４．進路指導部年間計画
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進路 各種統計 資料整理 ・作成

沖縄 県高校予 約奨学生 候補者進 学届提出（ 中旬）

第１ 回校内実 力テスト （3・2・ 1年 ）

沖縄 県高校在 学奨学生 一次募集 （下旬）

第１ 回進路希 望調査（ 1・ 2・ 3年）

第１ 回進路希 望調査（ 3・ 2・ 1年）

金秀 奨学生（ 下旬）

就職 指導担当 教諭連絡 協議会

大学 ・短大・ 専門学校 進学相談 会(随時)

各種 奨学生推 薦開始（ 下旬）
奨学 生推薦委 員会（下 旬）

３年 担任と進 路との話 し合い②

個別大学説明会開始

沖縄 県高校在 学奨学生 継続届提 出（上旬 ）

「進 路のしお り」の読 み合わせ

国公立大説明会（琉大）

日本 学生支援 機構大学 第一種奨 学生予約（ 中旬）

実力 テスト結 果分析検 討会

小 論 文 模 試 (第 一 学 習 社 ）

あし なが育英 会在学奨 学生一次 募集（中 旬）

県外 求人開拓 ･定 着指導

交通 遺児奨学 生募集（ 中旬）
日本 学生支援 機構大学 予約推薦 委員会（ 中旬）

３年 担任と進 路との話 し合い③

第１回推薦委員会（発足）

あし なが育英 会奨学生 の集い依 頼（上旬 ）

進路 結団式（ 生徒・保 護者対象 ）

大学 ･短 大説明会 (沖大 ･沖 国大)

日本 学生支援 機構大学 第一種奨 学生〆切（ 上旬）

国家 公務員採 用一般試 験受付

交通 遺児奨学 生大学予 約一次募 集（中旬 ）

税務 職員採用 試験受付

７

関

第１ 回校内実 力テスト （1・2・ 3年 ）

海上 保安学校 学生採用 試験（特 別）試験
６

学

３年 担任と進 路との話 し合い①

海上 保安学校 学生採用 試験

５

奨

あし なが育英 大学奨学 生募集〆 切（下旬 ）

求人 票受付開 始(7/１～ )

大学 短大等推 薦委員会 （随時）

交通 遺児奨学 生大学予 約一次募 集（上旬 ）

３年 第２回進 路希望調 査

夏期講座申込み

奨学 生推薦委 員会（下 旬）

県内 ・県外企 業求人説 明会 (中旬 )

進路 対策講座

進路 対策講座

小 論 模 試 (第 一 学 習 社 )

３年 担任と進 路との話 し合い④

ＡＯ入試対策・出願開始

沖縄 県初級受 付（ 一般事務・農 業土木・警察事務 ） 各 大 学 オ ー プ ン キ ャ ン パ ス
沖縄 県警察官 Ｂ受付（ 7/9～7/23）

琉 球 大 学 オ ー プ ン キ ャ ン パ ス ・ 説 明会

刑務 官受付 、入国 警備官 、皇居 護衛官受 付、海
上保 安学校、 航空保安 大学校受 付
８
月

３年 担任と進 路との話 し合い⑤

各大 学オープ ンキャン パス

就職 推薦開始 ･書 類発送 (8/28～ )

琉球 大学工学 部ＡＯ入 試出願 (8月上旬）

第２ 回校内実 力テスト （1・2年 ）

夏期講座

日本 学生支援 機構大学 第二種奨 学生募集（ 中旬）

気象 大学校、 海上保安 大学校受 付

９
月

３年 担任と進 路との話 し合い⑥

大学 短大等推 薦委員会 （随時）

沖縄 県高校在 学奨学生 二次募集 （上旬）

就職 選考開始 (9/16～)

各種 専門学校 出願開始 （推薦・ 一般）

コカ ・コーラ 育英会募 集（下旬 ）

県内 就職面接 会(下旬)

大学 入試セン ター試験 出願説明 会

奨学 金受領資 格確認報 告書提出

国家 公務員試 験・税務 職員試験

琉球 大学工学 部ＡＯ入 試試験 (9月上旬）

あし なが育英 会在学奨 学生二次 募集（下 旬）

刑務 官試験

ベネ ッセ駿台 マーク模 試

沖縄 県初級試 験(9/23)

小論 文模試 (第一 学習社）

航空 保安大学 校・海上保安学 校学生 、入国警備
官 ､皇居 護衛官試 験

10
月

進路 と３年担 任との話 し合い⑦

大学 入試セン ター試験 出願（上 旬）

奨学 生の満期 予定者の 借用証書 記入

県外 就職面接 会(中旬)

各大 学推薦委 員会

日本 学生支援 機構大学 第二種奨 学生第２ 次選考

県警 察官Ｂ試 験１次 (10/13～ 14)

大学 第一種奨 学生候補 者の決定 （上旬）

国家 公務員２ 次試験
沖縄 県初級 2次試 験（10月 下旬～ 11月上旬）
海上 保安大学 校・気象 大学校１ 次試験

11
月
12
月

進路 と３年担 任との話 し合い⑧

琉球 大学推薦 出願

県警 察官Ｂ試 験２次 (11月 中旬～ 12月上旬 )

ベネ ッセ駿台 マーク模 試

アフ ラックが ん遺児奨 学基金

航空 保安大学 校2次試験
第２ 回進路希 望調査（ 1・ 2年）

琉球 大学推薦 入試

高校 在学二次 採用決定 （中旬）

進路 と２年担 任との話 し合い①

進路 説明会 (1・2年対象 )

那覇 市専門学 校特待生 （下旬）

進路 説明会 (1・2年対象 )

河合 センター プレテス ト

海上 保安大学 校・気象 大学校２ 次試験
１

県内 就職面接 会(中旬)

私大 一般入試 出願・試 験

交通 遺児育英 会在学一 次募集（ 上旬）

進路 講話 (3年 対象）

大学 入試セン ター試験 （1月中旬）

交通 遺児奨学 生大学予 約二次募 集（上旬 ）

月

２
月

３
月

琉球 大学出願 （センタ ーあり）
進路 と２年担 任との話 し合い②

琉球 大学一般 入試 (前期 )

交通 遺児育英 会在学二 次募集（ 上旬）

県外 企業講話 (1･2年 )

セン ター試験 早期対策 模試

日本 学生支援 機構学習 状況報告 依頼（中 旬）

３年 生進路準 備調整期 間(2/12～ )

小論 文模試 (第一 学習社）

職業 理解 (1年 )

職業 理解 (1年 )

進路 対策講座 (2年 )

進路 対策講座 (2年 )

卒業 生進路講 話（生徒 ・保護者 対象）

琉球 大学一般 入試 (後期 )

那覇 市育英会 （上旬）

就職 統計資料 まとめ

進学 未決定者 進路相談

糸満 市人材育 成奨学生 （上旬）

進学 未決定者 進路相談

金秀 奨学生現 況報告（ 中旬）

進路 資料の整 理

大学 予約状況 提出（ 3年）

海上 保安学校 学生採用 試験

