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酢芽国富を輔藤　廉廉を創る
生徒一人一人が自らの可能性を見つけ個性を伸ばし､自分らしく生き生きと生きる道を切り拓くことにより､将来

における進路実現､自己実現を目指す｡
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●共通弄斗目
匡柑育総合
世界史A
数学l
科学と人間生･,-舌
保健･体育
芸術
真言青l
′情幸艮A

家庭基礎
産業社会と人間など

●共通科目
【司7音総合
保健･体育
美音書目
●系タリ布斗目
社会手首祉基礎
薄青己
'r書幸艮処理

電気基礎
機械製図
建章毎製図など

●共通不斗【∃
匡帽吾総合
世界史A日本史A
物理基礎･生物基礎
体育など
●系タIJ禾斗目
社会福祉実習
全音十
伸幸摂処‡里応月∃
情報実習
機械実習
建築構造設計など

｢産業社会と人間｣は､ 1年次にすべての系列の実習及び授業を体験しながら自釧こふさわしい系列を見つけ出すための科目ですo将来就きたい職業や

自分自身の生き方についてさまざまな側面から考え､自分の将来の目標実現にむけてライフプランを立てるなかで､進路意識や就業意識を高めることを目

標としています｡将来の自分の職業生酒を想像しながら系列選択を行うことができ､また系列の専門的な学習を自分の将来に生かしていくイメージをつく

りやすい｢キャリア教育の充実｣は､本校の大きな特色のひとつです｡

卒業後は､系列で身につけた専門性を生かした就職､あるいは更に専門性を深めるために上級学校へ進学が可能です｡系列の専門性と英･数･国の基礎

学力の強化を図り､生徒一人一人の進路実現のためのサポート体制を整えることで､国公立大学への進学から就職までの幅広い道が開けています｡

帯成讃遜軍歴
学校全体での進路

●就職者と

進学者の割合

就職者
48%

進学者
52%

自営2%｢ ｢公務員4%

●慧諾認定者縁故10%
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●進学内定者
の内訳

専門学校
49%
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私は何かをr創る｣仕事に就きたいと思い､音士北樟76校の
建築デザイン系列に進学しました｡授業を適して自分の意思
を他者に伝えることの難しさや楽しさ､表現の面白さに気づ
くことが出来ました｡在学中は勉茸だけではなく部活動にも
打ち込み､多くの大会に出場しました｡自分が熊崎を持った
ことに一生懸命取り組み､技術や知相を鼻に付けることは大

きな自信につながります｡

1士北稜74校は､努力すれば必ずr私はこれが出来る日と

有　いう自信を持つことが出来るようになる学校です｡私は74校
雷㌔h A.芸業苦よ課芸Arbee.OBie.錯綜<%6,<,h<J

ア活動にも参加しています｡いろいろなことに耕確的に取り
組むことの楽しさを書士北棟高校で実感してください｡

山科大学教書人冊科事群即M的生社会挿樺共生社会コース

私がビジネス系列を志生した理由は､多くのjt格を取得でき
るからでした｡簿記やtI朝処理､秘■横定は､大学3年生に
なり､離村活JZIを行っている今､大いに役立っています｡大

学では､一般赦*ができる前提で招集が展開されるので､英

語の授業は非常に苦労しました｡しかし､一般教士だけの授
業だと発想力やオリジナlJティが凝り固まってしまうと思い
ます｡軌こも得意不得意はあります｡もちろん一般教士は主
要ですが､私も一般教書は苦手です｡書士北稚高校は一般教

義だけを強制させるのではなく､自分の得意なことを伸ばせ
ることができ､自由な発想ができるようになると思います.
私は書士北鞭高校に入学してよかったと本当に感じます｡
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日本工事枕∧王手JrM学校ITカレッジqF和地瑚科

