出願校決定サポートシステム
生徒の成績情報をＷＥＢ上で一括管理できる出願校決定サポートシステム。共通テストの判定結果は、紙の成績表より１日
早く、試験後中２日でご確認できます。受験校決定に役立つ情報も一目でわかり、試験後の面談にお役立ていただけます。
なお「共通テスト分析」に限らず、年間を通じて東進模試を受験した貴校生徒の成績もご確認いただけます。ぜひご活用く
ださい。

データダウンロード機能も充実
「校内成績概況」、
「クラス別個人成績表」などをダウンロードしてご利用になれます。

進路指導の先生向け

「出願校決定サポートシステム」の機能紹介
①気になる生徒のチェック・並び替え機能
３種類のフィルタ
黄：C 判定以上が１つ
橙：C 判定以上なし
ピンク：F または
Z 判定（科目不足）のみ

高３クラス担任の先生向け

校内成績概況は、総合成績をはじめ、各科目の得点分布や

クラス別個人成績表一覧では、受験生一人ひとりの成績、

平均点などをご提示するとともに、全国の平均点と見比べ

判定結果をご確認できます。

ることができます。

②出願校決定に役立つ
情報をまとめて表示
過去問も閲覧できます
生徒の志望校に加え、志望校
に 近い大 学・学 部 の 判 定も表
示。さらに、それらの大学の過
去 問 を すぐ に 確 認 で き ま す
（185大学対象）。二次試験の
科目、配点や合格最低点、その
他キャンパス情報も、まとめて

判定順の並び替え
気になる生徒の
チェック・
並び替え

チェックできます。

生徒個人の詳細確認へ

※実物の資料は、1月20日
（木）
にお届けいたします。

※開発中のため、機能・画面は変更する場合がございます。

PDFまたはExcelデータをダウンロードできます。

③「出願カレンダー」で出願締切日を確認
「出願カレンダー」には生徒が記入した志望校だけでなく、「出願校検討」画面より新たに出願を検討する大学を追加し、
入試スケジュールを確認することができます。

表形式へ切り替えができ、
共に出力ができます

志望順位、大学名、
判定が示されます
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1月19日（水）中にダウンロードが可能となります。

試験日が重なると
アラートを表示します

「出願校決定サポートシステム」は改良中です。内容が変更されることがございます。
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出願校決定サポートシステムの使い方

2

パソコン上でスムーズに生徒の出願校の絞り込み、選定が可能な「出願校決定サポートシステム」の使い方をご紹介いたします。

出願校検索の使い方

出願校の絞り込み、選定にお役立てください。

1

1 、2 は、左ページと同様の操作です。

画面はイメージです。改良中のため、表示内容が変更される可能性がございます。

志望校６校の合否判定と入試情報の確認の使い方

CLI

CK

3 「出願校を検索」を選択
出願校検索の際は、生徒氏名欄にある

をクリックし、

選択肢から「出願校を検索する」を選択。「出願校検索」画

CLI

CK

面がポップアップします。

1 ホーム画面

4 出願校検索条件の設定画面

トップページで「ログイン ID」と「パスワード」をそれぞれ入力。タブ
一覧から「出願校決定サポートシステム」をクリックすると、ホーム画

ポップアップした「出願校検索」画面上の９つの条件から、

面が表示されます。まずホーム画面で「生徒一覧」をクリックします。

任意の生徒の出願校検索の条件を設定し、

2 「生徒一覧」の検索条件設定
CLI

CK

をクリック

します。9 つの条件は以下のとおりです。
①検索する判定（必須） ②学科系統（必須） ③大学名 ④国公立・私立
⑤都道府県 ⑥共通テスト受験科目 ⑦試験日 ⑧出願締切日
⑨合格発表日

「生徒一覧」画面では「クラス」や「性別」など、検索したい条件
を設定して、抽出することができます。共通テストの結果をもとに
した検索をする場合は 「模試」 をクリックして 「2022年１月共通テ
スト分析」を選択後、

CLI

CK

をクリックします。

3 「生徒一覧」

パネルをクリックして 9 つの検索条件を設定

「生徒一覧」画面では、生徒ごとに第１志望から第６志望の大学の判
定結果が一覧表示されます。

をクリックすると、生徒の判定結

果の詳細情報を確認できます。

5 「出願校検討」/ 検索結果の一覧表
条件設定に応じて抽出された大学の一覧が表示されます。結果をもとに、さらに条件を指定して抽出することもできます。

各生徒の「判定結果」

生徒の志望校の「入試情報」

1

判定結果をさらに絞り込みたい時は…

出願校候補数

出願校候補数を表示した判定のバーを選択することで、出願校をさらに絞り込んだり、比較検討することができます。

1

2

3
1

2
3

２次試験での
必要得点を提示
過去の東進模試の成績推移

「入試情報を見る」をクリックすると、配点や

昨年度の
入試結果情報

度数分布表、日程などの入試情報を確認するこ
とができます。また、過去問データベースもご
利用可能です。
1 配点

2 度数分布

3 入試情報

（判定基準・入試本番目標点（A・C ライン）
・
試験日・出願締切日等）
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2

