ϫ 㐍㊰ᣦᑟࡢࡓࡵࡢලయⓗ࡞ྲྀ⤌ᡂ⦼ࢹ࣮ࢱࡢά⏝

㸯 ศᤸ⤌⧊ࡢάືࡢᐇ
 㐍㊰ᣦᑟ࣭࢟ࣕࣜᩍ⫱㛵ࡍࡿศᤸ⤌⧊ࡣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ༑ศᶵ⬟ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࢀࡣάືࡍࡿᮇࡀᖺᗘᙜึィ⏬ࡉࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡾࠊྛ⤌⧊ࡢᙺࡀ᫂☜࡛࡞ࡗࡓࡾࡍ
ࡿࡇࡀせᅉ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ
 㐍㊰ᣦᑟ࣭࢟ࣕࣜᩍ⫱㛵ࡍࡿྛጤဨࡢ㛤ദࢆḟࡢࡼ࠺ᖺ㛫ィ⏬⨨ࡅࠊྛጤဨ
ࡢ㆟ᚋࡣᚲࡎ⫋ဨ㆟࡛ሗ࿌ࡋࠊ⤌⧊ⓗάືࡋ࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㐍㊰
ᣦᑟ㛵ࡍࡿ⾜ᚋࡶィ⏬࣭ᐇ࣭ホ౯ࡢࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇࡍࡿ࡞ࠊ⤖ᯝࢆ⫋ဨ㆟࡛ඹ᭷
ࡋࠊḟᖺᗘࡢィ⏬సᡂࡢ㈨ᩱࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 㐍㊰ᣦᑟ࣭࢟ࣕࣜᩍ⫱㛵ࡍࡿ㆟ࡢィ⏬ࡑࡢෆᐜࡣḟࡢ࠾ࡾ࡛ࡍࠋ

 ۍۍᖺ㛫ᣦᑟィ⏬ ۍۍ
 ➨㸯ᅇ㐍㊰ᣦᑟ࣭࢟ࣕࣜᩍ⫱ጤဨ㸦㸲᭶ᙜึ㸧
  ۑ㐍㊰ᣦᑟ࣭࢟ࣕࣜᩍ⫱యィ⏬ࠊྛᏛᖺᖺ㛫άືィ⏬ࡢ᳨ウࠊ☜ㄆ



ۑᏛᰯෆእࡢ㐍㊰ᣦᑟ࠾ࡅࡿ⾜⏬ࡢศᢸ➼᳨ウ
⫋ဨ◊ಟཬࡧಖㆤ⪅ࡢၨⓎ㸦㸲᭶㸧
ۑホ౯つ‽ホᐃ➼㛵ࡍࡿ◊ಟ


 ➨㸰ᅇ㐍㊰ᣦᑟ࣭࢟ࣕࣜᩍ⫱ጤဨ㸦㸳᭶㸧
  ۑᏛᰯෆእࡢ㐍㊰ᣦᑟ࠾ࡅࡿ⾜⏬ࡢศᢸ➼᳨ウ࣭☜ㄆ



ࠕۑ㸱᪥㛫ࡢ⫋ሙయ㦂ࠖᐇィ⏬ࡢ☜ㄆ㸦㸵ࠊ㸶᭶ᐇࡢࡁ㸧

 ➨㸱ᅇ㐍㊰ᣦᑟ࣭࢟ࣕࣜᩍ⫱ጤဨ㸦㸴᭶㸧
࠸࠶ࢀࡩࠕۑㅮ₇ࠖ㸦㐍㊰ㅮ₇㸧ᐇィ⏬ࡢ᳨ウ  ͤ㸯㸮᭶ᐇࡢࡁ

ᇸ⋢┴බ❧㧗➼ᏛᰯධᏛ⪅㑅ᢤᐇせ㡯➼ㄝ᫂ 㸵᭶ୖ᪪ 
è ㄝ᫂ᚋࠊࡍࡳࡸᩍဨෆᐜࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿ

