2021年度入試結果速報(豊山版)
コロナ禍で志望校を絞る傾向のため，
難関大は例年になく厳しい状況か!?
今年度の入試は，コロナ禍での新入試制度ということもあり，全国
的に早期から推薦入試で決めようという傾向が見られ，いわゆる下
位大学でも指定校に殺到したため不合格になる受験生も少なくない
ようです。本校では推薦合格８割は相変わらずですが，一般入試の
方は苦戦しているようです。以下に，今年度の入試結果の速報をお
知らせします。

高２社会人セミナー
３月15日(月)に高２を対象に「社会人セミナー」が行われます。
現在様々な分野でご活躍中の18名の社会人を講師として，自宅
からZoomにて視聴します。社会人の方々から直接お話を聞ける機
会は滅多にありません。貴重な機会を自らの糧としましょう。以下は
講義のタイトルと講師の先生方の会社名です。

≪日本大学≫
既に付属推薦等で医学部２名，歯学部４名を含む351名(70.3％)
の進学が決定していましたが，一般入試での報告はまだ１名です。Ｎ
方式（付属生は無料で受験できる）では多数合格を出しているので，
これからもう少しは増えるかも知れません。

≪他大学≫
推薦入試では昨年より20名多く86名(17.2％)が進学を決めていま
すが，一般入試では現時点でGMARCHが12名とこちらは苦戦してい
ます。これから国立大や追加合格に期待したいところです。
2021年２月2７日現在の合格者（日大は進学）状況
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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。
【伊藤秀】

ＯＢからのメッセージ
今年度は，コロナの影響で多くの進路行事が中止となりました。例
年開催している卒業生講演会もその１つで，この講演会をインセンティ
ブにしていた先輩たちも多数いたと思います。そのような中で，昨年
卒業した酒井君から是非後輩たちにメッセージをということでメールを
いただきましたのでご紹介します。
順天堂大学医学部医学科 酒井大樹 豊山中出身
以下については入試を考えている人以外に向けてで，高校２年生以下
の人に向けて書く。おそらくほとんどの人が将来については何もわからない
のではと思う。正直私も医師になるということが最優先であったので推薦

本来は高１のイベントですが，コロナ禍の影響で今年度は高２の
この時期となりました。しかし，プラスに捉えていきましょう。いよいよ
高３，本格的な受験勉強態勢となるこの時期だからこそ，刺激を
一層受けられるはず。アンケートで自分が選んだ２名の先生方の
講演を胸に，４月の基礎学力到達度テストへのモチベーションを
上げていきましょう！
【金久保】
だけ取ってあとは好きに遊ぼうと思っていたし，ホームルームや集会で毎回
のように言われる受験生としての意識というフレーズを聞くたびに嫌気がさ
していた。将来が決まっていない人についてはなおさらであろうし，好きなこ
とを目標にしなさいと言われて余計に困っているというのが現状だと思う。
その場合はがむしゃらに勉強をするというよりは，一度いろいろな世界を見
てみるのもいいのではないか（意味のない学歴よりも実際にその人のスキ
ルが評価される時代になりつつある。それを見越した私の友人は英語をマ
スターし，高校中退し大学に行かずに起業した。君たちの先輩でもある）。
このご時世では実際に旅行に行くことはできないが，YouTubeや映画，漫
画でもいいから多くのフィールドに足を踏み入れてみるといい。私も洋画が
好きで海外進学も考えたし，宇宙兄弟を読んで宇宙飛行士を志した頃も
あるし，お笑い好きから吉本に入ろうともしていた時期もある。ころころと将
来の夢が変わる人は，何かと非難されがちであるが，私はそういう人の方
が面白いと思う。それでも難しいと感じる人は，一生の仕事でなくて，職業
体験としてなら何をやりたいかを考えてみるといいと思う（実際に副業や転
職に寛容な世界になりつつある）。そうすれば収入や肩書などくだらないこ
とを考えることもなくなるし，進路選択のバリエーションも偏りのない様々な
ものなるはず。小学生の時のアルバムをめくってみると，その将来の夢の
多様性に気が付かされる。おそらく足かせのない状態の方が本心で考え
易いのだろう。そこで大学に行く必要がないと感じるのならそれで良いと思
うし，大学に行った後で変わっても良いと思う。実際に私の大学にも東工
大の２年生に医師になろうと思い，行動を起こした人もいる。
卒業生講演会が中止になったので，自分なりの考えを発表する機会を
失い，このような形で残すことになった。豊山生のポテンシャルの高さは６
年を通じて身に染みているので，ぜひいろいろな分野で共に頑張ってい
ければと思う。

【校正：伊藤秀】

【校正：伊藤秀】

高１ 小論文講演会

スタディサプリ まとめ
高１高２全員と，中学・高３合わせて合計1367名（全校生徒の
61.2％）が登録しているスタディサプリ。今月は，全員登録している
高１高２がどのように使用したか振り返ってみます。

