
進路指導週間 受講希望調査 10 月 18 日（木） 

  

受講希望の講座№を、最大 6 つまで記入してください。ただし、受講可能となった場合は、

記入した講座を必ず受講して下さい（各講師の方々に事前に受講人数をお知らせします）。

10/22（月）までに、各担任へ提出してください。 

 

 

進路指導週間 11 月 12 日（月）～17 日（土） 

生徒 第 1 希望 第 2 希望 第 3 希望 第 4 希望 第 5 希望 第 6 希望 

講座№ 
 

 

     

平日 14：45～15：35、土曜 12：45～13：35 

 

上記の中から、最大    日の受講を希望します。 

 

 

あ     年     組     番 （氏名）                  

 

 

 

 

保護者の皆様 

 

11 月 12 日（月）～17 日（土）にかけて、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。

お子様の進路サポート体制の強化を図る目的で、保護者様がご参加出来るように準備して

おります。右面から裏面までの開講予定講座一覧をご覧いただき、ご興味、ご関心のある

講座がございましたら、お申込みください。なお、生徒同様、受講可能となった場合は、

記入した講座を必ず受講して下さい（各講師の方々に事前に受講人数をお知らせします）。 

なお、当日は、教職員口からご入場ください。その際、ネームシールをお取りください。 

中高一貫部 進路指導部長 吉川直樹 

 

 

保護者 第 1 希望 第 2 希望 第 3 希望 第 4 希望 第 5 希望 第 6 希望 

講座№ 
 

 

     

平日 14：45～15：35、土曜 12：45～13：35 

 

上記の中から、最大    日の受講を希望します。 

 

 

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

企画①個別相談・探究活動 

№・曜日 講座 内容 対象 

01・月

02・火

03・水

04・木

05・金

卒業生進路相談 

 

講座終了後 

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、輝いている先輩たちとの交流は、き

っと貴重な体験となるはずです。 

1～6 年

11・月

12・火

13・水

14・木

15・金

インターネット探究活動 5Ｆコンピ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 

曜日 講座 内容 対象 

21・月 都市生活学部体験授業 

東京都市大学 

大規模テーマパークのビジネスプランニ

ング 

1～6 年

22・水 獣医保健看護体験授業 

酪農学園大学 

とっても大切な仔犬のしつけ（ワンちゃ

ん帯同） 

1～6 年

23・水 精密機械システム体験 

ものつくり大学 

ものつくりのＡＢＣ、「ものづくり」につ

いてクイズを交えた参加型講座 

1～6 年

24・木 薬学部体験授業 

日本薬科大学 

錠剤に隠された工夫を知る〜錠剤の溶解

性について〜 

1～6 年

25・金 獣医学部獣医学科体験授業 

日本獣医生命科学大学 

動物の遺伝形質と遺伝病 1～6 年

 

企画③国際交流 

曜日 講座 内容 対象 

31・月 海外名門大学への近道 

Iae グローバルジャパン 

世界シェア No.2! 海外進学ノウハウを伝

授 

1～6 年

32・火 国際学科説明会 

東京成徳大学 

国際学科新設！入学半年後に 1 年留学 1～6 年

33・水 海外進学の基本第 2 弾 

ベネッセコーポレーション 

海外進学のポイント個別相談会（15 分） 

事前提出シートあり 

1～6 年

34・木 APU 説明会 

立命館アジア太平洋大学

日本人学生と留学生の「混ぜる教育」推

進中 

1～6 年

35・金 海外名門大学への進学・進

級保証プログラム ＯＫＣ 

併願校としての AUS・NZ 大学を提案。

卒業生がｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰとして来校！ 

1～6 年

36・土 マレーシア大学進学説明会 

マレーシア留学ネット 

マレーシアの大学を併願校の選択肢の 1

つに 

1～6 年



企画④アカデミック体験授業 

曜日 講座 内容 対象 

41・月 武士の誕生 

高千穂大学 

武士の成立（筑摩書房）の著者が語る 1～6 年 

42・火 『万葉集』の言語の世界 

二松学舎大学 

『万葉集』の言葉を通じて、古代人の世

界像を探る 

1～6 年 

43・火 観光学科体験授業 

東海大学 

テーマパークの構造やアトラクションの

配置など心理的に分析・研究 

1～6 年 

44・火 心理学のジェンダー考察 

大正大学 

心理学的な見地から男性と女性の違いや

人間一人一人の違いを考えてみましょう

1～6 年 

45・水 こころの色と多様性 

帝京科学大学 

～自分のこころに気づき、他者のこころ

に気づく～対人援助職について学ぶ 

1～6 年 

46・水 こんなに使える経済学 

西武文理大学 

何故当たらない宝くじを買うのか、結果

にコミットするダイエットが人気なのか

1～6 年 

47・木 女子限定、不審者対応 

防衛省自衛隊 

女性自衛官による不審者への適切な対応

伝授 

1～6 年 

女子 

48・金 こどもの造形遊びを知る 

こども教育宝仙大学 

幼児教育・保育の「表現」について学ぶ。

紙素材を使った造形遊びの事例を紹介。

1～6 年 

 

