


2022年度入学 Aさん
国際日本学部・国際日本学科

＜３年次＞
進研（６月）
共通テスト模試（６月）

科目 得点/満点 偏差値

国語 111/200 54.3

現代文 49/100 48.3

現古計 95/200 49.7

英語計 141/200 63.2

英語／リーディング 80/100 67.9

英語／リスニング 61/100 55.8

世界史B 50/100 52.9

志望大学 判定

明治大学 国際日本学部 国際日本学科 E
法政大学 国際文化学部 国際文化学科 E
明治大学 文学部 文学／英米文学科 E
国学院大学 文学部 外国語文化学科 D
津田塾大学 学芸学部 国際関係学科 C
順天堂大学 国際教養学部 国際教養学科 B
早稲田大学 文化構想学部 文化構想学科 E



2022年度入学 Aさん
国際日本学部・国際日本学科

＜３年次＞
進研（９月）
第１回ベネッセ・駿台共通テスト模試

科目 得点/満点 偏差値

国語 132/200 58.7

現代文 75/100 58.8

現古計 133/200 57.1

英語計 140/200 63.0

英語／リーディング 74/100 63.8

英語／リスニング 66/100 60.3

世界史B 72/100 59.9

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 D
明治大学 文学部 文学／英米文学科 D
国学院大学 文学部 外国語文化学科 B
津田塾大学 学芸学部 国際関係学科 B
早稲田大学 文化構想学部 文化構想学科 E
共立女子大学 国際学部 国際学科 A



2022年度入学 Aさん
国際日本学部・国際日本学科

＜３年次＞
進研（１０月）
第２回ベネッセ・駿台記述模試

科目 得点/満点 偏差値

国語計 116/200 67.8

現代文 50/100 59.4

現古計 108/200 65.3

英語 112/200 61.9

世界史B 67/100 63.9

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
明治大学 農学部 食科環境政策学科 B
津田塾大学 学芸学部 国際関係学科 B
共立女子大学 国際学部 国際学科 A
駒澤大学 文学部 歴史／外国史学科 A
日本大学 国際関係学部 国際教養学科 A



2022年度入学 Aさん
国際日本学部・国際日本学科

＜３年次＞
進研（１１月）
第３回ベネッセ・駿台共通テスト模試

志望大学 判定

明治大学 国際日本学部 国際日本学科 E
法政大学 国際文化学部 国際文化学科 D
明治大学 農学部 食科環境政策学科 B
国学院大学 文学部 外国語文化学科 D
津田塾大学 学芸学部 国際関係学科 D
順天堂大学 国際教養学部 国際教養学科 C
共立女子大学 国際学部 国際学科 A
日本大学 国際関係学部 国際教養学科 A

科目 得点/満点 偏差値

国語 173/200 66.4

現代文 73/100 51.3

現古計 164/200 62.7

英語計 148/200 59.9

英語／リーディング 68/100 57.0

英語／リスニング 80/100 61.8

世界史B 79/100 63.3



2022年度入学 Bさん
国際日本学部・国際日本学科

＜３年次＞
河合（１１月）
全統プレ共通テスト模試

志望大学 判定

早稲田大学 文化構想学部 文化構想学科 E
明治大学 国際日本学部 国際日本学科 B
上智大学 総合人間学部 社会学科 D
立教大学 観光学部 交流文化学科 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

C

中央大学 国際情報学部 国際情報学科 A
武蔵大学 国際教養学部 グローバルスタ
ディーズ専攻

A

専修大学 国際コミュニケーション学部
異文化コミュニケーション学科

A

武蔵大学 社会学部 社会学科 A

科目 得点/満点 偏差値

英語 86/100 70.6

リスニング 89/100 71.6

英語＋L 175/200 72.4

国語 157/200 66.4

世界史B 70/100 54.2



2022年度入学 Cさん
国際日本学部・国際日本学科

＜３年次＞
進研（７月）
総合学力記述模試

科目 得点/満点 偏差値

国語（現古漢） 88/200 57.2

現代文 43/100 48.3

現古 81/200 52.3

数学Y 130/200 67.0

英語 146/200 72.8

世界史B 56/100 59.9

倫理 46/100 57.6

化学基礎 36/ 50 71.2

生物基礎 14/ 50 45.1

志望大学 判定

明治大学 国際日本学部 国際日本学科 D
津田塾大学 学芸学部 国際関係学科 A
神奈川大学 国際日本学部 国際文化交流学科 A
静岡大学 人文社会学部 言語文化学科 B
横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 C
静岡県立大学 国際関係部 国際言語文化学科 B
山形県立大学 国際政策学部 国際コミュニ
ケーション学科

