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5 3
0 13 10

５時間目 ６時間目 ７時間目

4 0
0 6 0
11 4 3
4 4 0

19 8
6 7 9

25 0
10 11 7

15 16
57 56 0
24 21 19
23 23 15

東京理科大学
芝浦工業大学

成蹊大学
神田外語大学

北里大学
明治薬科大学
東京薬科大学
防衛大・防衛医科大

29

12

2

0

上智大学
明治大学
立教大学
中央大学
法政大学

学習院大学
35

推薦要項
確認 →

Rank
高１

R04 R03
1 理工 24.6 理工 24.7
2 文理 17.0 文理 20.1

Rank
高２ 

R04 R03

5 芸術 6.9 芸術 6.5

1 理工 25.0 理工 20.0
2 文理 20.3 文理 15.1

Rank
高３ 

R04 R03

5 生物資 5.5 商 7.9

3 経済 17.0 経済 10.2
4 法 14.0 法 8.9

1 理工 25.3 理工 20.0
2 経済 16.4 経済 16.1

3 経済 16.3 法 15.2
4 法 13.8 経済 14.7

5 法 10.0 商 6.3

3 文理 16.4 文理 11.4
4 商 11.9 法 7.7

校内選考
エントリー →校内選考 →出願決定！ → 入学試験 → 合格！

【埜 口】

特進 他大学説明会 報告

校内選考の仕組み

昨年度に引き続き，全学年で理工学部が
１位に！文理学部や経済学部はどの学年
でも志望者が多くなりました。

【 林 ・埜 口・川 原】

【多 胡・ 林 】

Ｒ04 進路調査 結果発表

６月20日(月)５時間目から７時間目を使って，特進クラス対象
の他大学説明会を実施しました。なお，７時間目に関しては進学
クラス・体育クラスの生徒も対象としましたので，様々な大学のこ
とを多くの人たちへ知ってもらうことができました。

当日は14校にも及ぶ多くの大学に参加していただくことができま
した。豊山へ直接ご来校いただき，パンフレットやスライドを使用し
ながら丁寧な説明をしていただいたり，中にはZoomを利用して遠
隔での説明をしていただいたりした大学もありました。

コロナ禍における大学の対応が困難を極める中，本校生徒の
ために時間を割いていただき，多くの説明を聞くことができ，大変
有意義な時間となりました。

これからオープンキャンパスなども始まっていきます。インターネッ
トの情報だけでなく，実際にキャンパスを訪れることが可能である
ならば，興味や関心をもった大学へ足を運んでみてください。将
来の自分を想像する上で，多くのヒントを得られる機会となるはず
です。

右の表は，当日の参
加大学および参加生
徒数を一覧にしたもの
です。

これだけ多くの大学
説明会を，豊山にいな
がらにして聞くことができ
る行事でした。

次年度も継続し，より
多くの大学に参加して
もらえると良いと思いま
す。受験に向けて頑張
ろう，豊山生！

高校全学年を対象に，進路

調査が実施されました。志望調

査だけでなく，「１日の平均学習

時間はどのくらいか」ということや

「進路の決定時期はいつごろ

か」といった内容の質問もありま

した。少しだけかもしれませんが，

豊山生が日々どのように自分

の進路と向き合い，対策を取っ

ているかがわかる資料となりまし

た。

よく言われていることですが，

自分の行きたい大学や学部が

決まり次第すぐに過去問を調べ

てみることや，どのような入試形

態があるのかなど早めに情報

収集し，ライバルに差をつけま

しょう。

【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大学の出願権利獲

得！

＜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

今回は，「校内選考」について説明します。「校内選考」とは，

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

行われる選考のことです。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。

※高３には終業式に推薦

基準一覧表を配付予定

指定校推薦の基準は，例えば次のような条件があります。「評

定平均値が全体４．０以上」「評定平均値全体３．８以上かつ

英語の評定平均値が４．５以上」などです。

「評定平均値」については理解できているでしょうか。評定平均

値とは，高校１年次から高校３年次までの，各科目の評定の平

均値です。ここでポイントとなるのが，高１からの評定が計算に含

まれる，ということ。特に低学年の方が科目数が多いため，影響

が大きいです。高３になって「あぁ，あのときあの科目を勉強してお

けば…」と嘆かないように，今できる最大限の努力をしましょう。

さて，大学から指定された人数よりも多くの志願者が集まった場

合は，上記にあります校内選考によって出願者が決まります。つ

まり，こちらも高１からの成績が計算に含まれるということを忘れて

はなりません。しかも，評定平均値も総合序列も高３の成績割合

が特別に大きいわけではありません。

高１・高２の皆さんはまだ周りが受験モードになっていない今こそ，

評定も序列も「稼ぎ時」なのです！高３生は，高校２年次までの

評定は動かしようがありませんが，一週間後にある第２回定期テ

ストはまだなんとかできるのでは？それから，校内選考に使われる

総合序列はまだチャンスがありますね。９月２日(金)に行われる直

前テストまでが総合序列に入りますので，最後まで諦めずにいき

ましょう！

なお，指定校推薦の基準には，検定試験の取得級を使う場

合もあります。校内選考に参加するために，そのような細かな基

準もあることを知っておきましょう。

高１・高２必見！ 今のうちに理解しておくべきこと!



