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【町高ｶﾘｷｭﾗﾑ・ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ委員会】 
  

    校 長 
    副校長 
    企画調整会議【第１部会】 
  ・教務部主任 
  ・生活指導部主任 
  ・進路指導部主任 
  ・調査研究・研修部主任 
  ・教育情報部主任 
  ・１学年主任 
  ・２学年主任 
  ・３学年主任 
  ・経営企画室 
  ・主幹教諭 

    教科主任会【第２部会】 
  ・各教科の主任 
  ・教務部担当者 



カリキュラム・マネジメントの三つの側面 

①教科横断的な視点 
 各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校の教育
目標を踏まえた教科横断的な視点で、その目標の達成に
必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。  
②PDCAサイクルの確立 
 教育内容の質の向上に向けて、子供たちの姿や地域の現
状等に関する調査や各種データ等に基づき、教育課程を
編成し、実施し、評価して改善を図る一連のPDCAサイクル
を確立すること。  
③人的・物的資源等の効果的な組み合せ 
 教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地
域等の外部の資源も含めて活用しながら効果的に組み合
わせること。 
 

カリキュラム・マネジメントの三つのアプローチ 



カリキュラム・マネジメントの三つの側面 

①学校の教育目標 
②目標や基本方針の地域や家庭との共有 
③家庭や地域との連携・協同策の具体化 
④生徒や地域の実態把握 
⑤教育活動を支える学校運営の充実 
⑥年間指導計画、単元や授業ごとの指導案 
⑦教科等間の関連付け 
⑧総合的な学習の時間の目標や内容 
⑨その他 
 

学校経営計画のグランドデザインの作成 
 



カリキュラム・マネジメントの三つの側面 

①｢何ができるようになるか」 （育成を目指す資質･能力） 
  【第１款 高等学校教育の基本と教育課程の役割】 
②「何を学ぶか」 
  （教科等を学ぶ意義と、教科等間・学校段階間のつながりを踏まえた 
 教育課程の編成）【第２ 款教育課程の編成】 
③「どのように学ぶか」（各教科等の指導計画の作成と実施、学習・指導の
改善・充実）【第３款 教育課程の実施】 
④「子供一人一人の発達をどのように支援するか」 
 （子供の発達を踏まえた指導）【第５款 生徒の発達の支援】 
⑤「何が身に付いたか」 （学習評価の充実） 
【第３ 学習評価 第４款 単位の修得及び卒業の認定】 
⑥「実施するために何が必要か」 
 （学習指導要領等の理念を実現するために必要な方策）  
【第６款 学校運営上の留意事項】 
⑦その他【第７款 道徳教育に関する配慮事項】 

新学習指導要領の構造とカリキュラム・マネジメント 
～カリキュラム・マネジメントのチェックリスト ～ 
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参照（平成28年5月10日教育課程部会 
教育課程企画特別部会資料５） 

人間と
社会・
道徳 

 
          

各教科 

◆各教科の特質に応じ育まれ
る見方や考え方を働かせた学
びを通じて、教科相互の関連
性を視野に入れながら、資質･
能力を育成 

総合的な
学習の
時間[探
究の時
間] 

◆学校が育成すべき資質･能力を踏まえて教育目
標を設定（学校教育目標と直接的につながる） 
 
◆各教科の見方や考え方を総合的に活用し、自ら
問いを見出し探究することを通じて資質･能力を育
成 

特別活
動 

◆学習の基盤となる学校生活全体の基盤づくりと、
自分の生活やキャリアに学びをどう生かすかという
振り返り 
◆各教科の見方や考え方を総合的に活用し、望ま
しい集団活動を通じて資質･能力を育成 

◆価値の理解を深める学習、選択・行動に関する能力を育成する学習、体験活動などを通して、
道徳性を養い、判断基準（価値観）を高めることで、社会的現実に照らし、よりよい生き方を主体的
に選択して行動する力を育成 

◆関連する教科等の見方や考え方を働かせた学びを促進するなど、教育課程
との関連を図る 

教育課程外の教育活動 

家庭・地域等 

◆学校教育目
標や育成すべき
資質･能力を家
庭･地域等とも

共有 

◆教育課程の
実施にあたり連

携･協働 

◆教育課程外
の教育活動の
実施にあたり連

携･協働 

◆学校教育以
外の多様な教
育活動の機会を

提供 

①学校教育目標と、それに基づき育成すべき資質･能力を設定し、それらを踏まえて、教科横断的な視点で教育
課程を編成 
②教科を越えた学校内の連携や地域等との連携を図りながら、教育課程の内容と人的･物的資源等を効果的に
組み合わせて実施 
③実施状況に関する各種調査やデータ等を踏まえつつ、教育課程を評価し改善 

