
令和４年度 吹奏楽部 年間指導計画 

 

部員数 男子 ２名、女子 ２名 

活動日 月、水、木、金、土 

活動時間 15：10～18：00 

活動場所 音楽室 

 

活動目標 音楽を楽しみながら、人としても演奏者としても成長する。 

 

月 公式戦（連盟等主催は※印） その他活動 校内での活動・練習内

容 

4月   基礎練習、合奏 

5月   基礎練習、合奏 

6月   基礎練習、合奏 

7月 ※吹奏楽コンクール  基礎練習、合奏 

8月   基礎練習、合奏 

9月   基礎練習、合奏 

10月   基礎練習、合奏 

11月  文化祭 基礎練習、合奏 

12月  絵のコンクール表彰式 基礎練習、合奏 

1月   基礎練習、合奏 

2月   基礎練習、合奏 

3月  定期演奏会 基礎練習、合奏 

 

特記事項 

 

 

 

 



令和４年度 軽音楽部年間指導計画 

 

部員数 男子 10名、女子 14名 

活動日 月 火 水 木 金 土 ※バンドによって活動日が異なります。 

活動時間 平日 15:30～18:30  休日 9:00～15:00  

活動場所 視聴覚ホール 教室 

 

活動目標 まじめに音楽を楽しむ 

 

校内での練習：パート別基礎練習 バンド練習（教室） バンド練習（ホール） 

月 公式戦（連盟等主催は※印） その他活動 校内での活動 

4月  合同ライブ（他校主催） 新入生歓迎ライブ 

5月  合同ライブ（他校主催） 課題曲発表会 

6月 
 合同ライブ（他校主催） 初夏の電気革命 

（本校主催合同ライブ） 

7月 
軽音楽コンテスト※ 合同ライブ（他校主催） 夏の電気革命 

（本校主催合同ライブ） 

8月 
 合同ライブ（他校主催） 

 

 

9月 

 合同ライブ（他校主催） 

 

電気革命（HR/HM限定） 

（本校主催合同ライブ） 

文化祭 

10月 
軽音楽コンクール※ 合同ライブ（他校主催） 秋の電気革命 

（本校主催合同ライブ） 

11月 

 合同ライブ（他校主催） 

 

U-16 ソコアゲライブ

（本校主催合同ライブ） 

 

12月  合同ライブ（他校主催） X’masライブ 

1月  合同ライブ（他校主催）  

2月 
 合同ライブ（他校主催） 

 

バレンタインライブ 

3月 
 合同ライブ（他校主催） 春の電気革命 

（本校主催合同ライブ） 

 

特記事項 

 

 



令和４年度 コンピュータ部年間指導計画 

 

部員数 男子 7名、女子 5名 

活動日 木 金 

活動時間 15：00～17：00 

活動場所 マルチメディア教室、部室 

 

活動目標 自分だけのコンテンツ力を磨く！ 

 

月 公式戦（連盟等主催は※印） その他活動 校内での活動・練習内容 

4月   部活紹介・活動計画 

5月   各自活動 

6月   各自活動 

7月   各自活動 

8月   部費で資材購入 

9月   自作ＰＣ作成 

10月   文化祭出展準備 

11月   各自活動 

12月   来年度の予算計画 

1月   部活ＰＲ動画作成 

2月   入試・期末のため活動無 

3月   部室整備 

 

特記事項 

 

 

 

 



令和４年度 ボランティア部 年間指導計画 

 

部員数 男子０名、女子３名 

活動日 火・木 

活動時間 平日： 15：10～１８：００       休日：          

活動場所 部室・校内 

 

活動目標 ボランティア活動を通して、人とのつながり、ふれあいを築く 

 

月 公式戦 その他活動 校内での活動・練習内容  

4 月   清掃活動・ミーティング仮

入部実施 

5 月   清掃活動・ミーティング 

6 月    

7 月    

8 月  エコキャップ回収  

9 月    

10 月    

11 月  文化祭  

12 月  ボランティア大会  

1 月    

2 月    

3 月   三送会 

 

特記事項 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度    放送部年間指導計画 

 

