～３年間の進路計画～

大阪府立箕面高等学校

【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。
進路指導部

１年

２年

３年

【１年の進路目標】 文理選択

【２年の進路目標】 学部選択

【３年の進路目標】 志望校選択

・自分の特性や興味関心を知る。
・職業について知る。
・職業から逆算した色々な進路先について調べる。
・２年生以降の文型・理型の選択する。
・模試の受け方を知る。
行事
入学式
オリエンテーション
第1回スタディーサポート
4月 中旬
面談
進路講演会①
下旬
校外学習

5月 中旬
下旬
上旬
6月 中旬
下旬
上旬
7月 中旬
下旬
上旬
8月 中旬

・志望する分野が属する学部・学科を知る。
・進路実現に必要な科目は何かを知る。
・３年での確かなコース・科目選択をする。
・大学ごとの特徴を知る。
・志望理由書の書き方を知る。

目標・要点

上旬

上旬

・通学や高校の生活に慣れ,生活
リズムを確立する時期です。こ
の時期に、起床、就寝、勉強開
始 の3つの時刻を固定しま
しょう。そして「予習－授業－
復習」のパターンを身に付けま
しょう。

行事

第1回スタディーサポート
面談

終業式
大学訪問
オープンキャンパス参加
【夏休みの過ごし方】起床・就
寝時刻を決め規則正しい生活を
送ることが大切です。数時間の
学習時間を確保し、読書などに
も精を出しましょう。

・部活動も暑い中行われます
が、体調に気をつけて頑張りま
しょう。
・夏休みは進路実現の基礎知識
をしっかり学びましょう。
【文理選択】 現在の成績や得
意・不得意だけで選択をするの
は、よくありません。「なりた
い自分像」を重視してくださ
い。目標が明確であるほど不得
意科目を克服する努力もできる
ものです。

終業式
大学訪問
オープンキャンパス参加
【オープンキャンパス】大学、
短大、専門学校のオープンキャ
ンパスに参加し、具体的なイ
メージ作りをすることで、志望
校の決定にも結び付きます。

行事

目標・要点

・新年度は新たな気持ちで再出発
する好機です。昨年できなかった
ことにチャレンジしてください。
・数年後の自分を想像し、今やる
べきことを考え1年の計画を立て
ましょう。

・受験勉強に気持ちがむかいます
が、授業を大切にしてください。
「授業＝受験勉強」です。「授業
第1回進路希望調査 をおろそかにするところに勝利な
面談 し」。部活動も３年間の総まとめ
のつもりで精一杯やりましょう。
予約奨学金説明会（生徒向け） 毎日の勉強を始める時刻を固定し
ましょう。
校外学習

・2年の目標は学部選択です。い
ろいろな事に積極的に取り組み、
自分の好きな分野を見つけること
が大切です。まず、平素の授業を
しっかり受ける事から始めてくだ
さい。スタディーサポートの結果
を丁寧に分析し、家庭学習の時間
の確保にも努めましょう。

・体育祭の準備が始まります。
リーダーである３年生は何かと時
間をとられます。意見の対立や悩
みが生じる事もありますが、仲間
を信じ協力して乗り切りましょ
う。その経験はきっと将来役に立
つはずです。

校外学習

大学学部・学科説明会
学部学科調べ
中間考査
スタディーサポート結果返却
科目選択説明会
体育祭
大学資料請求
懇談
受験科目調べ
科目選択予備調査
・期末考査は中間より範囲も広 期末考査
く内容も高度になるので油断禁
校内模試
物です。

文理選択予備調査
期末考査

・志望校、受験校を決める。
・進路実現のための受験対策をする。
・最後まであきらめず、粘り強く取り組む。

目標・要点

・入学から何度か自己紹介をす
る機会があっただろうこの時期
に、自分の興味関心についても
進路講演会② う一度考えてみましょう。
適性検査 ・高校最初の定期考査です。早
めの準備が大切です。
中間考査
・スタディーサポートの結果か
スタディーサポート結果返却 ら、苦手分野の改善を。
・部活に加え体育祭の練習も始
まり、忙しく疲れやすい時期で
体育祭
す。悩みや困ったことが出てき
たら、先生や友達に相談してみ
ましょう。
懇談
・積極的に職業や大学について
職業・大学調べ 調べましょう。

