
１年 場所 ２年 場所 ３年 場所 １年 場所 ２年 場所 ３年 場所

4月11日 月 各部オリエンテーション（１・２限） 体育館 評定平均値計算（１限目）学年集会（２限目） ＨＲ等 評定平均値計算（３限目）学年集会（４限目） ＨＲ等 各部オリエンテーション（１・２限） 体育館 評定平均値計算（１限目）学年集会（２限目） ＨＲ等 評定平均値計算（３限目）学年集会（４限目） ＨＲ等 4月11日 月

4月12日 火 宿題テスト（１・２限）３０分×３教科 ＨＲ 宿題テスト（１・２限）３０分×３教科 ＨＲ 宿題テスト（１・２限）３０分×３教科 ＨＲ キャリアパスポート回収・ステップアップシート記入（３・４限目） ＨＲ クレペリン検査（３限目）ＬＨＲ（４限目） ＨＲ クレペリン検査（３限目）Ｈａｎｄｙ進路指導室登録（４限目） ＨＲ 4月12日 火

4月13日 水 基礎力診断テスト・クレペリン検査オリエンテーション（１限目） ＨＲ クレペリン検査（２限目）みらいオリエンテーション（３限目） ＨＲ 4月13日 水

4月13日 水 ○ 入学記念セミナー 体育館 しごとウォッチング ＨＲ 個人面談／進路希望調査 ＨＲ 入学記念セミナー　＋　ＬＨＲ 体育館 学年独自 ＨＲ 学年独自 ＨＲ 4月13日 水

4月20日 水 ○ 探究①（オリエンテーション） 体育館 探究➊ ＨＲ Ｈａｎｄｙ進路指導室利用ガイダンス ＨＲ 前期生徒会役員選挙 ＨＲ 前期生徒会役員選挙 ＨＲ 前期生徒会役員選挙 ＨＲ 4月20日 水

4月27日 水 ○ 探究② ＨＲ 探究➋ ＨＲ 進路別集会① 視聴覚・武道場など 情報モラルセミナー 体育館 学年独自 ＨＲ Ｒ－ＣＡＰ ＨＲ 4月27日 水

5月2日 月 5月2日 月

5月11日 水 ○ デートＤＶ防止セミナー 体育館 みらいナビ学習 ＨＲ 小論文模試 ＨＲ デートＤＶ防止セミナー・基礎力診断テスト自己採点 体育館・ＨＲ 基礎力診断テスト自己採点・体育祭選手決め ＨＲ 基礎力診断テスト自己採点・体育祭選手決め・みらいナビ学習 ＨＲ 5月11日 水

5月19日 木 Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋオリエンテーション（テスト後） ＨＲ みらいセミナー事前指導（テスト後） 体育館 みらいセミナー事前指導（テスト後） 体育館 Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋオリエンテーション（テスト後）・体育祭選手決め ＨＲ みらいセミナー事前指導（テスト後） 体育館 みらいセミナー事前指導（テスト後） 体育館 5月19日 木

5月25日 水 ○ みらいナビ学習 ＨＲ みらいセミナー 体育館 みらいセミナー 体育館 学年独自 ＨＲ みらいセミナー 体育館 みらいセミナー 体育館 5月25日 水

6月1日 水 ○ 探究③ ＨＲ 探究➌ ＨＲ 進路別集会② 視聴覚・武道場など 北高祭１次企画 ＨＲ 北高祭１次企画 ＨＲ 北高祭１次企画 ＨＲ 6月1日 水

6月3日 金 6月3日 金

6月6日 月 実力診断テスト（１～４限） ＨＲ 実力診断テスト（１～４限） ＨＲ 実力診断テスト（１～４限） ＨＲ 実力診断テスト（１～４限） ＨＲ 6月6日 月

6月8日 水 ○ 基礎力診断テストふり返りと表彰 体育館 基礎力診断テストふり返りと表彰 体育館 基礎力診断テストふり返りと表彰 体育館 人権学習 ＨＲ 人権学習 ＨＲ 人権学習 ＨＲ 6月8日 水

6月15日 水 ○ インターンシップの紹介 体育館 修学旅行の説明・平和学習 武道場 Ｒ－ＣＡＰふり返り ＨＲ インターンシップ希望アンケート・母校への近況報告（手紙） ＨＲ 大学・専門・就職セミナー（外部） 武道場 自己ＰＲ作成講座 ＨＲ 6月15日 水

