２．2016（平成28）年度進路関係行事
進路関係の行事

１年

４月 第１回校内実力テスト
進路オリエンテーション
第１回

進路調査

早朝講座・放課後講座受付・開始
５月 公務員無料模試
進路のしおり配布
ふれあい看護体験学習
中間考査

実力テスト ＊スタディーサポート（国・数・英）
これまでの学習内容の理解度と学習習慣の善し悪しを
チェックします。高校３年間で学ぶ学習内容は、質・量と
も半端なものではありません。１年生の１学期のうちに、
新たな学習習慣を身につけ、しっかり日々の授業について
いくよう努力していきましょう。
ふれあい看護体験学習
年に１回、各病院で看護の日に合わせて体験学習の募集が
あります。将来看護系を考えている人は是非申込をしま
１学期中間考査
はじめての定期考査です。中学校と違って、範囲もかなり
広くなり、毎日の家庭学習が不可欠になります。これから
有意義な高校生活が送れるかどうかの分岐点になります。

三者面談
６月 県内私立大学

校内説明会

教育実習生との懇談会(希望者）
公務員無料模試

県内私立大学 校内説明会
全学年対象の校内での説明会です。各大学の入試担当者が
本校に来て説明するのは、年に１回、この時期のみです。
３年生は意識して参加しますが、もちろん、１・２年生も
参加できます。大学の様子や入試方法など、さまざまな説
明が聞けます。また、学校案内等もこの時にもらえます。

期末考査
７月 総合学力テスト（ベネッセ）【特進指定】
各大学

オープンキャンパス受付

夏期講座前期
８月 夏期講座後期

夏期講座（前・後期）
夏期講座前期は、特進クラスは必修になります。また、全
生徒が申込できる講座ですので、１学期の弱点補強、また、
早期の入試対策などが可能です。積極的に申込をして、夏

９月 第２回校内実力テスト第２回進路調査
10月 進路室を活用しよう（総合）
中間考査
進路講演会
11月 総合学力テスト（ベネッセ）【特進指定】
公務員無料模試

期末考査
1月 総合学力テスト（ベネッセ）【特進指定】
2月 公務員無料模試
学年末考査

特進クラス指定模試（総合学力テスト）
主に国公立大学への進学を考えている生徒が受験する模試
です。希望制で、受験したい生徒は進路室で申し込み、受
験料を支払って受験します。特進クラスは全員必修で受験
します。業者が作成する模擬試験なので、自分の弱点や全

進路関係の行事

２年

４月 第１回校内実力テスト
進路オリエンテーション
第１回

進路調査

早朝講座・放課後講座受付・開始
５月 公務員無料模試

実力テスト ＊スタディーサポート（国・数・英）
これまでの学習内容の理解度と学習習慣の善し悪しを
チェックします。１年生の既習範囲の確認を行います。こ
れまでの学習習慣を改め、新たな目標を立てる良い機会に
なります。範囲も広くなり内容も難しくなりますが、春休
ふれあい看護体験学習
年に１回、各病院で看護の日に合わせて体験学習の募集が
あります。将来看護系を考えている人は是非申込をしま

進路のしおり配布
ふれあい看護体験学習
中間考査
三者面談
６月 県内私立大学

校内説明会

進路ガイダンス（2,3年対象）
教育実習生との懇談会（希望者）
公務員無料模試
期末考査

県内私立大学 校内説明会
全学年対象の校内での説明会です。各大学の入試担当者が
本校に来て説明するのは、年に１回、この時期のみです。
３年生は意識して参加しますが、もちろん、１・２年生も
参加できます。大学の様子や入試方法など、さまざまな説
明が聞けます。また、学校案内等もこの時にもらえます。
進路ガイダンス
全学年対象の校内での説明会です。県内外の大学の入試情
報を本校に来て説明します。年に１回、今回のみです。大
学の様子や入試方法、学ぶ内容など、さまざまな説明が聞
けます。また、学校案内等ももらえます。早い時期から検
討しておくと、断然有利です。1,2年生（1校時）、3年生
（2校時）の予定です。

７月 総合学力テスト（ベネッセ）【特進指定】
各大学

オープンキャンパス受付

夏期講座前期
８月 夏期講座後期

夏期講座（前・後期）
夏期講座前期は、特進クラスは必修になります。また、全
生徒が申込できる講座ですので、１学期の弱点補強、また、
早期の入試対策などが可能です。積極的に申込をして、夏
休みで学力向上を図りましょう。

９月 第２回校内実力テスト第２回進路調査
10月 進路室を活用しよう（総合）
中間考査
進路講演会
11月 総合学力テスト（ベネッセ）【特進指定】
駿台センター試験プレテスト【特進指定】

公務員無料模試
期末考査
1月 特進クラス指定模試
2月 公務員無料模試
学年末考査
総合学力テスト（ベネッセ）【特進指定】

特進クラス指定模試（総合学力テスト）
主に国公立大学への進学を考えている生徒が受験する模試
です。希望制で、受験したい生徒は進路室で申し込み、受
験料を支払って受験します。特進クラスは全員必修で受験
します。業者が作成する模擬試験なので、自分の弱点や全
国偏差値なども確認することができます。

進路関係の行事

３年

４月 第１回校内実力テスト

実力テスト ＊スタディーサポート（国・数・英）

進路オリエンテーション

これまでの学習内容の理解度と学習習慣の善し悪しをチェックします。１・２年生の
既習範囲の確認を行います。これまでの学習習慣を改め、新たな目標を立てる良
い機会になります。範囲も広くなり内容も難しくなりますが、春休みでしっかり学習
して挑むことが大切です。

