
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）

　① 指定校推薦 校内選考（第１次） 　※ 第３志望まで申告可

　② 付属特別選抜（豊山枠） 校内選考（第１次）
　　　※ 第３志望まで申告可　　※ 特進クラスは申告不可

　③ 指定校推薦 校内選考（第２次）
　④ 付属特別選抜（豊山枠） 校内選考（第２次）
　　　　※ ③・④いずれも，第３志望まで申告可

　⑤ 基礎学力選抜・⑥国公立併願方式 セレクション（第１次）
　　　　※ ⑤・⑥いずれも，第３志望まで申告可。

　⑦ 基礎学力選抜 セレクション（第２次）　　※ 第３志望まで申告可

　⑧ 付属特別選抜（全体枠）
　　　　※ 校内選考はありません（基準を満たしていれば出願可能）。

コース ２年次 ３年次

特
進

理
系

物  理

生  物

【埜 口】 

 ９月26日(木）に基礎学力到達度テストが実施され，28日（土）に
は指定校推薦の校内選考の結果が発表されるなど，高３の推薦

入試がいよいよ本格化してきました。ここでは，この時期に実施される
主な推薦の流れを確認します。高１・２の皆さんも，目を通してみてく

ださい。 

 校内選考やセレクションを通過できた場合は，必ず出願・受験し，

合格したら入学辞退ができません。申告届（校内選考やセレクショ
ンの申込用紙）を担任の先生に提出する前に，保護者の方とも十

分に相談し，本当にその学科に進学する意志があるのかをよく考え
てください。 

 校内選考では，総合序列だけでなく，生活面（例：欠席・遅刻・早
退状況）を考慮して選考が行われます。その際には，高３になってか

らの１年間だけではなく，入学時からの３年間が見られます。なので，

高１・２の皆さんは，今からしっかりと学業に取り組み，生活面の改善
も心がけてください。 

 また，校内選考やセレクションの通過は，最終合格ということでは
ないので注意してください。その後，必要書類を各自で作成して出
願し，選考を受けます（例：面接，小論文，口述試験，実技など）。

本番の選考において，不合格となることも…。この時期は，生徒が

皆同じ流れで動くわけではありません。最後まで気を抜かず，自分の
スケジュールは自分できちんと把握して動いてください。 

 体育クラス，進学クラス，文系特進クラスは，高校２年次に選択し
た科目を高３でも履修することになります。理系特進クラスのみ，科
目選択が必要となります。 

※理系特進クラスは，理科演習「物理」「化学」「生物」の各分野

から２分野まで選択できます。 
※理系進学クラスで，日大医学部への進学を希望する者は，理科
２科目の履修が必要です。必ず担任の先生に相談してください。 

※特進クラスの午後は，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。受験科目を考えて履修してください。 

【竹 原】 

(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］（化学は必修） 

(３) 芸術科目の選択 

  ［音楽・美術・書道］ 

 高１は，来年度のコース選択の時期が近づいています。高校生
活だけでなく，将来にも直結する今回のコース選択は，人生におけ

る大きな決断でもあります。進路適性診断・オープンキャンパス・コー
ス選択ガイダンス・各種テスト等々，今ま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。 

※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。 

・高２で特進コースとなった者でも，成績不振の場合， 

 高３で特進コース→進学コースになる。 

・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・短大（船橋） 
  ※その他 

 ・高２の特進コースは，週４日７校時を実施。 

 ・大学によって受験科目が異なるため，志望大学が決まって 

  いる場合は，選択科目を何にするか特に注意を。 

高１ コース選択ガイダンス 

「なんとなく」ではダメ，絶対！ 
 ９月18日(水)４校時にコース選択ガイダンスが行われました。講師

として，リクルートの神野泰斗様にご講演していただきました。以下は
本講演でのポイントです。 

◆文理選択において意識してほしいこと 

①将来やりたいことを意識する。 

 将来の夢が決まっている人は，実現に 

向けて自分がどのような選択をするべきか 
考えてみよう。 

 将来やりたいことが決まっていない人は，学びたいこと・興味が 

ある学問は何か考えてみよう。 

②自分が「好き」・「得意」な教科は何かを意識する。 

 特定科目が苦手だから〇系，という消極的な考えではなく，自分 

はこの科目が好きだから〇系，というような前向きな意識をもとう。 

◆やってしまいがちな失敗 
・絶対に行きたい大学があったが，受験科目を調べずに選択科目 

 を適当に選んでしまい，受験勉強が大変になってしまった。 
・数学が苦手であるため文系に進み，数学を疎かにしていた。 
 文系だと思っていた経済学部に進学後，確率や統計を扱う際に 

 数学の知識が必要だと気づいた。 

 「なんとなく」ではなく，よく調べて後悔なき決断を！ 
【金久保】 

付属推薦・指定校推薦 スタート！! 



