
∞進路通信「進路指導週間」∞ 
 2018 年 5 月 10 日（木）中高一貫部 進路指導部 

 

中間試験まで 2 週間を切りました。学校生活で最も大切なのは、毎日の授業です。その授

業への取り組みの成果を計る最大のものが、定期試験となります。しっかりと準備をして、

中間試験にのぞんでください。また、どんなテストでも、受験前より受験後が更に大切と

なります。きちんと解き直しを行い、次につなげていきましょう。 

6 月と 11 月に、担任と生徒による二者面談を行う面談週間が予定されています。この期

間に、進路についての様々な企画を面談と併行して実施します。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。 

 

     

期間；第 1 回[6/11（金）～16 日（土）]、第 2 回[11/12（月）～17（土）] 

 

時程；平日 14：45～15：35（6 限終了 14：15） 

土曜 13：30～14：20（4 限終了 12：00） 

 

企画； ①個別相談・探求活動 

実習生や卒業生による個別相談やインターネットによる探究活動 

 ②理科プロジェクト 

大学講師を招いての理科実験や最先端の研究紹介  

 ③国際交流 

留学アドバイザーを招いての短期・長期留学と海外進学説明会  

 ④アカデミック体験授業 

大学や業界の専門家を招いての講義や学力向上のヒントを紹介  

 ⑤進学説明会 

大学や予備校の担当者を招いての大学紹介や入試動向の説明会  

 ⑥学生交流会 

臨床心理を学ぶ院生、教育サークルの学生との交流や卒業生を交えての入試報告

  ⑦キャリア・インタビュー 

社会で活躍する人や卒業生の話を聴いて、将来の進路を考えよう  

 ⑧Arts 体験授業 

音楽・美術・スポーツ等を通じて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、外部進学ガイダンスや業者主催の体験授業を校内で実施 

 

申込；5/17（木）に受講希望票を配布します［5/21（月）〆切］。 

   生徒の皆さんは、各クラスの面談日以外の曜日から必ず１講座以上希望してください。 

   また、多くの講座で保護者のご参加も可能ですので、ご興味・ご関心の講座がござい

ましたら、是非、お申込みください。 

 



全 52 講座を企画ごとに紹介します。企画№は企画番号と開催される曜日を表しています。

また、3Ｆ進路指導室前に各講座の関連資料を掲示していますので、そちらもご覧ください。 

 

企画①個別相談・探究活動 

企画№ 講座 内容 対象 

月～金 実習生・卒業生進路相談 

 

15：40～16：30 

進路から学校生活まで、何でも相談して

ください。今の君たちと同じように、中

高 6 年間で色々と悩み、それを乗り越え、

今、輝いている（輝きつつある）先輩た

ちとの交流は、きっと貴重な体験となる

はずです。各講座終了後、事前予約なし 

1～6 年 

月～金 インターネット探究活動 5Ｆｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ室を利用しての進路探究 1～6 年 

企画②理科プロジェクト 

企画№ 講座 内容 対象 

②月 1 生命科学を促進する 

スマートフォンアプリ 

植物情報を競い合って集めよう 

協力：東京電機大学 

1～3 年 

保護者可 

②月 2 機械工学系体験授業 人間とﾛﾎﾞｯﾄが共存する未来の作り方 

協力：工学院大学 

4～6 年 

保護者可 

②水 1 環境創生学科体験 都市の生態系ﾈｯﾄﾜｰｸと緑の機能 

協力：東京都市大学 

1～6 年 

保護者可 

②水 2 ｽﾏﾎ顕微鏡実験 

・３Ｄﾌﾟﾘﾝﾀｰ体験 

驚異的な耐性をもつｸﾏﾑｼについて学ぶ 

協力：東洋大学 

4～6 年 

保護者可 

②木 磁石の不思議 磁石に触れながら最先端の研究紹介 

協力：日本工業大学  

1～6 年 

保護者可 

②金 DNA のアガロースゲル

電気泳動 

DNA のｱｶﾞﾛｰｽｹﾞﾙ電気泳動を体験 

協力：日本工業大学 

1～6 年 

保護者可 

企画③国際交流 

企画№ 講座 内容 対象 

③月 マレーシア進学説明会 夏休みﾏﾚｰｼｱ大学を見学会の紹介等 

協力：マレーシア留学ネット 

1～6 年 

保護者可 

③火 ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・NZ 進学説明会 国公立大学卒業保障プログラムの紹介 

