
∞進路通信 4 号∞ 
 2017 年 10 月 12 日（木）中高一貫部 進路指導部 

金木犀の甘い香りに誘われて、心も身体もふわふわと、中間試験を目前に、睡魔に襲われ

てしまいそう。 

そういう時は、タイマーを 15 分だけセットして、仮眠がお薦めです。また、体調が悪い

ときは、ダラダラと机に向かわずに、思い切ってしっかりと寝てしまいましょう。中間試

験が終わると、すぐに 3 年修学旅行、中学合唱祭と続きます。また、4 年文理選択、5 年

授業選択を決める大切な時期となります。6 年生は言わずもがなですね。 

そうした大切な時期に、皆さんの進路選択の一役になれればと思い、6 月に引き続き、進

路指導週間を計画しています。たくさんの方々にご協力をいただき、色々な企画を用意し

ていますので、是非、積極的に参加して、より自分に適した進路を見つけてください。 

 

進路指導週間 実施案 

     

期間；11 月 13 日（月）～18 日（土）［11 月 11 日（土）に一部実施] 

 

時程；平日 14：40～15：30（6 限終了 14：15）→企画①16：00～ 

土曜 13：30～15：00（4 限終了 12：00）→企画①13：30～ 

前土 14：00～15：30（4 限終了 12：40）→企画①14：00～ 

 