6月22日 水 ○ 北高祭企画 ＨＲ 科目登録説明会 体育館 小論文セミナー 武道場 科目登録説明会 体育館 北高祭企画 ＨＲ 北高祭企画 ＨＲ 6月22日 水

7月6日 水 進路別集会③（テスト後） 視聴覚・武道場 進路別集会③（テスト後） 視聴覚・武道場 7月6日 水

7月19日 火 面接指導②（３・４限） ＨＲ 面接指導②（３・４限）　放課後　職場見学事前指導 ＨＲ 7月19日 火

7月20日 水 面接指導③（３・４限） ＨＲ 面接指導③（３・４限） ＨＲ 7月20日 水

夏季休業中 保育所プール実習（希望者） 各保育所 オープンキャンパス 各大学 面接練習④（就職） 各教室 保育所プール実習（希望者） 各保育所 オープンキャンパス 各大学 面接練習④（就職） 各教室 夏季休業中

9月2日 金 インターンシップ行き先別指導（放課後） 各会場 インターンシップ行き先別指導（放課後） 各会場 9月2日 金

9月7日 水 ○ インターンシップ履歴書作成 ＨＲ 小論文模試 ＨＲ 面接練習⑤ ＨＲ インターンシップ履歴書作成 ＨＲ 修学旅行班決め／ホテル部屋割り決め ＨＲ 面接練習⑤ ＨＲ 9月7日 水

9月14日 水 ○ インターンシップ事前指導 体育館・視聴覚 探究➍ ＨＲ 受験報告書・内定礼状の書き方 ＨＲ インターンシップ事前指導 体育館・視聴覚 学年独自 ＨＲ 学年集会（進路激励講話） 武道場 9月14日 水

9月16日 金 9月16日 金

9月21日 水 ○ 基礎力診断テスト自己採点 ＨＲ 基礎力診断テスト自己採点 ＨＲ 自動車学校説明会 体育館 後期クラス役員決め・北高祭２次企画 ＨＲ 後期クラス役員決め・北高祭２次企画 ＨＲ 後期クラス役員決め・北高祭２次企画 ＨＲ 9月21日 水

9月28日 水 ○ 大学・専門・就職講話 体育館 修学旅行準備／しおり作成 ＨＲ 環境セミナー 武道場 インターンシップ履歴書（清書） ＨＲ 修学旅行準備／しおり読み合わせ ＨＲ 学年独自 9月28日 水

10月4日 火 インターンシップ直前指導（５限目） 体育館 修学旅行結団式（ＡМ） 体育館 インターンシップ行先別指導（５限後） 各会場 修学旅行結団式（ＡМ） 体育館 10月4日 火

10月5日 水 ○ 10月5日 水

10月6日 木 ○ 10月6日 木

10月7日 金 ○ 10月7日 金

10月11日 火 インターンシップ礼状作成（１・２限） ＨＲ インターンシップ礼状作成（１・２限） ＨＲ 10月11日 火

10月12日 水 ○ 基礎力診断テストふり返りと表彰 体育館 基礎力診断テストふり返りと表彰 体育館 金融・年金・保険セミナー 武道場 後期生徒会役員選挙 体育館 後期生徒会役員選挙 体育館 後期生徒会役員選挙 体育館 10月12日 水

10月26日 水 ○ ３年先輩講話 ＨＲ ３年先輩講話 ＨＲ 後輩へのメッセージ作成 ＨＲ 北高カイゼンミーティング ＨＲ 北高カイゼンミーティング ＨＲ 北高カイゼンミーティング ＨＲ 10月26日 水

11月2日 水 ○ 探究④ ＨＲ 探究➎ ＨＲ メイク・スーツ着こなしセミナー 体育館・武道場 北高祭の準備 ＨＲ 北高祭の準備 ＨＲ 北高祭の準備 ＨＲ 11月2日 水

11月9日 水 11月9日 水

11月16日 水 ○ 探究⑤ ＨＲ 探究➏ ＨＲ マナーアップセミナー 体育館 学年独自 学年独自 マナーアップセミナー 各教室 11月16日 水

11月30日 水 ○ 人権講演会 体育館 人権講演会 体育館 人権講演会 体育館 人権講演会 体育館 人権講演会 体育館 人権講演会 体育館 11月30日 水

12月22日 木 ○ ２限授業＋進路ガイダンス（ＡＭ） 各教室 分野別見学会（ＡМ） 各地 ２限授業＋性教育セミナー 武道場 ２限授業＋進路ガイダンス（ＡＭ） 各教室 分野別見学会（ＡМ） 各地 ２限授業＋性教育セミナー 武道場 12月22日 木