・体育祭ではリーダーになる来年
のことを考え、客観的に見ること
も大切。
・体育祭後は「科目選択予備調
査」にむけての「進路を考える月
間」です。これを機会にじっくり
自分と向き合いましょう。
・部活動の練習も、少し余裕を感
じる時期です。引き続き、部活動
で体力や気力を養いましょう。後
輩を導くことも大切な役割です。
・第1志望の大学や難関校に合格
する人の多くは、模試で初めての
合格判定が出るこの頃から「受験
生」の意識を持ち始めます。

校外模試スタート
進路講演会
中間考査

体育祭
校内マーク模試
進路懇談
進路HR
期末考査
校内記述模試
私大説明会
終業式

下旬

10月 中旬

中間考査
スタディーサポート結果返却

下旬
上旬
11月 中旬

文理選択本調査
校内模試
懇談
進路マネープラン講演会

下旬
上旬

期末考査
模試結果返却
大学資料請求

12月 中旬
下旬
上旬

終業式
始業式
面談

1月 中旬

校内模試

下旬

学年末考査

下旬

・得意科目、不得意科目がはっ
きりして来る時期です。不得意
だからといって、避けて通らな
いにしましょう。
・スタディーサポートの結果が
かえってきます。春からどれほ
ど進歩したかを確認し、今後の
学習方法について考えます。

・3年間で一番気のゆるむ時期で
すが、考査や修学旅行も控えてい
ますので、体調管理をしっかり行
ない気を引き締めなければいけま
せん。
・修学旅行は思い出作りだけでは
なく、旅先での見聞を広めましょ
う。

中間考査
スタディーサポート結果返却
修学旅行
進路講演会①

・「理型か文型か」に答えを出
す時期です。
・高校生になって初めて全員で
模試を受けます。模試を受ける
ための準備や模試を受けた後に
どのように実力UPを図るかな
ど、模試の受け方とその意義に
ついて、学びましょう。

科目選択本調査

・評定は推薦入試で重要です。
評定を意識した考査への取り組
みが大切です。
・年末年始は学習時間を確保す
るとともに、手伝いなど家庭で
の役割も果たして欲しいもので
す。

期末考査

・冬の到来。病気にならない生
活習慣と体力を１年生の間に作
りましょう。規則正しい食事と
睡眠が基本。体調管理も実力の
うちです。いざという時に力が
発揮できるでしょう。
・模試で1年間の学力の伸びを
測ります。

校内模試
懇談
進路マネープラン講演会

模試結果返却

終業式

学年末考査

終業式

・公務員試験や就職試験を皮切り
に、進路実現のための挑戦がス
タートします。
・夏休みの勉強の成果は直ぐには
あらわれません。ここで歯を食い
しばって勉強を続けていくことが
大切です。９月模試は必ず受けて
おきましょう。

共通テスト出願/専門学校出願 ・推薦入試の出願が始まります。

中間考査
校内記述模試
第2回進路希望調査

推薦入試は「受験というマラソ
ン」の中間地点と位置付けましょ
う。より募集人数の多い一般入試
こそ、皆さんの目指すべきゴール
です。
・チャンスを広げる意味で共通テ
ストに出願を！

・高校生活も折り返し点を過ぎた
ところです。この時期に「高校
生」という肩書き以外に「受験
生」というもう一つの肩書きを意
識し、目標に向かって一歩を踏み
出すことができれば、大きな違い
が生じるでしょう。

