
　  9/24(土)   基礎学力到達度テスト　自己採点

　　9/26(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

　　9/30(金)   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/ 5(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/ 8(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

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。

大学入学共通テスト説明会について

【竹 原】

【川 原】

【埜 口】

高１コース別ガイダンス

【 林 】

高３ 付属推薦入試が始まる！

高 ２ 科 目 選 択大学入学共通テスト説明会について

９月１日(木)に，視聴覚室にて大学入学共通テストの説明会

を行いました。今年度は90名の生徒が参加しました。

【当日説明した主な内容】

・現役生は学校を通じて出願する（既卒生は各自で出願する）。

・検定料は各人で異なる（受験教科数や成績通知希望の有

無による）。支払はATMでなく窓口で。押印のある「検定料受付

証明書」を志願票に貼付することを忘れずに。

・身体面等で受験に不安がある場合，手続きをすることで配慮

を受けることが可能となる。

・『受験案内』冊子を熟読し，志望校の入試要項を確認してか

ら受験教科数を決めること。

説明会参加者は，翌日のＨRにて担任経由で『受験案内』冊子

を受取り，家庭学習期間中に各自で手続きを進め，21日（水）

に志願票を担任へ提出しました。

【今後の主な流れ】

９月下旬から10月上旬の間に，担任や進路指導部を中心に

書類のチェックを行い，全員分を取りまとめて大学入試センター

へ送付します。

10月下旬に大学入試センターから出願受理通知（確認はが

き）が学校に届き，登録内容を確認します。

12月中旬に受験票等が送付され，いよいよ１月14日（土）・15

日（日）の本番を迎えることとなります。

高３は９月22日(木)に基礎学力到達度テストが実施されました。
推薦入試の流れがどうなっているのかを把握することは非常に重
要です。高３生はもちろんですが，今のうちに高１，２の生徒もよく理
解しておくと先を見据えて行動することができるようになると思います。

上記の流れからわかってほしいことは，指定校推薦や付属特別
選抜の選考は基礎学力選抜よりも早くに始まってしまうということで
す。つまり，自己採点をしっかり行っておかないと自分の立ち位置
も身の振り方もわからない状態になってしまいます。日頃のテストか
ら自己採点を行って練習しておくことを強く勧めます。

現在高校２年に在籍している生徒は，昨年度に履修科目選択
をしてもらいました。高校３年へ進級するにあたり，さらに科目選択

をしてもらう必要のあるコースを紹介します。

高１生は，この２学期に文系・理系の選択を行います。それに
向けた事前指導として，９月14日（水）の４時間目に文理選択に
関するガイダンスを行いました。感染状況を考慮して，当初の予
定を変更し，Zoomを使ったリアルタイム配信で行いました。ガイダン
スでは，文理選択の時期，コースの種類，文理選択をするときの
注意点などをお話ししました。

説明した大まかな内容は次の通りです。
◎特進コースはあくまで「国公立大学や他私立大学を一般受
験する」という目標をもつ生徒が対象。安易な理由で選択しない
こと。加えて，どの大学かによらず医学部を志望している生徒は，
理科を２科目履修しなければならないため，必ず理系特進に入
ること。
◎教科・科目の好き嫌いで文理選択をしてはいけない。
◎将来自分がどのような分野で社会に貢献したいのかを考え，
そこから逆算して理系か文系か，どの科目を履修すべきかを考え
る。例えば，「地球温暖化を食い止めたいからすなわち理系」と
は限らない。「国際会議に出席したい」「途上国に温暖化につい
て教育したい」など，活躍できる分野は多岐にわたる。
◎日大を希望している人は，１学期末に配付した「学校推薦型
選抜ガイドブック」にある文理の区分を参考にすること。
◎苦手科目を理由に「理系は無理だ」などと諦めず，自分のやり
たいことのために勉強を頑張ってほしい。

将来のことを具体的に決められていない人は，各科目の学習
や総合的な探究の時間を通して，自分の興味・関心を知るように
しましょう。そのうえで自分にとって最善の文理選択ができるよう，
担任や保護者とよく相談するようにしてください。

○理系特進
理科において，「物理」「化学」「生物」の各分野から２分野まで

選択。
○理系進学(受験において必要な場合のみ)

大学入試で理科を２科目履修する必要がある場合に限り，科
目選択をします。担任の先生へ早めに相談をしてください。

文系進学・体育・文系特進・理系進学（大学入試に理科を２
科目履修する必要のない人）クラスの生徒は科目選択を行いま
せん。２年次に履修した科目を引き続き選択することになります。

また，高校３年特進クラスでは，午後に自由選択講座が設けら
れます。申し込みの時期よりも前に，受験科目を確認しておく必要
がありますので，事前に調べておくようにしてください。

進学・体育クラスにおける高校３年次の時間割は，１科目あたり
の単位数が増えていきます。文系クラスであれば地歴公民，理系
クラスであれば理科の単位数が高校２年次よりも増えて，より受験
を意識したカリキュラムへと変わっていきます。

