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 「就職解禁」から 2 週間が経過しました。すでに受験を終えている

人や結果が出た人、待っている人様々な状況となっています。進路活

動は 1 人では出来ません。家族、友人、先生など、多くの人に支えら

れて成り立っています。しかし、最後に努力するかしないかはその人

次第だと思います。進路活動は自分との闘いでもあります！最後まで

諦めることなく、進路活動に取り組んでほしいと思います！ 

 

【進学情報】 
 

 進学組の動きも加速してきていますね。AO 入試のエントリーや指定校推薦、特待生試験

などそれぞれが受験に向けて準備を進めているかと思います。どれも面接重視の受験形態な

ので、早めにアポを取り、本番の試験に向けた面接練習を各自で進めてほしいと思います！

書類に関しては、ペン書きをする前に必ず担任に確認してもらってください。また、郵送す

る前には提出書類や封筒の確認を必ず行い、不備の無いように十分に注意してください！ 
 

【奨学金に関する日程】 
 10 月下旬（予定）  候補者決定予定（第 1 回目申込者） 

 11 月下旬（予定）  候補者決定予定（第 2 回目申込者） 

 12 月下旬（予定）  候補者決定予定（第 3 回目申込者） 

※上記の日程はあくまで予定ですので、ご了承ください。 

 

【就職情報】 
 

 「校内選考」が終了し、「見学」、「履歴書の記入」、「書類発送」と目まぐるしく準備を進め

ていますね！9 月 16 日から「就職解禁」となり、受験本番を迎えた人、これから迎える人

とそれぞれですね。まだ申し込みをしていない人は、随時受け付けていますので、1 日でも

早く受験に向けての動きを進めてください。就職組はここが正念場です。自分が希望する場

所で働くためにも、早く行動をしましょう。企業側は待ってくれませんよ！ 

受験本番まで時間がありません。面接練習にも熱が入ってきますが、体調管理も含め、乗

り切れるように頑張りましょう！面接練習のアポは早めに取ること！ 



【進路の授業】 
 

 一般常識＆SPIの「筆記試験」、授業内での「面接試験」が終了しました。努力の成果を発

揮することは出来ましたか？今日返却される試験と、後日郵送される通知票を確認してくだ

さい。後期に入ってからは、受験本番を見据えての面接練習や、社会に出た時に必要になっ

てくるビジネスマナー等についての授業を実施していきます！毎時間濃い内容の授業にな

ってきますので、後期も欠席することなく、真剣に授業に取り組んでほしいと思います。ま

た、前期に気になったことがいくつかあります。①授業の準備を済ませて、チャイムが鳴っ

たら座って待っている。②服装・頭髪は、授業が始まる前に鏡を見て直す癖をつける。この

2点について、出来ていない人が多くいるように感じました。後期からは上記の点を意識し

て、授業に取り組んでほしいと思います！後期も頑張りましょう！ 
 

【名言コーナー】 
 

 受験本番を控えた 3 年生に、少しでも何かを感じ取ってくれたらと思いこのコーナーを作

りました！実は、この言葉は昨年の「進路情報」でも紹介しています。今日は、元バスケッ

トボール選手の「マイケル・ジョーダン」選手の名言を紹介します。「10 本連続でシュート

を外しても僕はためらわない。次の 1 本が成功すれば、それは 100 本連続で成功する最初

の 1 本目かもしれないだろう。」素晴らしい考え方ですね。プロの選手でも、どんなに努力

した人でも、本番に最高のパフォーマンスが必ずしもできるとは限りません。しかし、それ

までの過程や成功への熱意、何よりも諦めない気持ち・姿勢と自分を信じることが、何をす

る上でも大切だと先生も思います。本番は誰でも緊張するものです。最後まで諦めずに、勝

利をつかみ取るためのシュートを打ち続けましょう！ 

 

【お知らせ】 
 

現在、3 年生は自分の将来を決める大切な時期です！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。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。（本館 2F） 

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〉 
■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 ■札幌市立大学 ■秋田公立美術大学 ■札幌医科大学（保

健医療学部） ■帯広畜産大学 ■公立千歳科学技術大学 
 