A



志望大学 判定

明治大学 国際日本学部 国際日本学科 C
立教大学 異文化コミュニケーション学部
異文化コミュニケーション学科

E

法政大学 国際文化学部 国際文化学科 A
青山学院大学 国際政治経済学部 国際コミュ
ニケーション学科

B

津田塾大学 学芸学部 英語英文学科 A
東京外国語大学 国際日本学部 国際日本学科 A
愛知県立大学 外国語学部 国際関係学科 A
静岡県立大学 国際関係部 国際言語文化学科 A
名古屋外国語大学 世界共生学部 世界共生学科 A

科目 得点/満点 偏差値

英語 133/200 68.5

数学Ⅱ型 83/200 54.0

現古漢 96/200 59.9

世界史B 56/100 56.5

倫理 36/100 48.1

2022年度入学 Cさん
国際日本学部・国際日本学科

＜３年次＞
進研（８月）
第２回全統記述模試



志望大学 判定

明治大学 国際日本学部 国際日本学科 D
立教大学 異文化コミュニケーション学部 異文
化コミュニケーション学科

E

東京外国語大学 国際日本学部 国際日本学科 C
愛知県立大学 外国語学部 国際関係学科 A
横浜市立大学 国際教養学部 国際教養学科 A
関西大学 外国語学部 外国語学科 C
津田塾大学 学芸学部 英語英文学科 A
静岡県立大学 国際関係学部 国際言語文化学科 A
名古屋外国語大学 世界教養学部 国際日本学科 A

科目 得点/満点 偏差値

英語 140/200 66.4

現古漢 94/200 60.5

世界史B 34/100 47.8

倫理 42/100 50.1

2022年度入学 Cさん
国際日本学部・国際日本学科

＜３年次＞
進研（１０月）
第３回全統記述模試



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

B

法政大学 国際文化学部 国際文化学科 A
青山院大学 文学部 英米文学科 B
立教大学 社会学部 現代文化学科 B
明治学院大学 国際学部 国際学科 A
東洋大学 国際観光学部 国際観光学科 A
神奈川大学 国際日本学部 国際文化学科 C
玉川大学 観光学部 観光学科 E

科目 得点/満点 偏差値

英語 146/200 67.9

現・古 100/200 62.9

日本史B 60/100 64.7

2022年度入学 Dさん
国際日本学部・国際日本学科

＜３年次＞
進研（１０月）
第３回全統記述模試



2022年度入学 Eさん
国際日本学部・国際日本学科

＜３年次＞
進研（７月）
総合学力記述模試

科目 得点/満点 偏差値

国語（現古漢） 98/200 61.7

現代文 46/100 50.5

現古 100/200 60.9

英語 146/200 72.8

日本史B 63/100 65.2

志望大学 判定

早稲田大学 教育学部 教育／教育心理専修 D
早稲田大学 文学部 D
明治大学 文学部 心理社会学科 臨床心理学専攻 C
明治大学 国際日本学部 国際日本学科 C
法政大学 文学部 心理学科 B
学習院大学 文学部 心理学科 B
成城大学 社会イノベーション学部 心理社会学科 A
日本大学 文理学部 心理学科 A



2022年度入学 Fさん
国際日本学部・国際日本学科

＜３年次＞
東進（１２月）
共通テスト本番レベル模試

志望大学 判定

早稲田大学 文化構想学部 文化構想学科 E
明治大学 国際日本学部 国際日本学科 E
立教大学 異文化コミュニケーション学部
異文化コミュニケーション学科

E

東洋大学 経済学部 国際経済学科 E
東京女子大学 現代教養学部 国際社会学
科 国際関係専攻

E

津田塾大学 学芸学部 国際関係学科 E

科目 得点/満点 偏差値

英語/リーディング 59/100 51.8

英語/リスニング 86/100 65.6

英語 145/200 58.2

現代文 65/100 55.4

古文 34/ 50 62.3

漢文 24/ 50 49.5

現古漢型 123/200 56.9

日本史B 48/100 50.2



2022年度入学 Gさん
総合数理学部・現象数理学科

＜３年次＞
東進（９月）
第３回全国有名国公私大模試

志望大学 判定

明治大学 商学部 商学科 D
明治大学 経営学部 経営学科 E
法政大学 経営学部 経営学科 D
成城大学 経済学部 経済数理学科 B
専修大学 商学部 会計学科 B
青山学院大学 経済学部 経済学科 B
神奈川大学 経営学部 国際経営学科 A
日本大学 法学部 経営法学科 B

