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いよいよ３年生！
よ り よ い 未 来を 切 り拓 く た めに 、
充実した１年にしよう！！
いよ いよ ３年生と しての生 活が スタート しました 。今年 は小・中 学校と 過ごし てき
た 義務 教育 の締めく くりの一 年で あり、ま た皆さん がこれ から進む 道を決 定する とい
う 大き な節 目の年で もありま す。 君たちの 心の中で はきっ と「やる ぞ！」 という 気持
ちがあふれていることでしょう。
右の 予定 表を見る と、特に 学年 の後半か らは進路 に関わ る予定が びっし り詰ま って
い るこ とが わかると 思います 。今 から必要 以上に焦 る必要 はありま せんが 、まだ まだ
先 のこ と・ ・・と気 楽にして いる のは困り ものです 。数ヶ 月後の進 路決定 に向け て、
少しずつ準備を進めていきましょう。
そこで、みなさんに今日からしてほしいことを以下に述べたいと思います。

【進路実現に向けて、今できること】
１.日々の学習（授業・家庭学習）を、これまで以上に大切にしよう！
入試 のた めの学力 は、急に 身に つくもの ではあり ません 。日々の 地道な 努力が 何よ
り も大 切で す。いざ 入学試験 を目 前にし不 安になっ たとき 、自分自 身の力 になる のは
「 これ だけ 頑張って きた」と いう 学習量に 裏付けさ れた自 信です。 各教科 から出 され
る 宿題 はも ちろんで すが、そ れ以 外に自主 ノートの 取組を 活用して 、弱点 分野、 苦手
分 野の 克服 を目指す 等、工夫 して 学習して みましょ う。各 教科の学 習の仕 方につ いて
は、それぞれの担当の先生に聞きにいくとよいでしょう。

２.将来のことや進路について考える時間を作ろう！
学年の前半は、部活動や修学旅行・学校祭などの行事で忙しく、ともすれば「進路」
の こと は後 回しにな りがちで す。 もちろん これらの 活動に も最上級 生とし て全力 で取
り組み、最高の思い出を作ってほしいと思います。
しか し、 そこはや はり３年 生。 自分の進 路につい て考え る時間を 、意識 的に作 りま
しょう。そして、最後には納得した進路の実現に向けて努力していきましょう。

①自分自身について考えてみる。
○自分は将来どんな職業につきたいのか、またどんな道に進みたいのか。
○自 分の学力 （学 習成績や 家庭学習 の状況 等）、適性（部活動の実績等）、興味・
関心はどんなものか。

②進学先・就職先についての情報を集める。
○ こ れか ら多 数配 られ る、 各 高校のパ ンフレッ トを見 たり、イ ンター ネット など
で積極的に調べてみる。特に、進路情報の掲示板には注意する。
○ 高 校 説 明 会 ・ 見 学 会 （ 体 験 学 習 ）・ オ ー プ ン キ ャ ン パ ス な ど へ は 積 極 的 に 参 加
する。
※ これ から 次々 と案 内が 届 きます。 希望者は 、期限 をよく見 て忘れ ずに申 し込
みをしましょう。締め切り厳守です。

③十分な進路相談をする。
まず は自分 の 思い や考 えを きちん とおう ちの方に 伝え、 またおう ちの方 の思い
を しっ かりと 聞 きま しょ う。 そうい った話 し合いの 時間を 、ぜひ作 ってほ しいと
思 いま す。ま た 、人 生経 験を 積んで おられ る先輩の 話や、 これまで の多く のデー
タを収集している学校の先生への相談もどんどんしていきましょう。

進路選択の最終決定は、あくまでも自分自身です。しかし、自分一人で考え
て決定するのではありません。自分自身の努力はもちろん、少しでも多くの情
報を手に入れ、多くの助言を参考にしながらよりよい決定ができるよう、今か
ら準備をしていくことが大切なのです。さあ、今できることから始めていきま
しょう！！
平成３０年度

進路にかかわる主な予定

（現時点での予定ですので、日程は変更することがあります。）

月

主な行事（太字は進路関係）

４ ○家庭訪問（18 日～）

月

主な行事（太字は進路関係）

11 ○進路三者面談（15～20日）
○期末テスト（28日～30日）

５ ○ PTA 総会・授業参観（12 日）
○修学旅行（14 日～）
○中間テスト（24、25 日）
○第１回校内学力テスト(30日)
○第１回進路希望調査実施
６ ○南船陸上大会（3 日）
○進路説明会(14日頃) ＊
○口丹陸上大会（16 日）
○期末テスト（27～29日）

12 ○授業参観（15 日）
○願書下書き指導
○入試作文指導
○アンビシャスタイム発表会

７ ○三者面談（11～18日）
○各種口丹大会（21 日～）
○アンビシャスタイム発表会

１ ○第４回校内学力テスト(10日)
○私立・公立高校願書作成
○入試作文・面接指導
○私立・公立前期選抜出願
○３年学年末テスト（29 日～ 31 日）

８ ○高校体験入学・説明会
（各高校で実施）
○第２回校内学力テスト(31日)
○第２回進路希望調査実施

２ ○私立高校入試（9日,10日頃）
○公立前期選抜入試（15日頃)
○公立前期選抜合格発表（21日頃）
○公立中期選抜出願

９ ○体育祭（8 日）
○群馬交響楽団公演
10 ○文化祭（3 日）
○口丹駅伝大会（13 日）
○中間テスト(18,19日)
○第３回校内学力テスト(31日)
○第３回進路希望調査実施
＊ 詳細は後日案内予定。

３ ○公立中期選抜入試（6日頃）
○ 3 年生を送る会（9 日）
○卒業式（13 日）
○公立高校中期選抜合格発表（18日頃）

