
① 様々な進路の可能性を考え、学問・職業について自分自身で探究する。

② 自分の将来を見据えて、妥当な文理選択・科目選択を行う。

③ 自分の進路の可能性を広げるため、家庭学習の定着と学力の向上を目指す。

7（金） 始業式・入学式 10（月）　　 スタディサポート ◇中学校とは異なる環境に早く慣れ、高校生活の正しい ☆スタディサポート（生活習慣・学習習慣・全国でのレベル）

10（月） 対面式・生徒総会 11（火） 初期指導 　生活のリズム作りを確立しよう。 ☆初期指導・面談週間から人間関係形成、高校生の意識形成

11（火）～ 中高面接週間 12（水） R-CAP ◇内容が濃くなり、進度も速くなった授業についていく ☆自己分析・適職発見プログラム（Ｒ－ＣＡＰ）の意義説明

20（木） 創立記念日 14（木） スタディサポート 　ためにも予習復習を欠かさない学習習慣を身につけよう。 ☆スタディサポート（生活習慣・学習習慣・全国でのレベル）

21（金） 部活動本登録 4月中 第１回進路希望調査 ◇毎日３時間以上の家庭学習の習慣をつけよう。 ☆進路希望調査の意義・説明　　☆行事終了後の振り返り

ゴールデンウィーク 8(月）～ ◇部活動も本格的に始まり、疲れもたまる季節。家庭学習 ☆ポートフォリオ対策…日々の活動の記録を

中旬 各種健康診断実施 　がどうしても疎かになってしまう。時間を上手に使い ☆スタディサポートの返却・事後指導

12（金） ＰＴＡ総会・授業参観 前期平日補習希望調査 　効果的な学習を行う工夫をしていこう。 ☆鷹峯祭前後の生活指導・学習指導

22（月）～ １学期中間試験 学習時間調査① ◇５月は初めての定期試験がある。 ☆テスト１週間前から部活動原則停止

25（木）～ 鷹峯祭準備 12（金） ＰＴＡ総会、ＨＲ別懇談会 　テスト週間の１週間を上手に使おう。 ☆テスト反省（個票からの分析）

28（日） 第１回英語検定 ナース体験参加申込 ◇部活動と鷹峯祭・・・まずは中間テストに全力を！ ☆各種の検定・資格取得、大学等での校外活動の推進

6/3・4 鷹峯祭文化の部 8（木）～ 鷹峯祭後切り替え指導 ◇１年で最大の学校行事「鷹峯祭」、この前後の時期は ☆鷹峯祭前後の生活・学習指導

5（月） 鷹峯祭体育の部 前期平日補習スタート 　校内も学園祭モードに包まれます。もちろん学園祭にも ☆前期平日補習（７月模試に向けて）

8（木）～ 鷹峯祭後切り替え指導 　積極的に参加し、大いに楽しもう。

20（金） 求道まとめどり 16（木） ◇大切なことは鷹峯祭後に、しっかりと生活面・学習面 ☆６／20（金）求道まとめどり（進路行事）

22（木） １年科目選択説明会 20（金） 求道まとめどり（進路行事） 　での切り替えを果たそう。 ☆補習希望調査･･･夏季、平日、土曜補習、勉強合宿

６月末 ＰＴＡ進路行事 23（木） 進路ガイダンス（進路の手引き） ◇全国模試に向けてしっかり事前準備をしよう。 ☆６月末　ＰＴＡ進路行事･･･保護者大学見学会

1 (土) 第１回進研記述模試 1 (土) 第１回進研記述模試 ◇６月後半の求道や科目選択説明会は、早くも２年生、 ☆７月初旬　進研模試事前指導（国数英３教科）

3（月）～ １学期期末試験 　そして高校卒業後の進路について深く考えるガイダンス 初めての外部模試。模試を行う意味を理解し、

20（木）～ 不振者指導・指名補習 看護体験講座（希望者） 　です。科目選択の仕組みをしっかりと理解し、様々な ３年間の取組む姿勢をしっかり身に付ける。

21（金） 終業式・ＬＨＲ 　進路選択に柔軟な科目選択を考えていこう。 ☆科目選択説明会　事後指導

7月下旬 三者面談 ◇１年生の夏休みの過ごし方は、高校生活の最大のキー 文理選択、教科選択は進路志望の大きな分岐点

24（月）～ 進学補習 24（月）～ 高１年進学補習 　ポイントと言われます。夏期補習などに積極的に参加し ☆７月中旬　夏期進路課題（学問職業研究）事前指導

7/31（月） 中学生一日体験入学 ☆夏休み進路課題 　各教科の実力を伸ばしていこう。 オープンキャンパス等、上級学校調べを開始

　　　　高校生補助 【学問・上級学校研究 ◇１学期中に自分で計画した夏休みのオープンキャンパ ☆夏季課題の確認、早期取り組み

20（日） 全統外部模試（希望者） 課題レポート】 　スへの参加を充実したものにしよう。目的意識を持ち、 ☆三者面談　１学期の反省、夏期課題、科目選択の確認

29（火） ２学期始業式 ☆オープンキャンパスに 　どのような視点から見学するのか…。見学後のレポート ☆夏季進路課題を充実した内容にするために

30（水） 夏課題テスト 　　　積極的に参加しよう 　作成も内容の深いものにしよう。 　オープンキャンパスへの積極的な参加を奨励する

8/31(木)～ 中高面接週間 中高面接週間 ◇夏休み気分を切り替えて、基本的な生活習慣を再点検！ ☆土曜補習への前向きな取り組み指導

夏休み切り替え指導 切り替え指導･･･放課後30分学習 ◇「夏休み切り替え指導」で学習習慣を見直そう。 ☆9/19（火）⑥⑦GTEC（英語外部検定）の実施

9月中旬 平日補習スタート ◇いよいよ補習開始。上位を目指そう。 ☆中高面接週間・夏休み切り替え指導（自学自習）

14（木） 生徒総会・認証式 2（土）～ 土曜補習スタート ◇第２回進路希望調査では、２年生での文理選択を考え ☆9/26（火）進路ガイダンス（上級学校模擬授業）

