
推薦要項
確認

校内選考
エントリー 校内選考→ → 合格！→入学試験→出願決定！→

指定校推薦
付属特別(豊山枠)

基礎学力選抜 付属特別(全体枠)→ →

高１
Rank R03 R02
1 理工 16.2 理工 24.6
2 文理 13.2 文理 16.9
3 法 10.0 法 13.6
4 経済 9.6 経済 13.1
5 芸術 4.2 芸術 11.9

高２ （理系）
Rank R03 R02
1 理工 ４０.0 理工 58.7
2 文理 7.0 生物資源 15.4
3 芸術 5.7 文理 10.5
3 薬 5.7 経済 3.5
5 生物資源 3.7 芸術 3.5

高３ （理系）
Rank R03 R02
1 理工 44.1 理工 56.3
2 生物資源 13.5 生物資源 9.6
3 経済 3.6 文理 7.4
4 文理 3.1 経済 6.7
5 薬・商 2.2 薬 5.9

高２ （文系）
Rank R03 R02
1 文理 22.4 経済 27.0
2 経済 18.4 文理 24.3
3 法 16.7 法 20.0
4 商 14.7 商 10.8
5 芸術 2.9 芸術 8.1

高３ （文系）
Rank R03 R02
1 経済 26.5 経済 32.7
2 文理 18.3 法 18.3
3 法 12.7 商 18.0
4 商 9.7 文理 15.8
5 芸術 6.3 芸術 6.5

＜指定校推薦と付属推薦(豊山枠)＞

９月22日(水)に高３基礎学力到達度テストが行われます。ここで

重要なのが，結果返却の前に指定校推薦と付属推薦(豊山枠)

の申告締切があるということ。皆さんは自己採点をもとに，申告の

決断をすることになります。指定校推薦・付属特別選抜(豊山枠)

