
西高学習プラン　　モチベーションアップキャンペーン（40回生・高３）

　　　　　　夏休み

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２・３月
予習・復習を中心に基礎固め・第１志望大学・学部の絞り込み 基礎固め・実力養成
・志望学部を決めたうえで、志望大学を絞り込んでおく必要がある。 ・学習計画の立案が鍵 ・時期ごとにやるべきことを明確にして、取り組むことが大切。
・単なる「憧れ」ではなく、入試情報や自分の成績を現実的に把握しておく必要 ・オープンキャンパスなど ・合格のためのセオリーを、具体的な先輩の成功例から吸収していき、実力を養うことが必要。
　がある。 　大学の雰囲気を味わい ・「第１志望をあきらめない」強い意志を持って、入試直前まで成績を伸ばすことが重要。
・志望大学を絞り込めば、学習意欲が上がり、成績の上昇に反映される傾向が 　現実を認識する。 ・第１志望に集中しつつ、併願校選びや出願に関しての準備を行う必要がある。
　強い。 ・理科・社会を精力的に ・安易に受験科目を減らさない。推薦入試を受験する場合でも社会・理科の学習を継続することが大切。
・各科目の目標点を考えることで、苦手科目を克服する必要性がわかる。 　開始する。 ・志望学部・学科を優先し、センター試験の結果次第では、地方大学受験も視野に入れる必要がある。

　
【志望大学・学部の決定】 【志望大学の確認】 【志望校受験勉強対策】
・成績や保護者の合意といった現実面を考慮して第１志望を決定する。 ・学習したいことが本当に ・合格の鍵となる効果的な受験勉強の対策を練り、計画的に取り組む。
・志望大学決定の判定基準となる情報をつかむ。模試であと何点取ればＢ判定に 　学べるのかなど確認 ・最後まで第１志望校をあきらめないモチベーションを高く保つ。
　なるのかを知る。 ・現役生は１１月の模試が終わってから、まだまだ伸びしろがある。ここからが勝負！
【受験勉強】 ・夏休みまでに、今まで 　→　伸びる人もいるが、逆に最後の模試の結果に安心して、センター試験や私立受験で伸び悩む人も見かける。
・志望大学と自分の成績のギャップを認識し、（進研模試であと何点でＢ判定に 　学んだ範囲の基礎固め
　なるのか？）それを埋めるために得意科目の伸長と弱点科目補強を実行する。 　を終了し、志望大学対 【受験校の絞り込み】
・入試本番まで、いつ何をするべきかを理解する。 　策を開始する。 ・奨学金・模試のデータや日程等受験に関する現実的な情報をつかみ、併願校を具体的に考えていく。

・国公立・私立現役 ・現実的な志望大 ・受験に役立つ模試 ・自分の目標となる ・長期休業を有効利用し ・夏休みの遅れを ・志望校の過去問 ・志望大学の入試 ・志望校大学過去 ・センター試験結果 ・１校１校の試験
　合格する受験体 　学の絞り方を検討 　活用法をつかむ。 　第１志望校を絞り 　１日１０時間を目標に、 　挽回する具体的 　から具体的なイメ 　問題傾向、内容と 　問による実力を 　から、弱点を復習 　に集中して最後
　制をとる。 　する。 　込む。 　基礎固めを終了し、実 　学習方法を確認 　ージをつかむ。 　答案の書き方を 　養う。 　する。 　まで学習をやり

　力養成に努める。 ・センター試験対策 　つかむ。 ・２次対策に集中 　通す。
家庭学習時間は、 家庭学習時間は、 家庭学習時間は、 家庭学習時間は、 ・志望校の過去問を分析 　を始める。 家庭学習時間は 家庭学習時間は 冬休みは家庭学習  家庭学習時間は ・後期入試（３月）
４時間以上 ４時間以上 ４時間以上 ４時間以上 　し、学習対策を検討 家庭学習５時間以上 ５時間以上 ５時間以上 １０時間以上  ５時間以上 　まで粘りきる！

