
   
                                  保護者の皆様へ 

この「クラズ通信」を通じてクラズユニックとご家庭との連携を密にし、お子様の受験準 

備の一助となるよう願い、発行をしています。生徒の皆さんの成功を祈りつつ、時には辛口 

の内容もあるかとは存知ますが、意のあるところをお汲み取りいただき、とにかく「合格」 

の二文字を目指して指導します。 ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 
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クラズ通信 

     理事長・校長 福島新四郎 
系統別大学ランキング    

人文科学系   ベネッセ駿台 DN「合可能性判定基準」  
（東日本）国公立大 前期                より

法・政治学・行政・地域政策学系         
（東日本） 国公立大 前期   ＜情報部 高縁＞ 

大学 学部 学科 B％ 大学 学部 学科 B％

東京大     文科三類        90.0 東京大     文科一類        90.6 

東京外大    言語文化 言文／英語  86.7 一橋大     法    法律     85.9 

筑波大     人間   心理学類   83.0 東京都立大   法    法      84.7 

北海道大    文・総合文系        81.7 筑波大     社会国際 社会学類   84.4 

金沢大     文系一括        81.3 北海道大    法    法学     81.7 

都留文科大   文    英文(３科目)   81.3 北海道大    総合文系        81.7 

お茶の水女子大 生活科学 心理     81.0 お茶の水女子大 文教育  人間社会科学 81.3 

都留文科大   文    国文     81.0 金沢大     文系一括        81.3 

筑波大     人文文化 比較文化学類 80.8 東北大     法    法      81.1 

東京都立大   人文社会 人文     80.6 筑波大     総合文系        80.0 

東北大     文    人文社会   80.0 東京都立大   都市環境 都市政策科(文） 78.5 

筑波大     総合文系        80.0 都留文科大   教養   地域社会   78.0 

お茶の水女子大 文教育  人文科学   80.0 千葉大     法政経  法政経    76.7 

都留文科大   文    比較文化   80.0 金沢大     人間社会 法学類    73.8 

筑波大     人文文化 人文学類   78.9 高崎経大    地域政策 (３教科)   73.8 

お茶の水女子大 文教育  言語文化   78.8 金沢大     人間社会 地域創造学類 71.3 

都留文科大   文    英文(５科目)   78.3 茨城大     人文社会 法律経済   70.5 

お茶の水女子大 生活科学 人間生活   78.0 新潟大     法    法      69.1 

千葉大     文    歴史学・行動科 77.8 高崎経大    地域政策 (５教科)    67.4 

千葉大     文    国際言・日本ユ 76.7 岩手大     人文社会 地域政策   66.9 

東京都立大   都市環境 地理環境   75.0 山形大     人文社会 人文／法政経 66.1 

金沢大     人間社会 人文学類   74.0 山梨大     生命環境 地域社会シス 65.0 

埼玉大     教養   教養     73.9 弘前大     人文社会 社会経営(国） 64.4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札幌市北区北 37 条西 3 丁目 3－15 

Emai：classe-jimu@classeunique.ac.jp 

📞011—716—7162 

前期終了、夏期講習期間から後期に向けて必要なこと 

2021 年度日本脳炎ワクチンの供給量低下と優先接種について 副校長・校医 福島 拓 

盛夏の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、表題について医務より皆様へご案内を申し上げます。 

例年、一年を通じて日本脳炎ワクチン接種のお問い合わせを頂きます。本年はワクチン製造元の

製造が一時停止した影響で例年より供給量が大幅に少なくなるため、優先接種対象者が設定され

ております。元々20 歳未満が定期接種の対象のため、19 歳に当たる方で、まだ 4 回目の接種を終

えていない方は優先接種の対象となります。ただ、上述の供給量については、提携クリニックで

10 名分のみの確保となっておりますので希望される方は直接クリニックへお問い合わせ下さい。 

＜日本脳炎と日本脳炎ワクチンについて＞ 

日本脳炎ワクチンは名前の如く主に蚊が媒介する日本脳炎ウィルスを予防するものです。日本

脳炎自体、北海道ではここ 40 年以上発生がなく馴染みの薄い疾患ですが、西日本を中心にワクチ

ンができる前は、年、数千例の発生が見られておりました。現在はワクチンの普及と公衆衛生の

改善により年、数例まで減少しておりますが、問題は発症すると致死率が 20-40%、後遺症が 50%

以上に生じるため、ワクチンによる予防が強く推奨されております。特に本州の大学へ進学され

る方は注意が必要です。 

日本脳炎ワクチンは元々の接種スケジュールが複雑であることに加え、北海道のみ発生がなか

ったことを理由に、2016 年まで定期接種から外されていたため、生まれた年により接種スケジュ

ールが異なります。詳細は札幌市ホームページ等を参照下さい。 

いよいよ夏期講習！—この期間の学習プランは万全ですか？下記日程を見て今から確認しておきましょう。

７月 26 日（月）～31 日（土） 夏期講習第一ターム 6 日間 
8 月 1 日（日）講習中日休館 
8 月 2 日（月）～ 7 日（土） 夏期講習第二ターム 6 日間・駅生（中心）夏合宿 in 駒岡 
8 月 8 日（日）～15 日（日） 夏期休暇（完全休館） 
8 月 16 日（月）～21 日（土） 夏期講習第三ターム 6 日間 
8 月 22 日（日）休館 
8 月 23 日 （月）全国模試 

 今後の予定はＱＲコードでＨＰ

にアクセスしてご覧下さい。 

 

前期、基礎力の見直しと共に受験科目全分野の学力チェックをしてきたことと思います。チェックす

る教科と分野はそれぞれに違うはずですが、何よりも一番知っているのは自分自身です。 

この夏期期間に戦略を十分に練り、自分にとって不足なところを万遍無く身に付けるような学習を是

非押し進めて下さい。 

 特に日々の学習の推進力となるのは、行きたい大学、受けたい学部の具体的なレベルを知ること。 

そこで今回前頁に「系統別大学ランキング」、大学入学共通テストでＢライン（ボーダーライン）とな

る最新の得点率を掲載致しました。紙面の都合上東日本の大学で「人文系」と「法学系」の上位一部だ

けの掲載となりますが、生徒諸君の受験したい大学が当然ありますので是非目標や参考にして下さい。

 この他の学部掲載は HP 上で行います。 


