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7(金) 始業式・入学式 7(金) 学年集会(進路関係その他) ◇１年次と異なり、選択科目による移動教室も多くなる。 ☆進路希望調査や個人面談を通して進路希望の把握。

10(月) 課題テスト・対面式 スタディサポート返却 チャイムの前に着席している態勢づくりに努めたい。 ☆家庭学習・授業態度の実態の把握

11(火) 部活動登録 中旬 前期補習　希望調査 ◇より専門的で、ペースアップされた授業内容に戸惑うことなく、 ☆スタディサポートの返却・事後指導

11日（火）～ 中高面接週間 下旬 前期進学補習スタート 　学習方法や家庭学習の確保に工夫を加えていこう。 ☆進学補習への取り組み指導

中旬～ インターハイ予選開幕 ◇早速始まる平日補習に真剣に取り組もう。 ☆大型連休に向けて、生活、学習面での指導

4/29（土）～ ゴールデンウィーク 12(金) ＰＴＡ総会・授業参観 ◇連休明けで生活・学習のリズムが崩れがちです。生活面のみならず、 ☆部活動と家庭学習の両立、取り組み指導

12(金) ＰＴＡ総会・授業参観 15（月）～ テスト週間 　学習全般に再度チェックが必要です。 ☆GW中の生活指導や学習指導を

22（月）～ １学期中間試験 学習時間調査① ◇大型連休ではボランティアなど郊外活動にも参加しよう。 ☆家庭学習の充実、課題提出の確認指導　☆２年生最初の定期試験への取り組み指導

25（火）～ 鷹峯祭準備 下旬 医療看護系受験対策講座 参加申込
◇部活動でも３年生の引退によって活動の中心となる時期です。
　部活動と学習の両立を心掛けよう。

☆鷹峯祭前後の生活指導・学習指導

28(日) 第1回英検

3・4 鷹峯祭文化の部 中旬 後期補習・夏期補習希望調査 ◇１年で最大の学校行事、「鷹峯祭」。この前後の時期は校舎内も ◇今年度の求道まとめどりはクラスごと大学見学へ

5(月) 鷹峯祭体育の部 20(火) 求道まとめどり（進路行事） 　学校祭モードに包まれます。もちろん学校祭にも積極的に参加しよう。 ☆６月20日(水)　求道まとめどり（進路行事）

鷹峯祭後 鷹峯祭後切り替え指導 21(水) 医療看護系受験対策講座 ◇英検にも積極的に挑戦しよう。 一日行事としてホームルーム単位の大学見学を行う。

16・19 シニアティーチャー 22(木) 進路ガイダンス（手引き） ◇昨年度に引き続き、看護医療講座が始まります。 ☆６月28日（水）ＰＴＡ大学見学会　　過年度は静岡文芸大・静岡大

20(火) 求道まとめどり 　これまでよりもさらに実践的な内容が、年間4回行われます。 ☆進研模試事前指導

29(木) ２年科目選択説明会 ◇今年度の求道まとめどりはクラスごと大学見学へ。

◇自分の進路に適した来年度の科目選択を行います。

1(土) 第１回進研記述模試 1(土) 第１回進研記述模試
◇７月初旬に期末試験が行われ、その後も授業が続きます。暑さも厳しくな
りますが、だらだらせず学期末まで頑張ろう。

☆科目選択説明会事後指導

3（月）～ 1学期期末試験 3（月）～ 1学期期末試験 ◇２年生初めての外部模試。自分の志望校や分野を確定したい。 ☆夏期補習、後期通常補習、土曜補習参加申込

20（木）～ 不振者指導・指名補習 中旬 夏休みＯＣ参加事前ガイダンス
◇オープンキャンパスの事前計画はできていますか？何を目的に何を調べて
くるのか、丁寧に調べよう。

☆夏期進学補習への積極的な参加奨励

21(金) 終業式 中旬 模試事後指導・デジタルサービス ◇模試の復習に取り組む。苦手分野は夏休みに勉強するところです。 ☆夏期各教科の課題　事前指導（内容の確認・早期取り組み）

