
春季休業 夏季休業 冬季休業

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ７・８月 ８・９月 １０月 １１月 １２月 １２月・１月 １月 ２月 ３月

成長テーマ 入学準備 弱点を補う 弱点を補う

学習テーマ

新宮生としての生活の確立 □新宮生になるための準備 □高校生活を知り、高校での目標を持つ □学習習慣を確立する □生活リズムを保つ □学習方法を見直して学習の質を高める □生活リズムを保つ □１年間の自分の成長を振り返り、２年生での目標をもつ

　起床・食事・就寝・学習開
始時間を固定し、学校の課
題に最優先に取り組み、苦
手分野を克服しよう。

　起床・食事・就寝・学習開
始時間を固定し、学校の課
題に最優先に取り組み、苦
手分野を克服しよう。

□家庭生活のリズムを固定する □自分を知り、文理選択を考える

家庭学習 □予習中心（国・英） □中間考査に備える □進研模試の準備 □模擬試験の復習 □１学期の学習内容の確認 □中間考査に備える □スタサポの結果分析 □模擬試験の復習 □進研模試の結果分析 □２学期の学習内容の確認 □進研模試の準備 □学年末考査に備える □進研模試の結果分析

目標家庭学習時間 □復習中心（数） □進研模試の結果分析 □期末考査に備える □長期休業中の課題 □模擬試験の復習

１２０分／平日 □スタサポの結果分析

１８０分／休日 □進研模試の準備 □GPSの結果分析

（週９６０分） □期末考査に備える □長期休業中の課題

学校行事 ○合格者説明会(3/18) ○入学式(4/7) ●中間考査(5/18～20) ○芸術鑑賞(6/8) ○夏季クラスマッチ(7/9) ○夏季補習(7/20～8/21) ◆体育祭(9/5) ○1DayCampusVisit(10/16) ○創立記念式(11/2) ○三者面談(12/14～17) ○冬季補習(12/21～1/6) ○３学期始業式(1/7) ●学年末考査(2/12～17) ○（卒業式）(3/1)

○新入生テスト(3/19) ○自立と協働を学ぶ体験活動 ◆新緑祭(5/30) ●期末考査(6/18～23) ○三者面談(7/13～16) ●夏季実力テスト(8/21) ●中間考査(9/28～30) ○後期面談開始 ○新宮青松講演会(11/7) ○２学期終業式(12/18) ●冬季実力テスト(1/6) ◆歩こう祭(2/19) ○春季クラスマッチ(3/15)

○早朝課外開始(4/21～) 　※学修インタビュー ○２学期始業式(8/24) ●期末考査(11/16～20) ○３学期終業式(3/18)

○前期面談開始 ○１学期終業式(7/16)

模試等 ■スタサポ①-1(3/19) ■進研記述7月(6/27) ■スタサポ①-2 (9/12) ■進研記述11月(10/31) ■GPS-Academic(12/21) ■進研記述1月(1/23) ■スタサポ②-1(3/6)

※学びの基礎診断対応版 ■全統記述④[希](1/30)

英語資格検定 ◇英検①-1[希・外](5/31) ◇英検①-2[希・外](6/28)
■GTEC【4技能】(8/29)
※学びの基礎診断対応版

◇英検②-1[希・外](10/11) ◇英検②-2[希・外](11/8) ◇英検③-1[希・外](1/24) ◇英検③-2[希・外](2/21)

春季休業 夏季休業 冬季休業

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ７・８月 ８・９月 １０月 １１月 １２月 １２月・１月 １月 ２月 ３月

成長テーマ 基礎学力の完全定着 活用力の育成 受験基礎力の定着

学習テーマ 学年総復習

上級生としての自覚 □学びのリスタート □高２生活を円滑スタート □学びの中間総括をして志望大学に近づく計画を立てる

□進路希望を見直しして志望理由を明確化する

家庭学習 □予習中心（国・英） □中間考査に備える □進研模試の準備 □模擬試験の復習 □１学期の学習内容の確認 □中間考査に備える □スタサポの結果分析 □模擬試験の復習 □進研模試の結果分析 □２学期の学習内容の確認 □進研模試の準備 □学年末考査に備える □進研模試の結果分析