企画； ①卒業生との交流 

実習生や卒業生による進路や学校生活における個別相談等  

 ②理科プロジェクト 

大学講師を招いての理科実験等  

 ③国際交流 

英会話や異文化交流、留学アドバイザーを招いての短期・長期留学説明会  

 ④アカデミック体験授業 

各大学の専門の先生を招いての体験授業  

 ⑤大学説明会 

大学の入試担当者を招いての一般入試説明会等を開催  

 ⑥学生との交流 

看護学生や臨床心理を学ぶ院生との交流会  

 ⑦キャリア・インタビュー 

身近な人の話を聴いて、働くことの楽しさと現実を知ろう！  

 ⑧Arts 体験授業 

音楽・ダンス・美容等で心も身体もリフレッシュ  

 ⑨外部ガイダンス 

キャンパス見学や外部進学ガイダンスに参加しよう！ 

※企画③は保護者の方もご参加いただけます。希望される生徒は、3F 進路指導室前に資料

がありますので、必要事項を記入し、3F 進路指導室前の BOX まで提出してください。 



進路指導週間 開講予定講座 

企画 対象 協力 会場

①月～土 卒業生 進路指導室前

①月～金 情報科 5Fｺﾝﾋﾟｭｰﾀ室

②月1 3～6年生 東京海洋大 5F物理実験室

②月2 1～3年生 東京電機大 5F生物実験室

②火1 東洋大 5F物理実験室

②火2 3～6年生 東邦大 5F生物実験室

②水1 日本工業大 5F物理実験室

②水2 日本薬科大 5F生物実験室

②木1 日本工業大 5F物理実験室

②木2 ベネッセ 5F生物実験室

②金1 3～6年生 東邦大 5F物理実験室

②金2 東京農業大 5F生物実験室

②土 東京都市大 5F物理実験室

③月 生徒・保護者 ＩＳＡアイエスエイ 5Fｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ室

③火 生徒・保護者 ＩＳＡアイエスエイ 5Fｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ室

③水 生徒・保護者 ベネッセ 5Fｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ室

③木 生徒・保護者 ﾏﾚｰｼｱ留学ﾈｯﾄ 5Fｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ室

③金 生徒・保護者 ＯＫＣ交流ｾﾝﾀｰ 5Fｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ室

③土 生徒・保護者 HEC留学ｾﾝﾀｰ 5Fｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ室

④月 3～6年生 高千穂大 2F205予備室

④火 3～6年生 順天堂大 2F205予備室

④木 3～6年生 日本大 2F205予備室

④金 3～6年生 学研アソシエ 2F205予備室

⑤月 3～6年生 専修大 3F306予備室

⑤火 3～6年生 成蹊大 3F306予備室

⑤水 3～6年生 東海大 3F306予備室

⑤木 3～6年生 同志社大 3F306予備室

⑤金1 3～6年生 東洋大 3F306予備室

⑤金2 3～6年生 駿台予備校 2F206予備室

⑤土 4・5年生・保護者 東京成徳大学・短大 1FVホール

⑥水 東京成徳大学院 3F307予備室

⑥木 聖路加国際大 3F307予備室

⑦前土 筑波大学OB/OG 5F視聴覚室

⑦月 ハローワーク王子 3F307予備室

⑦火1 ANA全日本空輸 2F206予備室

⑦火2 防衛省自衛隊 2F207予備室

⑦水 オーストラリア大使館 2F205予備室

⑦木 近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ 2F206予備室

⑧月 洗足学園音楽大 6F武道場

⑧火1 東京工科大 2F208予備室

⑧火2 東京自動車大学校 1Fエントランス前

⑧水 資生堂美容専 2F206予備室

⑧金 1～3年生 武蔵野音大 6F音楽室

⑨前土 3～6年生 日本ドリコム 外部

⑨月1 大正大 外部

⑨月2 東京電機大 外部

⑨水 3～6年生 日本ドリコム 外部

⑨木 3～6年生 日本ドリコム 外部

外部進学ガイダンス（横浜） 横浜そごう（無料ﾊﾞｽ14：40一貫部発、現地解散,）

外部進学ガイダンス（川越） ウェスタ川越（無料ﾊﾞｽ14：40一貫部発、現地解散）

同志社大学説明会 同志社大学一般入試ガイダンス

キャリア・インタビュー 自分のやりたいことを考えるきっかけ作り

身だしなみを整える簡単テク伝授 自分でカットやドライヤーの使い方等

キャンパス見学ツアー 都バスで西巣鴨キャンパスへ（交通費自己負担）、現地解散

外部進学ガイダンス（新宿）

観光の勉強がしたい人、旅行好きな人も是非

働くことの楽しさと現実を知ろう

研究室を見てみよう！ 都バスで千住キャンパスへ（交通費自己負担）、現地解散

小型バイクのタイヤ＆マフラーの脱着作業 スーパーカ―「ランボルギーニ・ガヤルド」を展示

新宿エルタワー（無料ﾊﾞｽ13：30一貫部発、現地解散,）

東海大学説明会 東海大学一般入試ガイダンス

臨床心理を学ぶ院生との交流会 学校生活で悩んでいることはありませんか？

看護学生との交流会 看護師を目指している人は是非参加してください

防災講話 災害時の心構えや救命の現場紹介

声楽指導 中学合唱祭、最優秀賞狙います！

憧れの旅行業界で働きたい

併設大学・短大説明会 4年・5年生徒・保護者対象

成蹊大学説明会 成蹊大学一般入試ガイダンス

地理学科出前授業 移民の街ロサンゼルスを読む

コンピュータサイエンス体験 ゲームAIとディープラーニング

東洋大学一般入試ガイダンス東洋大学説明会

専修大学説明会 専修大学一般入試ガイダンス

やりたい仕事がある人もない人も是非

国際線CAに会いたい！ この秋、国内線から国際線に移った卒業生登場

大使館員のお仕事教えて！ キャリア15年の主席商務官が来校します

国公立大学説明会 詳細11/3横浜校・大宮校、11/26池袋校・千葉校へ

留学説明会 1年留学、短期留学を考えている生徒・保護者対象

日本史模擬授業 「平安京はいらなかった。古代の夢を喰らう中世」著者

小論文対策講座 大学入試になぜ小論文が重要なのか？！

米国大学進学説明会 米国大学進学を考えている生徒・保護者対象

