
クラブ・同好会数

PICK UP!

第３回　11月11日（土）
　・学校紹介　・入試説明
　・部活動紹介及び部活動見学
　・個別相談
第４回　12月2日（土）
　・学校紹介　・入試説明
　・目的別説明会または校内見学
　・個別相談

次回予告
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NO.

10月14日（土）

第2回オープンキャンパス
TIME SCHEDULE

  9：30～  学校紹介、入試説明、
　　　　　後援会役員の話
　　　　　（コミュニティホール）
  9：55～  体験授業または
　　　　　校内見学
11：30～  閉会
　　　　　個別相談

大垣日大の特色数字で

岐阜県内 No.1
本校志願者数

野球部、甲子園出場回数

91％
進学率 東海地方唯一の日本大学の付属高校

です。卒業後の進路を考える際に、日本
大学への進学を含めて、国公立大学や
私立大学など、他校に比べて幅広い選
択肢を持っています。また、２年前には
本校初の東京大学合格者も輩出して
おり、生徒一人ひとりの進路実現に向け、
全力でサポートしています。

10分
大垣駅から徒歩 大垣市のアクセスの中心・大垣

駅のすぐ近く。JR東海道本線、
養老鉄道、樽見鉄道が乗り入れ
ているので、他県の生徒も多く通
学しています。近くには大型商業
施設もあり快適な環境です。

生徒数

１年生から３年生まで通して、アカデミーコース192名、特別進学コース292名、総合進学コース619名の生徒が在籍しています。

5名
本校出身の有名人

阿知羅拓馬（プロ野球選手）、岡田弘隆（柔道家・
バルセロナ五輪銅メダル・ソウル五輪代表）、
曽我部直樹（元プロ野球選手）、大熊政彦
（柔道家・1991年世界柔道選手権銀メダル）、
鈴木歩佳（現3年生、2017年世界新体操
選手権 団体総合銅メダル）

春3回、夏4回

男子 557名
女子 546名

体育系が18、文化系が14のクラブ・
同好会があります。野球部や

柔道部、

書道部は全国レベルで活躍し
ています。

岐阜県内では常に優勝候補として名を轟
かす野球部。

2017年の夏も見事、甲子園出場を果たし
ました。

3年連続志願者数NO.1です。志願者数は、27年度2,343人、28年度2,415人、29年度2,481人と、年々本校の人気が高まっています。

総単位数（1年～3年）

コースによって単位数は異な
ります。それぞ

れのコースは特色あるカリキ
ュラムで編成

されており、出願にあたって適
性や進路希

望により、コースを選んで出願
します。

108コマ
108コマ
96コマ

アカデミーコース

特別進学コース

総合進学コース

9阿知羅拓馬（プロ野球選手）、岡田弘隆（柔道家・
五輪代表）、

選手）、大熊政彦
手権銀メダル）、

2017年世界新体操

大熊 政彦先生

32のクラブ・同好会



　今回の改革で「センター試験」が廃止
され、新たな共通テストとして「大学入学
希望者学力評価テスト（仮称）」が導入
されます。従来の「センター試験」では、
「知識・技能」を問う問題が中心でしたが、
今回はそれらをベースにした「思考力・
判断力・表現力」が求められるテストに
変わると言われています。ですので、当校の
授業においてもこのような力を身に付ける
内容へと変わっています。
　具体的な取り組みの一つ目として、総
合学習の時間を週1回設けていますが、
今年から2年生のアカデミーコースにおいて
「論理的思考力」「論理的表現力」を育成
するための授業を年間を通して実施し、
筋道を立てて考えその過程を相手に伝え
る訓練をしています。将来的に各大学が
こうした能力を「個別試験」に取り入れる
動きが見られた場合には、すぐに対応

できるように、新校舎の学習室を生徒た
ちがグループに分かれてブレーンストーミ
ングやプレゼンテーションの練習ができ
るスペースにと考えています。
　二つ目には、先行的にアカデミーコース
の2年生（国語・英語）、3年生（英語・数学）
において習熟度別授業を週に数回取り入
れています。「知識・技能」がきちんと習得で
きていないと、「思考力・判断力・表現力」
などは身につきません。ですから、そのベー
スをきちんと学ぶクラスと、そこから発展的
に進めるクラスに分けています。底上げと
レベルアップが図られ、生徒の満足度も高
いです。この成果が表れれば、他コースにも
導入していきたいと考えています。
　高校教育改革の一環として導入される
「高等学校基礎学力テスト（仮称）」につ
いては、高校で身に付けるべき学力の到
達度を確認するもので、「学習意欲の喚起、
改善を図る」ことを目的に実施されるも
のです。この主旨と同様の「日大基礎学力
到達度テスト」を、本校は3年前から導入
しており、自分に何が足りないのか、そし
て教員団もその生徒に何をどのように指
導するべきかを頻繁に話し合う機会が

設けられ、生徒一人ひとりへの指導は
充実しており、この新テストへの対策も万
全です。
　改革の変更点でもう一つ挙げられてい
るのが、個別試験（二次試験）の内容変更
で、各大学が打ち出す「アドミッション・ポ
リシー」に基づいた選抜方式に変更され
ていきます。その対策の一つとして、以前
から取り組んでいることではありますが、
2年生の夏休みに志望校のオープンキャ
ンパスに参加して、各大学の教育内容や
アドミッション・ポリシーの説明を聞いて、
志望校を比較できる材料をしっかり収集
し、そしてそれをレポートにまとめるよう
にと指導しています。2年生までにある
程度の目標を定め、その情報を収集する
ことで、3年生では集中して勉強ができる
ようにと指導しています。
　私たち進路指導の役割としては、生徒
たちのどんな質問でも答え、アドバイスが
できるよう色々な大学の情報を収集して
います。より良い進路実現に向けて学校
全体で精一杯取り組んでいきます。