学校教育目標と、それに基づき育成すべき資質・能力の設定 

（平成28年5月10日教育課程部会 
教育課程企画特別部会資料５） 
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①各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学
校の教育目標を踏まえた教科横断的な視点で、そ
の目標の達成に必要な教育の内容を組織的に配
列していくこと。  
②教育内容の質の向上に向けて、子供たちの姿や
地域の現状等に関する調査や各種データ等に基
づき、教育課程を編成し、実施し、評価して改善を
図る一連のPDCAサイクルを確立すること。  
③.教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資
源等を、地域等の外部の資源も含めて活用しなが
ら効果的に組み合わせること。 
 

カリキュラム・マネジメントの3つのアプローチ 

学校経営計画のグランドデザインの作成 

①学校の教育目標 
②目標や基本方針の地域や家庭との共有 
③家庭や地域との連携・協同策の具体化 
④生徒や地域の実態把握 
⑤教育活動を支える学校運営の充実 
⑥年間指導計画、単元や授業ごとの指導案 
⑦教科等間の関連付け 
⑧総合的な学習の時間の目標や内容 
⑨その他 

新学習指導要領の構造とカリキュラム・マネジメント 

①｢何ができるようになるか｣(育成を目指す資質･能力) 

②「何を学ぶか」（教科等を学ぶ意義と、教科等間・
学校段階間のつながりを踏まえた教育課程の編成） 
③「どのように学ぶか」（各教科等の指導計画の作成
と実施、学習・指導の改善・充実） 
④「子供一人一人の発達をどのように支援するか」
（生徒の発達を踏まえた指導） 
⑤「何が身に付いたか」（学習評価の充実） 
⑥「実施するために何が必要か」（学習指導要領等
の理念を実現するために必要な方策）⑦その他 

◆学校教育目標と、それに基づき育成すべき資質･能力を設
定し、 

それらを踏まえて、教科横断的な視点で教育課程を編成 

◆教科を越えた学校内の連携や地域等との連携を図りなが
ら、教 

育課程の内容と人的･物的資源等を効果的に組み合わせて
実施 

◆実施状況に関する各種調査やデータ等を 
踏まえつつ、教育課程を評価し改善 

都立町田高等学校 カリキュラム・マネジメント校内研修資料   H29年9月～H30年7月 

各教
科 

◆各教科の特質に応じ育まれ
る見方や考え方を働かせた学
びを通じて、教科相互の関連
性を視野に入れながら、資質･
能力を育成 

総合的
な学習
の時間
[探究の
時間] 

◆学校が育成すべき資質･能力を踏まえて教育目
標を設定（学校教育目標と直接的につながる） 
◆各教科の見方や考え方を総合的に活用し、自ら
問いを見出し探究することを通じて資質･能力を育
成 

特別活
動 

◆学習の基盤となる学校生活全体の基盤づくりと、
自分の生活やキャリアに学びをどう生かすかという
振り返り 
◆各教科の見方や考え方を総合的に活用し、望ま
しい集団活動を通じて資質･能力を育成 

人間と
社会・
道徳 

◆価値の理解を深める学習、選択・行動に関する能力を育成する学習、体験活動などを通して、道
徳性を養い、判断基準（価値観）を高めることで、社会的現実に照らし、よりよい生き方を主体的に選
択して行動する力を育成 

◆関連する教科等の見方や考え方を働かせた学びを促進するなど、教育課程
との関連を図る 

教育課程外の教育活動 

家庭・地域等 

◆学校教育目
標や育成すべ
き資質･能力を
家庭･地域等と
も共有◆教育
課程の実施に
あたり連携･協
働◆教育課程
外の教育活動
の実施にあたり
連携･協働◆学
校教育以外の
多様な教育活
動の機会を提

供 

 
          