目標家庭学習時間 □復習中心（数・理・地公） □進研模試の結果分析 □期末考査に備える □長期休業中の課題 □模擬試験の復習

１８０分／平日 □スタサポの結果分析

２４０分／休日 □進研模試の準備 □GPSの結果分析

（週１３８０分） □期末考査に備える □長期休業中の課題

学校行事 ○１学期始業式(4/6) ●中間考査(5/18～20) ○芸術鑑賞(6/8) ○夏季クラスマッチ(7/9) ○夏季補習(7/20～8/21) ◆体育祭(9/5) ○新宮総合大学(10/16) ○創立記念式(11/2) ○修学旅行(12/8～13) ○冬季補習(12/21～1/6) ○３学期始業式(1/7) ●学年末考査(2/12～17) ○卒業式(3/1)

○早朝課外開始(4/14～) ◆新緑祭(5/30) ●期末考査(6/18～23) ○三者面談(7/13～16) ○九大オープンキャンパス ●中間考査(9/28～30) ○後期面談開始 ○新宮青松講演会(11/7) ○三者面談(12/15～17) ●冬季実力テスト(1/6) ◆歩こう祭(2/19) ○春季クラスマッチ(3/15)

○前期面談開始 　※学修インタビュー ●夏季実力テスト(8/21) ●期末考査(11/16～20) ○２学期終業式(12/18) ○３学期終業式(3/18)

○１学期終業式(7/16) ○２学期始業式(8/24)

模試等 ■Kei-SAT(4/11) ■進研記述7月(6/27) ■スタサポ②-2 (9/12) ■進研記述11月(10/31) ■GPS-Academic(12/21) ■進研記述1月(1/23) ■スタサポ③(3/6)

※学びの基礎診断対応版 ■全統記述第4回[希](1/30) ☆共通テストまであと300日

英語資格検定 ◇英検①-1[希・外](5/31) ◇英検①-2[希・外](6/28)
■GTEC【4技能】(8/29)
※学びの基礎診断対応版

◇英検②-1[希・外](10/11) ◇英検②-2[希・外](11/8) ◇英検③-1[希・外](1/24) ◇英検③-2[希・外](2/21)

　新しい環境での勉強、部活動、生活に慣れよう。
　また、自分や周りが見えるようになったら、高校でどん
な力を身に付ければよいか、どんな自分になりたいか、
Planningしよう。

　各教科の「予習」→「授業」→「復習」の仕方を身に付
け、サイクルを回し、高校で必要な内容や量の学習を習
慣化しよう。
　また、部活動があっても学習時間を確保し、毎日学習
を継続し、部活動がない休日は学習時間を増やそう。

　１年間を振り返り、「できるようになったこと」「２年生からできるようにしたいこと」を整
理しよう。
　また、文理選択希望や興味のある学問・研究から自分にとって重要な学習を考え、
１年生での苦手教科・科目とも向き合い、弱点を無くして２年生になろう。

　起床時間、家庭学習開始時間、就寝時間の３つの時間
を固定し、規則正しい生活を送ろう。

進路希望の明確化（２年生０学期）

学習習慣の確立

１年生
第１学期 ２学期 第３学期

中学生から高校生へ変わる

２年生
第１学期 ２学期 第３学期

自己の探究（文理選択の検討） 高校学習への自信を高める 将来像の構築（文理選択の決定）

３教科（国・数・英）の学習習慣の定着と学力向上

　校訓・校歌を覚え、意味を
理解しよう。
　また、春休みの課題を終
わらせ、気持ちよく新宮生と
してスタートしよう。

　体育祭後は気持ちを切り替え、難易度が上がる学習内容に合わせて学習のやり方、学習の捉え方を改善し、学
習の質を高めよう。
　また、進研模試の結果等を通して、思考力・判断力が伸びるように深く学ぶことを心がけ、英語の４技能、表現力
など大学入試で必要な力を伸ばしていこう。

　自分の現状の力（志向性・学力・学び方）をスタディーサポート、R-CAP、進研模試等の結果も踏まえ、客観的に自分を分析しよう。
　その一方で、社会問題や大学の学問系統、その具体的な内容、魅力を調べれば、自分の興味関心に近い学問系統が整理でき、自身のキャリア・学びたいことから将来につながる文理選択ができる。
夏休み等をうまく利用してオープンキャンパスで「大学」を体感する機会を持ったり、ボランティア活動や地域活動、コンクール等に取り組んだりしよう。