これからの時代に必要とされる力を身に付けます

万全の英語対策で受験を
乗り越える体制を整えています

01 生徒一人一人の進路希望に
応じた進路指導体制

　今回の改革で英語のテストが大きく変
わると言われています。新テストにおいて
英語は、外部のテストを利用する事が文部
省で決まっていますが、その有力候補と
して挙がっているのが「実用英語検定
（英検）」です。今までの「読む」「書く」の2技
能から「聞く」「話す」が加わり4技能を統
合した力が求められる試験に変わります。
本校は以前からこの英検の受験を奨励し
ていて、一次試験、二次試験の前にはそ
れぞれ対策講座を実施しています。また、
西濃地区では唯一の受験本会場になって
おり、二次試験の面接委員の経験者もい
ます。生徒にとっては馴れた場所、リラッ
クスした環境で試験を受けることができ
ますし、面接のノウハウも指導することが
できとても有利だと思います。
　昨年の英検の実績としては、本校の受
験者数114名、うち一次試験合格者数
56名（49.1％、全国平均：38％）です。二
次試験の受験者数61名に対して合格
者数は、準一級も含めて56名（91.8％、
全国平均：80～85％）と成果が表れて
います。
　英検が新テストで使われると言うこと
になれば、このように以前から英検対策に
力を入れてきた本校はとても有利ですし、ア
カデミーコースだけでなく、全校一体となっ
てこの取り組みを取り入れていきたいと
考えています。
　また、授業においても表現力を付ける
ために、外国人の教師も2人に増員し、
AETとの授業でグループディスカッ

ションを行い、スピーキング力を高めて
います。またリスニングにおいては、自分
の努力次第で身につく力ですので、朝学
習の時間を利用し自主教材などでリス
ニングの練習をしています。
　その他の教科のテストにおいても、表
現力を問われる試験内容に変わってく
るということで、どの教科も知識だけの
暗記ではなく、その過程などもしっかり
学び表現する論理的思考を学ぶ授業
に変わっています。
　「大学入学希望者学力評価テスト（仮
称）」では、従来の教科ごとに出題されて
いましたが、この教科型の問題に加えて
「合科型」「科目型」「総合型」」と呼ばれる
問題が出題されるようになると言われて
います。各教科の区別がなくなり、理系の
問題に文系の要素が入ってくるなど、総合
的な学力が問われる問題です。その対策
として現在は通常の授業で教科を超えた
内容というのはなかなか難しいです。
　しかし、本校には「学習同好会」という

のが部活の枠組みにあるのですが、その中
の活動の一部で、こうした学びを生物と英
語のコラボレーションした学びを試みた
ことがあります。あとは、将来的な話には
なりますが、体育を教えられるネイティブ
の先生を採用して体育を英語でやるとか、
美術を英語でとか、家庭科とか。実際に役
に立つ英語を知らないうちに身につくと
いう指導も計画されています。

改善を図る」ことを目的
のです。この主旨と同様の「日大基礎学力
到達度テスト」を、本校は3年前から導入
しており、しており、
て教員団て教員団て教員団
導する導する導する導する導する

2020年 大学入試改革
大学入試対策に向けた本校の対策

進路指導兼AC強化担当

深瀬 武彦先生
ACコース 強化主任

中村 栄一先生

INTERVIEW 2020年 大学入試改革 に向けた取組

生徒の進路希望が大学のアド
ミッション・ポリシーに合致して
いるかを判断するため、「担任」
「学年」「進路指導部」の三段
階の面談指導を実施すること
で、よりよい進路選択ができる
ための体制をとっています。

02 日本大学付属高等学校等基礎学力
到達度テストに向けた取り組み

基礎学力到達度テストを軸とし
て確かな学力の定着を図ってい
ます。各教科の授業はもちろん
のこと、課外授業も年間を通し
て行います。これは新たに導入
される「高校生のための学びの
基礎診断」に先行した取り組み
です。

03 英語力を高める取り組み
「ENGLISH ONLY CAFE」

お昼休み時間に新校舎のオー
プンテラスで、外国人の先生と
一緒にお弁当を食べながら
テーマを決めて英語で話す試み
をしています。リラックスした中
で英会話力を高めたいというの
が主旨で、生徒は楽しみながら
学習しています。

04 総合的な学力を
育成するための取り組み

新たな大学入試で求められる
「思考力」「判断力」「表現力」そ
して「協働して学ぶ態度」を育成
するため、各教科の授業でアク
ティブラーニングを取り入れてい
るほか、学習同好会ではプレゼン
テーションやブレーンストーミング
のための講座も行っています。

文部科学省で検討されている「高大接続システム改革」の

一環で、現在中学３年生の生徒たちが、３年後に迎える大学

入試からセンター試験は廃止され、新しいテストがスタート

します。本校では、この改革にスピーディーかつ柔軟に対応し、

独自の取り組みを展開しています。


