
回数 月 日 場所 分野 備考 担当 めざす姿・つけさせたい力 重点項目
12 武道場 学年 学年 学年部意向の理解、共有。目的を持ち、先を見通す力 挑戦変化

武道場・教室 進路 キャリア 自己の進路に対する意識確認をし、具体的準備に向けた確かなビジョンをもつ。 挑戦変化地域貢献

19 武道場 学年 学年 修学旅行の見通しを持つ。見学先等を把握する。 挑戦変化
体育館 進路 渥美 自己の学力の弱点を把握し、効果的な学習方法を考える 挑戦変化

26 武道場 進路 内科検診40分 鈴木和子先生 自己の進路に対する意識確認をし、具体的準備に向けた確かなビジョンをもつ。 挑戦変化
武道場 修学旅行指導 内科検診40分 学年 B＆Sの班決め。メンバー確認等 挑戦変化

9 体育館 修学旅行指導 PTA総会 学年 事務手続き等の保護者確認。
10 武道場 課題研究 外部講師 課題研究における調査段階でのインタビュー方法を学び、調査に必要な効果的な質問や疑問を投げかける視点と手法を身に着ける。 挑戦変化

武道場 修学旅行指導 学年 台湾の地理や、国の歴史に関する基礎知識を習得する。 挑戦変化
17 武道場 課題研究 眼科検診 外部講師 課題研究における調査段階でのインタビュー方法を学び、調査に必要な効果的な質問や疑問を投げかける視点と手法を身に着ける。 挑戦変化
教室 修学旅行指導 眼科検診 学年 視点や具体的目的を設定し、主体的に台湾を知ろうとする。 挑戦変化

7 武道場 進路 5・6金曜日課 室伏・大庭 自己の進路に関して、そこで何をし、何を学ぶのか、どんな将来像を描くのか、深い探求心を持つ。 挑戦変化地域貢献

教室 進路 就職インターンシップ 進学上級学校研究➋ 5・6金曜日課 学年 見学コースを決め、目的や視点を精選する。 挑戦変化
17 外部 進路 金曜日課 室伏・大庭 挑戦変化
外部 進路 室伏・大庭 挑戦変化

28 武道場 修学旅行指導 学年 挑戦変化
武道場 修学旅行指導 学年 挑戦変化

12 武道場 課題研究 45分 山本・稲 挑戦変化
武道場 課題研究 就職インターンシップ最終指導 進学オープンキャンパス最終指導➌ 45分 山本・稲 挑戦変化

6 教室 修学旅行指導 学年 思考ツールを用いて、テーマ設定の準備をする。 挑戦変化
教室 課題研究 学年 テーマを設定し、調査の計画を立てる。 挑戦変化

13 教室 課題研究 40分 学年 挑戦変化
教室 課題研究 40分 学年 挑戦変化

23 教室 課題研究 学年 挑戦変化
教室 課題研究 学年 挑戦変化

30 武道場 修学旅行指導 学年 挑戦変化
武道場 修学旅行指導 学年 挑戦変化

4 教室 課題研究 グループ決め、部屋割り等はLHRで 学年 挑戦変化
教室 課題研究 学年 挑戦変化

11 進路 担副 挑戦変化
教室 課題研究 学年 挑戦変化

18 教室 課題研究

教室 課題研究

25 教室 課題研究 担副 挑戦変化
教室 課題研究 学年 挑戦変化

1 武道場 修学旅行指導 担副 挑戦変化
武道場 修学旅行指導 担副 挑戦変化

15 武道場 修学旅行指導 学年 挑戦変化
進路 担副 挑戦変化

22 教室 修学旅行指導 担副 挑戦変化
武道場 修学旅行指導 学年 挑戦変化

2２回 12 2 武道場 修学旅行指導 月曜５限 学年 行事成功に向け、学年団の士気統一を図る。 挑戦変化
10 武道場 修学旅行指導 学年 挑戦変化
教室 修学旅行指導 学年 挑戦変化

17 武道場 課題研究 学年 挑戦変化
武道場 課題研究 学年 挑戦変化

24 武道場 地歴科 社会科 挑戦変化地域貢献

武道場 地歴科 社会科 挑戦変化地域貢献

31 武道場 進路 12月～進路希望表準備 鈴木和子先生
３年ゼロ学期を認識し、進路実現の確実なスタートを切る意識を

もつ。 挑戦変化
教室 進路 学年 進路実現に向け、詳細な情報収集を行い、必要な知識を獲得する。 挑戦変化

27回 7 教室 進路 ３年部 3年生の動きを知り、進路実現の道筋を確実に描く。 挑戦変化
教室 進路 学年 挑戦変化

28回 14 教室 進路 40分 室伏・大庭 挑戦変化
教室 進路 40分 室伏・大庭 挑戦変化

29回 21 教室 進路 就職 面接練習 進学 受験勉強 担副 進路実現に向け、具体的準備をする。 挑戦変化
教室 進路 担副 1年次を振り返り、2年次の見通しを持つ。・進級後、すぐに就職、進学の選択ができるよう、準備する。 挑戦変化地域貢献

