
　　9/27(月)   指定校推薦（第１次）　エントリー締切
　　　　　　 　　 付属特別選抜（豊山枠，第１次）　エントリー締切

　  9/24(金)   基礎学力到達度テスト　自己採点

　　9/30(木)   基礎学力到達度テスト　成績発表
　　　　　　 　　 指定校推薦(第１次)・付属特別選抜(豊山枠，第１次)
　　　　　　　　  校内選考通過者発表

   10/ 6(水)　基礎学力選抜・国公立併願方式セレクション(第１次)
　　　　　　　　 エントリー締切

   10/ 9(土)　基礎学力選抜・国公立併願方式セレクション(第１次)
　　　　　　　　 結果発表

コース ２年次 ３年次

特
　
進

理
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物　　理

理科演習α(物理)＋

この後も，各第２次選考や，付属特別選抜(全体枠)などが続きます。

理科演習β（物理）　
OR／AND

理科演習α(化学)＋
理科演習β（化学）

生　　物

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）

本来，９月15日（水）に予定されていた高校１年生対象の「コー
ス別ガイダンス」ですが，オンライン授業の実施を受けて，当初の
予定を変更して生徒の皆さんに講演動画を配信し，受講してもらう
形となりました。

内容としては，リクルートの吉岡亮様から「文系理系選択」に関
する講演をしていただくこととなりますが，皆さんには今の時点で
「将来自分が何をやりたいのか。将来どういう職種に就きたいの
か。」ということを明確にする機会にできるといいと思います。

文系理系選択をするうえで，やってはいけないことは消極的な理
由で選択をするということです。例えば「国語が嫌いだから理系に
行く。」などというようなコース選択の仕方は，受験時のモチベー
ションの維持などを考えると非常に危険な選択の仕方だと思いま
す。しっかりと自分の将来につなげるための道筋として，文系理系
選択ができるようにしておきましょう。また，「仲のいい友達が文系に
行くから自分も文系に行く。」という考え方も危険ですので，この機
会にしっかりと将来を考えてみてください。

ガイダンス当日は，以前配布した「仕事・学問BOOK」を使用しま
す。あってはならないことですが，紛失してしまった生徒もいるかもし
れませんので，PDFにして改めて生徒に配信します。生徒諸君は

必ず「仕事・学問BOOK」と照らし合わせ
ながら受講してください。

私は高校生の頃「体育の教員になる
こと」が夢でした。もしダメだったら「国語
か英語の教員になろう」と考え，文系に
進みました。皆さんも自分の将來のため，
そして自分の可能性を広げられるような
コース選択をしましょう。

高３は９月22日(水)に基礎学力到達度テストが実施されました。
今後推薦入試の動きが本格化していきます。高３はもちろん，高１・
２の皆さんも未来の自分が通る道。今年度の流れを確認してみま
しょう。

９月２日(木)に大学入学共通テスト説明会を行いました。志願

票の記入や，受験料の支払いなどの際に注意が必要なポイント

を中心に説明しました。以下は要点です。

・学校を通してのみ申し込みが可能である。

・学校コード：13580B 

・氏名のフリガナ記入欄の濁点は１マス使うが，漢字氏名と

住所記入欄は濁点を含めて１マスに記入する(毎年記入ミ

スが多い)。

・受験料は２教科以下受験と３教科以上受験で金額が違う

が，ほとんどの者は３教科以上受験となる(教科・科目は下

の表を参照)。

・「地理 歴史公民」及び「理科②」の試験時間において，２

科目受験で申し込んだ際は，試験当日にキャンセル不可。

・志願票校内提出期限は９月24日(金)。

・必ず受験料を払い，「検定料受付証明書」を志願票に貼っ

て提出する。

大学入学共通テスト説明会について

【亀 谷】

以上の図から，基礎学力到達度テストが終わったら，息つく暇

もなく推薦の日程が入り込んでいるということがわかると思います。
特に，基礎学力到達度テストの成績返却の前に，指定校推薦と
付属特別選抜(豊山枠)のエントリーをしないといけないというのが
悩ましいところ。どこにエントリーするかの判断基準は自己採点が
頼りです。普段から自己採点の大切さを多くの先生から言われて

いると思いますが，ここに繋がるためです。
また，自己採点の直後にエントリーがありますが，校内選考に通

過した場合は，必ず出願・受験し，合格したら入学辞退はできませ

ん。よって，第３志望まで真剣に考える必要があります！
【金久保】

理系進学コースに在籍する生徒で，受験時に理科２科目の

履修が必須となる場合は，早い段階で担任の先生に必ず相

談をしてください。

また，高３特進コース(文系・理系）を対象として，午後に自由

選択講座が設けられます。申込時期の前に，志望校の受験

科目をよく確認しておいてください。

理系特進コースでは，理科に関して，次年度の科目選択が

必要となります。

その他のコースの生徒は，今年度選択した科目を継続履修し

ます(理科２科目受験予定の理系進学コースの生徒を除く)。

理系特進コースの高３選択科目は，以下の通りです。

【竹 原】

高１文理選択＆コース選択ガイダンス

【福 田】

高３ 付属推薦入試が始まる！

高 ２ 科 目 選 択



第２回　高２駿台全国模試
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
第２回　高１駿台全国模試

全国統一高校生テスト
第３回全統高２模試
第３回全統高１模試
全国有名国公私大模試
早慶上理・難関国公立大模試
全統プレ共通テスト
駿台ａｔａｍａ＋プレ共通テスト
共通テスト本番レベル模試