第１回

ふれあい看護体験学習

進路調査

早朝講座・放課後講座受付・開始
５月 第１回全統マーク模試（河合塾）
公務員無料模試

年に１回、各病院で看護の日に合わせて体験学習の募集があります。将来看護
系を考えている人は是非申込をしましょう。

進路別学習会（３年・総合）
希望する進路別に分かれて、進路の各担当の先生から、出願までの流れについ
て説明があります。そのため、ある程度の進路をこの時期に決めておく必要があり
ます。

ＡＯ入試添削講座申込

進路のしおり配布

大学へＡＯ入試利用で出願する生徒は、この時期に個別指導の申込を行います。
８月出願に合わせて早い段階からの指導を行います。後の追加申込は難しくなり
ます。

ふれあい看護体験学習

１学期中間考査

進路別学習会（３年・総合）

これから出願の際に用いる仮評定に関わる重要な試験です。３カ年の評定に大き
く影響します。しっかりと対策をして臨みましょう。

進路ガイダンス

AO入試添削講座申込・AO基礎講座
中間考査
三者面談

全学年対象の校内での説明会です。県内外の大学の入試情報をが本校に来て説
明します。今年初の試みで、年に１回、今回のみです。大学の様子や入試方法、
学ぶ内容など、さまざまな説明が聞けます。また、学校案内等ももらえます。早い
時期から検討しておくと、断然有利です。1,2年生（1校時）、3年生（2校時）の予定
です。

県内私立大学 校内説明会

６月 県内私立大学

校内説明会

進路ガイダンス（全学年対象）
ＡＯ入試添削講座開始
教育実習生との懇談会
総合学力マーク模試(ベネッセ)【指定模試】

全学年対象の校内での説明会です。各大学の入試担当者が本校に来て説明する
のは、年に１回、この時期のみです。３年生は意識して参加しますが、もちろん、
１・２年生も参加できます。大学の様子や入試方法など、さまざまな説明が聞けま
す。また、学校案内等もこの時にもらえます。早い時期から検討しておくと、断然有
利です。

特進クラス指定模試（総合学力テスト）
主に国公立大学への進学を考えている生徒が受験する模試です。希望制で、受
験したい生徒は進路室で申し込み、受験料を支払って受験します。特進クラスは
全員必修で受験します。業者が作成する模擬試験なので、自分の弱点や全国偏
差値なども確認することができます。

公務員無料模試
県外職場体験実習
期末考査
７月 総合学力記述模試（ベネッセ）【特進指定】
県内外企業合同求人説明会
各大学

オープンキャンパス受付

各大学・専門学校オープンキャンパス受付
国公立大及び看護専門学校は、ほとんどが年に１度しかオープンキャンパスを開
催しません。この機会を逃すとチャンスがなくなるので、きちんと予定を調整して参
加してください。その学校の様子や雰囲気、先生方や先輩方の話を聞く貴重な機
会です。

小論文対策講座受付開始

さんぽう看護・医療系模試①
小論文対策講座受付開始
第２回全統マーク模試（河合塾）
就職ガイダンス
指定・一般夏季講座
８月 指定・一般夏季講座
就職応募開始

夏休み前に看護専門学校及び夏休み明けすぐに私大推薦入試受験希望者を対
象に小論文対策講座の申込受付が開始されます。毎年この申込期間に申込をせ
ず、自力での対策を余儀なくされる生徒がいます。きちんと進路情報を聞き漏らさ
ずに申込を済ませて下さい。

就職ガイダンス
夏期講座（前・後期）
夏期講座前期は、特進クラスは必修になります。また、全生徒が申込できる講座
ですので、１学期の弱点補強、また、早期の入試対策などが可能です。積極的に
申込をして、夏休みで学力向上を図りましょう。

校内実力テスト

９月 第２回校内実力テスト第２回進路調査 ３年生は席次が出る最後の試験になります。夏休み期間の対策を！
推薦入試説明会
指定校推薦受付開始
就職選考試験開始
面接指導開始
さんぽう看護・医療系模試②

第２回進路調査
この時点での進路調査でほぼ確定します。最終の進路調査です。

推薦入試説明会
大学推薦入試受験希望者は、この説明会に参加しなければ小論文対策講座の申
込ができません。

第１回ベネッセ駿台マーク模試（特進必修）
国公立大学への推薦希望者は必ず受けなくてはならない模試です。特に特進クラ
ス以外の３年生で国公立大学への推薦希望者は、忘れずに受けましょう。申込は
１学期中にあります。

小論文対策講座開始
第１回ベネッセ駿台マーク模試（ベネッセ） 小論文の個別対策講座がスタートします。１対１での対応となるので、自ら積極的

小論文対策講座開始
10月 センター試験100日前集会
第２回ベネッセ駿台記述模試
センター試験出願
中間考査

に担当の先生に声を掛けて進めていく必要があります。

就職選考試験開始
センター試験100日前に集まり、これからの心構えを確認しよう!

センター試験出願
１月のセンター試験出願はこの時期に申込になります。この時期に受験科目等を
決定しなければなりません。

さんぽう看護・医療系模試

11月 さんぽう看護・医療系模試③
駿台センター試験プレテスト
国公立推薦入試出願
看護系専門学校推薦出願
12月 期末考査
１月 全統センター試験プレテスト（河合）
大学入試センター試験
センター試験自己採点会
２月 就職未定者の相談会
国公立大前期日程入試
私大一般入試（前期）
３月 国公立大後期日程入試
私大一般入試（後期）

推薦Ⅰ センター試験を課さない推薦
推薦Ⅱ センター試験を課さない推薦

