基礎学力到達度テスト(９月)
令和２年度の高３対象の基礎学力到達度テスト(９月)は，新型コ
ロナ対策のため，異例の２日間で実施することになりました。この学
年は，結局３年の４月のテストは中止となり，付属推薦の基礎学力
選抜(国公立併願方式を含む)の成績としては，高２の４月と高３の９
月を３：７の割合とすることが既に決定しています。また，付属特別選
抜を含む付属推薦では高３の９月を受験していることが must である
ため，感染防止の観点から本校ではテスト直近２週間を「オンライン
直前講習」として家庭学習にしました。ということで，今回は基礎学
力到達度テストについての予定表や注意事項などを特集します。

予定表のように，前日の９月23日(水)には事前指導ということで，
本番当日の諸注意やリスニングテストの練習などを行います。特に，
今回は３密を避けるために各クラスを前半と後半に分けて，前半は
自クラスで，後半は同配置にある高２の教室が受験会場となります
ので，自分がどこで受験するのか，スピーカーの位置は大丈夫かな
どを確認しておく必要があります。
また，当日は検温があるので，ギリギリに駆け込んで登校したため
に37℃を超えて受験できないなんてことのないように余裕をもって登校
すること。
初日に実施するアンケートは，①共通テスト受験の有無，②本学
志望の理由，③本学志望の相談相手，④本学志望の決定時期，
⑤既読の受験雑誌などです。その場で考えないで事前に考えをまと
めておきましょう。
今回のテストでは，原票，解答用紙ともに受験番号・氏名等がプ
レ印刷となっています。ですから，破損や汚損した場合は，予備を
使って訂正します。したがって，初日は原票・アンケートとともに２日目
の数学・選択科目の解答用紙も回収することになります。

Ｑ．新型コロナウイルス感染の疑い等で欠席した場合，付属推薦
はできないのですか？
Ａ．原則として特別配慮は行わないが，付属特別を希望する場
合は，当該学部に確認の上，エントリーが認められることがある。
Ｑ．学校関係者の新型コロナウイルス感染発生に伴い，学校が
臨時休校になった場合はどのように対応するのですか？
Ａ．保健所の判断により，臨時休校になった場合は，学校再開
後に予備問題を利用してテストを実施する。
Ｑ．台風の上陸等で学校が臨時休校になった場合は，どのように
対応するのですか？
Ａ．新型コロナウイルス感染に伴う臨時休校の場合と同様に，別
日に予備問題を利用してテストを実施する。
Ｑ．基礎学力到達度テストの当日は，昼食を用意する必要があり
ますか？
Ａ．２日間ともテストは12：10に終了し，解答用紙等の確認が終了
後すぐに下校となりますので，基本的には必要ありません。
【伊藤秀】

大学入学共通テストについて
これまでの「大学入試センター試験」に代わり，今年度から「大学入
学共通テスト」(以下，共通テスト)が始まります。まず，基本的な情報
として共通テストは国公立大学の受験には必須のものとなります。私
立大学にも共通テストを利用した受験方式があるので，各大学の要
項を確認してみましょう。
そして，共通テストは学校経由での申し込みとなります。共通テストの
受験を考えている生徒は９/２(水)15：10～視聴覚室にて実施される
説明会に必ず出席するようにしてください(やむを得ない理由で欠席し
た人は別途対応します)。ここで「受験案内」をお渡しします。
今年度は新型コロナウｲルスの影響により試験期日が①１/16・
17(土・日)と②１/30・31(土・日)の２つが設定されていますが，本校
の生徒は原則①のみの受験となります。詳細は前述の説明会にてご
案内します。
右の図では「受験案
内」に記載されているセ
ンター試験からの個別
の変更点を簡単にまと
めています。そもそもの
大きな変更点として「思
考力，判断力，表現
力」を求める問題が重
視されるとあり，今までと
は異なる問題も出題さ
れます。
過去問のない中でセンター試験を参考にすることもあるかもしれま
せんが，試行調査，プレテストも踏まえ，9/2の説明会で配布される
「受験案内」を熟読し，変更点を確認して勉強しましょう！
【鈴木鷹】