指定校推薦

付属特別選抜
(豊山枠)

→
基礎学力選抜

→
付属特別選抜

(全体枠)

次回８･９月号は，７月19日(火)発行予定です

【屋嘉比】

７月の進路行事

・７月14日(木) 社会人セミナー（高２）

・７月15日(金) 日本大学学部説明会（高２･希望者）

※この夏休みはオープンキャンパスに足を運ぶ貴重
な機会です。積極的に４～５つの大学に行くように
しましょう！

日 直

月

日

(
)

上記のように各学年で行事が行われています。それぞれが皆

さんの大学受験へのステップになっているので，一つひとつの行

事にしっかりと取り組んでください。

日本大学付属推薦 高２社会人セミナー

【福 田】

７月14日（木）高２対象「社会人セミナー」が開催されます。15

の企業の方々に講演をしていただきます。高２生徒諸君は，以

前にも「社会人セミナー」を受講したかと思いますが，文系理系

が決定している今，「働く」ということに関してより具体的な関心を

持ってもらいたいと思います。

以下，今回講演をしてくださる各企業のテーマです。

●「夢をかなえる思考法」

●「当たり前」再考から始まる国際協力

●自分を成長させる「行動」

●「グローバルな人材になる為に必要な事」

●「文章で思いを伝える力」

●地域の何でも屋さんで働くとは⁉～好きなことを探していたら，

郵便局を見つけました！～

●好きな仕事をして，楽しく生きてみたら「広報・宣伝」の仕事を

してました！

●食のゲームチェンジャー：細胞農業～宇宙に行ってもお肉食

べたい～

●仕事が私に教えてくれたもの

●「映画・テレビ」というエンターテインメントの仕事について！

●「自分の強みを仕事でどう活かすか」

●「空間デザインとは。人によろこんでいただくということ。」

●使いやすさを科学する仕事＝ユーザビリティの仕事

●社会貢献という仕事

●周りから見た自分，周りに活かされる自分～自分一人では

何もできない～

日本大学付属推薦

＜指定校推薦と付属特別選抜(豊山枠)＞

指定校推薦・付属特別選抜(豊山枠)では，各学部・学科が

定めた推薦要件（評定平均値や取得資格など）をクリアするのが，

校内選考に申し込むための条件となります。校内選考については，

第１面の記事を参照してください。

９月22日(木)に高３基礎学力到達度テストが実施されます。そ

の結果返却日（９月30日）よりも前に，指定校推薦・付属特別選

抜(豊山枠)の申告締切（９月26日）が設けられていることに注意し

ましょう。校内選考に申告するか否かを決断する判断材料は，テ

ストの自己採点結果となります。

指定校推薦・付属特別選抜(豊山枠)では，先に指定校推薦

の選考を行います。校内選考を通過すると辞退はできなくなるの

で，担任の先生とよく相談してから申し込んでください。

この記事で述べたのは，あくまでも概要です。実際は複数回の選

考もあり，より複雑な流れとなっていますので，以下の点に注意し

てください。

●高３は，保護者会（６月４日）とLHR（６月15日）で配布した「令和

５年度学校推薦型選抜スケジュール」を参照し，校内選考・セレ

クションへの申込や出願に際しては，必ず担任の先生へ相談して

ください。

●日程は年度により異なリます。高１・２は，高３になったときに最

新の情報を確認して情報を更新してください。

日大志望者の大多数が利用する「基礎学力選抜」「付属特別

選抜(豊山枠・全体枠)」と，「指定校推薦」（主に他大）について

概要をお伝えします。 ※校内選考やエントリーの日程は，１次に絞って

説明しています。

【竹 原】

実施の流れ（簡略版）

日大付属推薦・指定校推薦

＜基礎学力選抜＞

基礎学力選抜は，基礎学力到達度テストの成績によって決まり

ます。セレクションに申告し（締切は10月５日），通過したら本格的

に出願することができます。

基礎学力到達度テストの成績は，以下の割合で算出されます。

【国数英】

高２の４月：２割 高３の４月：２割 高３の９月：６割

【理or社】

高３の９月：10割

これまでのテストで振るわなかった人も，９月のテストで挽回すること

は十分に可能だと言えます。一方で，上位80％以内の順位でな

ければ，大半の学部にエントリーできなくなる（いわゆる「足切り」）

ので，油断は禁物です。

＜付属特別選抜(全体枠)＞

付属特別選抜(全体枠)には，校内選考やセレクションが設けら

れていません。各学部・学科が定めた推薦要件（評定平均値や

取得資格など）をクリアしていれば，出願が可能です。

７月14日(木)の高２対象社会人セミナーは，対面式で行いま
す。昨年度のオンライン形式から変えたので，講師の方々の熱を
より感じることができるでしょう。講師の方々がどのように高校生活
を過ごしてどのような人生を経て現在の仕事に就いているかを直
接聞ける機会になります。自分の将来像を描くきっかけにしていた
だければと思います。
７月15日(金)の高２と他学年の希望者対象日大学部説明会

は，オンライン形式で行われ，生徒は自宅からiPadを利用して参
加することになります。付属高校向けの説明会になりますので，
他では聞けない内容もあると思います。iPadは事前に氏名の表示
や顔出しのルールを確認して下さい。学部によって内容は大きく
異なりますので，しっかりとメモを取り，必要なことは質問をするよう
にして下さい。
７月21日(木)～24日(日)にかけて，防衛大学校と防衛医科大

学校のオープンキャンパスが行われます。既に申し込みは終了し
て，予定をしている生徒には自衛隊の広報官の方から直接連絡
が来ますので，その際は当日のスケジュールを確認するようにして
下さい。現地集合・現地解散になります。
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