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専門学校 就職・公務員

６（木） 始業式・入学式 ◇3年生スタートに当たって、最高学年としての責任を自覚し、進路決定への強い

７（金） 課題テスト・対面式 ※進路希望調査・補習申込み票提出 　　意欲を持とう。生活習慣と学習習慣の確立も心がけよう。

７（金） 部活動登録 ◇進路希望調査も今まで以上にしっかり考えて記入。提出期限は厳守！

10（月）～ 中高面接週間Ⅰ １７（月）～　就職ガイダンス　開始 ※17（月） 進学補習開始 ◇面接週間では、担任の先生にしっかりと進路の問題点を打ち明け、様々な助言

中旬～ インターハイ予選開幕 　　　　　　　　公務員就職希望者ガイダンス開始　　をもらって解決を図ろう。

29～７ ゴールデンウィーク ☆小論文指導（国語の授業と連動） ◇運動部・文化部それぞれ部活動も大詰めとなりました。

11（木） ＰＴＡ総会・授業参観 ※11（木）　保護者・生徒対象進路講演会　 　　悔いの残らないよう活動に全力を尽くすも、日々の勉学は怠らぬよう努めよう。

15（月）～ １学期中間試験 　　４限　誠花ホール　　※大学等資料頒布会 ◇本格的に受験体制に入った者は、もう一度年間の進路日程を見直してみよう。

18（木）～ 鷹峯祭準備 ◇鷹峯祭の準備に追われつつも家庭学習の習慣はついているだろうか？

27・28 鷹峯祭文化の部 　　家庭学習の習慣なくして進路実現は困難である。

29（月） 鷹峯祭体育の部 ※進研マーク模試（全員受験） ◇鷹峯祭開け、様々な進路行事が連続するが、これを契機に気持ちの切り替え

３（土） 第１回進研マーク模試 ６(火)就職ガイダンス(求人票の見方) ※鷹峯祭明け　進学補習本格的開始 　　を行なおう。お祭り気分を一掃し、いよいよ自己実現に向けてのスタートだ。

４（日） 第１回英語検定 ※朝読書　志望理由書マスターノート ◇28日（水）ＰＴＡ大学見学会･･･保護者の方々が大学を見学します。

５（月） 医療看護受験対策講座 ※下旬　就職希望者適性検査 ◇進研マーク模試、ここでは結果が求められる。夏休みの三者面談の第一の

６（火） 個人写真撮影 進路研究 19(月)就職ガイダンス(適性検査実施) ※28（水）　ＰＴＡ大学見学会　 　　資料はこの模試の結果を使います。マークセンスに慣れることも大切です。

13（火） 求道まとめどり 　(H28年度　東京工科大・法政大) ◇積極的な取り組みで進路ガイダンスを有効に生かしていこう。

３（月）～ １学期期末試験 １（土）～　求人票公開 ※勉強合宿・夏期進学補習・土曜補習 申込 ◇就職希望者に求人票が公開されます。様々な業種、企業の細かいところにまで

３（月） 第１回進路検討会 ☆7/5 （水）小論文ガイダンス・模試 　　目を通し、研究しよう。

８（土） 進路系統別外部模試 学研到達度模試 実教就職・公務員模試 ★7/8（土）進路系統別外部模試 ◇この時期に行われる外部模試と学期末試験は、たいへん重要です。誰もが

19（水） 医療看護受験対策講座 10(月)就職ガイダンス（履歴書・会社見学） （進研・学研・医療看護・就職・公務員） 　　当たり前のように頑張ります。乗り遅れないように注意しよう。

21（金） 終業式・ＬＨＲ ※22（土）23（日）　校内勉強合宿　於:求道館 ◇この時期までにしておかなければいけない事は家族との対話です。三者面談

22㈯・23㈰ 勉強合宿 21(金)就職ガイダンス(外部講師面接指導) ※24（月）～8/4（金）　夏期進学補習 　　までに家族の意見に食い違いがないよう、学費や生活費の事まで話し合おう。

