
　新教科「未来クエスト」には「情報デザイ
ン」「パフォーミングアーツ」「キャリアプラ
ンニング」という 3 つの専攻科目があり、
入学後に自分の“学び”を選択できます。
　それぞれの専攻科目では、「自ら学ぶ、共
に学ぶ、学びを共有する」姿勢を大切にし、
現代社会が求める人材育成を目指します。

週６時間の教科
「未来クエスト」

　高校生までの“学び”を振り返り、“学
びなおし”を行いながら、高校生として
の基礎学力向上を目指した授業を展開
します。さらに希望者を対象に第１と第
３土曜日の「学習援助計画」や放課後
を活用した「基礎力養成講座」が学力
定着のサポートをします。

基礎学力の
向上と定着

　各専攻科目の“学び”のカタチとして、各種資
格検定の取得を目指します。それぞれの未来に
あった資格検定を高校在学時に取得すること
は、進路選択に大きく役立ちます。
　資格検定取得に向けた学習は、専攻科目（週
６時間）以外でも「学習援助計画」や「基礎力
養成講座」で教員が個別にサポートします。

各種資格検定の取得

　情報化社会の先にある未来は、全ての人とモノがネットワークでつながり、今ま
でにない新たな価値が生み出される世界。新しい学びのスタイルで、少し先の未来
の世界で活躍できる人材を育成するための、今までにない画期的な教育がここに
あります。

　整えられた施設や設備、画期的で新しい実習の数々。“学び”は教えられるものではな
く、自らつかみとるもの。仲間と協力して課題に取り組み、プレゼンテーションで成果を
発表。情報デザイン専攻は、主体的で対話的な深い学びをこれ以上ない形で実現します。

光成　拓自先生 ／ アビリティコース担当教員 

　２０２１年度に新設された「アビリティコース」では、週６時間「未来クエスト」という尽誠学園だけの新しい教科を
設けました。「未来クエスト」では、少し先の未来の世界で活躍できる力を養える「情報デザイン」、芸術活動を通して
表現力やコミュニケーション能力を養える「パフォーミングアーツ」、職業見学・体験から将来の進路選択の幅を広げ
る「キャリアプランニング」の３教科から、自分に合った“学び”を入学後に選択してもらいます。それぞれ専門的な学習
や実習を行いますが、目標はひとつ！みなさん自身が「彩り豊かな未来を創造する力」をつかむことです！
自分の未来は自分で創る！輝かしい未来のために共に学びましょう！

情報デザイン
専　攻

先進的な教育で、未来の世界で活躍できる君になろう！

　みなさんはこれからの時代の“働き方”について考えたことはありますか？近年、様々な分野でAIが普及し、近い将
来、人が行う仕事の8割を高度なテクノロジーを搭載した機械やロボットが担うと言われています。このような時代を
生き抜くためには“個のスキル”が重要になってくるでしょう。情報デザイン専攻では、最先端の設備を利用し、今後社
会に求められる技術・技能の育成を行います。また、グループワークを行い仲間と協力して問題・課題を見つけ解決す
る、主体的・対話的な学習の中で自主性や協調性、意思決定など社会人として必要なスキルを育成します。
　最後に、これから伸びてくるであろう業界を紹介します。IT、ドローン、動画・音楽・ゲームなどのエンタメ、ネット広
告など。時代が違えば求められるものも違います。みなさんにはこれからの日本の未来を切り開く力を身に付けてほ
しいと思います。そして、そのサポートを全力でしていきます！

３年間で自分の能力を最大限に引き出し、
未来への可能性を広げましょう！アビリティコース

普通科

Teacher's Voice

礒野　裕矢先生 ／ 情報デザイン担当教員Teacher's Voice
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個 性あ る３つ の 特 色！

　新たに始まったプログラミング教育に完全対応。日本は深刻
なプログラマー不足です。情報デザイン専攻では、１年次よりプ
ログラミング学習を開始。最先端の設備でドローンやiPad、
MacBook、Windowsパソコンを活用してプログラミングを学
びます。プログラミングを身に付ければ、将来活躍できる可能性
大！ iPadやタブレットPC、MacBookを使用し、みんなのアイ
デアを形にしよう！
※プログラミング言語はiPhoneのアプリ開発で使われているSwift（ス
イフト）を使用。JavaやPythonについても学びます。

プログラミング
　今はたくさんの企業がYoutubeを活用して動画を配信する時
代。動画を観る人は多くても、配信できる人はまだまだ少ない状
態です。情報デザイン専攻で、様々な分野で求められている動画
作成の技術を身に付けよう！
　動画の制作を通じて、情報発信能力を育成します。仲間と協力
してプロジェクションマッピングを制作したり、Youtubeを活用
して、世界に向けて情報を発信したりします。

