
令和３年度 ２年生進路学習会
令和４年３月１４日（月）

【自然教室代替行事 ＹＤＫフェス 学級集合写真】



三好中生としてのこれまで

１年生・２年生

「自分はどんな人間だろう」

「どんな仕事が向いているのかな」

「自分の能力はどこまで高められるだろうか」

「生徒会活動で自分はここまでがんばれた」

「だから次は（これからは）！」



いよいよ３年生は のとき

「自分にふさわしい進路を選ぶために…」



１．進路の基礎知識

中学校卒業後の進路

先輩たちの進路選択



ハローワークからの求人

豊田・みよし市内

⇒ほとんど求人がない、遠方が多い

※就職は縁故に頼らざるを得ない

※「入試に失敗したら就職へ」、

というのは日程的に難しい

就職について



進学について

①国立・・・愛教附、豊田高専など

②私立・・・中部第一、栄徳、豊田大谷、東海学園など

③専修・・・山本学園、名古屋情報専門など

④公立・・・三好、衣台、豊田西、豊田北、日進西など

※企業内学園・・・トヨタ学園、デンソー学園



進学について 国立の高等学校

○愛知教育大学附属高等学校
・少人数学級 ・高大連携

○豊田工業高等専門学校
・５年間通学
・高度な知識
（機械工学、電気・電子システム工学、
情報工学、環境都市工学、建築学）

・大学への編入が可能



進学について 私立の高等学校

○推薦入試（単願）
・私立が第一希望で他を受験しない
・３教科と面接
○一般入試（併願・単願）
・国立や公立を第一希望として受験
・３教科または５教科



進学について 私立の高等学校

○系列大学との連携
（例）中部大学第一高校 → 中部大学

中京大学附属中京高校→ 中京大学

○公立高校に比べ学費がかかる
→県や市からの助成金がある
※詳細は私学協会等のＨＰにて

○一般的に施設が整っている



進学について 私立の高等学校

○コース選択制などの特色
（例）卒業後の進路に合わせて
・難関（国立等）大学志望…特進コース
・４年生大学等進学希望…進学コース
・就職も視野に資格取得…総合コース

○特色ある部活動



進学について 専修学校

○高卒の資格がとれるところが多い
○専門的な技術や資格を取得できる
・コンピュータ関係、・工業系
・服飾デザイン・調理・福祉
・理容 など・・・
○公立高校に比べ学費がかかる
（高等学校と専門学校の２校分）
※助成金もある
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進学について 公立高等学校

○普通科（コース制もあり）

○専門学科
（工業、商業、スポ－ツ科学、美術、
音楽、国際英語、理数など）

○総合学科（豊田東高校など）



○普通科
・愛知県を尾張第１群、第２群と三河
群の３つに分ける。

・ＡとＢ２つのグループに分けられる

○専門学科
・県内のすべての高等学校がＡとＢ、
２つのグループに分けられる
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進学について 公立高等学校
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進学について 公立高等学校
主な受検校の組み合わせ

Ａグループ

豊田南、衣台
豊田北、岡崎、

日進西
豊田東
豊田工科

Ｂグループ
三好(普)、豊田

豊田西、知立東、

日進、東郷
三好(スポーツ)

猿投農林



進学について 公立高等学校
受検校の組み合わせ

○公立高校の受検
一般入試は２校まで受検可能
（A,B日程ごと、１校でもよい）

○岡崎高校（Ａ) と豊田西高校（Ｂ)
○三好高校（Ｂ) と衣台高校（Ａ)
○三好高校（Ｂ）
×豊田北高校（A）と
豊田南高校（A)