企画⑤進学説明会 

曜日 講座 内容 対象 

51・月 小論文対策講座 

学研アソシエ 

大学入試になぜ小論文が重要なのか？！ 3～6 年 

52・火 一般入試出願検討 

ベネッセコーポレーション 

駿ベネ模試の判定をもとに出願校を検討
※WEB サイトを利用、スマホ・iPad を持参 

5～6 年 

53・水 学習院大学説明会 

学習院大学 

学習院大学一般入試ガイダンス 

『学ぶ力は、未来を拓く』 

3～6 年 

54・水 ＡＯ・推薦入試のしくみ 

早稲田塾 

自分にあったスタイルを選んで挑戦しよ

う！卒業生チューターも来校します。 

3～5 年 

55・水 無料進学ｻﾎﾟｰﾄｺﾝﾃﾝﾂ紹介 

JS コーポレーション 

大学・短大・専門学校に自己アピールす

る新コンテンツについてご紹介します。

5～6 年 

56・木 

 

一般入試出願検討 

河合塾 

全統模試の判定をもとに出願校を検討 5～6 年 

57・木 2020 年度入試改革 

ベネッセコーポレーション 

2020 改革の最新の動きを紹介します 
※WEB サイトを利用、スマホ・iPad を持参 

1～4 年 

58・木 適学・適職診断 

マイナビ 

あなたのタイプや将来がわかる！ 
※WEB サイトを利用、スマホ・iPad を持参 

1～6 年 

59・金 理系国公立大学説明会 

駿台予備校 

お茶の水校、校舎長が最前線の情報を紹

介 

5～6 年 

 

受講希望講座の№（左端の 2 ケタの数字）を記入してください。 

企画⑥学生交流会 

曜日 講座 内容 対象 

61・月 臨床心理院生との交流会

東京成徳大学院 

毎週月曜日、相談員として来校していま

すので、気軽にお声かけください！ 

1～6 年

62・水 情コミの学びを知ろう 

明治大学 

情報コミュニケーション学科の院生と卒

業生が来校し、4 年間の学びを紹介 

1～6 年

63・土 昨年度入試を振り返る 

本校卒業生 

公募から一般入試まで 15 期生が集結 

勝利の方程式を見つけよう 

1～6 年

 

企画⑦キャリア・インタビュー 

曜日 講座 内容 対象 

71・月 幼稚園教諭の仕事 

帝京短期大学 

実際に幼稚園教諭として働いた経験を基

に、必要なちからなどをお伝えします 

1～6 年

72・水 MENSA 会員が贈る思考法

予備校講師・MENSA 会員

卒業生が MENSA 会員に！IQ クイズを

通して勉強に役立つ力を身に着けよう。 

1～6 年

73・金 目指せ起業家 

日本政策金融公庫 

ビジネスプランを金融のプロがアドバイ

ス。卒業生が仙台支社からサポート！ 

1～6 年

74・金 国際線 CA に会いたい！

ANA 

リクエストに応えて国際線で活躍する卒

業生 2 名が再び登場！ 

1～6 年

75・金 中国ビジネス最前線！ 

日本技術貿易株式会社 

卒業生が知的財産の仕事を紹介。中高サッカ

ー部で鍛え上げた精神力をフルに発揮。 

1～6 年

76・土 社会人との座談会 

拡大版 12：45～14：35

社会人から、高校時代の過ごし方や、大

学、会社で必要なことを聞いてみよう。 

1～6 年

 

企画⑧Ａｒｔｓ体験授業 

曜日 講座 内容 対象 

81・火 アスレティックトレーニング 

早稲田大学 

スポーツ科学部でなにを究め、なにを身

につけることができるか。体操着着用。 

1～6 年

82・金 声楽指導 

武蔵野音楽大学 

中学合唱祭、最優秀賞狙います！ 

特別審査委員が直接指導してくれます。 

1～3 年

 

企画⑨外部進学ガイダンス 

曜日 講座 内容 対象 

90・ 

前土 

進学相談会（新宿） 

日本ドリコム 

新宿 NS ビル B１階 13:00～17:00 

無料バスを使って相談会へ、現地解散 

3～6 年

91・火 進学相談会（大宮） 

日本ドリコム 

ソニックシティビル  B１階 15:00～18:30 

無料バスを使って相談会へ、現地解散 

3～6 年

 

Classi→校内グループ→「生徒用 進路指導部より」に講座関連のＵＲＬ貼り付け 


