
令和元年度　Keisei チャレンジ 　一覧表　

分野 〇は新規 検定・大会・コンテスト名 主催 募集人数
対象学年・

コース 参加者 内容 期日 募集期間 備考

　 　 ①5/31（金） 英語科より連絡 ２次試験6/30（日）

１ ②10/6(日） 校内受験は行わない ２次試験11/10（日）

③1/24 英語科より連絡 ２次試験2/23（日）

２ スピーチコンテスト 愛知県 1-2人 1・2年 希望者
英語によるスピーチを地区毎に行い、入賞者は県大会へ進むこと
ができる。

９月頃 １学期中
英語で自分の意見、考えを積極
的に伝えようとする姿勢がある
こと。

３ トビタテ！留学JAPAN 文部科学省
全国
500人

1・2年 希望者
官民協働で取り組む留学促進キャンペーン　・留学・渡航費、奨学金、授
業料の支援・留学内容は自由

第5期各自 10月中旬～1月下旬

４ カナダ長期留学 愛知啓成 2人 1・2年 希望者
カナダの姉妹校で, 約1年間, 留学生として過ごす。長期間の滞在で英語の習得の
みならず, 文化や生活習慣を体験することができる。（ホームスティ）留学を単位と
しても認定している。

8月下旬～
6月下旬

１学期前半

５ ニュージーランド長期留学 愛知啓成 2人 1・2年 希望者
ニュージーランドの学校で, 約1年間留学生として過ごす。長期間の滞在で英語の
習得のみならず, 文化や生活習慣を体験することができる。（ホームスティ）留学を
単位としても認めている。

6月下旬～
9月下旬

１学期前半

６ 世界各国留学 ロータリー １人 1・2年 希望者
国際ロータリーのプログラムで、翌年(H31年度)の夏より1年間留学しま
す。文化や生活習慣など体験できる。

平成31年8月～
平成32年6月

１学期前半

７ カナダ短期留学 愛知啓成 2人 1・2年 希望者
カナダの姉妹校で, 約2カ月の間, 留学生として過ごす。大自然の中で温かいもて
なしをしてくれるホストファミリーとの生活から得られる体験が何よりも貴重な思い
出となる。（ホームスティ）

10月下旬～
12月下旬

１学期前半

８ ニュージーランド短期留学 愛知啓成 2人 1・2・3年 希望者
ニュージーランドの学校で, 1学期間（約10週間）留学生として過ごす。大自然の中
で温かいもてなしをしてくれるホストファミリーとの生活から得られる体験が何より
も貴重な思い出となる。（ホームスティ）

7月中旬～
9月中旬

１学期前半

９ 香港短期留学 愛知啓成 2人 1・2年 希望者
香港の私立高で, 約2カ月間, 留学生として過ごす。授業は国語である中国語以外
はすべて英語で行われ, 日本語の授業もあります。英語だけでなく, 中国語や中国
文化にも触れることができます。（ホームスティ）

10月中旬～
12月中旬

１学期前半

10
カナダ・イギリス・ニュージーランド

語学留学（長期）
愛知啓成 各2人 1・2・3年 希望者

現地の語学学校に通い, 英語を集中的に学習するプログラムに参加します。英語
力を上げたい人におすすめです。（ホームスティ）英語を中心に学ぶため, この留
学は単位として認定していない。

7月中旬～
5月中旬

１学期前半

11
カナダ・イギリス・ニュージーランド

語学留学（短期）
愛知啓成 各2人 1・2・3年 希望者

現地の語学学校に通い, 英語を集中的に学習するプログラムに参加します。短期
間で英語力を上げたい人におすすめです。

7月中旬～
9月中旬

１学期前半

12 ハワイ海外研修 愛知啓成 10名程度 1・2年 希望者
ハワイ大学で語学研修プログラムやアクテビティに参加しながら、日常生
活でのコミュニケーション力の向上を目指す。(大学内ドミトリー泊)

7/9～7/20頃 １学期前半

13 イギリス語学研修 愛知啓成 10名程度 1・2年 希望者
イギリスの高校で研修プログラムに参加する。出発前後にＣＡＳＥ
Ｃを受験し, 英語力の向上を目指す。（ホームスティ）

3/9～3/23頃
１学期前半

2学期前半に2次募集

14 オーストラリア海外研修 インターアクトクラブ 2名 2年 インターア
クトクラブ

現地高校に約1週間通い, 小学校訪問やボランティア活動などの交流も
行うインターアクトクラブの研修です。2年生でインターアクトクラブに所属
していることが参加条件になるので, 希望者は1年からインターアクトクラ
ブへの入部を勧めます。

7/9～7/20頃

15 世界各国留学(長期) AFS
全国で
若干名

1・2年 希望者
一学年間にわたる異文化生活体験プログラムです。ボランティアのホスト
ファミリーに滞在しながら地域の高校に交換留学生として通い、異なる文
化的背景を持つ者同士が理解を深めることを目的としています。

留学する国によ
る

Ａ日程 4/16～5/24
B日程 4/16～6/28
C日程 8/1～9/13

D日程 10/12～11/1

ＡＦＳ主催の説明会に
参加すること

16 留学生受け入れ 愛知啓成 若干名 全学年 希望者
カナダや香港からの留学生やﾛｰﾀﾘｰでの留学生のホストファミリー
になります。登下校や休日に交流をし、異文化を知ることもできま
す。

随時 随時

17 世界各国留学 YFU
全国で
若干名

1・2年 希望者
YFU交流国に1学年間派遣するプログラムです。世界各国のYFUが選定
するボランティア家庭にホームステイしながら、地元の高校に1学年間通
学し、ホストファミリー・学友とともに異文化体験を分かち合います。

