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2023年度入試結果速報(豊山版)

【屋嘉比】

高１社会人セミナー

コロナ禍の影響が残り「文低理高」の傾向が見

られ，理系ではデータサイエンス系の学部に人気

が集まる

【日本大学】
現在３６０名(卒業生の73.9%)の生徒が進学を決めています。こ

れは昨年度の卒業生の割合と同じで，今後一般入試の結果で

はさらに増えると予想されます。文系学部では法学部に進学を決

めた生徒が多かったです。次に経済学部，文理学部と続きました。

やはり，コロナの影響があってもより確実に就職できるように，資格

取得を考えての進学が目立ちます。

【他大学】
他大学の合格者は，早慶上理クラスでは，１5名となり昨年度

並みですが，GMARCHクラスの合格者数が伸びています。昨年度

は１８名でしたが，今年度は36名となり１8名も多くなりました。今年

度は日大へ付属推薦で進学する生徒が増えた分だけ，一般受

験をする生徒が減っている状況の中，人気のあるGMARCHクラスの

大学の合格者が増えているので，一般受験をしている生徒の健

闘が伝わります。今後は残りの私立大学の結果と，国公立大学

の結果を待つのみとなります。

３月９日(木)に高１対象の「社会人セミナー」を開催します。社会

人セミナーでは，様々な分野で実際に「社会に出て働いている」

講師の方々に，学生時代の経験や，「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くものです。

現在高校１年の生徒の皆さんには聴講希望アンケートを取り，

聴講する講演者の割り振りを確認していただいている段階です。

振り分けが確定し次第，教室などでお知らせいたします。

実際に社会に出ている方々の生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調べておくなど，

しっかりと事前準備をしておきましょう。また，セミナー終了後に感想

を書くアンケートも予定しています。iPadの準備もお願いいたします。

実際に講演をしてくださる方の講演テーマと職業等は次の通りで

す。

「社会人」と聞くと，皆さんにとってはまだ遠い未来のように感じると

思いますが，高校を卒業と同時に就職する方もいるかもしれません。

実際に社会に出て働いている人の生の声を聴くことで，社会に出る

とはどういうことかを考えるきっかけにしてください。

また，皆さんの多くは自分の選択科目が職業に直結していると考

えていると思います。もちろんそのような職業も多いです。しかし，す

べての職業が選択科目と直結していません。例えば，本校には，

高校では物理選択だった英語の教員がいます。私の友人は福祉

関係の大学を出ましたが，今はお芝居の制作をしています。心理

学科を出てイベントプランナーをしている方も知っています。このように，

大学で何を学ぶかということがそのまま職業につながるわけではなく，

「それまでにどのような経験をしたか」ということも，実は将来の職業

につながってくるのです。私自身も，理科教員になった理由として

もっとも大きいものは，大学で学んだことではなく自身の経験です。

今回の社会人セミナーで，社会人の方の学生時代や社会人生

活での経験を聴くことができると思います。講演を聴くというこの経

験も，皆さんの将来設計の材料の一つになってくれることを期待して

います。

今年度の入試は，３年目を迎えたコロナ禍の影響をどうしてもぬ

ぐい切れていません。受験生は現実的にコロナ禍でも強い，AIの

研究につながるデータサイエンス系の学部を選ぶ傾向が強くなりま

した。文系学部はコロナ禍で安定志向が強まり，公務員などの資

格が取れる法学部に人気が出ました。日東駒専の大学では，日

大のみ前年度を上回る倍率で，それ以上の国公立大学や難関

私立大学では大学入学共通テストの得点調整の影響により出願

の迷いが見られました。難関国公立大の抑えと考えている受験生

は，早慶上理の出願をギリギリまで様子見している状況が見て取

れました。

そのような状況の中，本校の受験生は日大，そして他の私立大

学への合格を勝ち取っています。以下に２月22日時点での進路

状況の概要と，合格者数をまとめました。最終結果は国公立大

学の結果とともに４月上旬の発表になります。

2023年２月22日現在の日大進学者・合格者状況

日 本 大 学 推薦一般 他 大 学 推薦一般
1

二部 8 慶應義塾大学 2
法学部

一部 44 早稲田大学

経済学部 50 東京理科大学 8 1
文理学部 36 上智大学 3

13
芸術学部 10 青山学院大学 2 4
商学部 27 明治大学 2

危機管理学部 8 中央大学 3 4
国際関係学部 2 立教大学 2

1
理工学部 102 学習院大学 1 1
スポーツ科学部 2 法政大学 2

1
工学部 2 専修大学 1
生産工学部 21 東洋大学

1

歯学部 芝浦工業大学 2

医学部 1 駒澤大学

生物資源科学部 37 東京電機大学 2

松戸歯学部 1 東京工科大学 2

短期大学部 三島 1 東京農業大学 3
薬学部 6 東京都市大学 2

進学者数 360 合格者数 120

30 26
小計 360 0 小計 65 55

短期大学部 船橋 2 その他の大学



次回４月号は，４月７日(金)発行予定です

３月９日（木）に高２対象の実力テストが行われます。次年度４月の

基礎学力到達度テストに向けて，現時点での自分の学力を測るには

絶好の機会だと思います。以下に試験範囲を記載しますので，高２の

皆さんは是非頑張ってください。

【国語】（必答問題）７題＋（選択問題）※選択問題は「古典」を選択。

◎必答問題

〔知識問題５題〕

漢字（読み）/漢字（書き）/慣用句/文学史/口語文法

〔文章問題２題〕文学的文章/説明的文章