愛知県の高等学校入試の特徴

・高校の数・種類が多い

公立・国立・私立・専修などさまざま

・公立高校は２校受検できる

・受験できる回数が多い

複数校体験入学に行き、
自分にあった学校を選ぶ。



よくある受験パターン

 公立高校に行きたい！（令和３年度の場合）

第１希望受検校 公立高校Ａ日程 ３月７日（月）８日（火）

第２希望受検校 公立高校Ｂ日程 ３月10日（木）11日（金）

第３希望受験校 私立高等学校・専修学校

２月１日（火）、２日（水）、３日（木）

公立２校受検（卒業後）の前に私立・専修高等学校
を１校または２校受験（２月上旬）するパターンが
多い



令和３年度卒業生の受験校

【国立】
□愛知教育大学附属高等学校 □豊田工業高等専門学校

【私立】
（名古屋地区）

□愛知 □愛知工業大学名電 □中京大学附属中京

□東海学園 □名古屋女子 □名城大学附属 □東邦 など

（尾張・三河地区）

□栄徳 □星城 □中部大学第一 □豊田大谷 □杜若 など



【公立】
・全日制 普通科
（Ａグループ）□岡崎 □衣台 □豊田北 □豊田南 □刈谷

□日進西

（Ｂグループ）□豊田 □豊田西 □三好 □知立東 □東郷
□日進

・全日制 専門学科
（Ａグループ）□豊田工科(全) □明和（音楽）
（Ｂグループ）□三好(スポーツ科学) □菊里（音楽）

□刈谷工科（全）

・全日制 総合学科
（Ａグループ）□豊田東(総合学) 