　各教科のバランスを考
え、準備しよう。

　全国模試を通して、全国
の自分の位置を知り、学習
方法の改善を図ろう。

　目標設定→準備→受験
→自己採点→復習→次の
目標設定を行う。

学年総復習授業進度に順応

学習方法の深化 受験基礎力の強化 受験を意識した学習スタート（５教科の学習方法の確立） 大学入学共通テストレベルの問題に対応できる学習方法の深化

　各教科のバランスを考
え、準備しよう。

　何を理解しているか、何
ができるか、１年生で習得
すべき内容のヌケ・モレを
知ろう（GTZ）。

　何を理解しているか、何がで
きるかを知ろう（GTZ）。

　各教科のバランスを考
え、準備しよう。

　中学での基礎学力の抜け
漏れを自覚しよう。

　各教科のバランスを考
え、準備しよう。

　入学後の基礎学力の定
着度や高校生としての学習
習慣の定着度を確認し、学
習方法の軌道修正を行お
う。

　何を理解しているか、何
ができるかを知ろう（GTZ）。

進路実現のための具体の行動化 高い目標の意識 志望校の決定 高い目標を定め、決意する（３年生０学期）

□目標と自分のギャップを確認し、受験生として計画立案・実行する

　高１の積み残しの確認か
ら、気持ちを新たに新学年
スタートを切れるように準備
しよう。

　1年生を振り返り、２年生
の目標を実現する具体的な
計画を立てて新学年をス
タートしよう。

　定期考査や校外模試等で自分の強み弱み、学習方法の課題等を把握しよう。
　また、それぞれの課題を自ら工夫しながら克服するための学習計画を作り、実行しよう。

　２年生の半年を振り返り、「できるようになったこと」「できるようにしたいこと」を整理して自覚し、進路希望につな
げよう。
　また、志望大学等の学部や学科のAP（アドミッション・ポリシー）と自分の今を照らし合わせて、そのギャップを確
認し、今後どのような取り組みが必要か、計画して実行しよう。

　自分の志望大学等と学習到達度などとの距離を確認し、これから何に取り組むべきか、計画して実行しよう。

□大学の学部・学科まで調べ、オープンキャンパスに参加する等、志望大学等の候補を見つける □自分の強みを磨き上げる

　これまで学校で学んできたこと、自分の興味関心、社会への課題意識等から、学びたいこと、学問について検討
を深めよう。
　また、各大学等の学部や学科等でどんな研究ができるか、具体的に調べ、いくつかの志望大学候補を見つける。
夏休みの各大学等のオープンキャンパスでの体験授業や相談会等を利用し、各大学等の学部や学科の特徴をよ
く理解し、自分に合いそうかどうか、考えよう。

新宮高校　学びと成長のストーリー（Ⅰ）〔新宮キャリアプラン①〕
教育目標：『浩い心（SHINGU PRIDE）をもって、世の中に貢献できる人間』の育成』　　※「浩い心」…浩然の気＝広くゆったりとした強く正しい心（＜孟子＞公孫丑上篇より）

　何を理解しているか、何がで
きるかを知ろう（GTZ）。

　各教科のバランスを考
え、準備しよう。

　高１での基礎学力の抜け
漏れを自覚しよう。

　志望する学問・学科や大学等について、改めて見直そう。
　また、学びの内容が本当に自分がやりたいことか、思い描く進路につながりそうか、本気で迷いながら志望理由
を明確化するとともに入試を意識し、学びの「質」を高めよう。

　学校推薦型選抜（推薦）・総合型選抜（AO）入試を含め、一般選抜（一般入試）の出願戦略を立てよう。
　また、１２月までの高校生活での諸活動について、志望理由書や自己PR、活動報告書等に書く内容等を整理しよ
う。

　各教科のバランスを考
え、準備する。理系は理科
の定着も要注意。

　全国模試を通して、全国
の自分の位置を知り、学習
方法の改善を図ろう。

　目標設定→準備→受験
→自己採点→復習→次の
目標設定を行おう。

　各教科のバランスを考
え、準備しよう。

　高校生活の折り返しに際
し、基礎学力の定着度と学
習習慣・方法の軌道修正を
行おう。

　何を理解しているか、何
ができるかを知ろう（GTZ）。

　各教科のバランスを考
え、準備しよう。

　何を理解しているか、何
ができるか、２年生まで習
得すべき内容のヌケ・モレ
を知ろう（GTZ）。

□学習面の課題を知り、学力を引き上げる工夫をする

【授業/補習】

基礎・基本の知識や技

能の習得

【進路選択等】

広い視野に立った進路

志望に基づく文理選択

【授業/補習】

基礎力を基にしたより

高度な学力（思考力・

判断力・表現力）の形

成

【進路選択等】

志望学部・学科の決定