1月11日 水 ○ ことばの花束　説明 ＨＲ 献血セミナー 武道場 社会生活についての学習 ＨＲ ことばの花束① ＨＲ 学年独自 学年独自 1月11日 水

1月18日 水 ○ 探究⑥ ＨＲ 面接セミナー・面接練習① 体育館／ＨＲ ３年間の振り返りと「７つの力」アンケート 武道場 ことばの花束② ＨＲ 面接練習① ＨＲ いじめアンケート等 ＨＲ 1月18日 水

1月25日 水 ○ 卒業生セミナー ＨＲ 履歴書・志望理由書作成セミナー 体育館／ＨＲ 卒業生セミナー ＨＲ 履歴書・志望理由書作成 ＨＲ 1月25日 水

1月26日 木 1月26日 木

1月31日 火 生指・進路講話（テスト終了後） 武道場 入社・研修等のアンケート ＨＲ 1月31日 火

2月1日 水 2月1日 水

2月8日 水 ○ ことばの花束③ ＨＲ 金融講話 体育館 学年独自 学年独自 2月8日 水

2月10日 金 2月10日 金

2月15日 水 ○ みらいナビ学習 ＨＲ 求人票・募集要項の見方 ＨＲ クラスマッチ選手決め ＨＲ クラスマッチ選手決め ＨＲ 2月15日 水

2月22日 水 ○ 探究⑦ ＨＲ 探究➐ ＨＲ 学年独自 主権者教育 ＨＲ 2月22日 水

3月13日 月 3月13日 月

3月14日 火 3月14日 火

3月15日 水 薬物乱用防止セミナー 体育館 薬物乱用防止セミナー 体育館 北高カイゼンミーティング報告 体育館 北高カイゼンミーティング報告 体育館 3月15日 水

3月16日 木 3月16日 木

3月17日 金 3月17日 金

進路指導部管轄 教務・総務部管轄 生徒指導部管轄 生徒会管轄 保健部管轄

ＳＳＴ関係 人権学習 インターンシップ関係 修学旅行関係 面接・小論文関係

三重県立桑名北高等学校

３
学
期

基礎力診断テスト③（１～４限） 基礎力診断テスト③（１～４限）

平常授業 平常授業

新年度の０学期指導・ステップアップシート作成・「７つの力」アンケート（１限）

2月24日～3月3日 学年末考査　  ※３月１日は卒業式 学年末考査　  ※３月１日は卒業式

基礎力診断テストふり返りと表彰／ＧＴＺレベル別学習会

みらいふり返りとみらいアンケート（ＡＭ）

クラスマッチ（ＡＭ）

（自宅学習）

基礎力診断テスト表彰／ＧＴＺレベル別学習会

12月5日～9日

10月18日～21日

○ｍｉｅ！！みらいのトビラ（ＡМ）　　四日市ドーム ○ｍｉｅ！！みらいのトビラ（ＡМ）　　四日市ドーム

11月10日～11日

期末考査

中間考査（テスト最終日　１年　校外清掃活動）

３限　　＋　　北高祭の準備

北高祭

（自宅学習）

新年度の０学期指導・ステップアップシート作成・「７つの力」アンケート（１限）

クラスマッチ（ＡＭ）

みらいふり返りとみらいアンケート（ＡＭ）

卒業考査

卒業考査 卒業考査

卒業考査

短縮４限授業

短縮４限授業

（放課）

平常授業 平常授業

２
学
期

令和４年度　  みらい・ＬＨＲを中心としたキャリア教育年間計画（案）

実施日／内容

み
ら
い
枠

５限目　　みらい

インターンシップ

平常授業

（放課）

遠足

１
学
期

5月16日～19日

体育祭（雨天等による中止の際は、１・２年実力診断テスト（１～４限）を実施）　　　※６月６日は体育祭予備日

基礎力診断テスト①（１～４限）

6月30日～7月6日 期末考査

（放課）

基礎力診断テスト②（１～４限） 平常授業 基礎力診断テスト②（１～４限）

午前中授業午前中授業

マラソン大会（予備日なし） マラソン大会（予備日なし）

修学旅行
（放課）（放課）

修学旅行

平常授業

遠足

インターンシップ

2月24日～3月3日

令和4年4月1日

実施日／内容

5月16日～19日

6月30日～7月6日

10月18日～21日

11月10日～11日

12月5日～9日

平常授業

６限目　　ＬＨＲ

短縮４限授業

（放課）

中間考査

平常授業 平常授業

短縮４限授業