 ➨㸯ᅇㄪᰝ᭩➼సᡂጤဨ㸦㸷᭶㸧
ۑホᐃࡢ⟬ฟ᪉ἲಖㆤ⪅ࡢఏ㐩ࡢ᳨ウ

 ➨㸰ᅇㄪᰝ᭩➼సᡂጤဨ㸦㸯㸮᭶㸧
ۑㄪᰝ᭩グ㏙ࡢᇶ‽ࡢ᳨ウࠊホᐃ➼ࡘ࠸࡚ࡢ☜ㄆ

 ➨㸲ᅇ㐍㊰ᣦᑟ࣭࢟ࣕࣜᩍ⫱ጤဨ㸦㸯㸮᭶㸧
⪅୕ۑ㠃ㄯ࠾ࡅࡿ㐍㊰┦ㄯࡢ㐍ࡵ᪉➼ࡢ☜ㄆᰯෆ◊ಟ➼࡛ࡢᩍဨࡢඹ㏻⌮ゎ
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 ➨㸯ᅇ㐍㊰᳨ウጤဨ㸦㐍㊰ඛࡢ☜ㄆ㸧㸦㸯㸰᭶㸧
  ۑᅾ⡠ࡍࡿ㸱ᖺ⏕ဨࡢ㐍㊰ᕼᮃࡢ☜ㄆࠊ᳨ウ

 ಖㆤ⪅ࡢ㏻▱㸦㸯㸰㹼㸰᭶㸧
ࠕۑᡂ⦼ཬࡧㅖάື➼ࡢグ㘓㏻▱᭩ࠖࢆసᡂࡋࠊཷ᳨⏕ࡢಖㆤ⪅㏻▱

 ➨㸳ᅇ㐍㊰ᣦᑟ࣭࢟ࣕࣜᩍ⫱ጤဨ㸦㸰᭶㸧
ۑᖺᗘࡢィ⏬ᇶ࡙ࡃάືࡢ┬ḟᖺᗘࡢィ⏬సᡂ

␃ ۍۍពⅬ ۍۍ
 ┴ ۑᩍ⫱ጤဨࡽࠊ㔜せ࡞㏻▱ࠊົ㐃⤡࡞ࢆཷࡋࡓሙྜࠊࠕᅇぴࠖཪࡣࠕ⫋ဨ㆟
  ࡛ࡢሗ࿌ࠖ➼ࢆ⾜࠸ࠊᩍဨ࿘▱ࡍࡿࠋ
  ۑ㐍㊰ᣦᑟ㛵ࡍࡿ⾜ࡸㅖົࡢ᪥⛬ࡣࠊ⫋ဨ㆟➼࡛㸱Ꮫᖺᢸᙜࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃᩍဨ
  ࿘▱ࡋࠊ⏕ᚐࡸಖㆤ⪅ࡽࡢၥ࠸ྜࢃࡏဨࡀᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
  ۑᏛ⩦ィ⏬ࡸホ౯ࡘ࠸࡚ࠊ⏕ᚐࡣ㸲᭶ࡢᤵᴗ㛤ࡁࡢࠊಖㆤ⪅ࡣࡑࡢᏛᖺ᭱ึࡢᐃ
ᮇࢸࢫࢺ๓ࡲ࡛ࠊಖㆤ⪅ࡸᏛᰯࡔࡼࡾ➼ࢆά⏝ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠋ㸦⏕ᚐಖㆤ⪅ศࡅ࡚
ㄝ᫂ࡋࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࠋ㸧
  ۑ㸲᭶ホ౯㛵ࡍࡿ⫋ဨ◊ಟࡸᩍ⛉㒊࡛ホ౯つ‽ࡸホ౯᪉ἲ࡞ࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࡶࠊ
⏕ᚐࠊಖㆤ⪅ᑐࡋ࡚⤫୍ࡋࡓぢゎࢆ㏙ࡽࢀࡿࡼ࠺ࡍࡿࠋ
  ۑᩍဨࡀぢ㏻ࡋࢆࡶࡗ࡚ᩍ⫱άືࢆᒎ㛤࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ㐍㊰ᣦᑟ࣭࢟ࣕࣜᩍ⫱㛵ࡍࡿ
◊ಟ➼ࡢணᐃ᪥ࡑࡢෆᐜࢆ᪩ࡵ᫂☜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㆟ࡢ༠㆟ෆᐜሗ࿌ࡸᵝࠎ࡞◊ಟ
࡛ࡢ᭱᪂ሗࡢࠕሗ࿌࣭㐃⤡࣭┦ㄯࠖࡢᚭᗏࢆᅗࡿࠋ