部員数 男子  ０名、女子  ２名 

活動日 火曜日 

活動時間 昼休み、15時～17時 

活動場所 放送室 

 

活動目標 分かりやすく楽しい校内放送を実施する。 

 

月 公式戦（連盟等主催は※印） その他活動 校内での活動・練習内容 

4月   仮入部実施 

5月  体育祭 体育祭放送 

6月 ※ＮＨＫ杯神奈川大会予選・本選  お昼の放送 

7月  ハニーフェスタ お昼の放送 

8月   お昼の放送 

9月   お昼の放送 

10月   お昼の放送 

11月  文化祭 文化祭放送 

12月  川崎区絵画コンクール司会 お昼の放送 

1月   お昼の放送 

2月   お昼の放送 

3月   卒業式放送 

 

特記事項 

 

 

 

 



令和４年度 書道 部年間指導計画 

 

部員数 男子 ４名、女子 ５名 

活動日  火曜日、金曜日 

活動時間  ４限終了後（１６：３５）～１９：００ 

活動場所  書道教室 

 

活動目標 書を楽しむ。生きていく中で心のよりどころとする。コンクール等での作品発表。 

 

月 公式戦（連盟等主催は※印） その他活動 校内での活動・練習内

容 

4月   書写等の練習 

5月   書写等の練習 

6月 
高円宮杯日本武道館書写書道大

展覧会 

 文化祭作品制作 

7月 ふれあい書道展  文化祭作品制作 

8月 
神奈川県高等学校教育書道コン

クール 

 文化祭作品制作 

9月 
ＪＡ共済神奈川県小中高書道コ

ンクール 

 文化祭作品制作 

10月   書写等の練習 

11月   書写等の練習 

12月 全日本書き初め大展覧会  書写等の練習 

1月 ふれあい書道展  書写等の練習 

2月   書写等の練習 

3月   書写等の練習 

 

特記事項 

 

 

 

 



令和４年度 漫画研究部年間指導計画 

 

部員数 男子 ０名、女子 ３名 

活動日 月、火 

活動時間 15：00～17：00 

活動場所 部室６ 

 

活動目標 一期一会 

 

月 公式戦（連盟等主催は※印） その他活動 校内での活動・練習内容 

4月   新入生勧誘・漫画作成 

5月   漫画作成 

6月   漫画作成 

7月   漫画作成 

8月   漫画作成 

9月   漫画作成 

10月   漫画作成 

11月  アーケード作成（文化祭） 漫画作成 

12月   漫画作成 

1月   漫画作成 

2月   漫画作成 

3月   漫画作成 

 

特記事項 

 

 

 

 



令和４年度 美術部 年間指導計画 

 

部員数 男子    名、女子   6 名 

活動日 月・水・金 

活動時間 平日： 3 時間       休日：          

活動場所 美術室 

 

活動目標 美術を愛好する心を育み、制作の楽しみや喜び、また、制作後の達成感を味わう。  

 

月 公式戦 その他活動 校内での活動・練習

内容 

4 月   塗り絵、切り絵作成  

5 月   デッサン、イラスト、絵

画制作 

6 月   同上 

7 月   高校美術展に向けて

作品制作 

8 月   同上 

9 月   同上 

10

月 

  同上 

11

月 

 文化祭展示 文化祭展示作品制作 

12

月 

第 69 回高等学校美術展  美術展参加 

作品制作 

1 月   イラスト、絵画制作  

2 月   同上 

3 月   同上 

 

特記事項 

高校美術展が近くなると、土日に活動する場合があります。 

 

 

 

 

 

 



令和４年度  陶芸部  年間指導計画 

 

部員数 男子 2名、女子 4名 

活動日  木・金 

活動時間 15：00～17：00 

活動場所 工芸教室Ⅱ 

 

活動目標 陶芸の技術を身に着け、自ら考えて工夫した作品を完成させること。 

 