24（月）～ 夏期進学補習 企業訪問、夏期就職合同ガイダンス オープンキャンパス下調べ ◇三者面談では、担任の先生と具体的な進路相談ができるよう準備しておこう。

２(水)３(木) 中学生一日体験入学 3（水） 各種書類・履歴書下書最終提出 ☆8/6（日）　河合塾全統マーク模試② ◇自分のペースで勉強することよりも周囲と競い合う姿勢を持とう。そのためにも

６（日） 河合塾全統マーク模試 ※17(木)　就職希望者校内選考会 　　　　　　　　　　　　会場:日大国際関係学部 　　夏期補習を受講することは絶対条件でしょう。全国の受験生と競う実力を養う

27（日） 河合塾全統記述模試 17(木)就職ガイダンス（履歴書・面接指導） 　　ためにも外部会場での外部模試などにも積極的に参加してみよう。

29（火） ２学期始業式 履歴書等出願書類の準備・完成期間 ☆8/27（日）　河合塾全統記述模試② ◇オープンキャンパスに参加し、自分の進路に対するモチベーションを上げよう。

30（水） 夏課題試験 31(木)就職ガイダンス(外部講師面接指導) 　　　　　　　　　　　　会場:日大国際関係学部 　　２ヶ所以上訪問し、様々なポイントから希望校の比較をしてみよう。

31（木） センター試験説明会 ※8/ 31（木）　後期補習スタート　 ◇夏休み明けから後期補習スタート。夏の学習をさらに深める機会として活用しよう。

５月

３年生第１回進路希望調査

１０（月）～１４（金）　第１回面接週間

６月

７月

６（火）進路ガイダンス（13日まとめどり準備）

　６(火)個人写真撮影（証明書・アルバム用、進路手引き説明）

　13（火）求道まとめどり　午前:志望理由書講演・模試　午後:進路ガイダンス　於:ツインメッセ静岡

国公立・難関私大受験ガイダンス

　５(水)小論文ガイダンス・小論文模試・小論文担当講師への挨拶

オープンキャンパス・進学説明会　事前調べ

平成２９年度　３年生　年間進路指導計画

主な学校行事 四大・短大・看護医療

主な行事

進路目標の実現に向け、また目標達成後も学力向上に努め、高校生活をしっかりと締めくくる。
将来の自分自身の人生設計を見据えた１年としていく。安易な進路決定をすることなく、何事にもよく考える１年とする。

進路目標の実現に向けた具体的な手段を明確化していく。詳細な進路情報・受験情報を積極的に収集する。

模試・補習等

４月

15（月）～ 17日（水）　１学期中間試験

ＧＷ明け　小論文模試（論作文研究会）

22（月）～　夏期進学補習（後半）

　７（日）　河合塾第２回全統マーク模試　（外部希望受験）

オープンキャンパスへの参加

　１１（木）保護者・生徒対象進路講演会（４限ＰＴＡ総会前　講師: リクルート　梶原様    於:誠花ホール）

センター試験説明会①　受験上の配慮受験説明会

　進研記述模試・看護医療模試①

　6/3（土）　進研マーク模試　（全員受験）

鷹峯祭後　求道まとめどり（6/13進路ガイダンス）準備期間　朝読書:志望理由書ワーク

　28（日）　河合塾第２回全統記述模試　（希望受験）

☆三者面談（受験校・受験方式、希望企業の決定・確認）

校内勉強合宿　於：求道館（7/22～23）　河合塾・代ゼミ講師

校内進学補習　5教科（7/24～8/4）

８月

心構え

スタディサポート返却

１１（火）進路ガイダンス　全体指導　　於:柔道場

１１（木）就職・公務員志望者保護者ガイダンス　（ＰＴＡ総会終了後　パソコン室１）

内容

31日（木）センター試験受験者説明会②（要項配布・出願準備スタート）

　　☆就職ガイダンス:就職公務員志望者　クレペリン検査（鉄道関係希望者）・ＳＰＩ検査・外部講師による面接指導等実施

30（火）　指定校一覧（大学・短大・専門学校）公開



専門学校 就職・公務員

8/31（木）～ 中高面接週間Ⅱ ～６日 就職希望者面接指導（学年部・管理職） ※９（土）　土曜補習スタート　 ◇就職・公務員をはじめ試験本番を迎える人が出てくる。平常心で自分の力を最大