㸰 㐍㊰ᣦᑟົಀࡿᨾࢆ㜵ࡄࡓࡵࡢ⤌⧊యไ
 㐍㊰ᣦᑟົࡣࠊ⏕ᚐ୍ே୍ேࡀ⮬ศࢆάࡍ㐍㊰㑅ᢥࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡍࡓࡵࡢᡭ⥆ࡁ࡛࠶ࡾࠊ
ཝṇ⾜ࢃࢀ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ≉㧗ᰯධᏛ⪅㑅ᢤ➼క࠺ㄪᰝ᭩➼ࡢసᡂ࠾࠸࡚ࡣࠊከ
ࡃࡢᩍဨࡀࢃࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡓࡵ㐍㊰ᣦᑟົࡢᨾ㜵Ṇྥࡅ࡚ࠊసᡂࢃࡿဨ㐺
ṇ࡞ົࡢᇳ⾜ࢆᚭᗏࡍࡿࡶࠊ⤌⧊ࡋ࡚Ⅼ᳨࣭☜ㄆ࣭సᡂࡍࡿ⤌ࡳࢆᩚ࠼࡚࠾࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
 ࡲࡓࠊ㏻▱᭩ࡼࡗ࡚ࠊ࠶ࡽࡌࡵㄪᰝ᭩ࡢグ㍕ෆᐜࡀᮏே࠾ࡼࡧಖㆤ⪅㏻▱ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡞ࡗࡓࡓࡵࠊᣦᑟせ㘓ཬࡧ㏻▱⾲ࡢᩚྜᛶࢆ༑ศ㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽసᡂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢆά⏝ࡋ࡚ㄪᰝ᭩ࢆసᡂࡍࡿᏛᰯࡀ༙࡛ࡍࡀࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢά⏝ࡣ㠀ᖖ౽
࡞㠃ࠊ᧯సࡸሗࡢྲྀᢅ࠸ࠊ⟶⌮ࡢ᪉ἲࢆㄗࡿಶேሗࡢὶฟ࡞ࡁ࡞ᨾࡘ࡞ࡀࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋྛᏛᰯࡣሗࡢྲྀᢅ࠸⟶⌮㛵ࡍࡿᰯෆࡢෆつࢆᩍဨ࿘▱ࡋࠊಶே
ሗࡢᰯእᣢࡕฟࡋ➼ࢆ⚗ṆࡋࠊཝᏲࡉࡏࡿࡇࡀ㔜せ࡞ࡾࡲࡍࠋ

 㐍㊰ົᨾ㜵Ṇࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ㸦㸧
࠙⯡ࡘ࠸࡚ࠚ
 ڧㄪᰝ᭩ࡣᇸ⋢┴ᩍ⫱ጤဨࡢ♧ࡍࠕᇸ⋢┴බ❧㧗➼ᏛᰯධᏛ⪅㑅ᢤᐇせ㡯ࠖᇶ࡙
  ࠸࡚సᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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 ڧㄪᰝ᭩సᡂࡣᰯ㛗ࡢ㈐௵ࡢୗࠊㄪᰝ᭩➼సᡂጤဨ࡛Ⅼ᳨ࠊ☜ㄆࠊసᡂࡢ⤌ࡳࡀᩚ
࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ڧㄪᰝ᭩ࡢබ༳ᢲ༳ࡣᰯ㛗ࡢ㈐௵ࡢୗࠊ㐺ṇ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ڧ㐍㊰ᣦᑟົࡀ㐺ṇ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺ࠊ㐍㊰ሗࢆ⏕ᚐࡸಖㆤ⪅࿘▱ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ホᐃࡘ࠸࡚ࠚ
 ڧホ౯㛵ࡋ࡚ࡣホ౯つ‽ࢆ᫂☜ࡋࠊᏛᰯࡋ࡚⤫୍ࡋࡓぢゎ࡛ᑐᛂ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
 ڧᣦᑟせ㘓ཬࡧ㏻▱⾲ࡢᩚྜᛶࡣᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࠚ
 ڧ㐍㊰ົ㛵ࡍࡿሗࡢ⟶⌮㈐௵⪅ࡀ᫂☜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ڧ㐍㊰ົ㛵ࡍࡿሗࡢྲྀᢅ࠸࣭⟶⌮ࡢᰯෆෆつࡀつᐃࡉࢀࠊࡲࡓ࿘▱ᚭᗏࡉࢀ࡚࠸
 ࡿࠋಶேሗࡢᰯእᣢࡕฟࡋ➼ࢆ⚗Ṇࡋࠊ㑂Ᏺࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋ

