高１社会人セミナー

2022年度入試結果速報(豊山版)
コロナ禍２年目の今年度入試では，私立大
学の志願者は例年並みに戻るとの予想 !?
今年度の入試は，コロナ禍の２年目ということもあり，各大学で例
年並みの志願者になっているようです。特に，法学・獣医・情報系に
人気が集まり，人文系は不人気な傾向がみられるようです。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。

≪日本大学≫
現在，付属推薦等で357名(72.9％)の進学が決定しており，昨年
度より若干増加していますが，志望者がいなかったとはいえ医学部
と歯学部が 0名というのは残念です。一般入試での進学報告はま
だですが，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ことが期待されます。

≪他大学≫

３月７日(月)に高1対象の「社会人セミナー」が開催されます。
内容としては，様々な分野の企業で勤務されている16名の講師
の方々に「社会で働くとはどういうことか。」ということについて講演
をしていただきます。実施方法としては，オンライン形式となりますが，
実際に勤められている方々の声を聞ける貴重な機会ですので，メ
モの準備や自分が講演を受ける企業を事前に調べておくなどしっ
かりと準備をしておきましょう。以下に講演をしてくださる企業と各社
の講演テーマを載せます。
テーマ
1 人工知能と仕事
劇的に変化する世界において，企業

2 はどのような人材を求めているの

PwCあらた有限責任監査法人

か，学生の間に何を学ぶべきか

3

日本の未来を支える
「組込みコンピュータ」

UCサロン
Ubiquitous Computing Salon

好奇心が道を決める！

推薦入試では昨年並みの82名(16.7％)が進学を決めていますが，
一般入試では現時点でGMARCH以上が17名と苦戦しています。これ
から国立大や追加合格に期待したいところです。

4 （かなえられなかったエジソンの夢に インタラクタプロモーションズ
向かって）
"エンジニア” という仕事の枠は 無

5 限大∞！～高校生から始める楽しく オーテックジャパン
生きる自分づくり～
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日本大学商学部は半減しましたが，理工学部は30名近く増加して
例年の豊山に戻ったようです。
【伊藤秀】

高２ 保護者対象進路講演会
2月26日(土)～３月６日(日)の期間中，保護者を対象に進路講
演会の動画を本校ホームページ内で公開しています。大学受験
は生徒だけではなく，保護者のご協力
も必要になります。特に保護者の方の
受験の流れについてのご理解や，受
験・大学費用についてのご協力は非
常に重要になります。皆さん自身も受
験については勉強以外にもスケジュー
ルや費用について，しっかりと理解をし
令和元年度の講演会の様子
たうえで臨むようにして下さい。
【屋嘉比】

6

人生は思った通りに生きられる！
～働くって楽しいよ！～

グローカルアース

エンジニアってどんな仕事？

7 「技術で社会貢献する」ものづくり

ソニー

は楽しい
「ワクワクする仕事x ドローン＆AI」

8 のこれからの可能性

常に好きなことを仕事にしている人

9 生は幸せ（ホテル業界27年の私）

ドローン・ジャパン
日の丸リムジングループ

なわとび１本で世界を跳び回る，

縄跳道場
10 なわとびビジネスマン
11 心から仕事をしてしまう要素とは何か？ 元ソニーコンピュータサイエンス研究所
12 「ピンっ！」とくる職業に出会うために 市役所職員
大手建設会社
13 想いをかたちに
弁護士法人Next
14 弁護士という仕事，その広がり
毎日新聞社
15 「震災報道と新聞記者の仕事」
ファーコス
16 保険薬局～薬剤師という仕事～

社会人と聞くとまだまだ遠い先のことと感じる生徒も多いのではな
いでしょうか。しかし，このような機会に社会で働く方々の生の声を聞
くと自分がなんとなく抱いていたイメージがいい意味で大きく変わるか
もしれません。
生徒の皆さんの中には「自分が好きなことを仕事にしたい」と思っ
ている人もいるのではないでしょうか。私も中学生の頃から抱いてい
た「教師」という夢を叶えるためにあらゆる努力をして，幸いにもこの
日大豊山でお世話になることができています。しかしながら，「自分
がなりたかった教師という仕事」に就けていても，あらゆる職務の中
で正直「なかなか気が進まないなぁ」と思う仕事もあります。それでも
教員の大切な仕事の一つとして疎かにすることはできないので，しっ
かりと責任を持って取り組んでいます。
つまり，「自分がやりたい仕事」に就けたとしても，実際にはその仕
事に関するすべての職務が自分のやりたいこととは限らないというこ
とです。
働くということには責任が伴います。その責任を全うするために，実
際に社会で働かれている方々はどのような意識・心持ちで職務にあ
たっているのかぜひ聞いてみてください。

【多 胡・福 田】

【屋嘉比】

高２実力テスト③
定期テスト後の３月７日（月）に高２は実力テスト③が行われます。
前回同様，受験後はスタディサプリと連動して進めることができます。
全力で取り組み自分の得意なところと苦手なところを再確認してみ
てください。以下にそれぞれの科目の範囲を記載します。
【英語】
■文法問題(大問4題)＋読解問題(大問2題)
■高校で履修するレベルの問題が出題される。
【数学】
数学ⅡB（４題）
■数学Ⅱ（式と証明/複素数と方程式/三角関数）
■数学Ⅱ（図形と方程式/指数関数と対数関数/微分と積分）
■数学B （平面上のベクトル/空間のベクトル）
■数学B （数列）
【国語】
■知識問題5題 漢字（読み書き）／慣用句・ことわざ／文学史
など
■現代文 読解問題2題（文学的文章・説明的文章）
■古典 文法問題1題（和歌）
■古典 読解問題2題（古文・漢文）