月 公式戦（連盟等主催は※印） その他活動 校内での活動・練習内

容 

4月   練習・制作 

5月   練習・制作 

6月   練習・制作 

7月   練習・制作 

8月   練習・制作 

9月   練習・制作 

10月   練習・制作 

11月  文化祭における出店 練習・制作 

12月 ※高文連主催高校美術展  練習・制作 

1月   練習・制作 

2月   練習・制作 

3月   練習・制作 

 

特記事項 

高校美術展への出展は部員の自由意思とします。 

 

 

 



令和四年度 茶道部 年間指導計画 

 

部員数 男子 １名、女子 １名 

活動日 木曜日 

活動時間 ２時間 

活動場所 作法室 

 

活動目標 一期一会の精神，和の心を大切に稽古する。 

 

月 公式戦（連盟等主催は※印） その他活動 校内での活動・練習内容 

4月 
 川崎大師（講話） 御稽古 

新入生勧誘 

5月   御稽古 

6月   御稽古 

7月 川崎市高校茶会  御稽古 

8月    

9月 
  御稽古 

文化祭準備 

10月 

川崎市民祭  御稽古 

文化祭準備 

高校生茶会準備 

11月 
※高文連主催高校生茶会 

 小田原高等学校 

御茶会（文化祭） 御稽古 

高校生茶会準備 

12月  クリスマス茶会 御稽古 

1月 
  御稽古 

初釜 

2月   御稽古 

3月  卒業生を祝う会 御稽古 

 

特記事項 

 

 

 

 



令和 4年度 クッキング部年間指導計画 

 

部員数 男子 3名、女子 7名 

活動日 不定期（月 2回ほど） 

活動時間 15：00～17：00 

活動場所 調理室 

 

活動目標 県川レストランを復活させる！ 

 

月 公式戦（連盟等主催は※印） その他活動 校内での活動・練習内容 

4月   仮入部 

5月   調理実習 

6月   調理実習 

7月   県川レストラン 

8月   調理実習 

9月   調理実習 

10月   調理実習 

11月   文化祭 

12月   クリスマスパーティー 

1月   調理実習 

2月   活動なし 

3月   県川レストラン 

 

特記事項 

 

 

 

 



令和４年度 演劇部 年間指導計画 

 

部員数 男子 ０名、女子 ４名 

活動日 火・木 

活動時間 火・木 15：00～17：00 

活動場所 多目的教室２ 

 

活動目標 演劇の基本技能の向上 

 

月 公式戦（連盟等主催は※印） その他活動 校内での活動・練習内容 

4月   基礎練習 

5月    

6月    

7月    

8月    

9月    

10月    

11月  文化祭 文化祭準備 

12月    

1月    

2月    

3月  校内公演  

 

特記事項 

 

 

 

 



令和 4年度 文芸部年間指導計画 

 

部員数 男子１名、女子５名 

活動日 週３回（月・水・金）、休日（高文連大会予選〔２回〕、文芸専門部委員会〔６回〕など） 

活動時間 15：00～17：00 

活動場所 マルチメディア教室・図書室等 

 

活動目標 創作することの喜び 

 

月 公式戦（連盟等主催は※印） その他活動 校内での活動・練習内容 

4月 ※第 1回部員総会  創作・講評会・部誌制作 

5月   創作・講評会・部誌制作 

6月 
※文芸技術講習会（関東地区高校

生文芸大会予選） 

神奈川文芸大賞・ 

全国高校生俳句大賞 

創作・講評会・部誌制作 

7月   創作・講評会・部誌制作 

8月 ※関東地区高校生文芸大会  創作・講評会・部誌制作 

9月 
※高校生文芸コンクール 全国高校生創作コンテスト 

全国高校生創作コンテスト 

創作・講評会・部誌制作 

10月   創作・講評会・部誌制作 

11月 ※文芸交流会（全国総文祭予選）  創作・講評会・部誌制作 

12月   創作・講評会・部誌制作 

1月   創作・講評会・部誌制作 

2月  伊藤園お～いお茶新俳句大賞 創作・講評会・部誌制作 

3月 ※文学散歩  創作・講評会・部誌制作 

 

特記事項 

他校の文芸部の生徒とも交流できます。 

今年は、神奈川県で関東地区大会が行われます。 

※主な実績 

2018～2021 関東地区高校生文芸大会県代表 

2020 全国高校生総合文化祭 詩部門 県代表 

2021 高校生文芸コンクール 詩部門・俳句部門 会長賞 

2021 全国高校生創作コンテスト 佳作 

その他入選多数 

 

 



令和 4年度 ESS部年間指導計画 

 

部員数 男子 2名、女子 0名 

活動日 基本平日週１回 (毎週火曜日) 

活動時間 1時間 

活動場所 教室 

 

活動目標 Try to speak English as much as possible. 