私が宮士北稜帯等学帆こ入学を決めた理由は､片柏がたくさ
ん取れるということと､パソコンを使うことが薬しくて､早
い段階からよく知りたいと思ったからです｡

在学中は､情報エレクトロニクスコースに所属しパソコンの
ハード･ソフトについて幅広く勉強してきました｡進学し､

深い内容を学ぶための基盤や､さらに難しい横定取得のため
の知的を身につけることができました｡
授業に加え､放課後の時間を利用してTI朝処理技能検定表計
算l級をはじめとするI D種類の検定に合格することができ
ました｡また､地元企兼のインターンシップやコンテストに
参加するチャンスもあるので､担任の先生や系列の先生の協
力の下に欲張って活動してきました.
在学中にいろいろと挑戦できるので､種族を稚んで自分の力
にすることができます｡どんな運に進んでもその経験が自信
につながると思います｡

ぜひ､ほかの人に汚れるような楽しい学校生活を送ってくだ
さい｡
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日串エ♯大群工和脚榊　兼書棚

私は幼いころから住宅やものづくりに興味があり､建築デザ
イン系列に進みました｡

建築デザイン系列では､別図や実習などの授業もあり､自ら
デザインしたものを完成させるという書びを感じることがで
きます｡また､コンテストへの応事やlt格の取得などができ
ます｡

大学では､高校で学んだことを生かし､より専門的なことを
楽しく学ぶことができました｡
書士北稜高校は普通高校とは速い､様々な分野のコースを自ら
選ぶことができるため､自分の好きなことや興味あることを書

門的に学ぶことができます｡そのため､自分に合った進学や就

恥先を見つけやすいのが特徴であり､聾みだと思います｡

部活動との両立もしやすいため､とても淋しく充実した高校
生活を送ることができました｡先生方も温かく､書士北棲本
校に入学して本当に良かったと今でも感じています｡

私が機械テクノロジー系列に進んだのは､もともとモノを作
ることが好きだったからですo将来は到達関係の仕事に就き
たいと考えていました｡

この系列では旋盤やフライスといった切削加工､ガス溶接や
アーク溶接､ CAD等といった色々なモノ作りを体験すること

ができました｡また検定やコンテストにチャレンジすること
により多くのjq格を得ることができました｡こういった経験

や体験､そして資格を耶ることができるのかこの高校の強み
だと思います｡また部活動も盛んに行われており､勉強に部
活に充実した高校生活を送ることができました｡

書士北棟高校は横定やコンテスト･部活などなど､色々なこ
とに挑戦できる学校です｡何事にも淋しく色々なことにチャ
レンジしてみてください｡
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書や文科大群文事鉢物柵tgt料

私は赦♯系列人文科学コースに所爪していました｡将来の辞
が小学校の教師になることだったので､大学に進学したいと

思い､この系列を浪びました｡赦★系列人文科学コースに進み､

英晴や国樺などを中心に勉強していましたが､総合学科とい

うことで､情報処理などの汝格もとることができ､書門的な
勉強もすることができました｡

76校生活は､部活と勉苛の両方に力を入れることができ､と
ても充実した3年間の学校生活を送ることができました｡

北棟高校は､自分のやりたいことが見つかり､その軌こ向かっ

て一生懸命頑張ることのできる場所だと思います｡

附　W}]　　　}

拙　糊叫州を人ホーム榔

私は､社会人として仕事に就く時には､人と関わる仕事や人
の役に立つ仕事に就きたいと思っていました｡週駅のiIとし
て､総合学科である書士北棟高校を選びました｡
書士北稜高校は､ 7つの系列を実際に体醸して､その中で自
分に合った将来投計ができます｡そして私は､袖祉健康系列
を選択しました｡

授業では､補祉の基本的な知fAから様々な介戊の体験を学ぶ
ことができ､また就業体族で実際に外に出て学ぶ事ができま
す｡そして､保育や楕祉など絹広い分野を学ぶこともできます｡

私は､高校でホームヘルパー2轍の米格を取締し､卒業して
すぐ介強の仕事に就いて今に至っています｡補祉系列で書門
的な学習ができ､今の社会生活でとても活かされています｡
音士北稜高校で3年間過ごすことができて､年目が楽しく､
充実した日々を送ることができました｡書士北稜76帆ま何事
にも挑戦していける素Plらしい学校です｡
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私は､中学生の時にボランティアを通じて福祉に舛味を持ち
やがては軌こなりました｡相祉健康系列に進み､介護の基礎
を学び､坊間介謙Jijt格取得のための実習や施悦実習は現在