７月下旬 三者面談 29・30 勉強会 ◇予備校の先生による授業。夏休みは計画的に学習をすすめよう。
☆夏休み進路課題についての下調べ／勉強会は外部から予備校の講師を招き、本格的な講義
が行われます。

24（月）～ 進学補習 ～28（金） 進学補習 ◇国・数・英の基礎力を定着させよう。 ☆夏期勉強会　事前指導　　　　※今年度は土日の実施となります。

31(月) 中学生一日体験入学(高校生補助)

◇２年生として、しっかりとした目的意識を持って見学・体験をしてこよ
う。

☆三者面談　１学期反省、課題確認、科目選択の注意事項確認

どのような視点に重点を置いて見てきたか・・・。

29(火) ２学期始業式

30(水) 夏休み課題テスト ◇見学後の課題レポート作成も内容の深いものをつくろう。 ☆夏季課題の完成・学期始めの課題テストへの真剣な取り組み

8/31（木）～ 中高面接週間 8/31（木）～ 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して ☆夏期進路課題事後指導（レポート発表会・報告会）

8/31～9/6 【夏休み切り替え指導】 8/31～9/6 【夏休み切り替え指導】 いこう。9/2から始まる土曜補習に積極的に参加しよう。 ☆中高面接週間・夏休み切り替え指導（面接時間の自学自習）

上旬 防災訓練 1(金) 医療看護系受験対策講座 ◇夏休みの生活から一変させるするためにも、自ら学習体制 ☆本格的に各種補習が開始する。どのような心構えで参加するか。

14(木) 生徒総会・認証式 2(土) 土曜補習スタート 　をもう一度見直して、まず授業を一つ一つ大切にしよう。 ☆修学旅行事前学習を通して、ＡＬ的指導を体現させる。

19(火) 求道まとめ取り 中旬 進路ガイダンス事前指導 ◇土曜補講、後期平日補講がスタート。真剣な取り組みを！ ☆9/19（火）　進路ガイダンス（上級学校による模擬授業）

中旬～ 科目選択最終指導 ◇進路ガイダンスは、学問系統別の模擬授業参加となります。 　高大連携事業（静大・県大）を中心に国公立大・私立大学・短大

19(火) 求道まとめ取り（大学模擬授業） 　専門学校等の講師を招き、１・２年生合同で５０分２コマの模擬

8(日) 第２回英語検定 4(水）～ テスト週間 ◇いよいよ、本格的に自分の第一志望をはっきり表してみよう。 最先端の現場で働く大学の先生から研究のお話を聞くことが可能

14(土) オープンスクール 学習時間調査② 　そのためにも、修学旅行の事前研修と並行して行われる 専門学校講師からは実技指導を受けることも可能

11（水）～ 高２生2学期中間試験 下旬 進研模試事前指導 　「志望校調べ」では、自分の進路実現のためには、どのような ☆学力向上委員会の実施　各教科の模試結果分析

16(月) ～19(木)　　　　修学旅行 28(土) 第２回進研記述模試 　教科・科目選択が必要なのか、しっかりと調べていこう。 ☆第２回進研記述模試に向けた各教科事前指導

20(金) 代休（ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ） 下旬 修学旅行切り替え指導 ◇進路研究:自分の進路を明確化し、志望校研究を進めましょう。 ☆修学旅行からの気持ちの切り替え、

28(土) 第２回進研記述模試 模試後 模試事後指導・デジタルサービス 　修学旅行で得た経験やグロ―バルな視野から自分の進路を考えさせる。

8・10 シニアティーチャー 22（水）～ テスト週間 ◇第２回進研模試は、受験カードに自分の志望校を４校、記入し ☆志望校の明確化、およびそれに関わる科目選択の指導

29（水）～ ２学期期末試験 　ます。志望校における君の全国レベルでの判定が出されます。 ☆難関大合格に向けた支援プログラムの面談等実施

9(土) GTEC　検定版 11(月) 医療看護系受験対策講座 ◇修学旅行も終わり、３年生に向けての生活・学習面での意識を変えてい ☆期末試験の事後指導（伸び悩み生徒、成績下降生徒の指導）

11(月) 高２看護医療講座 16(土) 土曜補習　最終回 　きたい時期です。テストの見直し、冬休みの学習計画も含め、 ☆12/9（土）　ＧＴＥＣ（英語外部検定、検定版）実施　事前指導あり