接続語補充/内容・心情理解/要旨把握/表現の特徴・技法・構成

◎選択問題※全員「古典」を選択。

〔文法問題１題〕和歌の修辞法

〔読解問題２題〕古文/漢文

古文：助詞・助動詞/敬語/係り結び/主語把握/内容理解

漢文：漢詩の形式/対句表現/押韻/句形（反語・疑問・抑揚・仮定

など）

【数学ⅡＢ】（全問必答問題）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/微分法と積分法）

数学Ｂ（平面上のベクトル/空間のベクトル）

数学Ｂ（数列）

【英語】（全問必答問題）６題※リスニングはなし。

文法問題４題+読解問題２題

〔高校で学習する以下の文法項目〕

文の種類/文の要素と文型/動詞と時制/助動詞/受動態/不定詞/

動名詞/分詞/比較/関係詞/仮定法/前置詞/接続詞/話法/否定/

名詞/冠詞/代名詞/形容詞/副詞/特殊構文

【福 田】

編 集 後 記

２月13日(月)～16日(木)に販売しました「基礎学力到達度テスト
過去問題集」の購入実績を下表のようにまとめました。年度内は２
階売店に在庫をストックしてあります。昨年度よりもかなり売れてい
るようですので，品切れになる前に早めに購入しましょう。

２月に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」制度の希望者を募りました。これは，高校在学中に
大学の授業を履修でき，修得して，かつその学部に進学した際に
単位が認定される制度です。過去にも多くの先輩方が利用し，
放課後の時間に通学して入学前に単位認定されています。仮に
実際にその学部に入学しなかったとしても，入学金や科目等履
修料が免除されて高等教育が受けられるという大きなメリットがあ
ります。今回の申請者数は，法学部が高１(３名)，高２（０名)，経
済学部が高１(１名)，高２(０名)という数でした。例年と比較すると
物足りなさを感じますので，もったいないと思います。次年度も同
時期に募集がありますので，是非とも前向きに検討しましょう。

皆さん，本校５階には進路相談室という部屋があります。ときどき先

生のおつかいで実力テストを運ぶために入室したり，なんだか先生が

話し合っているなぁという光景を目にしたりする部屋かと思います。コロ

ナ禍の影響で，生徒が自由に出入りできないようにしているため，その

存在をよく知らない人も多いのではないでしょうか。

今回の記事で，どのような部屋なのか紹介します。必要なものがあ

る人は先生にお願いをして入室してみてください。

【多 胡】

【埜 口】

【 林 】

お 知 ら せ

【竹 原】

【福 田】

【屋嘉比】

高２実力テスト③

有益な情報になる記事を書こうと心がけてきましたが，いかがで

したでしょうか。進路情報も勉強も，自分自身で調べようとする心持

ちが大切です。そのきっかけとしてCompassが役に立てればと思いま

す。Compassが，みなさんの夢への実現の後押しになることを願って

います。

多くの進路情報を伝えようという想いで，今まで紹介されてこな

かった記事も書いてきました。生徒の皆さんが必要な情報を的確に

受け取り，進路選択の一助になっていることを願うばかりです。過去

の記事もためになるものばかりですよ。

高３がメインターゲットとなる特集でも，下級生が読んで理解で

きるように心がけて書きました。また，次年度への申し送りを意識して，

記事にはなるべく具体的な情報を盛り込みました。お役に立てたなら

ば幸いです。

進学において大事な事は「正しい情報を早く知ること」そして

「対策をすること」の２つだと思います。「対策」については生徒自身

の努力が必要ですが，正しい情報を生徒の皆さんに伝えるためにこ

のCompassは作られています。来年度もぜひ読んでください。

１年間ご愛読ありがとうございました。毎号どのような記事を用意

するかをスタッフで話し合い，工夫しながら作成しました。でんしょ鳩

でも送信していますので，これからもご家庭と共有してください。また

来年度もよろしくお願いいたします。 【屋嘉比】

【川 原】

【埜 口】

進路相談室について

高２用

国・数・英 国　語 数　学 英　語 地歴公民 理　科

３８５冊 298冊 298冊 314冊 161冊 157冊

高３用（４月・９月）

　　高２用　国語・数学・英語（１冊に収録）

　　高３用　国語・数学・地歴公民・理科

　　高３用　英語（リスニング音声DL形式）

　　　３，０００円

　 各１，８００円

　　　２，０００円

長らく中学にいて，進路とはかけ離れた部署にいたため，わか

らないことばかりの１年間でした。私自身も「よく知らないこと」を記事

にする立場でしたので，知らない人が少しでも理解できるような記事

を心がけました。次年度も是非お読みください。

①過去問

図書館にも過去問が多く収められていますが、実は進路相談室にも

多くの過去問題があります。大学・日大チャレンジ特別進学模試・基

礎学力到達度テストなど，様々なものがストックされています。

②大学資料

各大学から豊山へ送っていただいたパンフレットや募集要項などが

収められています。また，大学へ入学するための小論文対策資料や

入試データも数多くあります。

③相談スペース

先生と進路相談をしたい時，身近に資料を置きながら話したいですよ

ね。多くの資料が置いてある進路相談室にはテーブルや椅子もあり

ますので，細かな相談をすることができます。

大学受験には学力はもちろんのこと情報を正しく把握する力が

必要になります。現段階で志望校がないという人もいると思います

が，受け身ではなく自分から積極的に動いてみましょう。Compass作

成にアンケートなど協力していただいてありがとうございました。
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