令和３年度卒業生の受験校



【定時制課程】
□愛知県立豊田西高等学校（夜間）
□愛知県立豊田工科高等学校（機械科）（夜間）
□愛知県立刈谷東高等学校（昼間）

【専修学校】
□名古屋情報専門学校 □山本学園情報文化専門学校
□東海工業専門学校熱田校

【通信制課程・通信制高校】
□愛知県立刈谷東高等学校（通信制課程）
□ルネサンス豊田高等学校 □飛鳥未来高等学校 □Ｎ・Ｓ高等学校

【就職（企業内学園】 □トヨタ工業学園

令和３年度卒業生の受験校



２．令和５年度入試の変更点

これまでから大きく変わります！



令和４年度入試（今年度まで）

・学力検査 → ２回

・推薦選抜

→ 一般選抜と同日

・面接 → ２回

令和５年度入試（来年度から）

公立高校について

・学力検査 → １回

※マークシート方式に

・推薦選抜

→ ２月上旬に実施
※学力検査は行わず

※外国人選抜も

同時期に実施

・面接

→ 高校ごとに決定

・特色選抜の導入

◎変更のポイント



令和４年度入試（今年度）

公立高校について

◎入試日程

・全日制課程

○一般・推薦選抜等

①願書受付 推薦 ２月１７日（木）２１日（月）

一般 ２月１８日（金）２１日（月）

②一般選抜志願変更 ２月２２日（火）２４日（木）

③音楽科特別検査 ２月２７日（日）２８日（月）

④学力検査 ３月 ７日（月）１０日（木）

⑤面接等検査 ３月 ８日（火）１１日（金）

⑥合格者発表 ３月１８日（金）

卒業式後に検査、合格発表



令和５年度入試（来年度から）

公立高校について

○一般選抜

①願書受付 ２月１０日（金）

１３日（月）

②志願変更 ２月１４日（火）

③学力検査 ２月２２日（水）

④面接 Ａ ２月２４日（金）

Ｂ ２月２７日（月）

⑤合格発表 ３月 ９日（木）

◎入試日程

・全日制課程

○推薦、特色、外国人選抜

①願書受付 ２月１日（水）

２日（木）

②面接・検査 ２月６日（月）

③合格発表 ２月８日（水）

卒業式（３月７日）前に検査、合格発表

卒業前に検査、卒業式後に合格発表



令和５年度入試（来年度から）

公立高校について

◎入試日程

・定時制課程

○前期選抜

①願書受付 ２月 ３日（金）

６日（月）

②志願変更 ２月 ７日（火）

③入学検査 ２月 ９日（木）

④合格者発表２月１５日（水）

○後期選抜

①願書受付 ３月１０日（金）

１３日（月）

②志願変更 ３月１４日（火）

③入学検査 ３月１５日（水）

④合格者発表３月１６日（木）



令和５年度入試（来年度から）

公立高校について

◎入試日程

・通信制課程

○前期選抜

①願書受付 １月１９日（木）

～２３日（月）

②入学検査 １月２９日（日）

④合格者発表 ２月 １日（水）

○後期選抜

①願書受付 ３月１３日（月）

～１７日（金）

②入学検査 ３月２２日（水）

④合格者発表 ３月２４日（金）



公立高校について

○高校や学科の特色を生かした新しい選抜。

○将来の進路目標やその高校・学科で学ぼうとする意欲、

学科やコースに関連する分野での能力・実績などを重視。

※一部の高校・学科で実施（令和４年４月頃 公表予定）

【高校・学科ごとの出願資格】

→その高校・学科の特色ある教育内容に関連する明確な目標と強
い学習意欲を有する者

→自然科学、人文・社会科学、スポーツなど特定の分野で優れた
能力と顕著な実績を有する者

→その高校での学習する強い意欲と、地域社会に貢献する意思を
有する者

◎特色選抜



公立高校について

◎特色選抜
【入学検査】

面接 ＋ 作文、基礎学力検査、プレゼンテーション、
実技検査 から１つ

【定員枠】

各高校・学科の募集人員の２０％程度までを上限に、各高校が

「何人程度まで」と具体的な人数の枠を設ける。

【提出書類】

入学願書、調査書、志望理由書（志願者本人が記入）

※調査書は１２月末までの学習の状況で作成をする。

※推薦選抜、外国人選抜等との併願はできない



公立高校について

◎一般選抜
○Ａグループ、Ｂグループの高校から１校ずつ、計２校まで志願でき
る。調査書、学力検査等の資料によって総合的に決定した校内順位
をもとに合格者を決定。

※調査書は１２月末までの学習の状況で作成をする。

【入学検査】

学力検査 ＋ 面接 [ ＋ 実技検査 ] で選抜

※学力検査は第１志望校で受検。２校に志願した場合には、学力検
査の成績を第１志望校と第２志望校の両方で用いて校内順位を決
定。同一の採点基準とするため、解答用紙をマークシートとする。

※一般選抜の面接を実施するかどうかは、各高校が決定。

（４月頃公表予定）

※実技検査は音楽科、美術科、スポーツ科学科、デザイン科で実施



公立高校について

◎一般選抜
【校内順位・合格者の決定について】

・調査書、学力検査の成績、面接（実施する高校のみ）等
の資料により、総合的に校内順位を決定。全ての高校の
校内順位データをコンピュータで処理し、各高校の合格
者を決定

・評定得点と学力検査の合計得点

評定得点＝調査書の評定合計（最高４５）を２倍した数
値で最高は９０点。

学力検査＝国語、数学、社会、理科、英語の各教科の得
点の合計で、最高は１１０点（２２点×５）



公立高校について

◎一般選抜
【校内順位の決定方式】

・各校があらかじめ選択する以下のⅠ～Ⅴの決定方式で総
合的に決定。

Ⅰ 評定得点（９０）＋学力検査合計得点（１１０）

Ⅱ 評定得点×１．５（１３５）＋学力検査合計得点（１１０）

Ⅲ 評定得点（９０） ＋学力検査得合計点×１．５（１６５）

Ⅳ 評定得点×２（１８０）＋学力検査合計得点（１１０）

Ⅴ 評定得点（９０）＋学力検査合計得点×２（２２０）

※ 高校ごとの決定方式は４月頃発表予定



公立高校について

◎推薦選抜
○学力検査を行わず中学校から提出された推薦書と調査書、面
接の結果などの資料により、総合的に判定して合格者を決定。

※調査書は１２月末までの学習の状況で作成をする。

【定員枠】

・普通科 募集人員の１０％から１５％程度

・専門学科・総合学科 募集人員の３０％から４５％程度

【入学検査】

・面接 [ ＋実技検査 ]