動画制作

　未来の世界で活躍するドローン。今後ますますいろいろな分野
でドローンは活躍の場を広げます。情報デザイン専攻では、いち
早くドローンの持つ可能性に着目。ドローンの飛行をプログラミ
ングして自律飛行を行わせたり、操縦訓練を行ったりします。な
んとドローンの資格を持った教師が３人在籍！ドローンの操縦技
術を磨いて、空撮に挑戦しよう！

ドローン

1
Point

　Webサイトはパソコンからスマートフォンやタブレットで閲覧
することが多くなりました。スマートフォンやタブレット端末でも
閲覧できるWebサイトを構築し、情報をデザインする技術を身に
付けます。未来の世界で活躍できる技術を身に付けることが可
能です。

Webサイト制作4
Point

　情報デザイン専攻では、国家資格である「ITパスポート」の取
得を１年次より目指します。情報系の資格を取得し、大学への進
学や専門学校への進学、就職を目指します！

資格取得5
Point

2
Point

3
Point

学 び のポイント！

　「普通科アビリティコース」は、2021年度に新設された、全く新しいスタイルの“学び”を実現したコー
スです。みなさんの将来に向けて、特色のある3つの専攻から“学び”を選択できます。尽誠だけの新しい
“学び”で、未来を探求しませんか？
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　現在日本国内には17,000を超える職業があります。
　今みなさんが知っている職業を深く知ることはもちろん、世の中にある多く
の職業を知ってもらうことは大きな“学び”です。
　「キャリアプランニング専攻」では多くの職業について「知り、見て、体験し
て、感じる」経験を通じて、働くことを考え、人との繋がりを学べるカリキュラ
ムを準備しています。みなさんの未来の可能性を広げ、社会で活躍できる能力
を身に付けましょう！

就職も、進学も100％満足した進路選択を「キャリアプランニング専攻」で

下山　優先生 ／ キャリアプランニング担当教員Teacher's Voice

令和３年度の取り組み

あなたの好きなこと、得意なことを、さらに伸ばして、コミュニケーションの達人になろう！
音楽・演劇・ダンスの舞台技術のスキルを勉強すると、コミュニケーション能力が飛躍的に向上します。
積極的で効果的な表現力と、相手の気持ちを分かろうとする感受性が向上します。

人と直接関わる職業にはとても大きな力を発揮します。
例えば、保育士、幼稚園教諭、教師などの教育系。また、看護師、介護士などの医療系。
ただこれらの職業は、高校卒ではライセンスが獲得できません。
専門学校、短期大学、４年制大学等の上級学校に進学する必要があります。
そのため、近隣の上級学校（香川短期大学、四国学院大学など）と連携を強化していきます。
もちろん、演奏家、俳優、声優、漫画家、脚本家、アニメーターなどを本気で目指したい諸君にも、
自分の才能を開花させるのに最適な専攻です。

パフォーミングアーツ
専　攻

キャリアプランニング
専　攻

パフォーミングアーツ専攻とは？

ワークを実践し、具体的なコミュニケーション法を体得します。

香川短期大学から講師の先生をお招きし、ダンスの基本を学びます。

実際に数々の音楽表現を体得し、深い音楽的表現法を学びます。

実際に数々の演劇ワークを行い、日常生活でも使える表現法を体得します。

自分の得意分野を活かし、総合芸術である創作ミュージカルを作り上げます。

どんな勉強するの？

井上　雄介先生 ／ パフォーミングアーツ担当教員Teacher's Voice

パフォーミングアーツ専攻であなたの夢を実現しよう！

PA基　礎

PA応　用

PAダンス

PA音　楽

PA演　劇

PA総　合

卒業後は？

　商品を開発し、販売し、利益を得るという一連の流れを体験できる体験型キャリア教育を実践。
　商品開発～販売まで地元香川県の企業「株式会社プラスワンインターナショナル」のサポー
トのもと、今年度は、洋服をデザインし、その商品を販売するためのwebサイトもデザイン！
リアルな企業活動を知ることができます。
　ECサイトで自らの商品を販売するという一連の流れを教室にいながら就業／起業を体
験する新しい時代のプログラムです。
※ECサイトって？…Eコマース（EC、E-Commerce）のサービスを提供するWebサイトの通称です。
Eコマースとはネットを通じて行われるモノやサービスの売買の総称です。簡単に言うと、ECサイト
とはネットを使ったモノやサービスの販売サイトのことです。