 ㄪᰝ᭩సᡂⓎ⾜ࡢᡭ㡰ࡢ
㸯㸮᭶ࡢ➨㸰ᅇㄪᰝ᭩➼సᡂጤဨ࡛ࠊ࣐ࢽࣗࣝࡋࡓㄪᰝ᭩ࡢసᡂ࣭Ⅼ᳨࣭☜ㄆ࣭Ⓨ⾜ࡢ
ᡭ㡰ࢆᩍဨ࿘▱ᚭᗏࡋࠊඹ㏻⌮ゎࢆᅗࡾࡲࡍࠋࡇࢀࢆᚭᗏࡍࡿࡇࡼࡾࠊᨾ㜵Ṇྲྀࡾ⤌
ࡴࡇ࡞ࡾࡲࡍࠋ

 ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱά⏝ࡢ␃ពⅬ࣭ࡑࡢ
ㄪᰝ᭩ࢆసᡂࡋࡓ㝿ࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊሗࡢ₃ὤࡀ࡞࠸ࡼ࠺ࠊ⟶⌮⪅ࡀཝ㔜ಖ⟶ࡋࡲࡍࠋ
ᢸ௵௵ࡏࡍࡿࡇ࡞ࡃࠊᚲࡎ」ᩘࡢ┠࡛☜ㄆࡍࡿࡼ࠺ࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊ㛵ಀᩍဨࡢࢯࣇࢺ
ࡢᢅ࠸᪉ࡢᣦᑟࠊฟຊ࣭༳ๅࡢ୍ᮏࠊࢹ࣮ࢱࡢࣂࢵࢡࢵࣉసᡂ➼ࢆ⥲ᣓࡍࡿࢹ࣮ࢱ⟶⌮㈐௵
⪅ࢆ⨨ࡃࡇࡶ㔜せ࡛ࡍࠋ⣬࣮࣋ࢫࡢ⟶⌮ࡣ⣽ᚰࡢὀពࢆᡶࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ


㸱 㐍㊰ᣦᑟࡢࡓࡵࡢᰯෆࢹ࣮ࢱࡢά⏝ࡘ࠸࡚
⏕ᚐࡀ⮬ศࢆάࡍ㐍㊰㑅ᢥࢆࡍࡿࡓࡵࡣࠊ୰Ꮫᰯ㸱ᖺ㛫࠾ࡅࡿ㐍㊰Ꮫ⩦ࠊ⏕ᚐ⮬㌟ࡢ⬟
ຊ࣭㐺ᛶࡸ⯆࣭㛵ᚰࠊࡉࡽࡣᑗ᮶ࡢᕼᮃ➼ᇶ࡙ࡁࠊࡲࡓࠊ㐍Ꮫࡋࡼ࠺ࡍࡿᏛᰯ࣭Ꮫ⛉➼
ࡢෆᐜࡸ≉Ⰽࢆ༑ศ⌮ゎࡋࡓୖ࡛ࠊ⥲ྜⓗุ᩿ࡋỴᐃࡉࢀ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡾࡲࡏࢇࠋ
 ࡑࡢࡓࡵࡣࠊᵝࠎ࡞Ꮫ⩦άືࡸయ㦂άື➼࠾ࡅࡿᡂᯝࠊᰯෆࢸࢫࢺࡸබⓗࢸࢫࢺࡀᐇࡉ
ࢀࡿሙྜࡣࡑࡢࢹ࣮ࢱ࡞ࢆ୍ࡘ㞟⣙ࡋ࡚ಖ⟶ࡋࠊᚲせᛂࡌ࡚࠸ࡘ࡛ࡶ㐍㊰ᣦᑟά⏝࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠾ࡃࡇࡀᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋ
 ࡲࡓࠊಶேࡢࢹ࣮ࢱࡢ✚ࡲࡽࡎࠊ≉㧗ᰯධヨࡘ࠸࡚ࡢྛᏛᰯࡢᐈほⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࢆ
㞟࣭ศᯒࡍࡿ࡞ࠊ㐍㊰ᣦᑟࡢࡓࡵࡢᐈほⓗ࡞㈨ᩱࡋ࡚ά⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋࡲࡍࠋࡇࢀࡼ
ࡾࠊ⏕ᚐࡸಖㆤ⪅ಙ㢗ࡉࢀࡿ㐍㊰ᣦᑟࠊ㐍㊰┦ㄯࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

