
日本大学生物資源科学部動物資源学科〔湘南キャンパス〕
安全でおいしい畜産物の研究だけでなく，動物バイオテクノロジーから
動物の特性と機能の解明など動物大好きな人はこの学科が良いかも。
担当者の布目専任講師は本校の卒業生。特にデザイン学科は女子の
人数比が大きいので，男子校である母校にスカウト？に来ました。
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。
東京経済大学 〔国分寺市〕
「ゼミする東経大」＝経済系ゼミ，経営系ゼミ，流通マーケティングゼミ
など，多くのゼミでスキルアップを図る。だから就職も安心です。

5/14 火 東京電機大学〔北千住・鳩山町〕

【伊藤秀】

正社員での就職内定率99.6％，第３志望までの内定率92.6％と就職に
強い。１人あたりの求人社数が９社(全国平均1.78社)にはビックリです。

5/16 木 警視庁 〔東京都〕

９月の進路行事

月

・９月３日(火) 基礎学力対策直前テスト（高３）
日

・９月７日(土) 保護者会（高３）

(
・９月18日(水) コース選択ガイダンス（高１）

)

現役在職者の出身高校別では，昨年度までは豊山が１位（174名）。
今年度は176名に増えましたが，埼玉栄に抜かれ２位に！クヤシイ！
5/31 金 日本大学生産工学部 〔習志野市〕
独自の５ＢＥプログラムの「Robo-BE」・「Entre-to-Be」・「Glo-BE」・
「JABEE」・「STEAM TO BE」は，学科横断型・少数精鋭のプログラム。
6/21 金 西武文理大学サービス経営学部 〔狭山市〕
H26年度に１名指定校推薦で進学してから４年間進学者がいません。
学長は３月まで早大の教授でした。サービスを学ぶならここが一押し。

日 直

・９月26日(木) 基礎学力到達度テスト（高３）

大学入試センター試験説明協議会 報告
今年度で最後となるセンター試験は，令和２年１月18日(土)・19日(日)に
実施されます。高校生は，学校でまとめて大学入試センターに提出します。
９月に学内説明会を行いますので，出願予定の高３は必ず出席してくださ
い。なお，出願の際に申し出る事項は以下の通りです。
・受験する教科名
・地理歴史公民における受験科目数
・理科における科目選択の方法
・数学②及び外国語における別冊子試験問題の配布希望の有無

すでにプレテストが実施された令和３年から実施される大学入学共通テス
トでは，記述問題の導入や英語の外部検定の利用など，現行の試験から
変更された点がいくつかあります。主な変更点は以下の通りです。
・国語，数学①は記述問題の出題に伴い試験時間が延長される。
（国語：80分⇒100分 数学①：60分⇒70分）
・理科②は選択問題が出題されない。
・外国語の「英語(筆記)」は「英語(リーディング)」に改称され，
配点は「英語(リーディング)」が100点,「英語(リスニング)」
が100点に変更される。試験時間は変更なし。
・「英語（リスニング）」は，問題音声が流れる回数を１回読み
のものと２回読みのもので構成される。

また，英語については，以下の検定が大学入試に利用されます。これを
利用するためには，大学入試英語成績提供システムへの登録が必要で，
発行された共通ＩＤを使って検定を受検します。登録できる成績は，大学を
受験する年度の４～12月の最大２回までとなります。システムへの登録は，
高２の11月に学校でまとめて提出します。対象となる高２には，２学期に詳
細を説明します。
・ケンブリッジ英語検定
・英検
・GTEC
・IELTS（ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ・ｶｳﾝｼﾙ）
・IELTS（IDP:IELTS Australia）
・TEAP/TEAP CBT
・TOEFL iBT

【青木智】

・９月29日(日)

文理学部体験授業 (高校希望者)

９月３日(火)に実施される基礎学力到達度テスト対策直前テスト(高
３)は，総合序列にも加算される重要なテストです。理社も含めた４科
での実施となります。本校教員が本番を予想？した模擬試験を作成
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18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26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。また，翌日は自
己採点となります。
９月29(日)の日本大学文理学部の体験授業は，今年度，50名の
生徒が希望しました。人文・社会・理学系という分野に別れ，それぞ
れ３学科分の授業を受けてきます。
スタディサプリは高１全体を含めて，904名になりました。夏季休暇は
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？
防衛大学校等の出願が９月５日(木)から始まります。高３の希望者
は２学期始業式に集合してもらいますので，忘れずに！受験料は無
料でお試し受験も可です。

神田外語大学から「高校生東南アジア小論文コンテスト」のお知ら
せです。なんと最優秀賞は奨学金20万円がもらえるというもの。小論
文の練習にもなるので挑戦してみよう。詳細は公式ホームページで！
⇒ http://www.kandagaigo.ac.jp/essaycontest/

【伊藤秀】
次回１０月号は，９月３０日(月)発行予定です