１．つまずきが明らかになる！「到達度テスト」
スタディサプリの「到達度テスト」を学年全員で受験しました。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。
高１は214時間動画を視聴した生徒を筆頭に，30時間以上視聴した
ヘビーユーザーが16名，高２は累計40時間以上動画を視聴した生
徒が59名います。特に高２は，１年間スタディサプリを利用していまし
たので，臨時休校期間に活用できていた生徒が多かったようです。
自ら学ぶ姿勢が大変素晴らしいことですね。
いよいよ４月からは，中学高校すべての学年でスタディサプリが
導入されます。スタディサプリは部活動で忙しく，遠距離から通学
している人も多い豊山生にこそ有効な学習手段であるはず。活用
のヒントは今後もCompass等でお伝えします。
【金久保】

編集後記
今年度から進路指導部に所属し，このCompassを書かせていただくこと
になりました。毎月Compassを書くようになって改めて自分の大学受験のこと
を思い出しました。決してうまくいったとは言えない自分の大学受験だった
こともあり，皆さんには一人でも多く「第一志望」に合格してもらいたいと
願っています。合格するためには「戦略」が必要です。その「戦略」を練る
ためには「情報」が必要不可欠です。Compassの情報が戦略を練ることの
一助になれれば幸いに思います。
【川 原】

コロナ禍でオープンキャンパスに行けない等，自身の行動が制限さ
れるときだからこそ自身で情報収集することが大事となります。また，オ
ンライン授業や短縮授業になってしまうときだからこそ，いつも以上に自
学習が大切となります。要は主体性がいかに問われるかなのですよ。

【田島寛】
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】

過日，視聴覚教室で販売した「基礎学力到達度テスト過去問
題集」ですが，高１は278名，高２が293名の生徒が購入したそうで
す。えっ！買ってないって，でも心配は無用です。本校売店でしば
らくの間，在庫をストックしておきますのでご安心を！
新高２用(１冊に収録)が3,500円，新高３用は英語のみ2,000円
で他の教科は１冊1,800円で販売しています。(消費税分がお得)
毎年募集している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。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。両学部とも申込締め切りは３月３日(水)
です。希望者は今すぐ迷わず進路指導部へ！
【伊藤秀】
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知りたいことは何でもネットで調べることができる世の中において，情報
収集はネットで行う習慣がついている人も多いことでしょう。しかし，皆さん
のどれくらいの人が専門家から直接情報を得ているでしょうか。ネット検
索で頭でっかちにならずに，その道のプロに直接話を聞くことが時に人
生の分岐点にもなります。ゲームならプロゲーマーに，大学のことならそ
この教授や学生に話を聞くと考え方も大きく変わり，目標達成への近道
になるかもしれませんよ。
【亀 谷】

お知らせ

(

ディズニーシーの人気アトラクション「シンドバッド」。乗ると流れてくる音楽
「♪人生は冒険だ！地図はないけれど。宝物探そう，信じてコンパス・オ
ブ・ユア・ハート」……そう。まさに人生は地図のない冒険。頼りにするのは
自分のコンパス（感受性）。自分のコンパスをしっかりと持とう。そのために
進路の情報は，まずはＣompassで。さぁ，情報を集めて未来という名の大
海原に繰り出そう！
【金久保】

２月1７日(水)３・４時間目に，第２回小論文テストを実施しました。
当日の朝礼で先月受けた小論文テストの答案を返却しました。
返却された答案には訂正すべきポイントや改善したほうがいいと思
われることが細かく書いてありました。文章を論理的に書くことの難
しさを痛感した人が多かったことでしょう。
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。その講義の内容や採点
された答案の添削をもとに，４時間目のリライトに臨んでもらいまし
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，文章全体の構成の仕方や実際に取り組んでも
らった問題の模範解答などを教えていただきました。取り組んでも
らった問題は，３題の中から１題を選んでもらいましたが，どの問
題にも共通する注意点があったはずです。今までは出題された設
問に対して問題点を取り上げ，それに対する自分なりの答えや考
え方を示すことまではできた人もいたかもしれません。しかし，その
答えや考え方をいかに「論理的に」読み手に伝えることまで考えて
文章を書くことができていたでしょうか。小論文は書く機会を増やす
ことで上達していきます。今回の小論文テストをきっかけに是非たく
さん取り組んでもらいたいものです。
【川 原】

日直

そもそも，2020年は共通テストをはじめとする教育・入試改革が行われ
る年でした。さらに，新型コロナウイルスの影響で日常生活・学校生活
はもちろん，入試や進路のイベント等も中止・変更がありました。まさに疾
風怒濤の１年でしたね。来年度もその影響は続くでしょう。それでも…どん
な形であっても「入試」はやってきます。学力と情報力を養い，どんな状
況も乗り越えましょう。情報の面は来年度もCompassで支えます。１年間あ
りがとうございました。
【鈴木鷹】

今年度はコロナの影響でCompass４月号・５月号の休刊を余儀なくさ
れました。パンデミックなんか映画の中だけの話だと思っていたのにまさ
か現実になるとは…。でも，今年度１年間で我が編集部も多少は進
化？したと思います。来年度もコロナに負けず正しい進路情報を発信
していきますのでCompassをよろしくご愛読くださいね。
【伊藤秀】

次回４月号は，４月７日(水)発行予定です