19（火）～ 不振者指導・指名補習 冬季休業前 ２学期反省・０学期指導準備 　学習への取り組みをしっかり立てることが大切です。

22(金) 大掃除・終業式 ◇この時期、積極的に進路情報を集める努力をしよう。

5(金) 始業式 初旬 ０学期指導・進路希望調査 ◇２年生の３学期は、３年生の０学期です。短い期間ですが ☆放課後自習室の利用、進路先の情報収集など、進路室を利用

6・7 中等部入試 初旬～ 進研模試事前指導 　１年間の総まとめや新学年に向けた準備をする上で大変 ☆進研模試事前指導・・・教科、学年で細かく指導

9(火) 冬課題試験 13(土) 共通テスト同日　進研記述模試 　重要な時期です。 ☆大学入学共通テスト同日の模擬試験の意義を説明

13・14 高３生　大学入学共通テスト 中旬 共通テスト問題演習 ◇高３生が大学入学共通テストを受験します。 ☆来年度を見据えた小論文指導の充実

13(土) 第３回進研記述模試 16(火) 小論文トレーニング 　新テストを分析し、新傾向に対応していきましょう。 ☆厳しい寒さに対する健康管理を含めた自己管理指導

21(日) 第３回英語検定 30(火) 求道まとめどり（進路関係） 　まずは、実際に問題を解いてみることが必要です。 ☆２月の進路系統別模試の受験指導（模試選択・科目選択等）

1月末 高３生　授業最終日 初旬～ ０学期指導　「第一希望宣言」 ◇高３生が家庭学習期間に入り、実質的に高２生が最高学年 ☆２/３(土)　進路系統別模試

初旬 ３年０学期指導 となります。自分の適性に合った進路は何か、今自分は何を 　①進研共通テスト模試（マーク式）、②学研到達度模試

5(月) シニアティーチャー すべきか、よく考えよう。進路系統別模試と学年末試験、 　③医療看護系模試、④公務員模試、⑤就職模試

26（月）～ 学年末試験 8(木) 看護医療講座 この２つの試験結果は、高３生に向かう大事な第一歩となる 　　進路希望に応じた５種類の模試を行ない、進路意識を高める。

1(月) 卒業式 9(土) ＰＴＡ保護者進路講演会 はずです。まず、試験に対して全力で取り組む真剣さが必要

5・6 高校入試 11(月) 小論文講演・小論文模試 です。すでに進路目標は決まっているはず。自分の未来設計 ☆「第一希望宣言」自分の進路意識を明確なものとする

12(火) 生徒総会・写真撮影 18(月) スタディサポート を実現させるためにも、日々の積み重ねを忘れず頑張ろう。 ☆春季開催のオープンキャンパスへの積極的な参加をすすめる。

19(火) 終業式 15(金) 　卒業生による進路講演会 ◇春に開催されるオープンキャンパスに参加してみよう。 ☆１年間の反省と進級への心構え、課題等の取り組み・提出に

19(火) 追認試験　　12（火）～不振者指導 ◇入試に向けて、早め早めの対応を心がける。 対する注意・喚起を促す。到達度試験の結果を有効に利用する。

29(金) 離任式 先輩の情報を得て、担任と協力して勝ち抜きましょう。 ☆高大接続改革を受けた新入試に対応するための情報共有を継続

生徒の心構え 指導内容

主な学校行事

2023年度　高校２年生　年間進路指導計画

諸活動との両立を果たし、さらなる学力向上・実力養成を目標に学習に取り組んでいく。

進路先の研究をさらに深化させ、学問・職業との結びつきも理解していく。

３学期開始前には、自分自身の第一志望を明確にし、はっきりと宣言できる。

進路関係

行事

４月

５月

８月

☆１日ナース体験、理学・作業療法見学会等の実施

☆夏休み進路課題

　　職業調べ・インターンシップ

　【課題】参加レポート作成

７月

3(土)
２年進路系統別模試

大学/短大・医療看護系・専門学校・公務
員・就職　各種で実施

６月

２月

３月

１０月

９月

１１月

１２月

１月