参照（平成28年5月10日教育課程部会 
教育課程企画特別部会資料５） 

①学校教育目標と、それに基づき育成すべき資質･能力を設定し、それらを踏まえて、教科横断的な視点で教育課程を編成 
②教科を越えた学校内の連携や地域等との連携を図りながら、教育課程の内容と人的･物的資源等を効果的に組み合わせ
て実施 
③実施状況に関する各種調査やデータ等を踏まえつつ、教育課程を評価し改善 

学校教育目標と、それに基づき育成すべき資質・能力の設定 

これからの社会を逞しく生きる将来のリーダーとしての人間力の向上 

①伝統を継承し、高みを目指す次代を切り拓く町高生の育成 

②大学生・社会人となっても伸びる人づくり、社会のﾘｰﾀﾞｰとして活躍・貢献できる人づくり 

③生徒の能力を引き出し、難関国立大学・国公立大学･難関私大学等への進路実現をより確かなものへ 

■方向性１  「自主自律」 「文武両

道」 「伝統と創造」の追求と実践 

○自ら進んで積極的に取組む実践力、リー

ダー性、自律心や倫理観を育成 

○自ら学び学習習慣を定着させ、部活動・学校

行事等に積極的に取組む自立心を育成 

○伝統の継承と発展、創造性を追求 

■方向性２  基礎力,思考力,実践力

などの世界に通用する２１世紀型能力

の育成 
○知識・技能を習得させ、思考力・判断力・

表現力等の能力を育成し、学びに向かう

力･主体性･意欲などを涵養 

○教養を深め、学問の魅力の追求と探究心

を育成 

■方向性３  町高進路指導システ
ムの発展・成長へ向けた確立とチー
ム力による確かな進路指導の実践 

○キャリア形成と自らの進路の開拓 

○分析・評価を重視した計画的な進路指導 

  （ＰＤＣＡサイクルの実践） 

○進路指導部と学年との強固な連携 

○難関国立大学・国公立大学・難関私立大

学等の倍増 

～グランドデザイン～進化する町高へ～ 



■本校の概要 

   ～不滅の伝統、高みを目指す学校～ 
１ 町高グランドデザイン 
  「これからの社会を逞しく生きる将来のリーダーとしての人間力の向上」 
２ 愉快で充実した楽しい学校生活の実現 
３ 教育理念の追求 
  「自主自律」、「文武両道」、「伝統と創造」を追求できる生徒  
  の育成 
４ グランドデザインによる教育活動（一部） 
  ①アクティブラーニングによる授業実践（H28年度から指定校） 
  ②調査探究活動  ③言語活動の推進(読書活動､論述等) 
  ④国際交流事業(海外語学研修､長期･短期の留学等) 
  ⑤教養教育(見方･考え方･価値観､討論､論述等) 
  ⑥理数教育の充実 
  ⑦論述で表現力の育成(論述指導)   
  ⑧先進的ICT教育の推進（一人一台のﾀﾌﾞﾚｯﾄの導入）等 



          不滅の伝統を継承し高みを目指す 

               町田高校グランドデザイン 
 ①伝統を継承し高みを目指す次代を切り拓く町高生の育成 

  ②大学生・社会人となっても伸びる人づくり、社会のリーダーとして活躍・貢献できる人づくり 
 ③生徒の能力を引き出し､難関国立大学･国公立大学･難関私大学への進路実現をより確かなものへ 

社会での
活躍を目
指して 

～これからの社会を逞しく生きる将来のリーダーとしての人間力の向上～ 

基礎力･思考力･実践力 

○海外研修（９～１０日間） 
○飛び立て留学JAPAN(短期) 
○次世代リーダー育成(１年間) 
○英語スピーチ（多数） 

○調査研究に向けたテーマ設定
（グループ活動）（１年） 
○調査研究・発表（２年） 

テーマに基づいて講演会等を実施、
ｸﾞﾙｰﾌﾟ協議、まとめ 
○１年「人間と社会」○２・３年「文
学、芸術、科学」「近現代史」 

○課題図書の読書(１・２年） 
○読後の感想文、読書テスト等 
○語彙力の育成 
○行事後の感想文・短歌作成 

○理数講演会等の実施 
○理数強化学習、補習・講習 
○理数探究活動､ｻｲｴﾝｽ講座 
○ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ学習 