進路調査結果について part2
先月号のCompassにて家庭学習についての結果を報告しましたので，
今回は別の質問に対する第１位の回答をいくつかお伝えします。
Ｑ１ 進路情報新聞「Compass」（Web版）を読んでいますか。
＜高１＞
＜高２＞
目を通す程度(28.3％)
全く読んでいない(31.8％)
＜高３＞
高校２年生，もう少しＣｏｍｐａｓｓを
時々読んでいる(25.8％)
読むようにしましょう！
Ｑ６ 進路(志望校)を決定する際の理由は何ですか。
「将来なりたい職業・仕事」という回答が多く見られました。また，高
３になると「自宅からの通学時間」も理由に挙げられています。
Ｑ７ 進路を決定する場合，誰に相談しますか。
Ｑ８ 進路を決定する場合，どの資料を参考にしますか。
３学年ともＱ７は「家族」，Ｑ８については「大学のパンフレット」という回
答が多数でした。手元に最低１冊のパンフレットは欲しいですね！

Ｑ１１ 第１志望はどこですか？
第３位まで紹介をします。全学年，「未定」の回答が多くて残念です。
高 １
高 ２ (文系)
高 ２ (理系)
RANK 学部 ％
RANK 学部 ％
RANK 学部 ％
1 理工 11.7
1 経済 18.7
1 理工 37.7
2 文理 8.1
2 文理 16.9
2 生物資源 9.9
3 法・経済 6.3
3
法 10.1
3 文理 6.7
高 ３ (文系)
％
1 経済 28.3
2
法 15.8
3
商 15.5

RANK 学部

高 ３ (理系)
％
1 理工 42.7
2 生物資源 7.3
3 文理 5.6

RANK 学部

昨年度の結果は，７
月号のCompassに載っ
ています。豊山のＨＰ
にありますよ！
【田 島】

【伊藤秀】

【田 島】

日大オープンキャンパス
下記は９月に行われる日大オープンキャンパスの日程です。先月
に引き続き，オンラインでの実施が中心となります。また，予約が必
要な学部もあります。学部ごとに方法が異なっているので，ホーム
ページをよく確認してください。
〈法学部〉 Webオープンキャンパス 〈工学部〉現地でのオープンキャンパス
9/27(日）10:00～14:00
9/6(日）9:30～15:30
〈文理学部〉 9/27(日）詳細未定 〈薬学部〉
Web進学相談会
9/6(日），9/12(土），9/19(土）
※10月には経済学部・国際関係学部・薬学部・松戸歯学部・生物資源
科学部でオープンキャンパスや，進学説明会等が予定されていますが，
詳細が出ていないところが多いので，各自で確認してください。

オンラインの場合，多くの学部の様子を家にいながらいつでも知る
ことができる，という大きなメリットがあります。「日本大学 オープン
キャンパス」で検索すると，全学部の紹介動画を見ることができる日
本大学のサイトが見つかります。少しでも気になる学部は視聴してみ
てください。目標がしっかりしていると成績は向上します。キャンパスに
はほとんど行けませんが，この状況を受け止めて行動を起こそう！
【金久保】

スタディサプリ 特集
高校１年と高校２年で学年全員導入となっているスタディサプリ。
夏季課題でも利用され，特にこの２学年にとっては身近な存在か
と思います。他学年でも希望制で多くの生徒（中学２年生71名，
中学３年生70名，高校３年生は98名）が登録しています。

校外模試は全国の受験生の中で，自分がどの位置にいるのか
を知るのに大変役立つテストです。豊山の中で上位でも全国の受
験生の中では・・・？志望大学のレベルや入試の特性に応じて模
試が用意されているので，自分に必要な模試を定期的に受けるよ
うにしましょう。以下に２学期に行われる高３用の主要な模試を日程
とともに紹介します。高１・２もネットで模試を調べて自分の実力を
チェックしましょう。ただし新型コロナの影響で模試の中止や受験方
法の変更の可能性もあります。
実施日
９/13(日)
９/20(日)
９/20(日)
９/27(日)
10/11(日)
10/11(日)
10/25(日)
10/25(日)
11/１(日)
11/15(日)
11/22(日)
11/23(月)
11/23(月)
12/６(日)
12/13(日)
12/13(日)

主催
駿ベネ
東進
東進
駿台
河合塾
駿ベネ
河合塾
東進
駿ベネ
代ゼミ
河合塾
東進
東進
東進
駿台
東進

模試名
第１回 駿台・ベネッセ大学入学共通テスト模試

第３回 全国有名国公私大模試
第３回 早慶上理・難関国公立大模試

第２回 駿台全国模試(ハイレベル)

