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早慶上理やGMARCHの志願者数は昨年
度の92～93％と引き続き減少傾向に...
現行のスタイルでの大学入試も，国立の二次試験や私立大学の
後期日程などの後半戦に突入しました。今年度は，医療技術系や
情報系は志願者が増加していますが，文系では社会科学系，理
系では農学系の減少が目立ち，医療系では医学科の既卒生が特
に減少しているようです。全国的に安定志向が強まっている状況の
中，一般入試に挑戦した本校生徒の受験結果が少しずつ出てきて
います。今回は，今年度の入試結果の速報をお知らせします。

≪日本大学≫
12月までに各種推薦入試で医学部１名，獣医学科４名を含む
378名(77.5％)の進学が決定していました。一般入試での合格報
告はまだ４名ですが，全員がＮ方式（付属生は無料で受験できる）
を利用した結果です。最終的な日本大学への進学率は，例年と
大きな差はなさそうです。

高１ 小論文講演会
２月19日(水)３・４時間目に，第２回小論文テストを実施しまし
た。当日の朝に１月15日(水)に行われた第１回小論文テストが
返却され，(思わぬ低評価にざわつく教室)まず３時間目に教室
のモニターを利用して，㈱学研アソシエイツの長尾真弓先生の
講義を受けました。
講義の内容は，「小論文はなぜ必要か。作文との違いは何
か。」から始まり，よくあるＮＧ答案例や読み手を説得させる文章
構成まで学びました。そして，講演の内容と前回答案の添削を
もとに４時間目のリライト(書き直し)に臨みました。
小論文講演会で学んだ内容は，大
学受験の小論文試験や志望理由
書作成のみならず，大学生活や社
会人になっても必要とされるものです。
返却される答案用紙や今回配布され
た資料などは大切に保存し，いつでも
モニターによる講義
見返せるようにしておきましょう。

≪他大学≫

【金久保】

推薦入試で65名(13.3％)がすでに進学を決めており，一般入試
では昭和大学や国際医療福祉大学の医学部を含むのべ11名が
合格を決めています。
2020年２月22日現在の合格者状況
日 本 大 学 推薦 一般
一部 42
法学部
二部 20
文理学部
36
経済学部
50
商学部
28
芸術学部
17
国際関係学部
12
危機管理学部
10
スポーツ科学部
2
理工学部
90 1
生産工学部
23
工学部
1
2
医学部
1
歯学部
1
松戸歯学部
3
生物資源科学部
38
薬学部
3
1
短大(三島･船橋)
2
通信教育部
1
379 5
小計
合格者数
384

他 大 学
推薦 一般
上智大学
4
東京理科大学
8
1
学習院大学
1
明治大学
2
1
青山学院大学
1
立教大学
1
中央大学
1
法政大学
2
桜美林大学
1
北里大学
1
杏林大学
1
芝浦工業大学
1
2
昭和大学
1
日本体育大学
1
明治学院大学
1
国際医療福祉大学
1
東京薬科大学
2
埼玉医科大学
1
その他の大学
39 4
67 11
小計
合格者数
78

高１社会人セミナー
３月12日(木)に高1を対象に「16歳の仕事塾」が行われます。現
在様々な分野でご活躍中の18名の講師を本校にお招きします。
社会人の方々の若かりし頃から現在に至るまでを聞ける機会は
滅多にありません。人生の先輩から多くのことを学び取りましょう。
以下は講義のテーマと講師の先生方の会社名です。

国立大学など合格発表はまだ続きます。良い結果が出ることを
祈りながら待ちたいと思います。
【青木智】

高２ 保護者対象大学費用講演会

多目的ホールでの講演会

２月22日(土)多目的ホー
ルにて大学費用講演会を実
施しました。当日は，進路決
定の流れや，大学費用，そ
して現高３の状況についてお
伝えしました。ご参加いただ
いた250名以上の保護者の
皆様，ありがとうございました。
【田 島】

社会人と聞くとまだまだ遠い先の未来に感じるかもしれません。でも
その遠い未来は確実に今日の皆さんと繋がっています。今回のセミ
ナーを社会人になった時の自分をちょっとでも考えてみる機会にして
みてください。そしてこれからの学校生活に活かしてみてください。「あ
の時もっとちゃんと考えておけばよかった。」と言う大人のなんと多いこ
とでしょう。皆さんはOne of them にならないでくださいね。
【亀 谷】

多目的ホールでの講演会

【田 島】

【亀 谷】

お知らせ

スタディサプリ まとめ
高１全員と，中学・高２・３合わせて合計892名(全校生徒の
39.9％)が登録したスタディサプリ。今月は，初の学年導入した高１が
どのように使用していたかを振り返ってみます。
１．つまずきが明らかになる！「到達度テスト」
春と秋の２回，スタディサプリの「到達度テスト」を受験しました。この
テストは一人ひとりのつまずきを細かな項目レベルで正確に把握し，
結果を活用して克服につなげることができるというもの。個人に返却
される結果レポートには，取り組むべきスタディサプリの講座が優先
順位付きで示されています。「成績を上げたいけど，何から取り組め
ばいいかわからない」と悩む人にとっては，やるべきことがわかりやす
いと好評でした。
２．いつでもどこでも学べる！講義動画
講義動画が好きな時にiPad・スマホ・パソコンで手軽に学べます。
年間30時間以上動画を視聴した高１生徒は33名います。活用でき
ていて大変すばらしいですね。学年で１番視聴時間の長い生徒
(122時間！)には近日中にインタビューを行います。その様子をまとめ
たものをみなさんに配信する予定ですので，活用法などを考えるヒン
トとしてみてください。
すでに３月開始の締め切りは過ぎてしまいましたが，４月開始の募
集も近日中に行います。値段の改定があり，個人で申し込むと年
額26,136円(税込)かかりますが，学校で申し込むと年額6,120円（税
込）ですので，学校で申し込んだ方がお得です！
【金久保】