○学校行事で学んだことを論述 
○教養教育のテーマで論述 
○教科指導に論述を導入･考査
○論述仕方・小論文・思考力判定 

調査探究
活動 

国際交流
事業 

理数教育
の充実 

言語活動
の推進 

教養教育 
※見方・考え
方・価値観 

論述で表現
力の育成 
その他 

「自主自律･文武両道･ 
伝統と創造の追求」 進路を決定する力 

ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ･ICTの活用･土曜特進講座1･2年･夏の学校１年･春の学校２年･夏冬講習充実 





本校のアクティブ・ラーニングのねらい 

〔主体的な学び〕 

   ⇒学ぶことに興味・関心を持つ 

       積極的に学習に取り組む態度を養う 
  

〔対話的な学び〕 
  ⇒確実に知識・技能を習得させる 
  思考を広げ深める 
  

〔深い学び〕 
  ⇒深い理解、問題の発見、解決策に取組む 
      思考力・判断力・表現力を育む 



校内研修 年３回実施（第２回：平成30年10月3日） 
～ アクティブ・ラーニングで身に付けさせたい資質・能力について ～ 

【目的】 

①ＡＬの理論について研修し、ＡＬ型授業の理論化、体系化に必要な知識を得る。 

②思考を活性化させるＡＬ型授業の有効性について学ぶ。 

③ＡＬ型授業における評価の観点(育成したい資質･能力)について学び､授業の改善に活かす｡ 

【研修の進め方】 

①ＡＬで育成したい資質・能力の説明（理論化を検討） ②実践授業報告（公民）  

③教科ごとのワーク（個人作業→グループ作業） ④各教科からの報告 ⑤まとめ 



ペアワーク 

［留意］自分で考えたことを、隣の席の人と共有。 
     取り組みやすい課題。短い論述。  
［工夫］ まずは個人で考える時間の確保 
     制限時間の明示 
     沈黙させない 
     発表させるときは、相手の内容に５段階評価。 
      

 
 

 



日 本 史 生 物 

保 健 

地 理 美 術 

日 本 史 化 学 

古 典 

世 界 史 



本校におけるＡＬ型授業の形態 
形  態 特  徴 実践している教科等 

ペアワーク 
短時間で実施でき、授業内で何度も
取り組める。互いの考えの比較、学
習の補助となるなど効果的である。 

英語 
国語 
理科 情報 

グループワークＡ 
 （課題提示・協議型） 

教員が用意した課題について、多様
な視点から考えを深め、協議を通し
て課題解決を図る。 

国語 英語 数学 
地歴公民 理科 
家庭 情報 

グループワークＢ 
 （課題設定・発表型） 

問題解決に向けて課題を設定し、調
査、資料確認などを通して論理的思
考を深め、整理・発表などを通して
生徒同士が互いに学び合う。 

国語  
情報  保健 
理科課題研究(物理・生物) 

グループワークＣ 
 （技能習得・発展型） 

技能の習得に生徒同士が互いに教
え合い、発表を通して技能の向上を
図る。 

音楽 

コの字型 
（全員による討議型） 

教員が問題提起しながら、ファシリ
テーター役も行い、討議を通して思
考を深め、論理的な表現力を育成
する。 

音楽 美術 
（放課後：サイエンスカフェ） 



ＡＬに対する生徒の評価の分析 

【質問１】あなたのペアワークやグループワークへの取り組む姿勢は？ 

【質問２】ペアワークやグループワークは学習内容を理解するのに 

      役立ちましたか。 
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 ０              ５          １０ 
消極的        どちらでもない    積極的 

    １０ 
役立った 

  
 

どちらで
もない ５ 
     
                
 
 
役立たな 
かった   ０ 
 
       

【質問１】 

【質
問
２
】 

授業への取り組みの積極性が 
高くない自己評価の生徒にも、 

ペアワークやグループワークが
学習内容への理解に役立った
という肯定的な意見が多く見ら
れる。 



成 果  

生徒の変容 教員の変容 

 

①学ぶことへの興味・関心が高まる 

②積極的に学ぶ姿勢が増える 

③自分の考えをまとめて、伝えられる 

④グループで協力して課題に取り組める 

⑤自ら課題を設定し論理的な思考ができる 

⑥横断的な学習に発展している 

 
 
①ＡＬ型の授業を行う教員が増える 
   （授業への改善） 
 
②教員相互の授業観察が増える 
 
③授業設計力が向上する 
 
④教科内、教科間での指導方法が 
     共有される 



◆調査探究活動の実施 

②調査探究活動 

• 「総合的な学習の時間」における学習活動 

• 問いを立て、課題を解決 

• 思考力、判断力、表現力 

• 主体的に取り組む態度 

• コミュニケーション能力や言語活動能力 

• 学ぶことの意味や意義 

• 自己のキャリア形成 



調査探究活動の全体指導(1年生) 