★ 中学生

★ 高１生

★ 高２生

★ 高３生

　早大・慶大オープン（河合）
学年 高校２年(2019年度) 高校３年(2020年度)
月 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
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11月4日 　全国統一中学生テスト（東進・マーク・無料）

10月27日 　全国統一高校生テスト（東進・マーク・無料）
11月10日 　第３回 全統高１模試（河合・記述）

１月18・19日 　センター試験同日体験受験（東進・マーク・無料）
1月26日 　第３回 高１駿台全国模試（駿台・ハイレベル）
2月9日 　第４回 全統高１模試（河合・記述）

10月28日 　全国統一高校生テスト（東進・マーク・無料）
11月10日 　第３回 全統高２模試（河合・記述）

１月18・19日 　センター試験同日体験受験（東進・マーク・無料）

1月26日
　第３回 高２駿台全国模試（駿台・ハイレベル）
　全統共通テスト高２模試（河合）

2月9日 　全統記述高２模試（河合）
2月16日 　高２駿台共通テスト対策模試（駿台）

10月13日
　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)

10月27日
　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）

11月3日 　第３回 駿台・ベネッセマーク模試(駿台)

12月15日
　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)

11月10日
11月24日 　全統センター試験プレテスト（河合）
12月1日 　第３回 駿台全国模試(駿台)

次回１１月号は，１０月２９日(火)発行予定です 

下表は，指定校および付属推薦の日程です。該当者は自分

の予定を把握し，期限を守り，書類作成もミスのないように！ 

10月23日(水)の４校時にアリーナにて高３面接指導講演会を実

施します。付属推薦や指定校推薦を含めた他大学への推薦に

おいて，面接が試験にある生徒は11時に登校すること。 

10月24日(木)は高１・高２の実力テスト②です。調査40分は共

通して実施し，その後，高１は国(60分)・英(70分)・数(60分)，高

２は英(80分)・数(60分)・国(70分)の３教科となります。試験後の

授業はありませんが，昼食は忘れずに持参してください。 

12月22日(日)に「防衛医科大学校研修」が８時20分～16時20

分で開催されます。対象は，高１・２の生徒，保護者，教員とな

ります。詳細は11月号で特集しますが，校内締切が10月31日

(木)となりますので，興味のある人は進路指導部までお問い合

わせください。 

 

 １０月の進路行事 
 
・10月３日(木) 基礎学力到達度テスト結果発表(高３) 
・10月11日(金) セレクション① 結果発表  （高３） 
・10月18日(金) セレクション② 結果発表  （高３） 
・10月21日(月) 付属推薦書類提出日     （高３） 
・10月23日(水) 面接指導講演会    （高３該当者） 
・10月24日(木) 実力テスト②３科   （高１･高２） 

日 直 

月
 
日
 (

 )

 

【伊藤秀】 

【埜 口】 【金久保】 

 今回の変更は今までの「センター利用型」受験が「大学入学

共通テスト利用」受験に代わると考えればよいでしょう。私立大学

の一般入試においては，共通テストは関係しませんし，資格・検

定試験結果の提出が必要な場合においても，共通ＩＤを使用せ

ずに受験した資格・検定試験結果も利用できます。受験を予定し

ている大学の募集要項を確認して，共通テストがどのように自分

の受験に関わるかを調べましょう。また共通ＩＤに関してもっと詳しく

調べたい人は，下記の大学入試センターのウェブサイトで確認し

てみてください。 

 

 202１年度入試からセンター試験が大学入学共通テスト（以降共

通テスト）に代わります。それに伴い，大学入試英語成績提供シス

テムへの登録や共通ＩＤ発行など，受験生にとっては心配の種が増

えたかと思います。そこで，ここでは大学入試英語成績提供システ

ム利用のための共通ＩＤ発行と英語資格・検定試験(ここでは英検

S-CBT第１回)の申し込み日程をフローチャートにし，受験計画を立て

る際の参考にできるようにしました。 

予約金３０００円 検定料支払(差額) 

11/1 ～ 11/14 １月中旬 

発行 

 
 

どれか１つ受験 

検 検 検 検 
予
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 現行方式のセンター試験は，今年度で最後となります。高３に対

しては，受験案内の配布・説明，記入指導，志願票提出まで終え，

最終チェックを経て今週10月１日(火)に69名が出願予定です。 

 出願後，受理されると10月下旬に「確認はがき」が届きます。この

はがきで登録内容に誤りがないことを確認し，もし訂正が必要な場

合には所定の用紙で届け出なければなりません。事前登録した教

科以外は受験できないので，他人任せにせず，必ず自分で確認

してください。 

【青木智】 

 また教員向け説明

会では，地歴公民・

理科②について，「２

科目受験登録者は，

試験当日に１科目の

みを受験することはで

きません。」と繰り返し

説明していました。勝

手な思い込みで失

敗しないように，受験

案内をしっかりと読ん

でおきましょう。 

【亀 谷】 

後期 外部模試 

 高２は共通テストに関する新しい模試が出てきていますね。自

分でもしっかりと情報収集しましょう。多くの模試が豊山生専用の

申込用紙があります。進路室前から，必要に応じて持って行って

ください。 【鈴木鷹】 

https://www.dnc.ac.jp/eigo_seiseki_system/en_id_manual.html 

大学入試英語成績提供システムって何？ 

 大学入試センターが受験者の英語資格・検定試験結果を一元

的に集約するためのシステムで，受験者情報は共通ＩＤによって管理

されます。 
 

受験生は共通ＩＤをどう使う？ 

 受験に使用する英語資格・検定を選ぶ際に使います。共通ＩＤを

使って申し込んだ英語資格・検定のみが共通テスト利用受験に使

うことができます。共通ＩＤを使用した受験は２回までです(３回以上使

用した場合は早い順に２回目までの成績が大学に送られます)。 

  

大学入学共通テスト 

大学入試センター試験について 

校外模試のお知らせ(10月～3月) 