※実技検査は、音楽科、美術科、スポーツ科学科、デザイン科で
実施



私立高校について

◎入試日程
【推薦入試・特色入試】

①願書受付 令和５年１月１１日（水）～１３日（金）

②選考期日 令和５年１月１６日（月）以降

③合否通知 令和５年１月１８日（水）正午までに受験者、中学校
へ通知

※特色入試を不合格となった受験者は、当該校を含み一般入試の
受験が可能（推薦入試は各校により取り扱いが異なる）

【留意事項】

・１校だけの志願に限る。

・合格者は推薦、特色入試合わせて当該校の募集人員全体の８０％
程度以内（特色入試の合格者は全体の１０％を上限とする）



私立高校について

◎入試日程
【一般入試】

①願書受付 令和５年１月１３日（金）～１８日（水）

②選考期日 令和５年１月２０日（金）２３日（月）２４日（火）

③合否通知 令和５年１月２５日（水）以降、２７日（金）までに
受験者、中学校へ通知



愛知教育大学附属高等学校について

◎入試日程
【推薦入試】

①願書受付 令和５年１月１１日（水）１２日（木）

②選考期日 令和５年１月１７日（火）

③合否発表 令和５年１月１８日（水）９：００

※推薦から一般への切替 １月１９日（木）、２０日（金）

【一般入試】

①願書受付 令和５年１月１３日（金）１６日（月）

②選考期日 令和５年１月２５日（水）

③合否発表 令和５年１月３０日（月）



３．３年生としての心構え

見通しをもつ



学校行事・テスト 進路に関する動き

４月 18～20：４月懇談会（希望制）
※担任との進路相談開始

５月 18：体育祭 11：公立高校説明会
○私立・専修体験入学開始予定

６月 2、3：前期中間テスト
8～10：修学旅行

6：私学説明会
○公立体験入学開始予定

７月 14：第1回学診テスト 11～13、15：三者懇談会(※進学・就職決定)

８月 17：卒業生に学ぶ会

見通しをもつ １年の流れ①

※例年よりも、早い進路決定を！



学校行事・テスト 進路に関する動き

９月 12～14：前期期末テスト ※担任との進路相談（受験校検討）
※体験入学参加
※職場見学開始

10月 13：第２回学診テスト
26：文化祭

28：進路説明会
(※変更の可能性あり)

11月 16～18：後期中間テスト
29、30：三者懇談会（国・私・専・公決定）

12月
12：第３回学診テスト

1、2：三者懇談会（国・私・専・公決定）

見通しをもつ １年の流れ②



学校行事・テスト 進路に関する動き

1月

31：総合テスト

10～12：進路懇談会（希望制）
16：私学推薦特色入試
17：愛教附 推薦入試
20、23、24：私学一般入試
25：愛教附 一般入試
※例年は、１月中に豊田高専入試、就職試験
（企業内学園）を実施

2月 1：総合テスト

20：３年生を送る会

6：公立推等 面接・検査
8：公立推等発表
9：公立定時制前期 入試
22：公立 学力検査
24、27：公立 面接

3月 7：卒業式 9：合格発表

見通しをもつ １年の流れ③



体験入学
学校見学会
学校説明会
部活動体験会
職場見学 などに積極的に参加を！

進路決定に向けて

「私立・専修学校はあまり

考えていない・・・」

生徒の９割以上は私
立・専修学校を受験！
多くの体験入学などに
参加しましょう！



○自分の目で確かめる

学校（職場）の雰囲気、授業・部活動、

各進路先の特色、通学（通勤）距離の確認

納得して進路選択ができる
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進路決定に向けて



○自分自身を振り返って・・

・身なり、服装 ・言葉づかい ・遅刻・欠席

・授業態度（小テストや単元テストも事前に学習をして臨む）

・家庭学習 ・提出物 ・部活動

・学級活動 ・生徒会活動

・学校行事 ・実行委員活動

学校生活を大切にする

どんなことでも「自分から」主体的に！

全てがプラスとなって返ってくる



※「学力はある」が「生活が乱れている」

生徒にはどの学校・職場でも厳しい

※１回の成果でなく、継続して努力できる

（できた）ことが大切

学校生活を大切にする



進学先・就職先で何がしたいのか

※目標が明確になれば、やる気もでる

※意欲をもって取り組めば、力は伸びる

目標を決める



テストの前に勉強するのは当たり前！

本当の力は、毎日の学習（授業・家庭学習）でつく

① 毎日の授業の予習・復習・課題

② これまで習ったことの問題演習

※年３回行われる（7月、10月、12月）

「学習診断テスト」の得点が入試学力の目安となる

確かな学力をつける



進路のゴールは中学校卒業後の
進学や就職ではありません！