は志望学部・学科の定める評定平均や取得資格などの推薦要

件をクリアするのが最低条件です。そのうえで，豊山における「総

合序列」の上位の人から出願の権利を得ることができます(詳細

は右側の「校内選考の仕組み(前偏)」参照)。今年度は指定校

推薦と付属特別選抜(豊山枠)のエントリーを同時に行い，先に

指定校推薦の選考が行われます。指定校推薦で決まった場合

は，必ずそちらに出願しないといけないため，エントリーの際は注意

が必要です。

今回紹介したものはあくまで大まかな流れです。実際は複数回

の選考もあり，より複雑で年度によって日程が異なることもあります。

不明な点は必ず確認してから出願をするようにしてください。

日本大学付属推薦についてCompassで何度か紹介してきました

が，ここでは毎年多くの人が利用する「基礎学力選抜」，「指定校

推薦」「付属特別選抜(豊山枠・全体枠)」の全体的な流れにつ

いてお伝えします。

【金久保】

◎付属推薦の流れ（簡略版。一次選考のみの流れ）

日本大学付属推薦

校内選考の仕組み（前編）

※高３には終業式に推薦

基準一覧表を配布予定

【校内選考の例】

Ａ～Ｃ大学は，各１名のみ出願可。左

の３名は推薦要件をすべて満たしている

とします。校内選考は序列が高い人か

ら順番に決まっていきます。よって，①序

列１位の一郎君はＡ大学出願権利獲

得！②序列２位の二朗君は第一志望

がＡ君に決まってしまったので，第二志

望のＢ大学の出願権利獲得！③序列

３位の三郎君は，まだＣ大学が残ってい

たので，Ｃ大学の出願資格獲得！

左側「日本大学付属推薦」の記事に出てきた「校内選考」に

ついて説明します。「校内選考」は，指定校推薦と付属特別選

抜(豊山枠)の出願者を決める際に行われます。指定校推薦と

付属特別選抜(豊山枠)に関して，各大学・学部から推薦要件

(評定平均や資格等)が出されます。指定された人数よりも多くの

生徒が集まった場合，基礎学力到達度テストや錬成テスト等の

成績によって出される「総合序列」を軸に，人物評価等も含めた

総合評価によって選考が行われます。この選考を通過して出願と

なります。以下に具体的な例を挙げます。

※表の単位は％。第１希望のみで集計しています。

Ｒ03 進路調査 結果発表

＜序列１位 一郎君＞

第一志望 Ａ大学→○

第二志望 Ｂ大学

＜序列２位 二朗君＞

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 Ｃ大学→○

第二志望 Ａ大学

理系では理工学部が圧倒的人気を維

持し，文系では文理学部と経済学部が

上位を占める。

【福 田】

【福田・多胡・金久保】

＜基礎学力選抜＞

指定校推薦・付属特別選抜(豊山枠)の後に基礎学力選抜が

行われます。基礎学力選抜は，全付属高校内の基礎学力到達

度テストの成績によって出願できるかが決まります。今年度は高３

４月と９月の成績で順位が算出されます。通常の年ですと高２ ４

月の成績も入りますが，昨年度４月は中止となってしまったため，

成績の割合が例年と異なっており，国数英の成績が「高３ ４月：

高３ ９月＝３：７」の割合となっています。また，ほとんどの学部が

上位80％以上の順位でなければエントリーができず，いわゆる「足

切り」をされてしまうので注意しましょう。その基準を満たしたうえで，

志望する学部学科の上位の人から出願の権利を得ることができ

ます。

＜付属特別選抜(全体枠)＞

基礎学力選抜の後に行われるのが付属特別選抜(全体枠)の

エントリーです。各学部学科の定める評定平均や取得資格など

をクリアしていれば出願の資格を得ることができます。指定校推

薦・付属特別選抜(豊山枠)と異なり，事前に校内選考がない点

を理解しておきましょう。

＜必要となる成績＞

「基礎学力選抜」→基礎学力到達度テスト

「指定校推薦・付属特別選抜(豊山枠)」→各大学などの定める

評定平均(＋総合序列)など

「付属特別選抜(全体枠)」→各学部の定める評定平均など

５月10日より高校全学年を対象
に進路調査が行われました。次の
表は各学年の第一志望学部を表
したものです。

傾向としては例年の流れがより顕
著になり，理系では理工学部が
40％を超える人気を占めました。



　

　日本獣医生命科学大学
　防衛大学校・防衛医科大学校

　計11大学
　※はオンライン参加

　北里大学 　明治薬科大学 　東京薬科大学

今回ご参加いただいた大学
　上智大学 　明治大学 　中央大学
　法政大学※ 　学習院大学 　芝浦工業大学※

７月１５日（木）に，「社会人セミナー」が実施されます。さまざま

な業種の社会人の方に講師を務めていただき，体験談をうかが

います。

現時点で予定されている講座は，以下の通りです。

● 保険薬局～薬剤師という仕事～

● 情報発信の仕組み～新聞からウェブまで～

● 弁護士という仕事，その広がり

● “想いをかたちに”するために

● 「ピンっ！」とくる職業に出会うために

● 企業内キャリアコンサルタントの仕事術

～こんなとき貴方なら どうする？自分の殻の破り方～

● 好きこそ縄の上手なれ

● 自分を成長させる「行動」

● エンジニアってどんな仕事？「技術で社会貢献する」ものづく

りは楽しい

● 人生は（けっこう）思った通りに生きられる！

～「働く」は楽しい！自分で創り出す面白さ～

● 好奇心が道を決める！（発明家エジソンの様になりたくて）

● 日本の未来を支える「組込みコンピュータ」

● 劇的に変化する世界において，企業はどのような人材を求め

ているのか，学生の間に何をすべきか

● 人工知能と仕事

● 「当たり前」再考から始まる国際協力

● 「グローバル」な人材になる為に必要な事」

次回８･９月号は，７月１９日(月)発行予定です

【伊藤秀】

７月の進路行事

・７月15日(木) 社会人セミナー（高２）

・７月16日(金) 日本大学学部説明会（高２･希望者）

※この夏休みに予備校の校外模試を受けよう！
７月上旬が申込締切なので，担任を通して
進路指導部まで！

日 直

月

日

(
)