図書館を活用して調査探究活動へ取組む(2年生) 



調査探究活動の成果発表会(2年生:H29年11月4日) 



調査探究活動の発表会(2年生)：来校者･生徒への説明 



東京都立町田高等学校 自主・自律 文武両道 伝統と創造 

Independence, Sports, Studying, Tradition and Creation Tokyo Metropolitan Machida High School 

③海外語学研修 
～ 世界に友だちをつくろう ～ 

Let’s make friends in the world. 

CCA高校との交流 



海外語学研修 ～海外に友達をつくろう～ 
【実施のねらい】  

１） 広く国際的な視野に立つことのできる人間 

２） 実践的な語学学習とコミュニケーション能力 

３） 異文化体験による豊かな感性 

４） 自国・他国に対する理解とグローバルな視点 

→ 自己の在り方・生き方を振り返る 
【概要】 

• アメリカ西海岸、サンディエゴ１０日間 

• 希望者のみ（昨年度は５４名の参加） 

• 生徒は二人一組でのホームステイ 

• 現地高校生との交流、大学生との交流、 

 大学訪問、特別講義、現地観光 など 

• 事前研修（英語１２時間、自主１０時間、 

   グローバルキャンプ、Skypeでの英会話） 

 

◆海外語学研修の実施 



■海外語学研修 ～世界友だちプロジェクト～ 

英語で思いを語り、世界に友だちをつくろう！ 

◆2018年度計画(2019年度も同様) 
  2019年３月２３日～３月３１日で実施 
    米国カリフォルニア州サンディエゴ市 
  （南国のビーチリゾート、治安が良く、教育  
   水準の高い地域） 

◆内容 
  ①現地高校生・大学生との交流 
  ②ホームステイ体験､異文化体験 
  ③研究者との交流､大学ｷｬﾝﾊﾟｽ見学 
  ④観光､現地高校生とのﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ 
  ⑤語学学校でｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ強化 
◆事前研修の紹介（英語力アップﾟ） 
  ９月～３月まで事前研修 
  ①ネイティブによる研修(12回) 
  ②自主研修(12回) 
  ③英語村でグローバルキャンプ(3日間) 
   ・コミュニケーションスキルアップ 
   ・留学生(大学･大学院）との交流 
   ・茶道体験、料理体験等 
   ・プレゼンテーションスキルアップ 

写真：2018年３月２７日～４月４日 
現地高校(Canyon  Crest  Academy)との交流 
ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学訪問の様子 



東京都立町田高等学校 自主・自律 文武両道 伝統と創造 

Independence, Sports, Studying, Tradition and Creation Tokyo Metropolitan Machida High School 

■大学訪問 

  interaction with a local university 

  カリフォルニア大学サンディエゴ校 







東京都立町田高等学校 自主・自律 文武両道 伝統と創造 

Independence, Sports, Studying, Tradition and Creation Tokyo Metropolitan Machida High School 

 
    総括  (最終日に一人一人が学んだことを英語で語る) 

     talk about summary of the training 

 



◆教養教育の推進 

④教養教育の推進 
• 各界最先端の方の講演会 

– 学ぶことの意義 

– 自己の在り方や生き方を考える 

– 将来の進路を主体的に選択できる
能力や態度 

• 年２回、学年ごとに聴講及びディスカッ
ション 

  平成３０年度 第１回（６／１６） 

    １年：徳久剛史氏（千葉大学学長） 

    ２年：小林正樹氏（ＪＡＬ７７７機長） 

    ３年：吉田研作氏（上智大学特任教授） 

１年：徳久剛史氏 

（千葉大学学長） 



■教養講座の紹介 
教養講座(1･2年) 

ものの見方や考え方、
価値観を学ぶために教
養講座を実施。今年度
６月に千葉大学学長先
生を招いて「学ぶこと
の意義」について学

習。 



1 2 
3 4 

【ねらい】 
○ＩＣＴを積極的に使いこなす人づくり 

○ＩoT社会(人と物のネット社会）､ＡＩ（人工
知能）社会への対応､そして、世界との交流 
○授業、課外活動、家庭等で学習への活用､
生徒への連絡手段､防災教育等で活用 
○英語教育（スピーキング力）への活用 
○進路学習、データによる進路指導等 

