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 夏季休暇も終了し、今日からいよいよ学校が再開となります。休暇

中も、「登校学習」や「面接練習」、「履歴書の作成」等、それぞれが積

極的に様々な活動を行っていましたね。希望する進路先も、具体的に

決定している人が多くなってきました。進路実現のために、残りの学

校生活を頑張っていきましょう！求人票も随時更新されていきます。

また、郵便求人も追加されているので、チェックしてください！ 

 

【進学情報】 
 

 夏季休暇中は多くの人がオープンキャンパスに参加したと思いますが、希望する学校を絞

ることは出来ましたか？様々な学校を比較して、進学先を選択してほしいと思います。総合

型選抜（AO 入試）や、指定校推薦については日程が迫ってきているかと思います。各自で

締め切り日時を確認して、受験申し込みの手続きを進めていきましょう！資料請求（願書等）

も含めて、早めの行動を心がけましょう！締め切り間近にならないように注意しましょう！

進学受験申し込みの締め切りについては、9 月 12 日（月）です！ 
 

【就職情報】 
 

 「求人票」が公開になって、約 1 か月半が経過しました。希望の求人票に出会うことはで

きましたか？進路係の皆さん、大量の求人票をファイリングしてくれて、ありがとうござい

ました。追加があれば随時印刷しますので、チェックしてください！早いもので就職解禁ま

であと「28 日」！就職受験申込の締め切りは、来週の 22 日（月）です！就職解禁と同時に

活動できるように、準備を進めましょう！乗り遅れないように！ 

 

【就職に関する日程】 

 07 月 01 日（金） 高卒求人票公開～ 

 07 月 05 日（火） 校内求人票公開 

 07 月 07 日（木） 校内合同就職説明会 

 08 月 22 日（月） 就職受験申込 締め切り 

 09 月 16 日（木） 就職解禁～ 



【進路Ⅲについて】 
 

 来週の木曜日には「進路Ⅲ」の授業があります。来週からはいよいよ、「面接試験」を予定

しています。教室にも掲示してありますが、来週から 3週にわたって行われます。成績に大

きく反映されますので、休み時間や放課後を利用して、各自練習に取り組んでください。質

問項目は下記の通りです！確認・準備をしておいてください！ 

 

【質問事項】 
・進学希望？就職希望？ 

→その理由（具体的に決定している場合は、学校・企業名等も） 

・長所（進学後、就職後にどのように活かすか？） 

・短所（それをどのように改善しているか？） 
 

【受験の準備を】 
 

 前期の後半戦に入り、いよいよ進学・就職ともに受験が迫ってきました！夏季休暇中も、

登校学習等で受験に向けての準備を進めてきましたが、これからは益々やることが増えてき

ます。受験申込書の作成、校内選考、履歴書や願書の作成、面接練習などやるべきことはた

くさんあります。まだ日程に余裕があるとは思わずに、常にいい緊張感を持って過ごしてほ

しいと思います。面接練習のアポは、早めに取るようにしましょう！明日から授業も始まり

ますが、こんな時期に注意されていることがないようにしてください。服装・頭髪に関して

も同様に、普段の生活から意識をして行動してほしいと思います！  

 

【お知らせ】 
 

就職・進学ともに受験本番が近づいてきました！休み時間や放課後の時間帯は、面談や面

接練習等を行っています。廊下等では、静かに過ごして下さい。玄関や階段、廊下等で座る

ような行為は絶対にしないこと！ 3 年生に限らず、進路のことで相談がある時は、進路室

に来て下さい。進路活動は人生を左右する大きな決断です。みんながより良い人生を送るこ

とができるように、先生方も出来る限りのアドバイスをさせてもらいます。1 人で悩まずに、

色々な人の声やアドバイスを聞くことも大切ですよ。進路室を積極的に利用しましょう！ 

 
 

