
行事 目標・要点 行事 目標・要点 行事 目標・要点

入学式・オリエンテーション １学期始業式 １学期始業式

進路希望調査・進路面談
第1回学力診断テスト 第1回学力診断テスト 学力診断テスト

遠足 看護医療系説明会

GW学習計画 GW学習計画
予約奨学金説明会（生徒向け）

GW学習計画
GW 遠足 遠足

文理適性検査・看護医療講演会 看護医療講演会 進学講習
中間考査 中間考査 中間考査

学部学科調べ 保護者進路説明会

学力診断テスト・中間考査振返り 学力診断テスト・中間考査振返り 学力診断テスト・中間考査振返り

体育祭 体育祭 体育祭
コース・科目選択説明会 コース・科目選択説明会 校内マーク模試

懇談　　　　 懇談 懇談
英検・漢検 英検、漢検、受験科目調べ 英検・漢検

文理選択予備調査 コース選択予備調査
期末考査 期末考査 期末考査
文理選択1次締切 コース・科目選択１次締切
看護医療説明会 大学見学会　　　　　　校内模試 校内記述模試

GTEC 就職指導

１学期終業式 １学期終業式 １学期終業式

（看護師１日体験） 看護師1日体験 GTEC CBT

夏期講習 夏期講習 夏期講習

夏期講習・進路課題 夏期講習・進路課題 夏期講習
オープンキャンパス オープンキャンパス 第２回全統マーク模試

２学期始業式 ２学期始業式 ２学期始業式

就職選考会議・就職面接練習
第2回学力診断テスト 第2回学力診断テスト 学校推薦型選抜説明会
進路分野別職業説明会

指定校学校推薦型選抜校内選考

文化祭 文化祭 文化祭
授業集中週間 授業集中週間 就職試験開始・進学面接練習

校内マーク模試

保護者進路説明会 私立公募制学校推薦型選抜出願開始

保護者進路説明会

中間考査 中間考査 中間考査
指定校学校推薦型選抜

中間考査振返り 学力診断テスト・中間考査振返り 第３回全統マーク模試

修学旅行 私立公募制学校推薦型選抜開始

校内模試 校内模試

GTEC 進路別ガイダンス

文化行事 文化行事 文化行事
懇談 懇談 懇談

文理選択本調査締切 コース・科目選択本調査締切 GTEC CBT

GTEC検定版
期末考査 期末考査 期末考査

２学期終業式 2学期終業式 2学期終業式

冬期講習 冬期講習 冬期講習

３学期始業式 ３学期始業式 ３学期始業式

３年生０学期スタート
実力テスト 実力テスト 大学入学共通テスト
百人一首大会

英検・漢検 英検・漢検 私大一般選抜開始

学年末考査
進路別説明会
百人一首大会

看護医療説明会 進路第一志望宣言
就職公務員説明会 進路計画作成

学年末考査 校内模試
学年末考査 国公立大一般選抜

卒業式
高校入試 高校入試 高校入試

３学期終業式 ３学期終業式

【注意】この資料は大まかな流れを示したものですので、細かな
内容や日程はこれとは異なる場合があります。山本高校  ３年間の進路指導計画

１年 ２年 ３年

【１年の進路目標】
　　　　　　進路希望選択・文理選択

【２年の進路目標】
　　　　　進路目標決定・進路計画作成

【３年の目標】
　　　　　　進路計画実行・進路実現

・自分の特性や興味関心を知る。
・いろいろな進路先について調べる。
・進路希望をもとに文型・理型の選択する。

中旬

下旬

高校3年間は「自分磨きの旅」です。学習だけでなく、さまざまな活動をとおして自分としっかり向き合い、自分を高め、希望する進路をつかみ取ろう。

・進路希望を具体化し、進路目標を決定する。
・進路目標と達成するために計画を立てる。
・進路目標達成に向けて、コース・科目を選択する。

・進路実現のため進路計画を実行する。
・全員の進路実現に向けて、学年全体で、
　あきらめず、粘り強く取り組む。

4月

上旬
・生活習慣の確立
・家庭学習時間確保、学習習慣確
立
・生徒懇談･･･進路希望他
・手帳の活用
・学力診断テストで入学時の学力と
学習習慣を調査
・中間考査に向けて、GW中の学習
計画作成

・生活習慣の確立
・家庭学習時間確保、学習習慣確立
・生徒懇談･･･進路希望他
・学力診断テストで２年次４月の学力
と学習習慣を調査
・中間考査に向けて、GW中の学習
計画作成

・生徒懇談･･･進路計画確認他
・各自受験に向けた準備をどんどん
進める
・学力診断テストで３年次４月の学
力と学習習慣を調査
・GW中の学習計画作成

中旬

下旬

5月

上旬
・GW中の学習の振り返り
・文理適性検査で自分を分析
・中間考査学習計画作成
・学力診断テスト・中間考査の結果
の振り返り

6月

上旬
・進路研究･･･自分の興味のある学
問分野や学部学科、将来の職業に
ついて調査、文理適性検査結果分
析
・コース・科目選択を考える
・理系希望者説明会
・懇談･･･進路希望・文理選択相談
・英検･･･積極的に受験
・期末考査学習計画作成