マレーシア大学進学説明会 マレーシア大学進学を考えている生徒・保護者対象

オセアニア大学進学説明会 オセアニア大学進学を考えている生徒・保護者対象

異文化コミュニケーション領域 異文化コミュニケーションの射程

ハワイ大学進学説明会 ハワイ大学進学を考えている生徒・保護者対象

中学生対象理科教室 スマートフォンが支える未来の生命科学

薬剤師の仕事出張授業 病院で出される薬と店で買う薬はどう違うの？

米国大学進学説明会 米国大学進学を考えている生徒・保護者対象

生命圏環境科学科出張授業 光をつかって環境中の有害物質を検出する

食品安全健康学科出張授業 美肌と栄養

環境創生学科出張授業 都市の生態系ネットワークと緑の機能

生命科学部出張授業 スマホ顕微鏡でクマムシを見よう

化学系出張授業 化学が拓く医療の世界

物理系出張授業 磁石を使ってできる最先端の研究

理化学研究所元研修員が語る がん細胞の製薬開発の研究紹介

生物学科出張授業 ips細胞が切り開く再生医療の未来

卒業生による個別相談 各企画終了後。進路の事、学校生活の事、何でも相談してみよう

進路について調べよう インターネットを利用して、進路について調べてみよう

海洋工学に関する講義 海事英語の特殊性と普遍性

講座 内容

ヒップホップダンス体験 講師がすごいぞ。中高ダンス部員、必須！？

 
※講座内容の紹介を 3F 進路指導室前に掲示していますので、是非、チェックしてください。 



11/11（土）次の 2 講座から最大 1 つ選んでください 

企画⑦「キャリア・インタビュー」  企画⑨「進学ガイダンス（新宿） 

11/13（月）次の 10 講座から最大 3 つ選んでください 

企画①「進路について調べよう」 企画②1「海洋工学に関する講義」 

企画②2「中学生対象理科教室」  企画③「ISA 米国大学進学説明会」 

企画④「日本史模擬授業」 企画⑤「専修大学説明会」 

企画⑦「働くことの楽しさと現実を知ろう」 企画⑧「ヒップホップダンス体験」 

企画⑨1「大正大学キャンパスツアー」 企画⑨2「東京電機大学の研究室を見よう」 

11/14（火）次の 10 講座から最大 3 つ選んでください 

企画①「進路について調べよう」 企画②1「生命科学部出張授業」 

企画②2「生物学科出張授業」  企画③「1 年留学・短期留学説明会」 

企画④「異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの領域」 企画⑤「成蹊大学説明会」 

企画⑦1「国際線 CA に会いたい！」 企画⑦2「防災講話」 

企画⑧1「コンピュータサイエンス体験」 企画⑧2「小型ﾊﾞｲｸのﾀｲﾔ＆ﾏﾌﾗｰ脱着作業」 

11/15（水）次の 9 講座から最大 3 つ選んでください 

企画①「進路について調べよう」 企画②1「化学系出張授業」 

企画②2「薬剤師の仕事出張授業」  企画③「ﾍﾞﾈｯｾ米国大学進学説明会」 

企画⑤「東海大学説明会」 企画⑥「臨床心理を学ぶ院生との交流会」 

企画⑦「大使館員のお仕事教えて！」 企画⑧「身だしなみを整える簡単テク伝授」 

企画⑨「進学ガイダンス（横浜）」  

11/16（木）次の 9 講座から最大 3 つ選んでください 

企画①「進路について調べよう」 企画②1「物理系出張授業」 

企画②2「理化学研究所元研修員が語る」  企画③「マレーシア大学進学説明会」 

企画④「地理学科出張授業」 企画⑤「同志社大学説明会」 

企画⑥「看護学生との交流会」 企画⑦「憧れの旅行業界で働きたい」 

企画⑨「進学ガイダンス（川越）」  

11/17（金）次の 8 講座から最大 3 つ選んでください 

企画①「進路について調べよう」 企画②1「生命圏環境科学科出張授業」 

企画②2「食品安全健康学科出張授業」  企画③「オセアニア大学進学説明会」 

企画④「小論文対策講座」 企画⑤1「東洋大学説明会」 

企画⑤2「国公立大学説明会」 企画⑧「声楽指導（中学合唱祭企画）」 

11/18（土）次の 3 講座から最大 1 つ選んでください 

企画②「環境創生学科出張授業」 企画③「ハワイ大学進学説明会」 

企画⑤「併設大学・短大説明会」  

 

※選んでもらった中から調整し、今月中に確定します。希望する講座をできるだけ多く選ん

でください。1 つだけだと調整できなくなる可能性がありますので、ご協力お願いします。 



進路指導週間 受講希望調査 

  

こちらの用紙を 3F 進路指導室前の BOX に入れても良いですが、受講希望講座に関しては

Ciassi のアンケートに答えてもらえるとうれしいです［10/19（木）提出 or 入力〆切］。 

 

受講希望講座の番号を、1 日最大 3 つ（土曜日は 1 つ）まで記入してください（できるだ

け、３つ選んでもらえると、人数調整しやすくなりますので、ご協力ください）。 

また、面談日を考慮してください。少なくとも 1 講座は受講しましょう。 

 

日時 受講希望講座 

11/11（土） 

14：00～15：30 

企画   

11/13（月） 

14：40～15：30 

企画 企画 企画 

11/14（火） 

14：40～15：30 

企画 企画 企画 

11/15（水） 

14：40～15：30 

企画 企画 企画 

11/16（木） 

14：40～15：30 

企画 企画 企画 

11/17（金） 

14：40～15：30 

企画 企画 企画 

11/18（土） 

13：30～15：00 

企画   

上の空欄に企画番号①～⑨を記入してください。 

また、同じ企画があるとき（②1 と②2 など）、企画番号と 1or2 も記入してください。 

 

 

卒業生による個別面談は、各講座後（平日 16：00、土曜 13：30、前土 14：00）から行 

います。希望される人は、都合の良い日すべてに◎を記入してください。後日、調整して連

絡します。また、相談内容も可能な範囲で記入してください。 

 

11（土） 13（月） 14（火） 15（水） 16（木） 17（金） 18（土） 

 

 

      

 

 どんなことを相談したいですか？  

 

［                                       ］ 

 

あ     年     組     番 （氏名）                  

キ 

 

リ 

 

ト 

 

リ 