進路決定を目指して、頑張りましょう！ 



〈指定校推薦一覧〉 ※2022 年 8 月 19 日（金） 現在 

■学校法人三幸学園 札幌医療秘書福祉専門学校、札幌スポーツ＆メディカル専門学

校、札幌ビューティーアート専門学校、札幌こども専門学校、札幌ブライダル＆ホテル

観光専門学校、札幌スイーツ＆カフェ専門学校 ■札幌学院大学（法律学科 / 経済学科 

/ 経営学科） ■国立小樽海上技術短期大学校 ■学校法人滋慶学園 札幌ベルエポッ

ク美容専門学校、札幌ベルエポック製菓調理ウェディング専門学校 ■小樽歯科衛生士

専門学校 ■読売理工医療福祉専門学校、専門学校読売自動車大学校 ■北海道科学大

学 ■学校法人桑園学園 札幌情報未来専門学校（IT システムエンジニア学科 / イン

フォメーションテクノロジー学科） ■学校法人 大原学園 大原簿記情報専門学校札

幌校（公認会計士・税理士学科 / ビジネス系学科 / コンピューター・Web 系学科）、

大原法律公務員専門学校（札幌）（公務員系学科）、大原医療福祉専門学校（札幌）（医療

事務系学科 / 福祉系学科 / 保育系学科）、大原公務員・医療事務・語学専門学校函館校

（公務員系学科 / 医療事務系学科） ■学校法人高橋学園 札幌どうぶつ専門学校 

■札幌国際大学、札幌国際大学短期大学部 ■日産自動車大学校 ■日本経済大学（経

営学部） ■東京立正短期大学（現代コミュニケーション専攻 / 幼児教育専攻） 國學

院大學北海道短期大学部（国文学科 / 総合教養学科 / 幼児・児童教育学科） ■金沢

医療技術専門学校 ■名古屋商科大学 ■太成学院大学 人間学部（子ども発達 / 健

康スポーツ / 心理カウンセリング）、経営学部（現代ビジネス）    ■拓殖大学北

海道短期大学 ■国際短期大学（国際コミュニケーション学科）■北京外国語大学 中

文学部） ■札幌ビューティックアカデミー（理容科 / 美容科） ■学校法人 吉田学

園（吉田学園公務員法科専門学校、北海道スポーツ専門学校、吉田学園動物看護専門学

校、吉田学園情報ビジネス専門学校） ■育英館大学 ■学校法人 電子開発学園 北

海道情報専門学校 ■北海道情報大学（経営情報学部 先端経営学科・システム情報学

科 / 医療情報学部 / 情報メディア学部） ■学校法人西野学園 札幌心療福祉専門学

校（精神保健福祉科） ■札幌商工会議所付属専門学校 ■学校法人 浅井学園 札幌

ファッションデザイン専門学校 Doreme ■学校法人 北海道安達学園 札幌観光ブラ

イダル・製菓専門学校、北海道どうぶつ・医療専門学校、専門学校札幌デザイナー学院、

専門学校札幌ビジュアルアーツ、札幌マンガ・アニメ＆声優専門学校 ■学校法人 経

専学園 経専音楽放送芸術専門学校、経専調理製菓専門学校、経専医療事務薬業専門学

校、経専北海道観光専門学校、経専北海道どうぶつ専門学校、経専北海道保育専門学校 

■有明教育芸術短期大学 ■学校法人 士岐学園 ■札幌医療リハビリ専門学校（理学

療法学科 / 作業療法学科） ■日本医療大学（総合福祉学部介護福祉マネジメント学科 

/ 総合福祉学部ソーシャルワーク学科） ■学校法人 札幌青葉学園 北海道歯科衛生

士専門学校（歯科衛生士学科）、北海道看護専門学校（看護学科）、札幌青葉鍼灸柔整専

門学校（鍼灸学科 / 柔道整復学科） ■学校法人 尚美学園 尚美ミュージックカレッ

ジ専門学校 ■東京ベルエポック製菓調理専門学校、東京ウェディング・ホテル専門学

校 ■北海道歯科技術専門学校 ■学校法人 北海道鹿光学園 青山建築デザイン・医

療事務専門学校（建築系学科 / 医療事務系学科） ■西武学園医学技術専門学校、西武



調理師アート専門学校 ■関西総合リハビリテーション専門学校（理学療法学科 / 作

業療法学科 / 言語聴覚学科） ■学校法人 立志舎 東京 ITプログラミング＆会計専

門学校、東京 ITプログラミング＆会計専門学校杉並校、東京法律公務員専門学校、東京

法律公務員専門学校杉並校、専門学校日本鉄道＆スポーツビジネスカレッジ、専門学校

日本鉄道＆スポーツビジネスカレッジ 21、日本動物専門学校、専門学校日本動物 21、

横浜公務員＆IT 会計専門学校、東京 IT 会計公務員専門学校大宮校、東京 IT 会計公務

員専門学校千葉校 ■日本工学院北海道専門学校 ■函館短期大学 ■多摩大学（経営

情報学部、グローバルスタディーズ学部） ■北翔大学（生涯スポーツ学部 スポーツ

教育学科 / 健康福祉学科、教育文化学部 教育学科 / 芸術学科 / 心理カウンセリン

グ学科）、北翔大学短期大学部（こども学科） ■北洋大学 ■秀明大学 ■国立音楽院 

■城西大学、城西短期大学 ■学校法人早稲田医療学園 人間総合科学大学 ■学校法

人 村上学園 専門学校日本医科学大学校 ■松蔭大学（経営文化学部 ビジネスマネ

ジメント学科 / 経営法学科、コミュニケーション文化学部 異文化コミュニケーショ

ン学科 / 日本文化コミュニケーション学科 / 生活心理学科 / 子ども学科、観光メデ

ィア文化学部（観光文化学科 / メディア情報文化学科） ■愛知工業大学 ■北海道医

療大学 歯学部附属歯科衛生士専門学校（歯科衛生士科） ■北星学園大学 短期大学

部 ■聖学院大学 ■帝京短期大学 ■学校法人 宮島学園 宮島学園北海道ファッ

ション専門学校、宮島学園北海道調理師専門学校、宮島学園北海道製菓専門学校 ■札

幌大学 ■学校法人 滋慶学園 北海道ハイテクノロジー専門学校、北海道エコ・動物

自然専門学校 ■北陸大学（薬学部 薬学科） ■國學院大學北海道短期大学部 ■学

校法人 稲積学園 北都保健福祉専門学校 ■北海道文教大学（国際教養学科 / 国際

コミュニケーション学科） ■学校法人 村上学園 専門学校日本医科学大学校 ■学

校法人早稲田医療学園 人間総合科学大学 ■拓殖大学北海道短期大学（農学ビジネス

学科 / 保育学科） ■神田外語学院 ■学校法人コミュニケーションアート 札幌ミ

ュージック＆ダンス・放送専門学校、札幌デザイン＆テクノロジー専門学校 

 