19（火） ⑥⑦GTEC　実施 9月中旬 進路ガイダンス事前指導 　自分の将来の職業も徐々に明確化していこう。 高大連携事業を中心に国公立大・私立大・短大

26（火） 求道まとめどり 26（火） 求道まとめどり（進路ガイダンス） ◇進路ガイダンスを意味あるものにすること。 専門学校の講師を招き、模擬授業を体験。

8（日） 第２回英語検定 進路研究① ◇文理選択を含めた２年生の科目選択が大詰めとなる。 進路決定に向けての体験を積む。

14（土） オープンスクール 学習時間調査② 　面接週間で担任の先生としっかり話し合い、現在、自分 ☆土曜補習では習熟度別に講座を編成

16（月）～ オープンスクール代休 13（金） １年医療看護講座① 　の考える進路選択に科目選択が対応することを確認する。 高きを目指す生徒への積極的な支援の場を用意

17（火）～ ２学期中間試験 進研模試事前指導 ◇遠足で高校生活をリフレッシュしよう。 積極的な参加、難問に取り組むことによる実力の養成

20（金） 遠足 ◇医療系進学を考える者は対策講座に参加しよう。 部活動との両立を図るための指導

28（土） 第２回進研記述模試 第２回進研記述模試 ◇第２回進研模試への取り組む意識を高めよう。 ☆大学講師を招聘した医療看護講座　事後指導

8(水)・10(金) シニアティーチャー 5（日） 全統外部模試（希望者） 全国の高校１年生と学力比較できるチャンスを自覚しよう。 ☆Ｙ文・Ｙ理コースの決定、文理選択、選択科目の決定

◇中間試験の結果を厳粛に受け止める時期。自分の ☆平日補習、土曜補習参加の意義を再確認

　これまでの学習に対する取り組みを振り返ろう。 ☆進研模試事前指導、事後指導

◇短いサイクルで第２回の進研模試、期末試験とつづき ☆外部主催の進路ガイダンスに積極的参加

　ます。学習への取り組みを再点検してみよう。 ☆１２月～３月までの日程確認。進路行事の再確認

11/29（水）～ ２学期末試験 ２学期反省・２年０学期指導 ◇期末試験も終え年末に向け、気持ち・生活がだらだら ☆厳しい寒さに対する健康管理を含めた自己管理指導

19（火）～ 不振者指導・指名補習 　となりがちな時期。次を見据え、進路について考えよう。 ☆学期末試験に向けた指導。

22（金） 終業式 ◇「探究」を通じて沼津市の事を考えよう。 ☆期末試験の事後指導（伸び悩み生徒、成績下降生徒の指導）

5（金）　 始業式 9（火） 冬課題試験 ◇１年生の３学期は、２年生の０学期。短い期間で ☆進研模試・小論文トレーニングに向けての事前指導

6(土)7(日) 中等部入試 初旬～ 進路希望調査・面談 　すが１年間の総まとめや新学年に向けた準備をする上で ☆大学入学共通テストについての説明。

13(土)14(日) 大学入学共通テスト 初旬～ 進研模試事前指導 　重要な時期です。寒い季節、体調管理に気を付けよう。 ☆教科「探究」のまとめも大詰めです。

13（土） 第３回進研記述模試 13（土） 第３回進研記述模試 ◇３年生が初となる大学入学共通テストを受験します。 さまざまな講演や同級生との議論を重ねていき

21（日） 第３回英語検定 16（火） 小論文トレーニング 　どのような試験なのか、調べてみよう。 沼津市についての理解を深めましょう。

1/30（火） 求道まとめどり 1/30（火） 求道まとめどり ◇３年生は家庭学習期間に入り、受験シーズンも佳境を ☆進研模試事後指導（7月⇒11月⇒1月の成績推移）

5（月） シニアティーチャー 初旬～ 小論文指導 　迎えます。自分の１年後、２年後の姿を想像し、１年間 ☆進研模試デジタルサービス利用等の喚起。

26（月）～ 学年末試験 　のトータルとなる学年末試験に挑もう。 ☆スタディサポート活用ｂｏｏｋへの取り組み。

1（金） 卒業式 9（土） ＰＴＡ保護者進路講演会 ◇高校入試による家庭学習期間を経て行われる ☆春休み開催のオープンキャンパスへの積極的な参加

5(火)6(水) 高校入試 11（月） 小論文講演・小論文模試 　スタディサポートで１年間の学力を確認しよう。 ☆スタディサポートに真剣に取り組む雰囲気づくり

8（金） 球技大会 15（水） １年医療看護系講座② 　『スタディサポート活用BOOK』で１年間の復習を。 ☆１年間の反省と進級への心構え、課題等の取り組み

12（火） 生徒総会 15（水） 　卒業生による進路講演会 ◇卒業生による進路講演を聞き、先輩たちの成功の秘訣 提出に対しての注意・喚起。春課題テスト対策

19（火） 終業式 18（月） スタディサポート 　をしっかりと聞こう。 ☆家族間で「進路を考える時間」を持ってもらうよう喚起

29（金） 離任式 ◇課題を通して新年度課題テストの準備をしよう。 ☆２年生になることへの姿勢、心構え、自覚の構築
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