
２０２３（令和５）年度　学習・進路指導スケジュール　（鶴見大学附属高等学校　学習進路指導部）

定期テスト
校内模試・検定

事前・事後学習など
進路ガイダンス
学習サポート

定期テスト
校内模試・検定

事前・事後学習など
進路ガイダンス
学習サポート

定期テスト
校内模試・検定

事前・事後学習など
進路ガイダンス
学習サポート

春休み課題
スタディーサポート「スタディチャージ」

春休み課題
スタディーサポート「スタディチャージ」

春休み課題

春期特別講座① 春期特別講座①

春期特別講座② 春期特別講座②

ベネッセスタディーサポートα リクルート到達度テスト活用ガイダンス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内進生）

ベネッセスタディーサポートα

学園施設見学会（高入生）
スタディサプリ活用ガイダンス（高入生）

ゴールデンウィーク課題 進路希望調査
海外語学研修説明会

ゴールデンウィーク課題 進路希望調査
海外語学研修説明会

（ゴールデンウィーク課題） 進路希望調査

スタディーサポート
「スタディナビゲータードリル」

スタディーサポート
「スタディナビゲータードリル」

河合塾第１回全統共通テスト模試

教育相談週間① （河合塾第１回全統模試） 教育相談週間① 河合塾第１回全統記述模試 教育相談週間①

学年・学級懇談会 学研ステップ基礎小論文「書き方ノート」 学年・学級懇談会 学年・学級懇談会

中間テスト 学研ステップ基礎小論文「書き方ノート」 海外大学進学ガイダンス 中間テスト 学研基礎知識BOX 海外大学進学ガイダンス 中間テスト (定期テスト振り返り学習)
学研ステップ小論文「書き方ノート」

小論文講座

学研ステップ基礎小論文（ステップ編①）
定期テスト振り返り学習 進路ガイダンス（生徒・保護者対象）

学研ステップ基礎小論文（ステップ編④）
定期テスト振り返り学習 進路ガイダンス（生徒・保護者対象） 学研小論文（模試）

英語検定 英語検定 英語検定 学校推薦型・総合型選抜出願ガイダンス

漢字検定 授業参観 漢字検定 進研模試事前学習 授業参観 漢字検定 授業参観

学年・学級懇談会 学年・学級懇談会 学年・学級懇談会

期末テスト 到達度テスト活用ガイダンス（高入生） 期末テスト 期末テスト

定期テスト振り返り学習 進研模試・高２総合学力テスト （定期テスト振り返り学習） （学期末補講週間）
進路ガイダンス（マイナビ）

（定期テスト振り返り学習） （学期末補講週間）

学期末補講週間 三松幼稚園体験学習 三松幼稚園体験学習

リクルート到達度テスト 夏休み課題 三者面談／夏期講習
夏期特別講座①・②

夏休み課題 三者面談
夏期特別講座①・②

三者面談／追試
夏期特別講座①・②

到達度テスト振り返り学習 夏期特別講座③・④ （河合塾第２回全統模試） スタディーサポート「スタディチャージ」 夏期特別講座③・④ （河合塾第２回全統共通テスト模試） 夏期特別講座③・④

（ＧＴＥＣ） 学研ステップ基礎小論文「書き方ノート」 特活自由研究 （ＧＴＥＣ） 学研ステップ基礎小論文「書き方ノート」 スタディキャンプ （ＧＴＥＣ）

スタディーサポート「スタディチャージ」 夏期特別講座➄・⑥ 進研模試振り返り学習 夏期特別講座➄・⑥ 夏期特別講座➄・⑥

オープンキャンパス （河合塾第２回全統模記述試） オープンキャンパス

ベネッセスタディーサポートα 追試 ベネッセスタディーサポートα 追試 共通テスト出願ガイダンス

学研ステップ基礎小論文（ステップ編②） 学研ステップ基礎小論文（ステップ編⑤） 追試

学研進路適性検査（Ｖコース） スタディーサポート
「スタディナビゲータードリル」

コース・選択科目ガイダンス（文理選択）
スタディーサポート
「スタディナビゲータードリル」

選択科目ガイダンス（学部学科研究） 推薦入試校内エントリー（選考）

教育相談週間②（文理選択） 教育相談週間②（選択科目） 教育相談週間②（出願指導）

学年・学級懇談会 学年・学級懇談会 学年・学級懇談会

中間テスト （看護医療技術系進学ガイダンス） 中間テスト 中間テスト 鶴大出願ガイダンス

（漢字検定）・（英語検定） 定期テスト振り返り学習 授業参観 （漢字検定）・（英語検定） （定期テスト振り返り学習） 授業参観 （漢字検定）・（英語検定） （定期テスト振り返り学習） 指定校出願ガイダンス

（河合塾第３回全統共通テスト模試） 一般選抜出願ガイダンス

（河合塾第３回全統記述模試） 授業参観

河合塾第3回全統模試 光華祭（特活自由研究） 河合塾第3回全統模試 （鶴大特別推薦入試：歯）

文章力検定 進路ガイダンス（河合塾） 文章力検定 進路ガイダンス（河合塾） （鶴大特別推薦入試：短）
（鶴大特別推薦入試：文）

弁論大会 （河合塾プレ共通テスト）

学期末補講週間 （定期テスト振り返り学習） （学期末補講週間） 期末テスト （学期末補講週間）

期末テスト 定期テスト振り返り学習
全統模試振り返り学習

総持寺保育園体験学習 期末テスト 全統模試振り返り学習 難関大受験ガイダンス（ベネッセ） （定期テスト振り返り学習） 一般選抜出願直前ガイダンス
教育相談週間③（進路個別面談）

冬休み課題 冬期特別講座①・② 冬休み課題 冬期特別講座①・② 冬期特別講座①・②

（東進共通テスト同日模試） 進研模試事前学習
学研ステップ基礎小論文「書き方ノート」

冬期特別講座③・④ （東進共通テスト同日模試） 志望理由書サポート講座（マスターノート）
全統共通テスト模試対策

冬期特別講座③・④ 冬期特別講座③・④

漢字検定・英語検定 追試 漢字検定・英語検定 追試 （大学入学共通テスト） 追試／教養講座①・②・③・④

進研模試・高１総合学力テスト 河合塾全統共通テスト高２模試 志望理由書サポート講座（講演会） 共通テストリサーチ 共通テスト自己採点集計分析会

学研ステップ基礎小論文（ステップ編③） 志望理由書サポート講座（模試） 漢字検定・英語検定 教育相談週間④（進路個別面談）

数学検定 入試連休課題 河合塾全統記述高２模試（特進） 入試連休課題

数学検定 キャリアガイダンス／就職ガイダンス （国立大前期日程）

期末テスト 学期末補講週間 期末テスト （学期末補講週間）

定期テスト振り返り学習 （定期テスト振り返り学習）
全統模試振り返り学習

（国立大後期日程）

進研模試振り返り学習
春期特別講座／追認補講週間
鶴見大学オープンキャンパス

春期特別講座／追認補講週間
鶴見大学オープンキャンパス

月曜朝テスト（英語）
金曜放課後テスト（国語）

月曜朝テスト（英語）
金曜放課後テスト（国語）

（　　）内の模試は，公開会場実施模試
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発展期

目標　基礎学力の習得・向上
　　　学力の基礎・基本を学び、基本的な学習習慣の確立をめざす。

目標　基礎学力の充実・発展
　　　学びを深め、将来の進路（分野）を選択する。

目標　受験に対応する学力の習得・向上
　　　志望する進路を決定し、主体的に学習する姿勢を確立する。
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※令和５年度の実施予定。変更の可能性あり。
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