⑤先進的なICTを活用した教育 

■一人一台のタブレットを導入(H30) 

【物理の授業：実験】 
結果を表計算ソフト 
で分析しレポート作成 

■学習・進路用ソフト：Classiの活用 

■ICTを活用した授業実践例 

○ICTを活用した「分かりやすい授業」 
○ICTで思考力・判断力・表現力を育成 
○ドリルや動画により自学自習・やる気を助長 
○大学入試共通テスト等への対応 
○模擬試験による進路診断、苦手分野の克
服（繰り返し学習）、各教科の課題の提出 
      ○調査探究活動における資料作成 

【地理の授業】 
グループ学習で 
調査活動の実施 



  ICTを活用した授業実践 
地理（プロジェクタによる提示型の授業） 地理（ｉＰａｄで調べ学習･ｸﾞﾙｰﾌﾟ討議) 

生物（ｉＰａｄで調べ学習･授業評価) 倫理（ｉＰａｄで調べ学習･ｸﾞﾙｰﾌﾟ討議) 



ＩＣＴを活用してｅ-Portfolioに取組む 

主体性評価への対応
町田高校ではiPadやｽ
ﾏｰﾄﾌｫﾝなどを活用し
て､高校３年間の取組
を学びのﾃﾞｰﾀとして
活動記録を保存し、
大学による主体性評
価へ対応していま
す。 

高大接続改革への対応 

社会が君の力を求めています 町高で君の力を伸ばそう！ 

e-Portfolio(イーポートフォリオ)で自らの能力
を高め、自らを成長させる 【斬新な取組】 



⑥授業紹介 日本史・生物・課題探究（生物） 

調査探究活動・国語・保健(発表) 



■授業･特別講座の紹介 
生物・倫理・音楽 

美術・数学・英語 



町高ｻｲｴﾝｽｶﾌｴ 
若手研究者 
向井理紗さんを囲む！ 

◇医学部、薬学部、理学部、工学部のバイオ系、農学部などの
理系大学への進学を考えている生徒を対象に、若手研究者等を
お招きし、研究内容、研究に対する思い、高校生活に対する思
いなどについて、自由な雰囲気の中で語り合うサイエンスカフ
エを実施しています。 

向井理紗さんは、血液のがん
を引き起こす「成人T細胞白

血病ウイルス」の研究が評価
され、将来活躍が期待される
若手の“リケ女”に与えられる
2016年「ロレアル－ユネスコ

女性科学賞－国際新人賞」を
日本人で初めて受賞をした方
です。 

向井理紗さんを紹介 

⑦その他の教育活動 



■京都方面サイエンスツアーの実施 
（１）京都大学サマーセミナーへの参加 
（２）滋賀県の琵琶湖博物館見学 
（３）JT生命誌研究館見学    ⇒ 

 
 
 

 

   

■外部機関との連携 
（１）理科課題研究生物(３年選択授業)  
   協和発酵キリン(株)東京ﾘｻｰﾁﾊﾟｰｸ 
   における実習        ⇒ 
（２）理科課題研究生物(３年選択授業)  
   大日本住友製薬株式会社 
        「道徳教育プログラム」の実施 



生徒の能力を引き出す 

大学生等から学ぶ大学探究カフェ 

大学を探究するために大学生等を招いて大学探究カフェを開催 

大学探究カフェの魅力 

学習を知る 大学を知る 志を育む 

Point１ Point2 Point3 
大学の合格
に向けて学
習方法を学
ぶ。 

大学とは何
か、体験談
から大学を
知る。 

今年度６月開催（テーマ：効果的な学習の仕方）。 

将来の目
標を見つ
け､実現に
向けて取組
む。 

⑧大学探究カフェ 



⑨宿泊防災訓練について[６月実施] 

【本校のねらい】 

①災害から自らの生命を守るために必要な「自助」の能

力を身に付けさせ、防災に関する意識を高める。 

②助け合いや社会貢献など「共助」の精神をはぐくむ。 

東京都教育委員会による取組 

東京都教育委員会は、災害時に自分の命

を守り、身近な人を助け、避難所の運営な

ど地域に貢献できる人材の育成のため、全

ての都立高校で一泊二日の宿泊防災訓練

を実施することとしております。 