９（土） 土曜補習開始 15（金）就職公務員志望者激励会 ★16（土）17（日） ベネッセ駿台マーク模試① 　　限に発揮しよう。そのためにも事前に十分な準備をしておくことが絶対条件だ。

13（水） 第１回推薦会議 公務員試験スタート ※これ以後、マーク模試は２日間で実施 ◇早い者は９月の下旬から進路決定する。決定者はこれから進路実現していく人を

15（金） 就職公務員激励会 15（金）　就職試験一斉開始 ☆16(土)看護医療模試②（東京アカデミー） 　　周囲から後押しできるか・・・。周囲への気配りを忘れず、決定者も絶えず勉強し

25（月） 医療看護受験対策講座 下旬　就職試験合否報告 　　て行くことを忘れないでいこう。。

５(木) 第２回推薦会議 受験報告書提出 ※担当教員との面接・小論文個別指導 ◇ベネッセ駿台の共催模試はマーク式と記述式のドッキング判定を行う。マーク式

８(日) 第２回英語検定 推薦入試スタート 　就職ガイダンス　内定確認 ★７(土)　ベネッセ駿台記述模試② 　と記述式それぞれの方式での自分自身の実力（得点力）をしっかり自己判断しよう。

10(火)～ ２学期中間試験 内定者礼状指導 ☆15（土）16（日）河合塾全統マーク模試③ ◇推薦入試の手続きは手続き開始日の２週間前には担任の先生に必要な書類を

13(金) 遠足（１・３年生） 受験報告書提出 ☆22（日）河合塾全統記述模試③ 　提出しよう。書類は簡単にはできません。絶対に期限を守りましょう。

21(土) オープンスクール 　20(金)医療看護受験対策講座　　　　☆推薦書類準備・発送・進学者面接指導 ☆22(日)　医療看護模試③(新宿セミナー) ◇専門学校生志望者はいよいよ推薦入試が本格化する季節です。体調管理をしっ

２（木） 芸術鑑賞教室 受験報告書提出 自己開拓者への指導  　かりとし、面接・小論文・教養試験、様々な入試方式に100％の力を発揮しよう。

３㈯・４㈰ ベネッセ駿台マーク模試 就職未定者２次個別指導 ★３（土）４（日） ベネッセ駿台マーク模試③ ◇受験後の受験報告書の記入も忘れずに。壱枚の受験報告書が来年の後輩への

12（日） ＰＴＡ奉仕作業 内定者卒業レポート作成 　最大の受験アドバイスになるのです。毎年毎年受け継いでいこう。

27（月）～ ２年修学旅行 内定者卒業レポート作成 ★12/２（土）・３（日）　ＩＣプレーヤー対策① ◇この時期、模試が連続して実施されます。流されずに、一つ一つの模試を必ず、

29（水)～ １・３年２学期期末試験 　河合塾主催全統センター試験プレテスト　 　受けたままにせず、もう一度やり直す姿勢を忘れずに！解答ではなく、解説が重要

２㈯・３㈰ 全統センタープレテスト 内定者卒業レポート作成 就職未定者３次個別指導 ※受験校決定面談期間 　なのです。また、自分の努力が簡単には結果と結びつがず、弱気な心が焦りと諦め