協力：ＯＫＣ 

1～6 年 

保護者可 

③水 サマーキャンプ説明会 まだ間に合う、この夏の短期留学を紹介 

協力：iae グローバルジャパン 

1～6 年 

保護者可 

③木 海外進学の基本 ゼロから分かる！海外進学のポイント 

協力：ベネッセコーポレーション 

1～6 年 

保護者可 

③金 米国進学実現に向けて 世界基準の進路選択と実現に向けた準備 

協力：ＩＳＡアイエスエイ 

1～6 年 

保護者可 

③土 世界の海外大学の紹介 世界ｼｪｱ№2 の業者が世界の大学を紹介 

協力：iae グローバルジャパン 

1～6 年

保護者可 



企画④アカデミック体験授業 

企画№ 講座 内容 対象 

④水 中学科学を好きになろう 理科を楽しく学べるコツを伝授 

協力：池末翔太 5 期生 

1～3 年

保護者可 

④木 言語聴覚学科体験 森山ひので 15 期生、ﾋﾞﾃﾞｵﾒｯｾｰｼﾞで参加 

協力：国際医療福祉大学 

3～6 年 

保護者可 

④金 1  小論文対策講座 大学は志望理由書のここを見ている！ 

協力：学研アソシエ 

3～6 年 

保護者可 

④金 2  ことばの不思議 翻訳等の経験から言葉の魅力を伝えます 

協力：野中大輔 1 期生 

1～6 年 

保護者可 

調整中 心理学体験授業 心理士が国家資格になり、人気急上昇！ 

協力：大正大学 

1～6 年

保護者可 

企画⑤進学説明会 

企画№ 講座 内容 対象 

⑤月 1 東京成徳大学説明会 十条ｷｬﾝﾊﾟｽ見学会 6/17 に参加しよう 

協力：東京成徳大学 

1～6 年 

保護者可 

⑤月 2 同志社大学説明会 同志社から全大学の入試動向を読み取る 

協力：同志社大学 

3～6 年 

保護者可 

⑤月 3 防衛大学・医科大説明会 ９月推薦入試・１１月一般入試に向けて 

協力：防衛省自衛隊 

1～6 年 

保護者可 

⑤火 学習院大学説明会 大学の紹介と推薦入試制度の説明 

協力：学習院大学 

3～6 年

保護者可 

⑤水 文系早慶対策講座 早慶の入試動向と文系英語の出題傾向 

協力：駿台予備校 

3～6 年

保護者可 

⑤木 1 実践女子大学説明会 文学、人間社会学、生活科学の人気上昇 

協力：実践女子大学 

3～6 年

保護者可 

⑤木 2 ＡＯ・公募制推薦説明会 ＡＯ入試や公募制推薦の基礎の基礎 

協力：河合塾 

3～6 年 

保護者可 

⑤金 1 理系国公立大学説明会 地方にも視野を広げて大学選びをしよう 

協力：電気通信大学 

3～6 年 

保護者可 

⑤金 2 2020 年度入試改革 2020 改革とポートフォリオ作成 

協力：ベネッセコーポレーション 

1～4 年 

保護者可 

企画⑥学生交流会 

企画№ 講座 内容 対象 

⑥月 臨床心理院生との交流会 学校生活の悩みなど気軽に相談してね 

協力：東京成徳大学院 

1～6 年 

⑥土 1 昨年度入試を振り返る 

勝利の方程式を見つけよう 

公募から一般入試まで 15 期生が集結 

協力：本校卒業生 15 期生 9 名 

1～6 年 

⑥土 2 現役学生による相談会 東大・早大生を中心とした相談会 

協力：教育系イベントサークル AXIS 

1～6 年 



企画⑦キャリア・インタビュー 

企画№ 講座 内容 対象 

⑦火 1 目指せ起業家 ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝを金融のﾌﾟﾛがﾞｱﾄﾞﾊﾞｲｽ 

