
明大生の
模試結果

国際日本学部・総合数理学部編



2021年度入学 Nさん

国際日本学部・国際日本学科

【3年次 駿台atama プレ共通テスト】

科目 得点/配点

リーディング 95/100

リスニング 88/100

国語 128/200

世界史B 60/100

政治経済 73/100

志望大学 判定

明治大学 情報コミュニケーション学部
情報コミュニケーション学科

Ｃ

立教大学 社会学部 メディア社会学科 Ｃ

青山学院大学 経営学部 マーケティング学科 Ｂ

明治大学 国際日本学部 国際日本学科 Ｄ

青山学院大学 国際政治経済
国際コミュニケーション

Ｃ

青山学院大学 経営学部 経営学科 Ｄ

明治大学 経営学部 Ｃ

青山学院大学 国際政治経済学部 国際政治学科 Ｃ



2020年度入学 Kさん

国際日本学部・国際日本学科

【3年次 河合 第2回全統記述模試】

科目 得点/配点

英語 153/200

現古漢 125/200

日本史 61/100

志望大学 判定

早稲田大学 文学部 D

早稲田大学 教育学部 英語英文学科 Ｃ

上智大学 文学部 英文学科 C

立教大学 文学部 文学科 英米文学専修 A

青山学院大学 文学部 英米文学科 B

法政大学 文学部 英文学科 B

学習院大学 文学部 英語英米文化学科 A

明治学院大学 文学部 英文学科 A

成蹊大学 文学部 英語英米文学科 A



2020年度入学 Sさん

国際日本学部・国際日本学科

【3年次 河合 第3回全統マーク模試】

志望大学 判定

東京外国語大学国際社会学部北西ヨーロッパ専攻 A

千葉大学 国際教養学部 Ｃ

横浜国立大学 経営学部 経営学科 C

東京外国語大学国際社会学部中央ヨーロッパ専攻 A

早稲田大学 文化構想学部 文化構想学科 D

明治大学 国際日本学部 国際日本学科 B

国際基督教大学教養学部アーツ・サイエンス学科 B

法政大学グローバル教養学部グローバル教養学科 A

科目 得点/配点

英語 196/200

リスニング 40/50

数学ⅠA 68/100

数学ⅡB 54/100

国語 188/200

化学基礎 42/50

生物基礎 35/50

日本史B 55/100

倫理政経 51/100



2020年度入学 Kさん

国際日本学部・国際日本学科

【3年次 河合 全統センタープレテスト】

科目 得点/配点

英語 181/200

リスニング 40/50

国語 160/200

日本史B 67/100

志望大学 判定

早稲田大学 教育学部 英語英文学科 E

立教大学文学部文学科英米文学専修 B

青山学院大学 文学部 英米文学科 C

法政大学 文学部 英文学科 D

法政大学 国際文化学部 国際文化学科 C

明治大学 国際日本学部 国際日本学科 D

中央大学 文学部 英語文学文化専攻 B

明治学院大学 文学部 英文学科 B



2020年度入学 Iさん

国際日本学部・国際日本学科

【3年次 進研 第2回記述模試】

科目 得点/配点

国現古 125/200

英語 114/200

日本史B 45/100

志望大学 判定

明治大学 国際日本学部 国際日本学科 D

法政大学 国際文化学部 国際文化学科 Ｃ

学習院大学 国際社会学部 国際社会学科 C

上智大学 文学部 哲学科 C

法政大学 文学部 哲学科 C

中央大学 総合政策学部 国際政策文化学科 C

津田塾大学 学芸学部 英語英文学科 C

立教大学 文学部 英米文学専修 C



2020年度入学 Mさん

総合数理学部・現象数理学科

【3年次 河合 第2回全統マーク模試】

志望大学 判定

横浜市立大学 データサイエンス学部
データサイエンス学科

D

筑波大学 理工学群 工学システム学類 EG

上智大学 理工学部 情報理工学科 D

中央大学 国際情報学部 国際情報学科 E

青山学院大学 理工学部 経営システム工学科 B

明治大学 情報コミュニケーション学部
情報コミュニケーション学科

E

芝浦工業大学 システム理工学部
電子情報システム学科

A

日本大学 生産工学部 数理情報工学科 A

科目 得点/配点

英語 163/200

リスニング 42/50

数学ⅠA 75/100

数学ⅡB 78/100

国語 111/200

物理 72/100

化学 56/100



2020年度入学 Mさん

総合数理学部・現象数理学科

【3年次 河合 第3回全統記述模試】

科目 得点/配点

英語 103/200

数学Ⅲ 156/200

物理 60/100

化学 64/100

志望大学 判定

横浜市立大学 データサイエンス学部
データサイエンス学科

C

早稲田大学創造理工学部経営システム工学科 C

慶應義塾大学 理工学部 学問D D

青山学院大学 理工学部 経営システム工学科 A

明治大学 総合数理学部
先端メディアサイエンス学科

A

明治大学 情報コミュニケーション学部
情報コミュニケーション学科

D

東京理科大学 工学部 情報工学科 D

中央大学 理工学部 経営システム工学科 A



2021年度入学 Iさん

総合数理学部・先端メディアサイエンス学科

【3年次 河合 全統プレ共通テスト】

科目 得点/配点

英語 63/200

リスニング 81/100

数学ⅠA 65/100

数学ⅡB 64/100

国語 84/200

物理 63/100

志望大学 判定

明治大学総合数理学部先端メディアサイエンス学科 E

法政大学 情報科学部 ディジタルメディア学科 E

芝浦工業大学 工学部 情報工学科 B

東京都市大学メディア情報学部情報システム学科 B

工学院大学 情報学部 コンピュータ科学科 B

東京電機大学システムデザイン工学部
デザイン工学科

A

東京電機大学 未来科学部 情報メディア学科 A

東京工科大学 メディア学部 メディア学科 A

拓殖大学 工学部 情報工学科 A



2021年度入学 Tさん

総合数理学部・先端メディアサイエンス学科

【3年次 進研 第3回マーク模試】

科目 得点/配点

数学ⅠA 75/100

数学ⅡB 78/100

英語リーディング 56/100

英語リスニング 62/100

物理 69/100

志望大学 判定

明治大学 総合数理学部
先端メディアサイエンス学科

D

中央大学 理工学部 情報工学科 E

慶應義塾大学 理工学部 学問D D

芝浦工業大学 工学部 情報工学科 B



2020年度入学 Kさん

総合数理学部・ネットワークデザイン学科

【3年次 河合 全統センター試験プレテスト】

科目 得点/配点

英語 121/200

リスニング 14/50

数学ⅠA 57/100

数学ⅡB 58/100

国語 100/200

物理 30/100

志望大学 判定

明治大学 総合数理学部
ネットワークデザイン学科

E

明治大学 理工学部 情報科学科 E

日本大学 理工学部 電気工学科 E

東京電機大学 未来科学部
ロボット・メカトロニクス学科

E

法政大学 情報科学部 コンピュータ科学科 E