進路や将来について考える（就職進学その他）➊

17回

24回

25回

台湾修学旅行（まとめ・ポスター作成・発表準備）

台湾修学旅行（まとめ・ポスター作成・発表準備）

マイナビ進学フェスタ事前指導（外部）

平成31年度 ２年生「キャリアベーシック」ＣＣ「台湾学」年間計画 キャリア教育推進室20190408現在

1回

2回

3回

4回

5回

6回

７回

4

6

学年開き（学年主任、担任ビジョン等）
内容

台湾修学旅行（旅程把握、見通しをもつ）
基礎力診断テスト振り返り
進路課講話＆キャリアガイダンス
台湾修学旅行（グループ決め等）

インタビュー講座
台湾修学旅行（台湾基礎講座）
セルフプロデュース講座
台湾修学旅行（クラスコース決め）

マイナビ進学フェスタ
マイナビ進学フェスタ

5

第１回保護者生徒オリエンテーション

10

11

9

台湾修学旅行（まとめ・ポスター作成・発表準備）

台湾修学旅行（まとめ・ポスター作成・発表準備）

台湾修学旅行（まとめ・ポスター作成・発表準備）

台湾修学旅行 第３回生徒オリエンテーション
台湾修学旅行 第３回生徒オリエンテーション

台湾修学旅行（課題研究仮説・調査・研究）
台湾修学旅行（課題研究仮説・調査・研究）
進路経過確認

2

26回

18回

19回

20回

21回

2３回

15回

16回

10回

8回

9回 7

台湾修学旅行（課題研究テーマ決め）
台湾修学旅行（課題研究仮説・調査・研究）
台湾修学旅行（課題研究仮説・調査・研究）
台湾修学旅行（課題研究仮説・調査・研究）
台湾修学旅行（課題研究仮説・調査・研究）

台湾修学旅行 第１回生徒オリエンテーション
台湾修学旅行 第１回生徒オリエンテーション
台湾修学旅行（今後の流れ 夏休み課題説明）

台湾修学旅行（B＆Sコース決定）

台湾修学旅行発表会（ポスターセッション） 
台湾修学旅行発表会（ポスターセッション） 

主権者教育

台湾修学旅行（しおり綴じ込み、全体把握）
進路経過確認
台湾修学旅行（しおり読み込み・最終確認）
台湾修学旅行（しおり読み込み・最終確認）
台湾修学旅行結団式

11回

12回

13回
台湾修学旅行 第２回生徒保護者オリエンテーション

台湾修学旅行 第２回生徒保護者オリエンテーション

1

情報を収集、整理し、進路実現に向け、必要な

知識を獲得する。

根気強く調査研究を行い、継続する力、知識を

深める面白さを掴む。

調査結果を簡潔にまとめる力を養い、言語的

に、視覚的に、他者に分かりやすく表現、発信

する力を身に付ける。創意工夫する感性を養

う。

進路ガイダンス（昭栄広報）
進路ガイダンス（昭栄広報）

１年の振り返り

進路実現に向け、詳細な情報収集を行い、具体

的準備に着手する。

海外旅行の心得、準備事項を理解し、

修学旅行への意識付けを行う。
課題研究テーマ設定に向けた、準備を

始める。

仮説を立て、改題解決の道筋を見通しながら、

調査を行い、主体的に課題研究に取り組む姿勢

を身に付ける。

修学旅行の事務手続きに関する事項等を、保護

者生徒ともに、確実に把握し、日程等を共有、

確認する。

修学旅行の事務手続きに関する事項等を、保護者生徒と

もに、確実に把握し、日程等を共有、確認する。

しおりを作成し、全体の流れを確実に認識する。全旅程

を通しての動きを全体で共有し、イメージを構築する。

探究活動における学びの視点を再度確認し、現地で確認

したり、主体的に学びを獲得しようとする姿勢を養う。

行事を振り返り、学年で達成感を共有し、自己

肯定感をもつ。

探究活動の成果を他者に効果的に発信し、学び

の深化、変容を実感する。

主権者教育
進路講話
進路実現学習計画確認 就職用一般常識問題配布

３年担任講話
面接準備 受験勉強

台湾修学旅行解団式 
台湾修学旅行（振り返り）