協力：日本政策金融公庫 

1～6 年 

保護者可 

⑦火 2 目指せ理系女子！ 農工大を出て研究職に就かなかった理由 

協力：佐々木あかり 10 期生 

1～6 年 

保護者可 

⑦火 3 公務員の仕事紹介 姉弟そろって板橋区役所に就職（祝） 

協力：矢萩奈津美 5 期生・一弥 8 期生 

1～6 年 

保護者可 

⑦木 1 インフルエンサーの実情 敏腕ﾌﾟﾗﾝﾅｰが新職業を紹介 

協力：野中祥平 5 期生 

1～6 年 

保護者可 

⑦木 2 学校の勉強は無駄じゃない 文化構想学部からｴｺﾗｯﾀの保険会社へ 

協力：高橋里奈 5 期生 

1～6 年 

保護者可 

⑦金 1 作業療法士の一日 超高齢化社会を生きる君たちに 

協力：駒木根麻子 4 期生 

1～6 年 

保護者可 

⑦金 2 東京大学大学院への道 私大から東大大学院理学系研究科への道 

協力：清水優太朗 9 期生 

1～6 年 

保護者可 

⑦土 キャリア・インタビュー 

拡大版 13：30～15：30 

3 回連続で開催。今回も講師陣が凄い！ 

協力：筑波大学ＯＢ・ＯＧ等 

1～6 年 

保護者可 

調整中 世界に求められる資質 世界を飛びまわる商社で働く人の見解 

協力：星野翔 4 期生 

1～6 年 

保護者可 

企画⑧Ａｒｔｓ体験授業 

企画№ 講座 内容 対象 

⑧火 キャラクター創作演習 即興で擬人化キャラクターをつくろう 

協力：宝塚大学・中里智美 5 期生 

1～6 年 

保護者可 

⑧水 ブランドデザイン講座 ロゴマークをデザインしよう 

協力：横浜美術大学 

1～6 年 

保護者可 

調整中 正しいストレッチ法 柔軟性の向上や怪我の予防 

協力：日本体育大学 

3～6 年 

保護者可 

企画⑨外部進学ガイダンス 

企画№ 講座 内容 対象 

⑨水 1 進学相談会 

（新宿ＮＳビル） 

無料バスを使って相談会へ、現地解散 

協力：栄美通信 

3～6 年 

保護者可 

⑨火 

⑨水 2 

⑨木 1 

⑨木２ 

⑨木３ 

⑨金 1 

⑨金 2 

⑨金 3 

理工系分野体験授業 

幼児教育系分野体験授業 

経済経営系分野体験授業 

栄養系分野体験授業 

看護系分野体験授業 

スポーツ系分野体験授業 

理学療法系分野体験授業 

国際系分野体験授業 

ものつくり大学 

東京未来大学 

東京経済大学 

城西大学 

西武文理大学 

国際武道大学 

帝京平成大学 

西武文理大学 

ＪＳコーポレーシ

ョン協力の体験型

の講座です。 

志望分野別になっ

ていますので、進路

が決まっていない

人にもお勧めです。 

1～6 年 

保護者可 



進路指導週間① 受講希望調査［5/17（木）配布予定］ 

  

受講希望講座の企画№を、1 日最大 3 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、人数調整がしやすくなりますので、ご協力ください）。 

企画№（企画番号①～⑨と開催曜日）を記入してください（同じ企画の同曜日があるとき

は、②水 1 と②水 2 などと記入）。5/21（月）までに、各担任へ提出してください。 

 

 

生徒 6/11（月） 6/12（火） 6/13（水） 6/14（木） 6/15（金） 6/16（土） 

第 1 希望  

 

     

第 2 希望  

 

     

第 3 希望  

 

     

平日 14：45～15：35、土曜 13：30～14：20（一部 15：30） 

 

 

あ     年     組     番 （氏名）                  

 

 

 

保護者の皆様 

6 月と 11 月に、担任と生徒による二者面談を行う面談週間が予定されています。この期

間に、進路についての様々な企画を面談と併行して実施します。前回は、留学説明会のみ

で、保護者様のご参加を受け付けましたが、お子様の進路サポート体制の強化を図る目的

で、多くの講座で保護者様がご参加出来るように準備しております。別紙の進路通信をご

覧いただき、ご興味、ご関心のある講座がございましたら、是非、お申込みください。 

なお、当日は、教職員口からご入場ください。その際、ネームプレートをご持参ください。 

中高一貫部 進路指導部長 吉川直樹 

 

保護者 6/11（月） 6/12（火） 6/13（水） 6/14（木） 6/15（金） 6/16（土） 

第 1 希望  

 

     

第 2 希望  

 

     

第 3 希望  

 

     

平日 14：45～15：35、土曜 13：30～14：20（一部 15：30） 

 

 

あ（保護者氏名）            （保護者氏名）                 


