
一人ひとりの進路目標実現をめざして

新学期が始まって３週間が過ぎました。よいスタート

が切れましたか？進路指導部では，今年度も『進路指導

室だより』を月１回発行し，生徒のみなさんの進路目標

実現を応援していきますので活用してください。

｢進路目標実現｣のために，進路指導部では毎年，校是

の「三綱領五条目」を基に基本方針と目標を設定し，年

間計画を立てています。

各学年においては，以下の重点目標を掲げています。

(裏面に『進路指導に関する行事および試験の実施計画』)

１年生は，中央生としての生活習慣を確立し，中学の

学習スタイルから脱却し，高校の学習スタイルである「予

習→授業→復習」を実行するように努力しましょう。

２年生は，文理に応じた学習習慣を早期に構築し，学

部学科研究等を通じて，夢実現に向けて計画を立て，実

行する努力をしましょう。

３年生は，受験生としての学習方法を再考すると同時

に，早めに進路目標を設定し，強い意志をもって学習に

取り組みましょう。

勉強や進路のことで迷うことの多い高校時代。分から

ないことがあったら，遠慮せずに担任や教科の先生，進

路指導室を訪ねてください。

４５期生健闘する ――国公立大に１９３人が合格

今春卒業した４５期

生も，進路実現のため

に努力を続け，各自の

進路を切り拓いていき

ました。鹿児島大に

１０６人が合格したほ

か，神戸大や九州大な

どの難関大にも合格。

国公立大合格者総数は

１９３人となりました。

みなさんの多くが鹿児島中央高校を選んだ理由のひとつ

は「大学に進学するため」ではないでしょうか。新学期

が始まった今，高校時代を本校で過ごす意義を再確認し

て，学業に励んでほしいものです。在校生が４５期生以

上に躍進することを期待しています。

受験勉強は学力分析と毎日の授業から

３年生にとって，受験勉強の進み具合は気になるもの。

受験勉強のスタートに際して必要なのは，｢自分の現在の

学力を分析し，各教科についてどの程度学力が身につい

ているかを把握する｣ことです。学力分析に役立つのが，

これまでに受けた模試などの成績個票。とりわけ学年末

に受けた｢スタディーサポート｣の個票は，国語・数学・

英語の分析に加え，解説冊子に対策まで例示してあるの

で短時間での把握が可能です。

学力が把握できたら，まずは前期中(～９月)の学習目

標と月計画を立て，勉強を始めましょう。前期の目標は

とにかく｢基礎力の養成｣です。土台となる基礎力なくし

ては入試問題に対応で

きる応用力・実践力も

身につきません。具体

的には，２年生までに

学んだことを教科書の

例題や節末問題・基礎

レベルの問題集で復習し

ていくとよいでしょう。

「「シシララババスス」」活活用用ののすすすすめめ

進路指導部では，毎年，『好学通信』を生徒・保護者に

配布しています。これは，今年度みなさんが学ぶ科目に

ついて，「学習目標」「評価方法・評価のポイント」「指導計

画」を科目別にまとめたもので，一般に「シラバス

(Syllabus)」と呼ばれています。シラバスを見れば，「い

ま何を学ぶ時期で，い

つまでにどのような学

習内容を，どのように

学習するのか」が分か

ります。つまり，自分

が「いまどこにいて，

どこへどのように向かうのか」が示された「学習の地図」

を手にしているようなものです。

シラバスによって，これから「自分はどのように学習

を積み重ねていくのか」ということを考える機会をもつ

ことができます。日頃の学習にシラバスを積極的に活用

しましょう。
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推薦 前期 後期
ＡＯ

千葉大 1 1
東京学芸大 2 2
横浜国立大 1 1 2
神戸大 1 1
広島大 4 4
九州大 5 5
熊本大 3 11 14
鹿児島大 9 73 24 106
その他の大学 6 33 19 58
国公立大総計 18 131 44 193

国公立大学
合計

現 役

１年次――将来を見通した上での文理の選択

２年次――学習活動を通しての適性の研究

３年次――最終進路目標の決定と意志の貫徹

シラバスの３要素

① 学習目標

② 評価方法・評価のポイント

③ 指導計画

朝早くから廊下学習に励む３年生



平成２２年度進路指導に関する行事および試験の実施計画

１年 (４８期生) ２年 (４７期生) ３年 (４６期生)