・コース・科目選択･･･希望進路の具
体化・受験科目調べを受けて、適切
なコース・科目を選択する
・懇談･･･具体的な進路を念頭に、
コース・科目選択の相談
・英検･･･積極的に受験
・期末考査学習計画作成

・校内マーク模試･･･四大受験者受
験
・懇談･･･進路計画確認・学習状況
他
・英検･･･積極的に受験
・期末考査学習計画作成･･･評定平
均アップのための最後の考査

中旬

下旬

・期末考査振り返り
・コース・科目選択１次締切
・大学見学会…大学の施設・設備を
知る。進路意識をさらに高める。
・校内模試･･･四大受験者受験
・GTEC BASIC 全員受験
・夏休み学習計画作成
・夏期講習への参加

・期末考査振り返り、評定平均決定
・夏休み学習計画作成
・夏期講習への参加
・校内記述模試･･･四大受験者受験

中旬

下旬

・GW中の学習の振り返り
・中間考査学習計画作成
・進路希望の具体化･･･学部・学科
調べ
・学力診断テスト・中間考査の結果
の振り返り

・GW中の学習の振り返り
・放課後進学講習開始
・中間考査学習計画作成･･･評定平
均アップのための最後の学期
・校内記述模試･･･四大受験者受験
・学力診断テスト・中間考査の結果
の振り返り

8月

上旬
・進路からの夏休み課題
・オープンキャンパス参加
・学習の記録作成（手帳利用）

・夏休みの振り返り
・学力診断テストで1年生夏休み明
けの学力と学習習慣を調査

7月

上旬
・期末考査振り返り
・科目選択1次締切
・夏休み学習計画作成
・夏期講習への参加･･･英・数・国他
基礎固め

中旬

下旬

・希望進路実現に向けて、とても大
切な夏休みです。
・いろいろな援助を得ながら、勉強
時間を確保し、一つづつ課題をクリ
アしていってください。

・始業式後、就職、指定校、公募推
薦と本番が始まります。

中旬

下旬

上旬
・学習の継続
・保護者進路説明会･･･進路関係今
後の予定、修学旅行他

中旬

・進路からの夏休み課題
・オープンキャンパス参加
・学習の記録作成（手帳利用）

・夏休みの振り返り
・学力診断テストで2年生夏休み明
けの学力と学習習慣を調査

下旬

10月

上旬
・中間考査学習計画作成
・保護者進路説明会･･･進路関係今
後の予定・進学のためのお金の話
他
・中間考査振り返り

・中間考査学習計画作成

9月

･実力診断テスト振り返り
・進路分野別職業説明会･･･希望の
分野に分かれて、大学・短大・専門
学校の学ぶ内容、関連する職業に
ついての話を聞きます

11月

上旬
・校内模試･･･四大進学希望者受験
・GTEC BASIC 全員受験
・懇談･･･進路相談・進級に向けて
・文理選択締切
・期末考査学習計画作成･･･高い評
定獲得を意識した取り組み、目標点
設定

・校内模試･･･四大進学希望者受験
・大学入試英語提供システム共通ID
申請
・期末考査に向けて
・懇談･･･進路相談・進級に向けて
・コース・科目選択締切･･･進路希望
に適したコース・科目選択完了
・期末考査学習計画作成･･･高い評
定獲得を意識した取り組み、目標点
設定

下旬

中旬

12月

上旬
・期末考査振り返り
・冬休み学習計画作成
・冬期講習の実施

・期末考査振り返り
・冬休み学習計画作成
・GTEC検定版（希望者）

中旬

下旬

2月

上旬
・進路分野別説明会･･･２年次から
の予定他
・学年末考査学習計画･･･最終の目
標点設定・評定５，４をめざす

・受験勉強継続
・自習室や図書館で受験勉強

中旬

下旬

･進路別に進路決定までの動き、や
るべきこと等を確認し、受験生にな
る
・進路第一志望宣言･･･２年生末ま
でに現在の進路第一志望を宣言す
る
・進路希望実現のための具体的計
画作成
・学年末考査学習計画･･･最終の目
標点設定・評定５，４をめざす
・進学説明会

1月

上旬
・実力テスト 全員受験…1年生終了
時の学力測定　２年生につなげる

・私立大一般選抜に向けて受験勉
強継続
・学年末考査受験

中旬

下旬

・３年生０学期開始･･･進路実現に向
けて具体的な動きをしていく
・GTEC結果分析
・英検･･･積極的に受験
・校内模試…四大進学希望者受験
・面接練習、志望理由書の書き方、
小論文ワークショップ 他
・実力テスト 全員受験…２年生終了
時の学力測定　３年生につなげる

3月

上旬
・長い試験休み、春休み･･･計画的
に学習できるような取り組み
学習計画作成・手帳の利用
・この時期を無駄にしない

・長い試験休み、春休み･･･計画的
に学習できるような取り組み
学習計画作成・手帳の利用
・この時期を無駄にしない中旬

下旬