編集後記

【金久保】

世間では新型コロナウィルス関連のニュースが飛び交い，人々の不安
が掻き立てられ，焦りとなり，どう行動したら良いのか分かりにくくなってい
ます。誰かが言った「一番の敵は，不安」という言葉。正しい情報を手に
入れ，不安に食われることなく，現在と将来を見据えた行動をしたいもの
です。進路新聞Compassに書かれていることは，往々にして重要な情報
であったり，必要な確認であったりします。正しい情報を得て，不安を払
拭し，自分にあった計画を立てましょう。
【埜 口】
「大学受験が厳しい！付属推薦でも難しい！」そんな言葉を色々なと
ころで聞いた一年でしたね。でも，将来への大きなイベントである大学受
験が「易しくて」「簡単な」わけがないんですよね。結局，自分自身がや
れる限り努力するのは変わらないはず。学力の面は自分で心血を注い
でください。情報の面はCompassで支えますので，来年も読んでくださいね。

【鈴木鷹】
昨年度３月号のCompassでもおすすめしましたが，高２のみなさんは，春
休みにこの１年分の記事をまとめて読み返してみましょう。進路決定まで
の流れを紙面で疑似体験することにより，その後の意識や行動が変
わってくるはずです。十分に気合を入れてから進級してください。受験だ
けでなく幅広い内容が扱われているので，もちろん中学生も楽しく読むこ
とができます。まずは，興味を持つことが大事だと思います。

【竹 原】

これもClassiでお知らせし，既に締切りましたが，法学部および経
済学部の「高大連携教育協定に基づく科目等履修生」制度で
す。簡単に言うと，高校在学中に大学の授業を履修することがで
き，修得してその学部に進学すると単位が認定されるというもの。
最後のチャンスです！経済学部は明日26日(水)，法学部は29日
(土)までに進路指導部まで申し出てくれると，ギリギリ間に合いま
すので今すぐ迷わず進路指導部へどうぞ！
【伊藤秀】

COMPASS 編集部（高校進路指導部）
編 集 長：伊 藤
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皆さんは情報収集をしていますか。私は何をするにしても情報収集をし
てから行動します。その理由は，私のやることは必ず誰かが過去にやっ
たことがあると考えるからです。先人のやり方，失敗，成功を調べ，その
上で自分にとっての最良の方法を考えて行動します。そうすれば「先人
＋α」になります。先人を越えられますね！Compassは情報の宝庫です。
先輩方と同じ失敗をしないようにこれからもCompassで情報を仕入れて先
輩を越えていってくださいね。
【亀 谷】

過日，お知らせしました「基礎学力到達度テスト過去問題集」
の購入希望調査(下表)をまとめました。販売日は３月５日(木)･６
日(金)の11時～13時（７階コモンスペース）を予定しています。プリ
ントに必要事項を記入の上，現金で購入してください。なお，買い
そびれた場合でも売店に在庫をストックしておきますのでご安心

(

私は中学の担任をずっとしていたので，正直Compassは流し読みをして
いるだけでした。今年に入り高校の担任をするようになり，過去のCompass
を印刷し，ことあるごとに読み返しています。Compassはまさに私の羅針盤。
読む度に発見があります。そして，Compassを発行するために編集の先生
方が，多くの時間をかけて真剣に記事をつくっているのだということも知り
ました。ぜひ毎月読み込み，自分の力としてください。

Classiでお知らせした３月14日(土)開催の付属生対象法学部
オープンキャンパスですが，本校では生徒30名(高１が12名，高２
が18名)，保護者が計20名の希望者がありました。付属全体では
500名以上となるようです。締切日は過ぎましたが，法学部に選択
講座を待っていただいていますので，２月中なら追加申し込みが
できます。もし参加してみたいと思った人は，迷わず進路指導部ま
で申し出てください。

日直

今年度は，元号が平成から令和へと代わりました。さらに大学入試
センター試験もその役割を終え，来年度からは大学入学共通テストへ
と変わります。付属推薦についても、ここ数年で状況が大きく変化して
います。このように何かが変化する時は、正しい情報を元に対応するこ
とが大切です。進路について，そのお手伝いができる新聞がCompassで
す。バックナンバーも使って，早めに行動してくださいね。

【青木智】

基礎学の結果で行けるところを選んで，日大に進学できた。付属に
来てよかった。でも，進学後，単位が取れなくて進級できなかったり，
思ったのと違って大学に行く意味を失ったり。残念ですが，よく先輩から
聞く言葉です。付属の環境を言い訳にせずに，もう少し自分の人生に
アクティブになってほしいです。Compass読めよ！
【田島寛】
１年間ご愛読ありがとうございました。年間11回発行していますので今
回で第110号となりましたCompassですが，10年間も続いたことになります。
編集部員の入れ替えもありましたが，生徒たちが「進路」で迷子になら
ないように羅針盤（＝Compass）となろうという想いは今も変わっていない
と思います。Web版になってから読者が減ったような気もしますが，情報
過多の今だからこそ私たちは正しい進路情報を発信していきます。来
年度もCompassをよろしくお願いします。
【伊藤秀】

次回４月号は，４月７日(火)発行予定です