○高校３年４月の基礎学力到達度テストまで残り７か月。
○高校３年９月の基礎学力到達度テストまで残り１２か月。
○大学入学共通テストまで残り１６か月。
高校３年生が頑張っている姿を見て，高校２年生も気合が入っ

ていきます。



『マイページ作成・登録は出願の「初めの一歩」！』
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２回高２駿台全国模試
第３回全統記述模試
第２回高１駿台全国模試

第３回全統高２模試
第３回全統高１模試
全国統一高校生テスト
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

実施日 対象 予備校 試験名

高３ 河合
23日 高１ 駿台

高２ 駿台

９日 高３ 河合
９日 高３ 駿台

高３ 駿台 第３回駿台ベネッセ大学入学共通テスト模試

６日 全 東進

30日 高２ 河合
30日 高１ 河合

東進
20日 高３ 東進
20日 高３ 河合

20日 高３

高３ 駿台
11日 全 東進

11
月

10
月

12
月

11日

30日

16日
23日

次回11月号は，10月31日(月)発行予定です

９・１０月の進路行事

・９月30日(金) 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(土)～７日(金) 高３三者面談

・10月５日(水) セレクション① 校内締切

・10月８日(土) セレクション① 結果発表

・10月11日(火) 指定校②＆付属特別②校内締切

・10月13日(木) 指定校②＆付属特別②結果発表

セレクション② 校内締切
・10月15日(土) セレクション② 結果発表

実力テスト②３科 （高１･高２）
※実力テスト以外は全て高３対象です。

日 直

月

日

(
)

【福 田】

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！

【屋嘉比】

【屋嘉比】

【多 胡】

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！

上記日程で特に気を付けるポイントは，基礎学力選抜でセレク

ションにエントリーする生徒です。面談を10/５午前中までに済ま

せ，その後のスケジュールまで担任・保護者とシミュレーションし

ておきましょう。

11月６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。付属校にいるとなかなか

全国偏差値を知る機会がないので，将来的に他大学受験を

考えている生徒は全国偏差値を知る良いチャンスになります。

高３生にとっては基礎学力到達度テスト，指定校推薦や付属

特別に関する日程が始まり，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。

実際には豊山生は推薦で大学を受験する生徒が多いのが現

状です。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。

現在続いているコロナ禍の状況を踏まえ，１０月中旬にオンデマ

ンド配信をしますので何度も視聴しましょう。面接には多くの形式

があり，個人面接，グループ面接，口頭試問など多岐にわたり

ますので，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

イントはその大学によるので，希望する学部・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。

【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

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。

申告締切 10/５水 申告締切 9/26月 申告締切 9/26月

選考 10/８土 選考 9/28水 選考 9/28水

結果発表 10/８土 結果発表 9/30金 結果発表 9/30金

申告締切 10/13木 申告締切 10/11火 申告締切 10/11火

選考 10/15土 選考 10/12水 選考 10/12水

結果発表 10/15土 結果発表 10/13木 結果発表 10/13木

セレクション② 二次選考 二次選考

基礎学力選抜 付属特別（豊山枠） 指定校（一斉）

セレクション① 一次選考 一次選考

申告締切 10/５水 申告締切 9/26月 申告締切 9/26月

選考 10/８土 選考 9/28水 選考 9/28水

結果発表 10/８土 結果発表 9/30金 結果発表 9/30金

申告締切 10/13木 申告締切 10/11火 申告締切 10/11火

選考 10/15土 選考 10/12水 選考 10/12水

結果発表 10/15土 結果発表 10/13木 結果発表 10/13木

セレクション② 二次選考 二次選考

基礎学力選抜 付属特別（豊山枠） 指定校（一斉）

セレクション① 一次選考 一次選考

生徒の皆さん，数年前から大学受験をする際に「WEB出願」が

主流になっているのはご存じですか。WEB（インターネット）出願につ

いては，大学入試に限らず私立中学校や高等学校入試でも採

用されているところが多いので，実際に利用した生徒もいるのでは

ないでしょうか。ちなみに本校でも数年前から入試にWEB出願を採

用しています。

そして，そのWEB出願を行う際に必要になってくるのが「マイペー

ジ」の作成・登録作業になります。「マイページ」とはWEB出願を行う

際の個人情報やメールアドレス等を事前に登録して，出願をス

ムーズに行えるようにするものです。

「マイページ」の作成・登録については各大学によって日程が異

なりますので，必ず早めに入試要項に目を通し，何が必要なのか

を確認しておくことが重要です。

「マイページ」作成について事前に用意しておいたほうがいいもの

を以下に挙げます。

１．「顔写真データ」（サイズ等については志望校の要項を確認す

ること。）

２．「メールアドレス」（１人につき１つのアドレスが必要になります。

複数人で１つのアドレスを使用することはできません。）

上記２つに関してはマイページ作成において必ずといっていいほ

ど必要になってくるものです。また，上記以外にも必要な情報や書

類がある大学もありますので，しっかりと要項を読み，不備のない

出願が行えるように準備しておきましょう。
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