出願校候補を追加したい時は…
「追加」をクリックすることで出願校の
候補をリストに入れることができます。

3

配点などの大学情報を確認したい時は…
「追加情報」をクリックすることで配点や度数分布
表などの大学情報を確認することができます。
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出願校決定サポートシステムをご利用いただいた先生方にさらにお役立ち情報

1）大学入試問題過去問データベース

2022
東進共通テスト分析
2018
2018
東進センター分析
東進センター分析

出願校決定サポートシステム
出願校決定サポートシステム操作マニュアル
操作マニュアル
（抜粋）
（抜粋）
出願校決定サポートシステムログイン方法
※画面は改良中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。
※画面は改良中のものにつき、
※画面は改良中のものにつき、
実際の仕様とは異なる場合があります。
実際の仕様とは異なる場合があります。

全国185大学、最大27年分の過去問を生徒面談の際
その場ですぐに確認できます。

STEP
STEP

難関国公立・私立など全国185大学の過去問を無料で、いつでもどこでも閲覧いただけます。生徒面談の際には、その
場ですぐに確認できるため、具体的な受験校の選定や、入試直前の学習指導にも役立ちます。
入試期間には入試日翌日から解答速報を公開予定です。出願校決定サポートシステムと連動し、ログインしたまま閲覧
できます。

0101

出願校決定サポート
出願校決定サポート
システムにログインする
システムにログインする

インターネッ
インターネッ
トでログイン画面
トでログイン画面
（https://pos.toshin.com/teacher）
（https://pos.toshin.com/teacher）
に に
アクセスしてください。
アクセスしてください。

STEP
STEP

パスワードを変更する
0202 パスワードを変更する
パスワード変更画面にて、
パスワード変更画面にて、
「現在のパスワード」
「現在のパスワード」
欄に欄に
今回ご郵送したパスワードを入力してください。
今回ご郵送したパスワードを入力してください。

共通テスト分析

※画像はイメージです。

「ID」
、
「パスワード」
欄に東進よりご案内した
「ID」
、
「パスワード」
欄に今回ご郵送した IDと
パスワードを入力し、
「OK」
をクリックして
IDとパスワードを入力し、
「OK」
をクリッ
クして
ください。
ください。

東進

「新しいパスワード」
「新しいパスワード」
欄に、入力規定に沿って
欄に、入力規定に沿って
新しいパスワードを入力してください。
新しいパスワードを入力してください。
確認のため、
確認のため、
「新しいパスワード再入力」
「新しいパスワード再入力」
欄に欄に
新しいパスワードを再度入力し、
新しいパスワードを再度入力し、
「変更」
「変更」
を を
クリックしてください。
クリックしてください。

Click
Click
！！

過去問

www.toshin-kakomon.com
2）Web説明会をご覧になれます。

IDとパスワードを入力後、以下の画面が表示され
IDとパスワードを入力すると、新しいパスワー
ます。
ドの設定画面が表示されます。STEP２にお進み
今回お知らせしたパスワードは「仮パスワード」
ください。
です。出願校決定サポートシステムをご利用頂く
※出願校決定サポートシステムは、生徒の大切な情報を守るため、万全
なセキュリティ対策に努めております。
その一環として、
初回ログイン時
ためには「新しいパスワード」
への変更が必須と
には 貴校独自の「新しいパスワード」に変更をお願い申し上げます。
なります。

北海道地区

全体概要と8地区別の志望状況などを学校でご覧になれます。
当該年度共通テストの概要、難関大の全体概要・学部系統別志望状況などをデータにも

パスワード更新後、
パスワード更新後、
以下の画面が表示されます。
以下の画面が表示されます。
「出願校決定サポートシステム」
「出願校決定サポートシステム」
リンクをクリ
リンクをクリ
ック ック
してください。
してください。
（画面は改良中につき、
（画面は改良中につき、
変更に
変更に
なる可能性があります）
なる可能性があります）

東北地区

とづいてご説明いたします。高等学校の先生方向けに2022年1月20日（木）より

中部・北陸地区

インターネット上で動画配信しますので、学校にいながらいつでもご覧になれます。

中国・四国地区

関東地区
甲信越地区

東進の取り組みのご紹介
夏の教育セミナー

関西地区

Click
Click
！！

九州・沖縄地区

2021年は、8,000名を超える先生方にご参加いただきました。
東進では、2014年より日本全国で「夏の教育セミナー」を実施しております。本年は昨年
に続き新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンラインでの実施となりましたが、
8,000名を超える先生方にご参加いただきました。文部科学省の担当者から最新の大学入試

裏面に続きます。

情報のご講演、地域を代表する国立大学、有名私立大学担当者からの入試動向の解説、実際
に教鞭をとられる先生方の授業実践のご報告など今から役立つ情報をお届けしております。
2021年の実施レポートは「夏の教育セミナー」ＨＰからご確認ください。
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※画像はイメージです。

出願校サポートシステムについての詳しいご利用方法は
ログイン後画面右上よりご確認できます。
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