㸲 ά⏝࡛ࡁࡿࢹ࣮ࢱࡢ
 ᩍ⛉➼ࡢᏛ⩦ࡢグ㘓ࢃࡿෆᐜ㸦⏕ᚐಶேࡢグ㘓㸧
  ྛᩍ⛉ࡢᏛ⩦ࡢグ㘓



  ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ㛫ࡢᏛ⩦ࡢグ㘓
 ࢘ ≉ูάື࣭㐨ᚨ➼ࡢᏛ⩦ࡢグ㘓
 ࢚ ฟḞ➼ࡢグ㘓
 ࢜ ⾲ᙲࠊࡑࡢࡢグ㘓
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(2) 進路学習にかかわる内容（生徒個人の記録、全体の活動の記録）
ア

職業調査や職場体験学習等を実施したときの学習内容

イ

上級学校調査や高等学校訪問等を実施したときの学習内容

ウ

自己理解などについての学習内容

(3) 校内で集計した資料にかかわる内容（学年・学校としての記録）
ア

評定に関するデータ

イ

学力検査得点や公的テスト等の得点や偏差値に関するデータ

ウ

自校の過去の進路指導に活用したデータ

(4) 市町村等による公的テストの得点や偏差値に関するデータ
５

データの蓄積方法の例

(1) 教科等の学習の記録にかかわる内容（生徒個人の記録）
指導要録はもとより、通知表に記載されている内容を記録し活用できるようにします。
(2) 進路学習に関わる内容（生徒個人の記録、全体の活動の記録）
ファイルを用意し、進路学習や体験活動等で用いたプリントや資料等を綴じておき、３年
間いつでも必要なときに活用できるよう保管しておきます。
(3) 校内で集計した資料にかかわる内容（学年・学校としての記録）
卒業生の調査書内容（評定合計・特活の記録等）、校内テストや公的テストの得点や偏差
値とその生徒の進学先を関連付け、評定と合否の関係を明らかにし、各高等学校の合格ライ
ンの分析を行いデータとします。ただし個人のデータを扱うため、十分配慮するとともに情
報が漏洩しないようデータの取扱いについては、細心の注意を払うことが重要です。
(4) 学力検査得点と評定等を生徒の合否と関連付けて、各高等学校の年度別の合格ラインの分析
を行い、データを蓄積します。
(5) 地区の校長会が個人情報の取り扱いに留意し、学力検査得点や公的テスト得点や偏差値等の
情報を持ち寄り、集約・分析を行い、各校の進路指導に活用することなども考えられます。
６

データの活用方法の例

(1) 生徒の校内テストなどのデータを、志願先学校別一覧表にまとめた例
生徒一人一人の１年から３年までの評定合計や３年での校内テストや公的テスト等の得点
や偏差値、併願校や特記事項等の進路相談などで必要な情報がすぐに確認できるようにする
とともに合否の可能性を検討する資料とします。

ɝɝ!ࣞࢷȪຽشȫ
評定合計
組

番号

氏名

1

12

○○ ○○

25

26

2

27

△△ △△

33

33

１年

公的テスト（ 偏差値）

２年 ３年

定期テスト（ 順位）
１回 ２回 ３回

２回

平均

28

4 9.6

5 0.5

50 .0 5

60

58

42

53

□□高校（校長推薦）

37

5 8.5

5 5.8

57 .1 5

62

69

61

64

◇◇高校（自己推薦）、県大会出場
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平均

併願校、特記事項
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⪅୕ ۍۍ㠃ㄯࡢಶ⚊ ۍۍ
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२৪࿂!ၳ

๔

ঙྴȁ

ɛɛȁɛɛ

ȺບȂࠧତȻ
国語

社会

数学

理科

音楽

美術

体育

技家

英語

３科

５科

９科

欠席日数

１年
２年
３年１学期
３年２学期
３年調査書

ȺΞΑΠࠫضȻ
順位（偏差値）

点数
国語

社会

数学

理科

英語

国語

社会

数学

３科

理科

英語

点数

順位

５科
点数

１学期中間
１学期期末
２学期中間
２学期期末
公的テスト①
公的テスト②

ȺૺႹܛབ୶Ȼ
第１希望

第２希望

第３希望

第４希望

学校名
７月
科
コース
学校名
１１月
科
コース

Ⱥܱ၇Ȼ

この欄には、次のような項目について記録するとよい。
○将来就きたい職業希望（本人・保護者）
○中学卒業後の進路希望（本人・保護者）
○高校説明会の参加状況や相談内容
○特別活動、取得している資格、外部テスト等の結果
○一部の県公立高校における「第２志望」の利用
○「不登校の生徒などを対象とした特別な選抜」などの希望
○配慮事項(入学前に高校へ連絡してほしいと保護者から要望されていることなど）
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