
令和４年度

PTA総会後の

進路説明会 全体編

岡山県立備前緑陽高等学校 進路課
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なぜ勉強するのか!!

もともとは「知的好奇心（なんで？）」から

では、高校においては、「なんで」の先にある

「進路実現」

「社会人として求められる力の育成」
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今すべきこと

・毎日の学校生活と授業に集中して取り組める
健康的な生活習慣

→ 就寝・起床時間、スマホの利用時間制限、食事

・家に帰って学習する時間を増やす
→ 宿題・課題は当然であるが、復習などしっかり取り組む

さらには学力検査がある科目について、勉強する

・部活動、学校行事、社会貢献活動、
職場体験・見学活動に参加

→ 活動することで、自分で行動する力とコミュニケーション能力が育つ。
さらに様々な人と関わる中で進路を考える材料に

・保護者の方との会話
→ 一緒に話す時間を持つことが大事。しっかり将来の話も。
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進路実現に向けての学習(全員）

○ 基礎力診断テスト（基礎学力を診断・判定）
４月、９月 （３年生は４月のみ）

○ 実力診断テスト（勉強の実力を診断・判定）
６月、１１月 （３年生は６月のみ）

・各教科の学力がどのくらい身についているか。

→ 入学試験、入社試験に対する実力を示す。

・試験の結果をもとに、

どの教科のどの学習内容が理解できているか。

どの教科のどの学習内容の力をつければ良いかを確認。

→ 試験後に重点学習部分を学習し、力を伸ばす。

・自分の成績の段階を１段階上に向上させることを目標に。
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診断テストの目安

GTZ
（学習到達ｿﾞｰﾝ）

教科の
得点 進 学 就 職 学習のアドバイス

A1

A2 90点
以上

地方国公立大学、私立大学の
一般入試合格をめざす

競争率の高い企業や学力を重視する企
業の合格をめざす
公務員試験（高卒）の合格をめざす

知識や与えられた情報を活用し応用的
な問題に取り組める学力が身について
いる。

より高い目標に向かって学力を高める
意識が大切。

A3

B1 地方国公立大学、私立大学の
一般入試､推薦入試合格をめざす

B2 80点
以上

看護･医療系専門学校の
一般入試合格をめざす

B3

C1

基本的な問題の取り組みに必要な知識
が身についている。
宿題、定期考査前学習だけでなく

自分で課題を見つけて学習することが
大切。

C2 60点
以上

私立大学、看護･医療系専門学校の
推薦入試合格をめざす

一般的な企業の入社試験合格をめざす

C3

D1 40点
以上

私立大学、短期大学、専門学校
入試合格をめざし努力する

入社試験の合格をめざし努力する 基本的な計算力、語彙力は身について
いる。

短時間でも継続的に机に向かう習慣を
つけて力をつけることが大切。

D2

D3 40点
未満
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人生の節目で、必ず「学力」が要求される。

就
職
試
験

入
学
試
験

専門学校 大 学

就 職 就職試験

それぞれで要求される。
専門学校・就職における試験では
小学校から高校1年までの内容や一般
常識が問われることも

6



○外部の方の進路講演会や進路ガイダンスなど
学年ごとで年２回程度実施。

学年全員、具体的な進路希望に合わせた選択など

希望者対象
•進学：土曜活用講座（サタセミ）・進研模試

・夏期休業中補習（8月下旬）など →3教科(5教科)の実力UP

•就職：２・３年で週1回放課後補習

→ 基礎学力UP、面接・履歴書指導など

インターンシップなど
→ 事業所における仕事内容の把握など

・資格取得：各教科・系列で実施
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家庭での様子は？

こんなことはありませんか？

・ 遅刻をしたり、ギリギリに家を出ていませんか
・ 新聞やニュースに興味を示さない
・ 休日は時間をどのように使う考えずに過ごしていませんか
・ 気がつけばスマホをいじっている
・ 学習時間が30分以下の日がある
・ 予習・復習をしていない日がある
・ 課題を提出できないことがよくある
・ テストに向けての取り組みが一夜漬けである
・ 進路のことを本気で考えていない
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保護者の方とのコミュニケーション量と学習時間

「自分の考えを保護者の方は
十分に理解してくれている」

と答えた生徒ほど

「家庭での学習時間が多い」

というデータも（基礎学力診断の調査結果から）
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どのような話をすればいいのでしょうか

① 規則正しい生活習慣
（起床時間・食事時間・勉強を始める時間・就寝時間）

② 高校（先生）と一緒に最後まで考える
先生方は経験や情報から、本人・保護者に様々な角度から提案ができるので、
わからないこと・困ったことなどはどんどん相談を。

③ こどもの将来や受験に関心があることを示しましょう。
こどもの立場（何に困っているかなど）に立って、考えてください

④ 励ましましょう
不安になることも多い。
「まだまだ伸びる。」など些細なことでも褒めることは大事
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令和３年度卒業生の進路状況について

① コロナ禍の影響による進学・

就職の変更等はあまりなかっ
た。
② 進学については、県外志向も

戻ってきた。
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13
昨年度合格した学校①(一部を紹介：既卒生を含む）

・４年制大学

島根大学 高知大学

ノートルダム清心女子大学
就実大学 岡山理科大学
山陽学園大学 岡山商科大学
中国学園大学 くらしき作陽大学
倉敷芸術科学大学 吉備国際大学

龍谷大学 関西外国語大学
摂南大学 関西福祉大学 他

岡山医療専門職大学

・短期大学

就実短期大学
山陽学園短期大学
中国短期大学
関西外国語大学短期大学部



14 昨年度合格した学校②(一部を紹介）

・専門学校

国立医療センター附属看護助産学校 岡山済生会看護専門学校
岡山労災病院附属看護学校 旭川荘厚生専門学院、
朝日医療大学校 岡山高等歯科衛生専門学院
岡山インターナショナル歯科衛生専門学校
岡山理科大学専門学校
岡山情報ビジネス学院 岡山ビジネスカレッジ
岡山県理容美容専門学校 岡山ビューティーモード
岡山科学技術専門学校 専門学校ビーマックス
西日本調理製菓専門学校

はくほう会医療専門学校 神戸医療福祉専門学校 他



事務
5%

販売
2%

製造
64%

ｻｰﾋﾞｽ
9%

運輸
7%

その他
11%

公務員
2%

就職決定生徒 職種別割合15

※ PTA総会資料と数値が異なります



昨年度就職した会社･事業所(一部を紹介）
県内
国立印刷局岡山工場 株式会社岡山村田製作所、
株式会社クラレ 鶴海事業所 品川リフラクトリーズ株式会社
黒崎播磨株式会社 株式会社ヨータイ 吉永工場
コーワン株式会社 竹久夢二本舗敷島堂株式会社
ＯＧ技研株式会社 多田電機株式会社
ユニバーサル製缶株式会社岡山工場 株式会社ジップ
AGCグラスプロダクツ株式会社熊山工場 日清エフ・ディ食品株式会社
オハヨー乳業株式会社 株式会社永谷園 岡山工場
株式会社イノテック エクセルパックカバヤ株式会社
株式会社サンナン ライフデザインカバヤ株式会社
備前発条株式会社 三井造船特機エンジニアリング株式会社
JFEスチール株式会社 他

県外 住友大阪セメント株式会社赤穂工場 株式会社中電工 他

公務員 自衛隊
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進路に関する全体説明は以上です。
ありがとうございました。
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