 

月 公式戦（連盟等主催は※印） その他活動 校内での活動・練習内

容 

4月   Introduction(自己紹介) 

5月   discussion, 

watching movies 

6月   英検対策 

7月   debate 

watching movies 

8月  英語合宿@British Hills  

9月   debate 

watching movies 

10月  Speech contest参加(仮) speech練習 

11月   英検対策 

12月   debate 

watching movies 

1月   debate 

watching movies 

2月   speech練習 

watching movies 

3月   speech練習 

watching movies 

 

特記事項 

英語合宿は希望者のみ。  

 

 

 

 



令和４年度 養蜂部 年間指導計画 

 

部員数 男子  ３名、女子  ２名 

活動日 月・木 

活動時間 平日： ３時間       休日：３～６時間          

活動場所 プール脇・物理室・ＣＡＬＬ 

 

活動目標 蜂を増やし、ハチミツを増やし、緑を増やす 

 

月 公式戦 その他活動 校内での活動・練習

内容 

4 月   内見 

5 月   内見 

6 月  ・はちみつ採取体験ツアー 

（かわさき野産業観光を支援

する会） 

内見・活動報告・採

蜜・はちみつ試食 

7 月  ・採蜜頒布会（渡田山王町

内会） 

・かわさきハニーフェスタ 

内見・活動報告、採蜜

体験、はちみつ試食、

はちみつレモン試飲、

石鹸・蝋燭づくり、どら

焼き頒布 

8 月   内見 

9 月   内見・はちみつどら焼

き販売他 

10

月 

  内見 

11

月 

 文化祭 内見 

12

月 

  内見 

1 月   内見 

2 月   内見 

3 月   内見 

 

特記事項 

 

 

 



令和４年度 手芸年間指導計画 

 

部員数 現在１名 

活動日 水曜日 

活動時間 平日： 15:05～16:35       休日：  活動なし 

活動場所 被服教室 

 

活動目標 作品を作る楽しさ、完成した達成感を実感する。 

 

月 公式戦 その他活動 校内での活動・練習

内容 

4 月   仮入部 

5 月   被服実習 

6 月   被服実施 

7 月   被服実習 

8 月   被服実習 

9 月   被服実習 

10

月 

  文化祭準備 

11

月 

  文化祭 

12

月 

  被服実習 

1 月   被服実習 

2 月   被服実習 

3 月   被服実習 

 

特記事項 

 

 

 

 

 

 

 



令和４年度 将棋部年間指導計画 

 

部員数 男子 7 名、女子 0 名 

活動日 火・水・金 

活動時間 16：35～17：20（火・金） 21：00～22：10（水・金） 

活動場所 411／204（夜） 

 

活動目標 強く正しく美しく 

 

月 公式戦（連盟等主催は※印） その他活動 校内での活動・練習内容 

4月 
全国高等学校総合文化祭将棋部門

県予選団体戦 

 対局・感想戦・詰将棋・

棋譜並べ・棋譜解読 

5月 
全国高等学校総合文化祭将棋部門

県予選個人予選・決勝 

    

同上 

6月 高校将棋夏季個人戦予選・決勝     同上 

7月 生徒研修会① 派遣激励会    同上 

8月      同上 

9月      同上 

10月      同上 

11月 
神奈川県高校総合文化祭将棋大会

個人戦予選・決勝・団体戦 

    同上 

12月      同上 

1月      同上 

2月      同上 

3月      同上 

 

特記事項 

 全日制・定時制合同で活動を行っています。 
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