
 小樽明峰高校   

進路情報  No.7 
   2022 年 12 月 16 日（金）  発行：進路指導部   

 

 早いもので今年ももうすぐ終りですね。それぞれが次のステージへ

向かおうとしています！明日から冬休みに入りますが、それぞれが今

から出来ることを考えて、取り組んでほしいと思います！特に、2 年

生は、これから「三者面談」も実施されます。この冬休みの期間を利

用して、自分の進路と向き合いましょう！ 

 

【職業ガイダンス】 
 

 1・2 生を対象に、進路の授業内で「職業ガイダンス」が行われ、自分が将来希望する分

野の体験を行いました。2 週にわたって行われ、講師の方の指導の下で貴重な経験ができた

かと思います。資料等も配布されたと思うので、それを見たり、その分野について調べたり

と、今後の自分の進路決定に役立ててもらえたらと思います。 

 

【進学情報】 
 

 今年度の、大学・専門学校の入試もいよいよ大詰めを迎える時期となってきました。進学

先が決定した人は、進学後に困ることがないように、この冬休み期間から自学自習に励んで

ほしいと思います。これから受験に臨む人は、自分を信じて頑張ってください。1・2 年生

については、担任と相談して積極的にオープンキャンパスに参加しましょう！ 
 

〈令和 4 年度 進学先一覧〉 
 

■札幌マンガ・アニメ＆声優専門学校（声優学科） ■札幌デザイン＆テクノロジー

専門学校（クリエイティブデザイン学科） ■札幌ビューティーアート専門学校（ヘ

アメイク科・トータルビューティー科） ■北海道スポーツ専門学校（アスレチック

トレーナーコース） ■札幌医療リハビリ専門学校（作業療法士科） ■小樽歯科衛

生士専門学校 ■札幌スポーツ＆メディカル専門学校（スポーツトレーナーコース） 

■札幌学院大学（人文学部 人間科学科） ■専門学校 札幌デザイナー学院 ■国

立小樽海上技術短期大学校 ■大原法律公務員専門学校（警察官・消防士コース）  

※2022 年 12 月 15日（木）現在 



【就職情報】 
 

 就職組も受験がいよいよ大詰めを迎えています！来年も様々な企業にお世話になります

ね。今年は求人数も激増し、促進会にもたくさんの企業が参加していました。社会とは学校

ほど甘いものではありません。そして、楽しいことはほんとに一握りです。しかし、それを

味わうことが出来た時に、一回りも二回りも成長することが出来ます。来年から社会人の仲

間入りをする自覚を持って、この冬休みを過ごしてほしいと思います！自分の行動、発言に

責任を持ちましょう。また、自分が好きなことを仕事にすることに越したことはありません

が、好きなことと出来ることは違います。就職希望の 1、2 年生で職種等に悩んでいる人は、

自分にできることを考えてみましょう！進路の授業で使用しているワークも活用できると

思います。1 人で悩まずに、周りの人に相談をしましょう！ 

 

〈令和 4 年度 就職先一覧〉 
 

■株式会社 温泉宏楽園 ■札幌シーフーズ株式会社 ■株式会社 タイガー  

■トップワーク株式会社 ■北海道旅客鉄道株式会社 ■株式会社 健康倶楽部 

■株式会社 本間解体工業 ■アートコーポレーション株式会社 ■株式会社北源

■株式会社ワコー  ■ミユキソーイング株式会社  ■株式会社  スタック   

■株式会社ジー・ガイヤ ■自衛官候補生（陸上） 

※2022 年 12 月 15日（木）現在 

 

【お知らせ】 
 

休み時間や放課後の時間帯は、本館 2Fでは面接練習や進路相談を行っています。廊下等

では、静かに過ごして下さい。また、企業・大学・専門学校の方が年間を通して来校してい

ます。みんなの普段の学校生活を見られているということを忘れずに過ごしてください。特

に、話し方が気になります。敬語を使っていない人が非常に多いです。服装・頭髪が乱れて

いる人が本当に多く目立ちます。そのような人は、3 年生になってから推薦されませんよ。

また、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、担任にも相談をしたうえで、進路室を活用して下さい。 

例年ですが進路室を活用する人が少なく残念に感じます。進路室には、進学の教材やパン

フレット、赤本、過去の求人票などの資料がたくさんあります。1 人で悩まずに、進路相談

に来てください。進路室を積極的に利用しましょう！ 

 

※卒業後の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 
 


