
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

 《１・２合同》多目的ホール 生き生き 校外学習(バス) 校外学習（バス）  ２日ジャガイモ収穫 縄文の文化 グラウンドゴルフ  《１・２合同》多目的ホール 古典「百人一首」 冬休み 地域とアートとの関わり 音　楽　②　
 11:00 　　　　ボランティア活動 「文化財めぐり」 「海辺の自然観察」 　 (農業センター) 芸能発表会
　　入　学　式 ・講義　「種差の自然」 新井田運動公園 について①  

・南宗寺、小田八幡宮
 ・櫛引八幡宮 　　（昼　食） (雨天中止） 生 三社大祭とえんぶり

写真撮影 《１・２合同》多目的ホ-ル ・（昼食） Ａ　陶芸②   <合併＞多目的ホ-ル　 〈合併〉多目的ホール ＜合併＞　　
・是川清水寺 ・館花公園（みなっ知等）  園 農業実習⑤ フォークダンス リズム体操 卒業式・入学式

自己紹介 対面式・ ・対泉院 ・種差ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ Ｂ　和紙細工  　　　　　（農業センター） 　　　　　　　について
　　　クラブ活動紹介 ・種差海岸散策 （学校）

　　　　　　　(自治会) （1班） （1班） 園　樹木の話①
（２班）休み （２班）休み

俳　句　① 校外学習(バス) 校外学習（バス） 夏休み 川　柳　② 校外学習（バス） 地域活動について 南部弁について　　　　　 冬休み 社会福祉① ≪１・２合同≫多目的ホール

「文化財めぐり」 「海辺の自然観察」 男女共同参画社会 　（社会福祉協議会） 卒業式式場設営
グループディスカッション ・講義　「種差の自然」 「郷土の歴史探訪」 　　　について　　　　　

・南宗寺、小田八幡宮 （市民連携推進課）  卒業式予行
 ・櫛引八幡宮 　　（昼　食） ・市立博物館 　　　 　　
班編成・学年組織 Ａ  美術鑑賞　 ・（昼食） Ａ　和紙細工   ・根城の広場　　　　　 Ａ　茶道　  生 これからの経済

（街角ミュージアム） ・是川清水寺 ・館花公園（みなっ知等） 　　（昼　食） 生　関わることをおもしろく

Ｂ　七宝焼 ・対泉院 ・種差ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ B　陶　芸② ・是川縄文館 B　結索実習 　　　　
・種差海岸散策 園　樹木の話② 園 土づくりと春野菜

園　盆栽入門① （2班） （2班） 園　農業実習④ （2班） 園　盆栽入門② （農業センター）
（１班）休み （１班）休み 　　　　（農業センター） （１班）休み

多目的ホ－ル Ａ　結索実習
鷗盟大学について　　 私の歩んだ道　 音　楽　① 介　護　① 園　農業実習③  社交ダンス 高齢者の消費生活 　食の安全 《１・２合同》多目的ホール 社会福祉② ≪１・２合同≫多目的ホール

　　(高齢福祉課) 　　　 (農業センター)    （消費生活センター） Ｂ　茶道　　 　３学期　始業式 （ 社会福祉協議会）  13:00
年間学習計画 芸能発表会について③ 　卒業証書授与式
鷗盟大学学友会について 　　　　　 園　そば打ち体験
 （山の楽校）
生　「漢詩と旅と健康」 ＜合併＞　 Ａ　陶　芸①　 <合併＞多目的ホ-ル　 ＜合併＞　 ＜合併＞　　 ＜合併＞ 〈合併〉 《１・２合同》教室・ホ-ル 《１・２合同》多目的ホ－ル

特色ある地域活動  くらしと電気 医学講座　 環境問題 演劇の話 　新春討論会 自主研究発表(聴講)
Ｂ　パステルアート  太極拳 　　　　(東北電力) 　　　　　(水道企業団) 　　(分科会・全体会)  

園　農業実習①
                 (農業センター) 避難訓練 園　草花の育て方

（農業センター） 　　　 　　

介護　②
休　み 俳　句　② ウミネコの話 《1・2合同》多目的ホ―ル 《１・２合同》多目的ホ－ル 　　運動会 　　（健康づくり推進課）18日(金）美術展準備 《1・2合同》多目的ホ―ル 　芸能発表会 八戸を語る

　芸術鑑賞（音楽） 　　　2学期始業式 　　 公共交通について  　２学期　終業式 　八戸市公会堂
運動会について② 　　八戸市体育館 （都市政策課） 19日（土）２0日（日） 　
　　　学長講話 芸能発表会について② １９日(木)

　　総合美術展 　午後　１部リハーサル
A　七宝焼 Ａ　パステルアート　 《１・２合同》多目的ホ-ル 運動会について③ <合併＞  新春討論会について 〈合併〉

運動会について① 茶の湯の心 　八戸市美術館 2０日(金) 自主研究について
B　美術鑑賞　 Ｂ　陶　芸① 　　　　(学校・自治会) 学年ボランティア活動 　　   百人一首説明 　午前　2部リハーサル （学校）

（街角ミュージアム） 老人クラブについて 　午後　1時　開演 自治会活動
園　農業実習② 園　七宝焼き 　　１学期終業式 　　 　　(老人クラブ会長）

（農業センター） 　　　

夏休み 《１・２合同》多目的ホール 校外学習（バス） 代　休 冬休み
　大学祭について 　　    　　    百人一首大会

　 　        （学校・自治会）「郷土の歴史探訪」
　　　　　　　

・市立博物館
＜合併＞　 ・根城の広場　　　　　 　　　　
川　柳　① 　　（昼　食） 　　  

・是川縄文館 　 　
　　　　　

（1班） 　　　 　

（２班）休み
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３日（金）

  　　　　　　　　　                                   令和4年度　　　　　　八戸市鷗盟大学　　　第１学年　学習計画表
　　　　合同　《１学年・２学年》　　合併　＜生活福祉科・園芸科＞

月

日（曜） １2（火） 10日（火） ３日（金） １日（金） ５日（金） ２日（金） ７日（金） １日（火） ２日（金） ６日（金） ３日（金）

午前 一般

午後

生福

園芸

１０日（金） ９日（木）１5日（金） １３日（金） １０日（金） ８日（金） １２日（金） ９日（金）

日（曜）

１４日（金） ４日（金） 9日（金） １３日（金）日（曜）

午前 一般

午後

生福

園芸

１０日（金）２2日（金） ２０日（金） １７日（金） １５日（金） ２５日（木） １６日（金） ２１日(金） １１日（金） １６日（金） １７日(火) １７日（金）

午前 一般

午後

生福

園芸

２４日（金）29日（金） ２７日（金） ２４日（金） １９日（火） ２６日（金） ２７日（火）

日（曜）

２８日（金） １8日（金）～２0日(日） ２０日（火） １９日(木)～２０日(金）日（曜）

午前 一般

午後

生福

園芸

２２・２９日（金） ３０日（火） ３０日（金）

 福祉会館旗立台付近の花壇管理は園芸科が担当　　1年（１０～3月）　2年（4月～9月）                               

２５日（金） ２３・３０日（金） ２７日（金）

午前 一般

午後

生福

園芸