７月16日(金)の日本大学学部説明会（全16学部）は高２進学

クラスおよび体育クラス全員と高２特進及び高１・高３の希望者

が対象で実施します。①9：30～10：10，②10：25～11：05，③

11：20～12：00の１コマ40分で３コマとなります。これも社会人セミ

ナーと同様にZoomとなりますので，事前準備を忘れずに。

６月21日(月)の５・６時間目に他大学説明会を実施しました。高

校全学年の特進クラスおよび希望者を対象として行われ，事前に

希望した大学の説明を受けました。希望者の多い大学に対しては，

さらに７時間目も実施されました。今年度は，上智大学や防衛大

学校など，計11の大学にご参加いただき，一部の大学はZoomによ

るオンライン参加のご協力をいただきました。各大学の担当者の

方々に，その大学の特徴や雰囲気から具体的な入試制度まで，

丁寧な説明をしていただきました。

【金久保】

７月15日(木)高２対象の社会人セミナーは，３月実施を現高３

に譲った関係でこの１回となります。今回は１6名の社会人の方

にZoomで講演をしていただきます。７月上旬のHRで担任から説

明があると思いますが，原則として顔出し(映像ON)でミュート(音

声OFF)となりますので，事前に準備(部屋の掃除?!)しておこう。

特進 他大学説明会 報告

今年度の卒業生講演会は，２年ぶりの開催となりました。今回
は文系と理系から２名ずつの先輩方が後輩に向けて経験と，受
験の戦い方や経験談などを語ってくれました。

卒業生講演会 報告

令和２年度卒 東 昇 一 （早稲田大学教育学部進学）

令和２年度卒 米 田 蒼 以 （立教大学文学部進学）

令和２年度卒 川 田 健太郎 （東京学芸大学Ｂ類進学）

令和元年度卒 酒 井 大 樹 （順天堂大学医学部進学）

【多 胡】

【参加した生徒の感想】

・上智大学 ⇒ 教員の6人に1人が外国人であることに驚いた。

英 検，TOEIC，TOEFLなどが基準以上に達していれば有利に

なる入試方法があることがわかった。

・北里大学 ⇒ イメージと違い，設備が充実していたり，自分の

興味のある分野がたくさんあったのでオープンキャンパスにも行

ってみたいと思った。

・芝浦工業大学 ⇒ 現役大学生が高校時代の話をしてくれて

わかりやすかった。英語はどの大学でも必要だとあらためて認

識できた。

７月17(土)･18日(日)に防衛大学校のオープンキャンパスが開

催されます。場所は横須賀ですが，市ヶ谷から送迎バスがあり

ます。今回は高１が３名，高３から２名と保護者１名が参加しま

す。（申込は終了）

スタディサプリ視聴してますか？高１・高２は個人結果レポート（何

を視聴すれば良いかが分かる）をチェックして，間違えたところを

スタディサプリで復習しよう。

【福田・多胡・金久保】

生徒はZoomを使って自宅から参加します。家族や先生以外の

大人の話を聞くことができるたいへん貴重な機会ではないでしょう

か。楽しみにしていてください。

高２社会人セミナー

【川原・竹原】

在校生から事前に出た質問が１４０を超えたので，テーマごとに
質問に答えてくれました。毎日のルーティーンというテーマでは「やっ
てることに価値があるかを意識していた」（東君），「１，２年のうちが
受験生として一番時間があるから数学の基礎を徹底する」（川田
君）という意見がありました。また，偏差値は気にする必要はないと
いう意見が多かったです。モチベーションの維持については，「松
岡修造の動画を観て気合をもらった」（米田君），「あまり思いつめ
ないでやる」（川田君），「メンタルブレイクする前に休憩のために
YouTubeや映画の名シーンを観た」（酒井君）など，今の高校生
らしいモチベーションの維持の仕方を話してくれました。また勉強の
時間と休憩を強制的に作り出すために，“ポモドーロテクニック”と
いうものも紹介してくれました（酒井君）。

最後に「いくらでもチャンスはある」「受験はきついけど，長めのじら
しプレイだと思って頑張って」「自分がやってることはなかなか結果が
出ないかもしれないけれど，最後までやってることを信じてください」
「大学は女子がかわいい子が多い」など，ユニークなアドバイスも
あり，盛り上がりました。

【屋嘉比】

５階進路室の前にあるテーブルにて，今回の説明会でいただ

いたパンフレットをたくさん置いてあります。是非，各大学のパンフ

レットを手に取ってみてください。早い者勝ちですよ！

講演会の様 山川最強!!