・実力が伸びるのはここから。焦
らず、コツコツと努力を続けよ
う。風邪等に気をつけて大切な時
期を乗り切ってください。

期末考査

終業式
始業式

校外模試

【進路に関する会話を！】「進路
進路HR
の事は親は関係ない」と思ってい
る人がいますが、とんでもない間 ☆大学入試共通テスト
違いです。保護者は誰よりもみん
共通テスト自己採点
なのことを知っています。口に出
さなくても、みんなに期待してい ☆私立一般入試
ますし、「こうなって欲しい」と 学年末考査
いう望みも持っています。また、
進学となると、大きな金額のお金
が必要です。保護者の理解と援助
無しに進む事はできません。だか
らこそ「自分の希望」をはっきり
伝えるとともに「保護者の考え」
もしっかり聞く必要があります。 卒業式

・この時期になると進路が決定す
る者も出てきますが、入試はこれ
からが本番です。粘り強く勉強し
てきた人はいよいよ成果が現われ
てきます。これからが勝負です。

・学校での授業は終わり、あとは
卒業式を迎えるだけですが、自習
室で勉強できます。また、個別に
学習の援助をします。

☆国公立2次試験
・春休みは不得意分野を集中的
に復習する良い機会です。ま
た、普段はできていない読書な
どに集中できるものこの時期で
す。

3月 中旬

☆就職試験開始

【夏休み中の勉強】
「高３の夏は受験の天王山」使い
古された言葉ですが、学習時間を
しっかり確保し、苦手分野の克服
にあてましょう。「自分の勉強ス
タイル」を確立してください。

・大学入試の第一ラウンドの始ま
りです。受験校はこれまでの模試
の結果などを参考にして、入試日
程も考慮して決めるのが良いで
しょう。
・これまでの勉強の成果が出始め
る時期です。

始業式
面談

・推薦入試に使われる成績は、
「１年から３年の１学期まで」の
５段階評定です。３年１学期の２
回の考査は特に重要です。
・７月模試は必ず受けましょう。
・大学等の入試要項をチェック！

・これまで進路について考えてき ☆私立公募推薦入試開始
た事を総合して、最終的な科目選
校内マーク模試
択を行なう時期です。迷う場合
は、できるだけ幅の広い選択をす 懇談
る事を勧めます。

模試結果返却

上旬

下旬

認。

・進路に関する情報をしっかり
得て、役立てましょう。
・この考査で1年の評定が決ま
ります。目標を持ってしっかり
準備してください。

上旬
2月 中旬

持ちを引き締め、生活リズムを
立て直す時期です。

・進路懇談では、志望する「大
学・短大・専門学校」と「学部・
学科」について事前に調べ、受験
科目や受験方式についても先生や
保護者の方に自ら宣言できるくら
いの準備をしましょう。

校外マーク模試

【科目選択】志望校に合格するこ
とだけに意識が奪われ、入試に不
要とばかりに、今から科目を切り
捨てる事は、自分の可能性を切り
捨てる事につながります。受験し
たくても受けられないという事に
なりかねません。

始業式
始業式
補充授業・始業式
第2回スタディーサポート
第2回スタディーサポート
指定校推薦オリエンテーション
・クラスでは文化祭準備が本格
【模擬試験】
進学を希望するな
文化祭
文化祭
文化祭
上旬
的になります。
ら模試を継続的に受験することを
面談
面談 勧める理由は４つ。①全国レベル
進路HR
での実力がわかる②目標校の設定
校内マーク模試
9月 中旬
に役立つ③進学意識が高まる。④
・夏休みと文化祭でゆるんだ気
芸術鑑賞会
芸術鑑賞会
芸術鑑賞会
復習ポイント・自分の弱点の確
下旬

上旬

令和4年4月８日

模試結果返却
進路講演会②

終業式

・この春休みに本格的に受験勉強
をスタートさせる事が大切です。
休み中は部活動も忙しいですが、
各大学のオープンキャンパスも実
施されますので、時間を作り参加
する事を勧めます。

・入試は３月末まで続きます。こ
の時期まで根気よく勉強を続けて
きた人は、それだけで立派といえ
ます。きっと良い結果が訪れるで
しょう。