留学する国による 随時
ＹＦＵ主催の説明会に
参加すること

18 アメリカ外交官派遣 AIU
全国で
若干名

1・2年 希望者
毎年夏休み期間中の約３週間、日本の高校生を高校生外交官として米国に派遣
します。現地で同数の米国の高校生とエクスチェンジプログラムに参加していま
す。

未定 未定

19 中国派遣 上山財団
県内で
8人程度

1・2年 希望者
上山奨学財団は、日中両国の交流を通じて相互理解を計るとともに、国際社会に
通用する人材の育成を目的として、高校生を海外に派遣する。 ７月 5月前後

20 夏期インターンシップ 愛知啓成 30名程度 ２年 希望者 地域の企業を中心に職業体験を行う。 夏期休暇中 6月上旬

21 春期インターンシップ 愛知啓成 30名程度 1･2年 希望者 地域の企業を中心に職業体験を行う。 春期休暇中 1月中旬

22 一宮市インターンシップ 一宮市役所 30名弱 全 希望者 一宮市役所の各部署での職業体験 夏期 ５月中旬～６月中旬

23 看護体験 千秋病院他 20名程度 全
土曜講座
受講者 看護師の実習 8月 ６月中旬 土曜講座受講が必須

24 作業療法施設見学会 愛知県作業療法士会 全 希望者 作業療法士の施設見学 8月 5月下旬

25 幼稚園体験 愛知県私学協会 30名程度 全 希望者 幼稚園のお手伝い 夏期休暇中 6月下旬

26 弁護士サマースクール 愛知県弁護士会 若干名 全 希望者 模擬裁判・公判傍聴など ８月上旬 ６月上旬

27 知の探究講座 愛知県教育委員会
私立高

７名
１・２年 希望者 大学教員による講義の聴講とグループ学習・発表

夏期休暇中
～１月の随時

6月上旬 書類選考あり

6月16日 4/5～4/18

11月10日 9/4～9/18

6月23日 4/5～4/16

1月26日 10/24～11/5

6月30日 4/12～5/8

11月24日 9/12～10/3

9月22日 6/17～7/5

1月19日 10/21～11/8

32 世界遺産検定 世界遺産検定協会 全学年 希望者
世界遺産についてのさまざまな知識について問われる試験。それを通し
て歴史についての理解を深めることを目標とする

7月上旬
（第１回）

5月上旬

33 ニュース時事能力検定 ニュース時事能力検定協会 全学年 希望者
時事問題への理解度をはかる試験。現代の社会についてさまざまな視
点を培うことを目標とする。

６月第４(金）か
（土）（第１回）

～5／17

34 お～いお茶俳句コンテスト 伊藤園 １年 全員 伊藤園主催の現代俳句のコンテスト ２月 １月上旬 国語の授業時に説明

㉟ Literas論理言語力検定 ベネッセコーポレーション 全学年 希望者
社会への視野を広げる語彙力、社会を読み解く読解力を身につけ
る。

11月 未定 旧語彙読解力検定

36 日本語検定 日本語検定委員会 全学年 希望者 日本語を正しく使えるようになるための手立てとする。 11月 8/1～10/13

数学 37 数学検定 日本数学検定協会 全学年 希望者 学習レベルに応じて受験できる。
7月、10月、2月

予定
５月、9月、1月予定

食物 38 食物調理技術検定 全国高等学校家庭科教育振興会
生活
文化

全員
基礎から応用、創作料理までの各段階の適正な技術力を検定す
る。

5月、11月 4～5月、10～11月

被服 39 NDKフレッシュコンテスト  日本デザイン文化協会
生活
文化

2・3年 日頃の学習の成果を試す。 6月 4/1～4/20

家庭 40 消費者力検定 日本消費者協会 全 希望者 消費生活に必要な知識を身につける。 11月予定 ７月頃～

41 ボランティアガイド 渉外・各コース ２・３年 希望者 帰属意識・コミュニケーション能力の育成 学校説明会にて 年度初め

㊷ インターアクトクラブ年次大会 愛知啓成高校 全学年 希望者 インターアクトクラブ年次大会の手伝い 7月15日 4月～6月 名古屋文理大学文化フォーラム

43 あしなが学生募金 あしなが学生募金事務局 全学年 希望者 募金活動 5月・10月 依頼が入り次第 一宮・岐阜・名古屋

44 コスモス祭り コスモス祭り実行委員会 全学年 希望者 祭りイベント手伝い 11月 依頼が入り次第 一宮彦田公園

45 あそぼうさい・まなぼうさい 稲沢市 全学年 希望者 防災ボランティア 11月 依頼が入り次第 リーフウォーク稲沢

㊻ マラソンフェスティバルナゴヤ愛知2020 全学年 希望者 ボランティアスタッフ 3月 依頼が入り次第

コンピュータの基礎知識およびパソコンのエクセルを使用しての
表・グラフを作成する検定試験

全員

希望者

希望者

希望者

希望者

学習レベルに応じて受験できる。英検の学習をすることでセンター
試験に対応する英語力を養うことができる。新テスト対策にもな
る。

電卓・珠算について普通計算及びビジネス計算の検定試験

簿記２・３級．会計および原価計算１級について検定試験

ワープロについて速度及び公文書作成の検定試験

全

商業

商業

全

全

日本英語検定協会

全商

全商

全商

全商

実用英語技能検定

全商珠算・電卓
実務検定試験

全商簿記
実務検定試験

全商ビジネス文書
実務検定試験

全商情報処理
検定試験
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