体験型キャリア教育・教室内で就業体験

１年生
職場見学・職業体験
たくさんの職業を知ろう！

県内外50社以上の企業や団体が協賛！
多くの職業について知ろう！見よう！

マナーを知ろう！
ビジネスマナーの５大要素
　①身だしなみ　②挨拶　③言葉遣い
　④態度　⑤表情
について理解しマナーの基本を知ろう！

職業を体験しよう！
自分で開発した商品を販売してビジネスの
仕組みを体験しよう！

就職試験を体験しよう！
筆記試験対策で基礎学力を付けよう！
適性検査を知ろう

自分をアピールしよう！
自己分析からアピールポイントを見つけよう！

目標３級合格！！

秘書検定学習

未来設計

　いよいよ今年度からスタートしたアビリティコース。
　キャリアプランニング専攻では、「未来の選択肢を増やし、社会で即戦力として活躍できる人材になる」ことを目指
し、週６時間の未来クエストで学習をしていきます。
　「職場見学や職業体験で“やりがい”を見つける」「秘書検定の学習を通じて社会人に必要なマナーを身に付ける」
「自分に必要な資格試験を取得する」「就職の筆記試験対策で基礎学力を定着させ、面接対策でコミュニケーション
能力を身に付ける」それぞれのステップを踏み、現代社会で求められる“力”を感じてもらいます。もちろんさらなる
キャリアアップを目指す進学希望者も徹底サポート。
「さあ、高校１年生から自分の輝く未来図を描き出そう！」

　あなたは、心に描いている「興味や関心」があなたの夢を叶える原動力になると信じますか？私は、叶える力になる
と信じています！私は、高校時代も大人になった今もコミュニケーションに悩んで生きています。ですが、芸術活動に
一生懸命取り組むことで、コミュニケーションの力が段々とついてきたと感じています。パフォーミングアーツでは、
芸術を通して人の気持ちに触れ、自分にはない素敵な考えに出会うことができます。その経験を重ね、自分の裸の心
を相手に見せることで、あなたの人生の霧もいつの日か晴れていくことは間違いないと感じています。身につけた技
術で、周りをねじ伏せる人になりたいですか？それとも、身につけた技術で誰かを幸せにする人になりたいですか？そ
の技術の使い方次第で、あなたの印象が変わります。誰かの為に取り組んだ時間は、必ず社会に通用するものだとい
うことを皆さんと一緒に考えていきたいと思っています。

　週６時間をフル活用して、県内外の “職業現場” に出かけます。
そこで今まで知らなかった職業に出会い、体験をします。企業
や大学、専門学校などの専門的な知識を持った講師から様々な
職業についての講演や実習指導をしてもらいます。

職場見学・職業体験の充実
　社会に出て働く人なら誰でも備えておかなければならない基
本的な常識を学んでもらうために「秘書検定」の学習をします。さ
らに、進路の目標が決まれば、その職業に必要な資格検定を調べ、
学習し、取得に向け個別にサポートをします。

資格検定取得1
Point

2
Point

学 び のポイント！

2年生
職場見学・職業体験
職種を定めよう！

複数の見学コースから自分の興味のある職種を
選び、自分を活かせる職種を見つけよう！

マナーを身に付けよう！
電話対応や来客対応を実践してみよう！
社内文書、社外文書、社交文書などの
ビジネス文書をPCで作成しよう！

職業を体験しよう！
その道のプロから学ぶ専門知識！
プロの技を感じよう！

必要な資格を調べよう！
自分が目指す職業に必要な資格を調べて、
資格検定取得を目指そう！

求人票を見よう！
求人票を読み取るポイントを理解し、
見方・読み取り方をマスターしよう！

目指せ上級合格！！

秘書検定学習

未来設計

3年生
職場見学・職業体験

１学期が勝負！
インターンシップで社会人として
働いてみよう！

社会で即戦力になろう
自分の職種に応じたビジネスマナーを
身に付け実践しよう！

履歴書を書こう！
目指す会社に自分をアピールできる
履歴書を作成しよう！

進学・就職試験準備
目指す進路にあった対策を繰り返し
やってみよう！

この体験が就職活動に大きく生きる！

秘書検定学習

未来設計

「SPI」「玉手箱」「GAB」

コミュニケーションの本質的な構造と、効果的なコミュニケーション法
を学びます。
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　現在日本国内には17,000を超える職業があります。
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の職業を知ってもらうことは大きな“学び”です。
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て、感じる」経験を通じて、働くことを考え、人との繋がりを学べるカリキュラ
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PA基　礎

PA応　用

PAダンス

PA音　楽

PA演　劇

PA総　合

卒業後は？
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秘書検定学習

未来設計
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