４月
新入生オリエンテーション(8～
12)
教科シラバス配布・指導(8～)
新入生テスト(13)
好学開始(24)
スタディー・サポート(29)

実力考査(8・9)
教科シラバス配布・指導(12～)
好学開始(24)

実力考査(8・9)
教科シラバス配布・指導(12～)
好学開始(24)
学研模試(29)

５月
５月定期考査(20～21)
０限読書(24～28)
ＰＴＡ総会(20)
進路詳報発行
宅習時間調査
成績不振者指導

５月定期考査(19～21)
０限読書(24～28)
ＰＴＡ総会(20)
進路詳報発行
宅習時間調査
成績不振者指導

５月定期考査(19～21)
ＰＴＡ総会(20)
進路詳報発行
第１回小論模試(22)
宅習時間調査
成績不振者指導

６月
成績不振者指導
｢進路の手引き｣発行
進路志望調査

成績不振者指導
｢進路の手引き｣発行
進路志望調査

成績不振者指導
｢進路の手引き｣発行
進研模試<マーク>(5・6)
進路志望調査

７月
７月定期考査(1～6)
０限読書(7～12)
進研模試<記述>(10)
特別授業期間(16～30)
三者面談(20～30)
成績不振者指導

７月定期考査(1～6)
０限読書(7～12)
進研模試<記述>(10)
特別授業期間(16～30)
三者面談(20～30)
成績不振者指導

７月定期考査(1～6)
進路検討会(1～2)
進研模試<記述>(10・11)
特別授業期間(16～30)
三者面談(20～30)
成績不振者指導
第２回小論模試(31)

８月
鹿大・県短オープンキャンパス
夏季特別指導(17～23)
期末考査(19～24)
実力考査(25・26)

学部学科研究会(2)
鹿大・県短オープンキャンパス
ハイレベル模試<記述>(16)
夏季特別指導(17～23)
実力考査(25・26)

全統模試<マーク>(7/31・8/1)
鹿大・県短オープンキャンパス
夏季特別指導前半(2～5)
夏季特別指導後半(17～23)
実力考査(25・26)

９月
スタディー・サポート(25) スタディー・サポート(25) 第３回小論模試(4)

進研模試<マーク>（25・26）

１０月
１０月定期考査(13～15)
０限読書(18～21)
学年ＰＴＡ(13)
進研模試<記述>(30)
好学舎(未定)
成績不振者指導

１０月定期考査(12～15)
０限読書(18～21)
学年ＰＴＡ(14)
進研模試<記述>(30～31)
成績不振者指導

１０月定期考査(12～15)
大学入試センター試験出願
学年ＰＴＡ(15)
進研模試<記述>(16・17)
全統模試<記述>(23)
成績不振者指導

１１月
進路志望調査 進路志望調査

国内体験学習(15～18)
進路志望調査
鹿大プレテスト(未定)
進研模試<マーク>(7・8)
各大学オープン模試(希望者)
卒業考査(15～16)
代々木模試<マーク>(20・21)

１２月
１２月定期考査(3～7)
三者面談(8～28)
冬季特別指導(27～28)

１２月定期考査(2～7)
二者面談(8～28)
冬季特別指導(27～28)

進路検討会(3～7)
三者面談(8～28)
冬季特別指導(27～28)

１月
冬季特別指導(4～7)
実力考査(12・13)
進研模試<記述>(22)
ハイレベル模試<記述>(29)

冬季特別指導(4～7)
実力考査(12・13)
進研模試<記述>(22・23)

冬季特別指導(4～7)
大学入試センター試験(15・16)
特別授業(19～2/23)
進路検討会(22)
国公立大二次出願

２月
学年末考査(16～21)
成績不振者指導
スタディー・サポート(26)

進研模試<マーク>(5・6)
学年末考査(16～21)
成績不振者指導
スタディー・サポート(26)

国公立大前期日程試験(25・26)
後期試験受験者集合(28)

３月
先輩と語る会(16) 先輩と語る会(16) 卒業式(1)

公立大中期日程試験(8)
国公立大後期日程試験(12)