科目 得点/満点 偏差値

英語 119/200 68.4

現代文 49/100 54.0

古文 2/ 50 36.5

国語（現古） 51/150 47.9

数学 文ⅡB 68/100 73.1



2022年度入学 Gさん
総合数理学部・現象数理学科

＜３年次＞
東進（１１月）
第４回全国有名国公私大模試

志望大学 判定

明治大学 商学部 商学科 D
明治大学 経営学部 経営学科 D
明治大学 総合数理学部 現象数理学科 B
法政大学 経営学部 経営学科 C
法政大学 経営学部 市場経営学科 C
成城大学 経済学部 経済数理学科 B
専修大学 商学部 会計学科 B
駒澤大学 経済学部 商学科 B

科目 得点/満点 偏差値

英語 120/200 69.2

現代文 56/100 50.3

古文 33/ 50 59.3

国語（現古） 89/150 54.9

数学 文ⅡB 93/100 73.0



科目 得点/満点 偏差値

英語/リーディング 84/100 59.1

英語/リスニング 57/100 49.8

英語 141/200 55.2

現代文 52/100 45.8

古文 14/ 50 41.7

現古型 66/150 42.9

数学ⅠA 82/100 59.5

数学ⅡB 89/100 68.1

2022年度入学 Gさん
総合数理学部・現象数理学科

＜３年次＞
東進（１２月）
共通テスト本番レベル模試

志望大学 判定

成城大学 経済学部 経済数理学科 C
明治大学 商学部 商学科 E
明治大学 総合数理学部 現象数理学科 D
法政大学 経営学部 市場経営学科 C
専修大学 商学部 会計学科 B
東洋大学 経済学部 経済学科 B



志望大学 判定

東京理科大学 理工学部 情報科学科 D
明治大学 総合数理学部 先端メディアサイ
エンス学科

E

中央大学 理工学部 ビジネスデータサイエ
ンス学科

B

法政大学 情報科学部 コンピュータ科学科 B

科目 得点/満点 偏差値

英語 48/100 51.3

リスニング 46/100 43.6

英語＋L 94/200 47.7

数学ⅠA 80/100 65.3

数学ⅡB 69/100 55.6

物理 77/100 62.2

2022年度入学 H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（１１月）
全統プレ共通テスト模試



2022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＞
進研（１０月）
第２回ベネッセ・駿台記述模試

科目 得点/満点 偏差値

国語（現古漢） 96/200 59.8

現代文 35/100 47.3

現古 86/200 56.2

数学Z 77/200 54.4

英語 96/200 57.5

物理 27/100 46.7

化学 31/100 45.8

志望大学 判定

九州大学 芸術工学部 芸術工学科
メディアデザインコース

E

九州大学 芸術工学部 芸術工学科 E
筑波大学 理工学群 工学システム学類 E
筑波大学 情報学群 情報メディア創成学類 E
早稲田大学 基幹理工学部 学系Ⅲ E
東京理科大学 工部 情報工学科 E
法政大学 情報科学部 ディジタルメディア学科 D



2022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（８月）
第２回全統記述模試

科目 得点/満点 偏差値

英語 89/200 56.1

数学Ⅲ型 55/200 45.9

現古漢 85/200 55.3

物理 31/100 51.1

化学 51/100 56.1

志望大学 判定

九州大学 芸術工学部 芸術工学科
メディアデザインコース

E

九州大学 芸術工学部 芸術工学科 E
筑波大学 情報学群 情報メディア創成学類 E
千葉大学 工学部 情報工学科 E
法政大学 情報科学部 ディジタルメディア学科 D
早稲田大学 基幹理工学部 学系Ⅲ E
東京理科大学 工部 情報工学科 E



2022年度入学 J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（５月）
第１回全統記述模試

科目 得点/満点 偏差値

英語 126/200 64.7

数学Ⅲ型 69/200 50.4

物理 26/100 44.2

化学 42/100 46.5

志望大学 判定

早稲田大学 基幹理工学部 学系Ⅲ E
早稲田大学 人間科学部 人間環境科学科 E
慶應義塾大学 理工学部 学門B E
法政大学 理工学部 創生科学科 C



2022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（１０月）
第３回共通テスト模試

科目 得点/満点 偏差値

英語 62/100 51.8

リスニング 53/100 50.7

英語＋L 115/200 51.3

数学ⅠA 64/100 59.2

数学ⅡB 75/100 64.2

物理 61/100 55.5

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

D

明治大学 理工学部 電気電子生命学科 D
立教大学 理学部 物理学科 D
法政大学 理工学部 電気電子工学科 C
中央大学 理工学部 電気電子情報通信工
学科

C

東京都市大学 理工学部 電気電子通信工
学科

A

日本大学 理工学部 電気工学科 A
神奈川大学 工学部 電気電子情報工学科 A