第３回 全統共通テスト模試※
第２回 駿台・ベネッセ記述模試

第３回 全統記述模試※
全国統一高校生テスト
第３回 駿台・ベネッセ大学入学共通テスト模試

第２回 大学入学共通テスト入試プレ

全統プレ共通テスト※
最終回 早慶上理・難関国公立大模試

最終回 全国有名国公私大模試
第３回 大学合格基礎力判定テスト

駿台プレ共通テスト
最終回 共通テスト本番レベル模試

形式
マーク
記述
記述
記述
マーク
記述
記述
マーク
マーク
マーク
マーク
記述
記述
マーク
マーク
マーク

申込締切
９/４(金)
９/16(水)
９/16(水)
９/18(金)
10/２(金)
10/２(金)
10/16(金)
10/22(木)
10/23(金)
11/６(金)
11/13(金)
11/19(木)
11/19(木)
12/２(水)
12/４(金)
12/10(木)

※河合塾主催の模試は一般生はテストに応じて「web受験」もしくは「特別受験」になります。

【亀 谷】

９月の進路行事

月

・９月16日(水) コース選択ガイダンス（高１）

日

＜クラス別視聴ランキング＞
右の表は，高１・高２のクラス
別視聴時間の上位クラス５ク
ラスです。
高１は特進クラス（Ｅ組＆Ｆ
組）と高入クラスが特に多く活
用できているようです。高２は特
進クラス（Ｈ組）はもちろん，Ｂ組
とＪ組の大健闘が光ります。Ｂ
組は174時間視聴している生
徒（！）を筆頭に，20時間以
上視聴している「ヘビーユー
ザー」が14名，Ｊ組は10名もい
ます。休校期間中に非常に活
用できたようなので，今後の成
績向上が楽しみです。

・９月24日(木) 基礎学力到達度テスト① (高３)
25日(金) 基礎学力到達度テスト② (高３)

)

＜英検対策講座を知っていますか？＞
スタディサプリには，通常の授業動画だけではなく，英語検定対
策講座（２級・準２級・３級）があります。リスニングを含め英語検定
に出題される範囲を広くカバーしており，例えば準２級のサプリのテ
キストは132ページもある質・量ともに充実したものとなっています。も
ちろん解説動画付きです。10月に実施される英語検定に向けて，
ぜひ活用してみてください。

(

・９月23日(水) 基礎学力到達度テスト直前指導(高３)

日直

・９月26日(土) 自己採点日(高３)

９月16日(水)４時間目のＨＲの時間において，高１対象にモニ
ターを使い，コース選択ガイダンスを実施します。講師はリクルート
の神野様を予定しています。当日は，１学期に実施した進路適
性検査の結果も利用しますので，忘れずに持参してください。オー
プンキャンパスが中止となっている中で，有益な情報が得られる
と思います。集中して受けよう！
９月30日(水)13時は，高３の指定校推薦および付属特別(豊山
枠)の「校内選考申告届」の提出期限です。９月は高３の登校日
が少ないので，希望者は早めに申告届を担任に提出しよう。

スタディサプリですが，７～８月開始分を申し込んだ中２・中３・高
３の生徒は，９月14日(月)に年間利用料金5,100円の支払いが
あります。対象の生徒には近日中にお知らせを配布します。また，
メールで申し込みを済ませて，まだ申込票を出していない生徒は
早急に提出をお願いします。スタディサプリについて質問等があ
る場合は，進路指導部までお願いします。

高１・２以外の生徒も，学校を通じてスタディサプリを利用できます。
次回は10月開始分の申し込みとなります。個人で申し込むと年間
13,068円（税込）のところが，年間3,570円（税込）で利用することが
できます。申し込みを希望する人は，担任に相談してください。
【金久保】

10月19日(月)の午前中に，高３他大進学希望の生徒を対象と
してZoomを使い，他大説明会を実施します。当日は，オンラインで
大学の担当者からの入試に関する説明を受け，質疑応答の時
間も用意されています。９月中に説明会に参加する大学が確定
するので，希望調査を実施します。
【伊藤秀】
次回１０月号は，９月２８日(月）発行予定です