河合
河合

31日

21日 高３
高３
全
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21日
21日

12日

東進
東進
河合
駿台

東進

駿台
河合
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高3

高２
高１
高３
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11
月
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月

12
月

高３
高１

全

東進

17日
10日
10日
24日
24日

7日

駿台

5日

実施日 対象 予備校 試験名

7日

高２
高３

第３回駿台ベネッセ大学入学共通テスト模試

駿台
河合

高３

次回１１月号は，１０月２５日(月)発行予定です

下表は，指定校および付属推薦の日程となります。該当者は

期限を守り，書類作成もミスのないように提出すること！

９・１０月の進路行事

・９月30日(木) 基礎学力到達度テスト結果発表

指定校①＆付属特別①結果発表

・10月１日(金)～６日(水) 三者面談

・10月６日(水) セレクション① 校内締切

・10月９日(土) セレクション① 結果発表

・10月12日(火) 指定校➁＆付属特別➁校内締切

・10月14日(木) 指定校➁＆付属特別➁結果発表

セレクション➁ 校内締切
・10月16日(土) セレクション➁ 結果発表
・10月23日(土) 実力テスト②３科 （高１･高２）

※実力テスト以外は高３対象です。

日 直

月

日

(
)

皆さんは実用英語技能検定（以下英検）についてどのくらい知っ

ていますか。今回は英検の意外と皆さんが知らなさそうなところをい

くつかピックアップして以下にまとめてみました。これを読んで受検す

るメリットを理解してもらい，今後の参考にしてもらえれば幸いです。

☆Ｓ-ＣＢＴ受験を利用しよう！

S-CBT受験とは簡単に言うと，インターネット上で受けることができる

試験のことです。従来通りの試験だと２日間かけなければなりませ

んが，S-CBTだと１日で４技能すべて受験することが可能です。また，

従来型は年３回しか受験できませんが，S-CBTだと年間を通してか

なりの頻度で開催されています。ただし，自宅のＰＣなどで受験でき

るわけではなく試験会場まで行かなくてはなりません。ちなみに本校

からの最寄り会場は西武池袋にあるようです。

☆留学時の語学力証明として使える！

現在はコロナウイルスの影響でなかなか留学しづらいかもしれま

せんが，今後終息していけば海外に留学したいと考えている人もい

ると思います。留学する際に語学力が測定できるものの提示を求

められることがありますが，そのときにも英検のスコアが使えます。現

在は北米を含む約４００の大学などが語学力証明の際に英検を採

用しているようです。

☆大学入試を有利に進めることも！

大学によっては取得している級やスコアによって英語力を判断し，

入試の際に英語を受験しなくてもよいところや級やスコアに応じた換

算点を出すところがあります。例えば明治大学では「英語４技能試

験活用方式」という試験形態を採用している学部もあり，経営学部

では当日の英語の試験を受けなくてもよいということに加えて，スコ

アに応じて他の教科との結果に加点もしてくれるという制度もありま

す。他にも採用している大学はたくさんあるので，ぜひスマホなどで

「英検活用校」と検索してみてください。

【川 原】

高３生にとっては指定校推薦や基礎学力到達度テストの日程

が始まり，いよいよ受験モードを実感していることでしょう。各大学を

受験する際は，面接があることがあります。面接については，過去

の先輩方の報告書が進路室にありますので参考にしてください。

今年度は，学研の尾川講師からご講演をいただく予定ですが，

コロナ禍の状況を考慮して１０月中旬にオンデマンド配信をします。

面接には多くの形式があります。個人面接，グループ面接，口頭

試問など受験する学科の指示をよく確認しましょう。

面接で見られていることとして，意欲や目的意識，協調性や積

極性，表現力や論理的思考能力など面接官が着目するポイント

は多岐にわたりますので，希望する学科が何を重要視しているか

を事前に把握しておくことが大切です。

また，大切なこととしてコミュニケーション能力があります。質問さ

れたことに対して的確に答えられるか，結論を先に話すことができ

るかなど，事前に先生方に指導してもらうようにしましょう。

校外模試のお知らせ(２学期以降)

今学期も１学期同様，様々な模試が各予備校で実施されます。

高３生は共通テストや個別入試など，実際に受験する大学の入

試を想定して，本番のつもりで臨みましょう！高１・２生もいくつか模

試が用意されています。ぜひチャレンジできるといいですね！他校

の同級生との実力差が確認できるいいチャンスですよ！上記の模

試以外にも受験案内が学校に届きましたら各クラスに連絡します

ので，必ずチェックしましょう！

10月24日(日)河合塾/河合塾マナビスの「大学入学共通テスト

トライアル」が高１･高２生対象に開催されます。無料で自宅受験

ができるので奮って参加しよう。ｗｅｂ申込締切が10月15日(金)13

時までとなっています。

【亀 谷】

11月７日(日)は東進恒例の「全国統一高校生テスト」が開催さ

れます。対象は高３～高１生・高０生(高校レベルの実力がある

中学生)で，もちろん無料です。28日(日)には決勝大会もあるの

で自分の実力を試したい人はチャレンジしよう。web締切は11月４

日(木)です。

【竹 原】

【伊藤秀】

【屋嘉比】

【面接対策スケジュール（参考）】

①受験学科の要項を確認

…学科が重要視するポイントを確認

②進路室で先輩方の報告書を確認

…過去の報告書から対策を練る

③複数の先生方に面接練習の依頼をする

…経験を重ねて本番で実力が発揮できるようにする

【多 胡】

面接は自分自身をアピールできる場です。

前向きに取り組みましょう。