第１回全統マーク 進研マーク模試 進研記述模試 ＊第２回全統マーク模試 ＊第２回全統記述 ベ・駿台記述模試 ベ・駿台マーク模試 全統センタープレ センター試験
模試（校外）河合塾 （校内）６／２（土） （校内） （校外）８／１2（日） 模試（校外） （校内）１０/６（土） （校内）１１／３（土） テスト（校外） 校内リハーサル
５／６（日） 一部5/29（火） 期末考査後の ９／３（日） 第３回全統マーク 阪大オープン模試 １１／２５（日）

G-TEC模試（6/16） 放課後等（３日間） ☆第2回マーク・記述模試に関しては、 模試（校外）２１（日） （河合塾）11/11

第１回全統記述 関関同立模試 ７／９（月）～１1（水）夏休み中の校内実施を検討中 ベネッセ・駿台 第３回全統記述 神大オープン模試 駿台センタープレ
模試（校外）河合塾 エール予備校 マーク模試（校内）　 模試（校外） （河合塾）11/18 テスト（校外）
５／２０（日） ６／１７（日） １学期模試のやり直し ９／１５（土） １０／２８（日） 関関同立模試 1２／１６（日）

生活実態調査 「進路のしおり」を 前期夏季補習 後期夏季補習 指定校推薦・公募 推薦入試開始 （エール）１１／２３ 関西大学実践模試 センター試験 私大一般入試
進路希望調査 ふれあい看護体験 使ってＬＨＲ ７月２３日（月）～３１（火） ８月１７日（木）～３０（水） 制推薦説明会と申 （専門学校・私大・ （エール）１２／２３ １／１９（土）２０（日）
進路に関するＬＨＲ ５／１２（土） 込み締め切り 短大） 推薦入試継続 国公立大学推薦 センター集会 国公立前期試験

宝塚市立病院 関学・関大・甲南・ ＊就職者は求人票を＊就職者は企業を決定し、 ｾﾝﾀｰ出願説明会 受験校調整のため 国公立大推薦入試 入試継続 １／１６(水） 2月25日
４／１７（火） 同志社入試説明会 　調べる 　その準備を続ける ｾﾝﾀｰ志願票提出 のＬＨＲ３回 開始 自己採点 国公立中期試験
神戸大・大阪教育大 　６／１９（火） 進路希望調査 推薦面接・小論文 推薦面接・小論文 １／２１（月） 3月8日
兵庫県立大・神戸市外大 ＊ＡＯ入試エントリーふれあい看護体験 推薦面接・小論文 指導 指導 冬季補習（予定） 私大一般入試開始 国公立後期試験
広島大・香川大　 看護系＆専門学校 ８／３日（金） 指導 １２月２５日（火）～２８（金） 3月12日

　大学説明会 説明会　６／２２（金） 宝塚市立病院 就職試験開始 国公立大学個別 私大３月入試
４/１９（木） ５／２１（月） ６／２６（火）or ＊７月下旬～８月上旬に、 （２次）試験出願　
就職・公務員希望者集会 鳥取大学説明会 ６／２９（金） ７月中旬 　もう１病院計画中 １／２８～２／６
４/２０（金） （保護者対象）（企画中） 文系・理系学部による 保育系短大による
看護希望者集会 大学出張講義 出張講義を予定
４/２４（火） （保育士体験事業 保育士・栄養士体験事業
保育士・栄養士体験 　参加者は出席） ８／１（水）～３（金）予定
事業希望者集会
担任との面談 担任との面談 三者面談７／２３～ 三者面談 指定校推薦・公募 公募制推薦に関す 一般入試に関する 私大一般入試に 私大一般入試に 合格校の確認と

推薦希望の有無 推薦希望の有無 制推薦に関する る面談 面談 関する三者面談 関する三者面談 進学先に関する
学部学科の確認と 学部学科の確認と 面談 （チャレンジ校・ （受験校決定） 国公立大学出願に 面談
志望校の検討 志望校の検討 　妥当校・押さえの １２／１３（木）～ 関する三者面談 不合格者に対す
夏休みの学習計画 　大学を検討） 1/26（土）27（日） る面談

保護者会
（中間考査中）

　　　　　　　宝塚西高等学校　進路指導部

志望大学に合格するための実践力を養う問題演習をする。テーマ
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受験直前のノウハウを理解し、迷いなく志望校対策に集中する
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面談

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１学期

志望学部・学科を固め、第１志望校を絞り込むために情報をつかむ

ＬＨＲ・行事