【多 胡・福 田】

お知らせ
３月19日(土)に付属生対象法学部オープンキャンパスが開催され
ます。対象は，高１・高２の生徒および保護者，付属校教員となり
ます。形式は，対面型とオンライン型で13時～16時を予定していま
す。原則，webによる事前申込が必要となります。３月に案内が届く
予定ですので，安心でんしょばと等で周知します。
過日，２月14日(月)～16日(水)に販売しました「基礎学力到達度
テスト過去問題集」ですが，購入実績を下表のようにまとめました。
なお，買いそびれた人は，年度内は２階売店に在庫をストックしてあ
りますので，早めに購入してください。

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」制度というものがあります。簡単に言う
と，高校在学中に大学の授業を履修でき，修得した場合はその学
部に進学した際に単位が認定される制度。今回は法学部が高１
(３名)，高２(１名)，経済学部が高１(１名)，高２(１名)の申込でした。
次年度も同時期に募集がありますので，覚えておいてください。

【伊 藤】

【川 原・竹 原】

編集後記

私が通っていた高校は他大学受験をする生徒が多いのにも関わ
らず，Compassのような進路に関する情報が少なかったと思います。こ
のCompassは付属の情報だけでなく進路全般に関する情報を提供し
てくれているので，有効活用すれば希望の進路を実現することに大
いに役立ってくれると思います。そういう思いでこの１年間やらせてい
ただきましたが，皆さんのお役に立ったのであれば幸いです。
【川 原】
新高３には，この春休みのうちに，直近１年分のバックナンバーをま
とめ読みすることをおすすめします。受験の流れを把握し，自分の１年
間をシミュレートしてみましょう。進路に関しては，欲しい情報やタイミング
が一人ひとり異なると思います。しつこいようですが，最新号の配信を
待つだけでなく，ぜひ！バックナンバーを自分で活用してみてください。
【竹 原】
中学の担任を10年行った後，ここ３年は初めて高校の担任を務めま
した。いきなり進路指導部担当になり，困り果てながらも常に行ってい
たことは過去のCompassを読み返すことでした。何度読んでもその度に
発見があり，何度も助けられました。これから受験生になる高校２年
生はもちろん，他学年の生徒・保護者の方・教職員の方もぜひ活用
【金久保】
していただければと心から思っております。

秀 樹（進路指導主任）
翔（高３進路担当）
純（高３進路担当）
亮 介（高２進路担当）
邦 子（高２進路担当）
伸 博（高１進路担当）
亘 宏（高１進路担当）
盛 哲（進路指導副主任）

月
日

)

今年度より進路指導部の一員としてこのCompassの作成に携わらせ
ていただきました。できるだけわかりやすく，実体験なども踏まえながら
有意義な情報を伝えられるよう心掛けてきました。１年間通して分かっ
たことは，「進路に関する情報や進学方法・実績などを示すことで，生
徒皆さんの将来を豊かなものにしたい」という思いでこのCompassは作ら
れているということです。Compassが夢を叶えるはじめの一歩となれば幸
いです。
【福 田】

編 集 長：伊 藤
編集部員：金久保
〃 ：亀 谷
〃 ：川 原
〃 ：竹 原
〃 ：多 胡
〃 ：福 田
〃 ：屋嘉比

(

一年間，大学進学に向けた様々な内容をこのCompassで生徒のみ
なさんに伝えてきました。いかがだったでしょうか。あらかじめ情報を頭に
入れておくと，いざというときに役に立ちます。しかし，一番大事なのは，
自分自身で調べようとする心持ちです。そのきっかけとしてCompassが
役に立てればと思います。Compassが，生徒のみなさんの夢の実現に
向けた一助になることを願っています。
【多 胡】

COMPASS 編集部（高校進路指導部）

日直

生徒にとって有益な情報になる記事を書こうと心掛けてきましたが，
いかがでしたでしょうか。進路選択に限らず，何かを選ぶ際には情報
収集が大切です。集めた情報を吟味し，自分の進む道を決めましょ
う。ただし，その選んだ道はただ進むだけでなく，正しい道にする努力
も大事です。情報収集の大切さを心に留めながら，どんな道を選ん
でも，正しい道にしちゃいましょう！
【亀 谷】
進路について相談できる人はそんなにいないと思いますが，このよ
うに先生方で作成する「進路新聞」も大きな視点や細かい視点で
多くの情報を提供できたと思います。誰かに相談する前段階で受験
に向けた準備の仕方やスケジュールについて多くを提供してきました。
毎月読んでいただければ"本物の受験生"になれるように，今後も皆
さんにとっての羅針盤となればと思います。
【屋嘉比】

今月号で第130号，12年間Ｃｏｍｐａｓｓを発行することが出来ました。
年間11回(昨年度はコロナ禍で２回休刊)，私自身は編集長として２
年間の離脱はありましたが，合計10年間携わらせていただきました。
そもそものきっかけは，私が進路指導主任１年目，進路指導部の教
員があまり「進路指導」に精通していないため，どのようにすればスキ
ルアップされるかを副主任(故小林教諭)と検討したことが始まりでし
た。当初は高校の分だけを印刷し，途中から中学の分も2,200枚以
上を印刷し配布しました。時には間に合わず泊まり込み(内緒)で印
刷したことも何度かありました(笑)そして2016年からはＨＰ上にアップす
る現在の形態になりました。これからもこのタスキを繋げていければと
思います。次年度もご愛読よろしくお願いします。
【伊藤秀】

次回４月号は，４月７日(木)発行予定です