６（水）～ 第２回進路検討会 ☆23(水)　センター試験パック演習　（希望者） 　に直結してしまう時期でもあります。チャレンジ精神を忘れずにいこう。

22（金） 大掃除・終業式 ☆代ゼミ白パック　　於:求道館　　ＩＣプレーヤー対策② ◇受験カレンダーは完成しましたか？日程を見てますます気合が入るはずです。

25（月）～ ３年進学補習　～28 ※25～28　冬期　大学進学対策補習 ◇受験の手続きが完了する時期です。手続きのミスがないように丁寧に行いましょう。

５日(金) 始業式・課題テスト ★特別時間割(河合塾Ｋパック使用) ◇さて、１月。センター試験も間近です。この時期大切なのがクラスの雰囲気です。

６(土)・７(日) 中等部入試 ★13（土）・14（日）　大学入試センター試験 　適度な緊張感と合格した者の気配り、そして個人の健康管理が重要ですね。

13(土)14(日) 大学入試センター試験 就職マナー講習会 　　昨年度会場 :富士高校、静岡大学 ◇センター試験は落ち着いて、力を出し切ろう。気温の変化に対応できる服装も考慮

19（金） 第３回進路検討会 ☆センター試験後、受験校決定面談期間 　すべき点です。そして自己採点の結果を見て、さあ面談。受験校の最終決定です。

21（日） 第３回英語検定 ☆国公立大学二次試験出願 ◇進路決定者は進路内定者レポートの完成。レポート提出、作品制作期限が迫ります。

1/31（水）～ ３年学年末試験 就職未内定者　ハローワーク連携指導 1/31（水）～２（金）　３年生学年末試験 ◇最後の学年末試験も終え、家庭学習日に入ります。いよいよ受験真っ只中です。

３（土）～ ３年生家庭学習期間 ※受験勉強　進路室の終日開放（19:00まで）　　不安なら学校へ足を運ぼう。私大入試の自己採点など、先生方は君たちの常に

７ (水) 持久走大会 ※国公立大学二次試験対策の個別指導 　アドバイザーとして待機していますよ。特別補習もお願いしてみよう。

26（月） 1・2年学年末試験 ◇行ったり来たりの入試の毎日。健康管理には十分に注意していこう。

１（木） 卒業式 就職内定者最終確認 ◇晴れて卒業式。旅立ちを前に、高校生活３年間をもう一度振り返ってみよう。

６(火)７(水) 高校入試 ◇国公立大学入試はまだまだこれからも佳境です。国公立大学の中期・後期日程や

16（金） 卒業生による進路講演会 　結果が思わしくなかった者は、まだまだ３月入試のチャンスも残されています。

20（火） 終業式 ◇最後に、自分の進路最終決定を確実に担任の先生に報告することを忘れずに！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★はセンター試験受験者が必須で受験する模試です。

上旬　センター試験受験者説明会④

主な学校行事

推薦入試スタート

第2回面接指導期間（担当教員による個別指導）

３月

１月

２月

11月

12月

進学推薦（指定校・一般）面接指導

センター試験受験者説明会④　受験票配布

推薦入試受験者受験報告書の提出

家庭学習期間　個別指導

12（金）センター試験受験者激励会

センター試験受験者特別時間割　1/9(火)～12（金）

６（水）～８（金）　進路検討会②（一般受験）

初旬　センター推薦入試　結果発表

2/25～　国公立大学前期入試

９月

主な行事 内容

９（土）　土曜補習スタート　

センター試験出願開始　10月上旬～中旬

16日17日ベネッセ駿台マーク模試、東京アカデミー看護医療模試

16（金）　卒業生による中等部３年生・1年生・2年生対象　進路講演会（卒業生講話）

受験校最終合否確認、個別最終進路先確認

3/12～　国公立大学後期試験

1月中旬から　私立大一般入試スタート

受験スケジュール表の完成・提出

内定者卒業レポート完成

☆私立大学・私立短大・専門学校受験手続きの完了・受験体験記の記録

私大出願手続(一般、センター利用事前出願)

13㈯・14㈰　大学入試センター試験

進路内定者卒業レポート・卒業作品 一般公開19（金）　進路検討会③（国公立大学）

15（月）　センター試験自己採点

※22（金）　大学模擬授業（1・2年生求道まとめどり）

10月

※13（水）　進学推薦会議Ⅰ（指定校推薦・一般推薦）

3/8～　国公立大学中期試験

心構え模試・補習等
四大・短大・医療看護

中旬　センター試験受験者説明会③

第1回面接指導期間（担当教員による個別指導）


