
8 始業式・課題テスト 9・12 課題テスト 9・12 課題テスト

9・12 課題テスト 15 第1回進路希望調査提出 15 第1回進路希望調査提出

9 対面式・部紹介　 16-17 進研記述模試

20 放課後学習会開始 19 公務員模試① 20 放課後学習会開始

21 生徒進路ガイダンス 21 進路ガイダンス 21 進路ガイダンス

29 創立記念式、PTA総会 ● 進路調べ学習 ● 進路調べ学習

6 壮行式

8-9 地区高校総体 10 公務員講習① 18-20 中間考査

5 18-20 中間考査 18-20 中間考査

24 公務員模試②

25 前期生徒総会 進路面談 ● 進路面談

4-6 県高校総体 8 放課後講習開始 8 放課後講習開始

8 3年放課後講習開始 8 公務員講習② 12 進路研修会

6 12 進路研修会 11 公務員模試③ 11-12 ベネッセ共通テスト模試

14 公務員講習③ 30 期末考査

15-21 学習時間調査① 21 公務員模試④

29-30 期末考査 29- 期末考査 ● 進学検討会議

1-2 期末考査 -2 期末考査 1-2 期末考査

2 壮行式 1- 民間企業求人票公開 9-10 ベネッセ記述模試

5-6 体育祭 就職試験準備 小論文模試①

7 17-18 県校舎使用 ● 公務員試験開始 21-30 夏期講習①

21 成績会議･調査書作成委員会 12 公務員講習④ ● 推薦・AO入試個別指導

21 終業式 小論文模試① ● 推薦会議①

● 推薦委員会① ● 三者面談 ● 三者面談

全国高校総体 2-6 夏期学習会①

10-12 公務員講習⑤⑥⑦ 6-7 全統共通テスト模試

19 始業式 17-18 夏期学習会②

20 公務員講習⑧ 19-20 課題テスト

19-20 課題テスト

19-20 課題テスト 22 就職激励会 26 第2回進路希望調査

27-28 中央祭 26 第2回進路希望調査 ● 推薦・AO入試個別指導

● 民間就職希望者推薦会議 ● 推薦会議②

● 三者面談

推薦委員会➁ 1 公務員講習⑦ ● 進学激励会

センター試験願書指導

11-12 地区新人大会 5 民間企業受付開始 3-4 全統記述模試

7-13 学習時間調査② 就職応募書類発送 10-11 ベネッセ駿台共通テスト模試

就職試験面接指導 28-30 中間考査

9 28-30 中間考査 16 就職試験開始 ● 推薦・AO入試個別指導

28-30 中間考査 ● 推薦会議③

● 進路面談

8-10 県高校総文祭 公務員2次試験開始 大学入試共通テスト出願

10-11 県新人大会（前期） 小論文模試➁ 小論文模試➁

12 後期生徒総会 8-9 ベネッセ駿台記述模試

10 18 演劇教室 ● 進学対策会議

● 推薦・AO入試個別指導

29-30 ベネッセ駿台共通テスト模試

● 進路面談

6-7  県新人大会（後期） 3 オープン模試(希望者）

11-16 期末考査（3学年） 11-16 期末考査 11-16 期末考査

10-13 ２学年修学旅行 26-27 全統共通テストプレ模試

26-12/1 1,2学年期末考査 ● 就職準備 ● 推薦・AO入試個別指導

● 小論文学習

● 進路面談

1 壮行式 25-26 大学入試共通テスト対策模試（外部受験）

21 終業式・成績会議 ● 就職準備 22-28 冬期講習（前期）

12 ● 進学分析会議

● 推薦・AO入試個別指導

● 三者面談

7 始業式 4-6 冬期講習（後期）

大学入試共通テスト直前模試

7・11 課題考査（体育科） ● 就職準備 15-16 大学共通テスト

15-16 大学共通テスト 17 センター試験自己採点

1 小論文ガイダンス(希望者）

22-23 国公立大学出願検討会議

私大・国公立大2次対策講習

● 三者面談

1 卒業判定会議 5 国公立大出願締め切り

2 4 本校推薦入選 ● 就職準備

28 卒業式予行 25-26 国公立大前期日程試験

1 卒業式 8 公立大中期日程試験

10 高校一般入選 12 国公立大後期日程試験

17 高校入選合格発表

22 受験合格者報告会 22 受験合格者報告会 22 受験合格者報告会

23 終了式・離任式

【基礎学力の充実＝高い評定平均を目指す】
2年生までの復習や苦手分野の克服を徹底する
期末試験にしっかり取り組み、今までで最高の評定を
獲得しよう
これまでの学習を振り返り、出願校シミュレーションを
行おう

年間目標　　　己を高め、世界にはばたけ　（自己実現＝第一志望実現）

令和３年度　第３学年進路指導年間計画

就職関係 進学関係
月 学校行事等

第３学年
月間目標

【進路実現に向けて】
最後まで諦めず、進路実現を目指そう

【最後まで学習を継続する】
国公立大前期試験に向けて力を緩めず、継続して努
力しよう
進路決定者は慢心せず自らを高めよう

【大学入学共通テスト本番・国公立大出願】
これまでの学習の成果を大学入試共通テストで発揮
しよう
自分の力を素直に見つめ、後悔しない出願をしよう

【マーク対策の強化】
マーク形式の演習に力を入れ、大学入試共通テスト
に向けて実力を養成しよう
模試の結果に左右されずに、信念を持った生活を送
ろう

実践目標　　①　高い目標を掲げ、その実現にむけて、ひたむきに努力し、最後まで諦めない。
　　　　　　　　②　日々の学習活動を通して、学力を向上させ、入試に耐えうる力を身につける。

【効果測定の活用】
これまでの学習の成果を、期末試験や模試、推薦入
試等で発揮しよう
結果を分析し、本番に向けた学習計画を再構築しよう
私立大学受験の検討を丁寧におこなう

【応用力をつける】
記述形式の演習に力を入れ、記述力（応用力）を高め
知識を深化させよう
【求められる人材を目指す】
進路実現に向けて知識量を増やすだけでなく、資料
分析力や論理的に説明する力を身に付けよう

【受験生になる】
これまでの2年間を振り返り、受験（社会人）を見据え
た生活習慣に切り替え、生まれ変わったつもりで学習
に励もう

【文武両道】
自己分析をおこなうとともに、文武両道を意識して計
画的に学習し、中間試験で学習の成果を出そう

【将来への投資＝学習への切り替え】
部活動引退後の切り替えを速やかに行い、自己目標
達成のために、今やらなければならないことを意識
し、空いている時間は全て学習に向けよう
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【記述力をつける】
しっかり時間をかけた学習をし、記述力をつけよう
夏期講習・模試の復習で学んだ内容を整頓し、初見
の問題に強くなろう

【夏を制するものは受験を制す】
本気で学習する夏！
これまでの人生で一番学習し、熱い夏にしよう！