の専門学校での勉強にも活かされています｡在学中は食物tRl

理横定や在宅坊間活肋などのjt格取得やボランティア活hに

力を入れていきました｡特に在宅払間活動は北棟那文の前身
である北書士工業高校からの活動であり､地域の高齢者と交

流することが出来るJtIな活JZIです｡

書士北稜高校は､様々な書門分野を学ぶことができ､自分に
合った勉強が出来る魅力ある学校です｡私は3年間をとても
有意点に過=すことが出来ました｡

私は､物を造ることが好きで､単純に実習のある建築デザイ
ン系列を選びました.実習や乱国は親しくやっていましたが､
勉強は苦手だったため､ jq格をたくさん取りました｡という
立派な昔舌はできません｡

そんな私でも多くのことを学べたのが､ T士北棟高校でした.
受けたい授業をiR訳できるので､授業に対する意欲も連いま
したが､努力したのは部活動とクラス活JZIです｡そこで人間

性や社会性を深く学びました｡この+を学んだことで､就職
拭験の面接や､社会人としての姿勢等､現在でも多くの事に
活かされています｡

･t r人の指をWくこと､考えて行Jbすること､我憤すること｣野

球部の監督であり､担任でもあった先生の貫井で､今でも忘
れていません｡官士北棟帯校は､自由に自分の将来を考え､
学べる学校です｡部活､勉強､趣味､何でも良いので､がむしゃ
らに取り組んでください｡きっと後悔しない3年間を過ごせ
ると思います｡少なくとも私は､書士北枠木校だった事を搾
りに思っています｡

)

株式会社NTT-ME肋群

書士北棟高校の魅力と甘えば､進学と就職が両方出来ること､
また､ 7つの系列を全て体検してから自分の進路に合った系
列をiRベる所だと患います｡
7つある系列の中で私が情報系列を過んだのは､将来情報に
関わる仕事に就きたかったからです｡什報系列では情報処理
やプログラミング､プレゼンテーションなどパソコンを使う
授業や､それ以外では簿記などを赦わり､たくさんの卓格に

E笠芸芸吉=誌禁苧誌的中でも学ぶことがあ｡ます｡私

は剣道部Jiとして3年間を過ごし､普段の生活態度から人に

感脚する気持ちなど､ここには書ききれない多くのことを教
わりました｡
書士北棟高校は､自分の自主性が拭される高校だと思います｡
自分で考え､自分から行勤し､努力をすれば､結果は必ず沖っ
てくる｡ T士北穣有機での経験が､今の私を生かしているの

だと思います｡
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本校の特色ある7つの系列の授業

を体膜することで､次の目標の実　ぎき

甥を目指す｡

社芸生活や職業生活に必要な墨　4

本的な能力や態度及び望ましい

勤労観､職業観を身につける｡
､潤代社会の中での福祉･商業･

工業等の在り様について考察

し､よりよいfj:会を築いていこ　ぎ

うとする意欲･態度を養う｡

r内容J

l年次で決定した各系列で､次の

目標の実現を目指す｡

0望ましい勤労観･職業僻や将

来の社会的自立･職業的自立

の基盤となる主雪質･能力･態

度を育むo

⑳社芸人･職業人の素地を培い

専門性の向上に努める｡

避慮罪濁
LTt737

自分の進路希望や興峠にもとづい

て一人一人がテーマを定め､調査

研究や作品制作をしていく｡高校

での学習の総まとめ.

進学先･就職先の綿密な研究を重

ね､必要な学力や姿勢に磨きをか

ける｡

如き妬き舶･LT,

夢に向けて-

′′-トトト

ーー′　卜＼

つの系列の紹介

貞　…芯t;＼u l
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○大学･短大など上級学校への進学を実現するため自ら学び､考える態度を育てます｡

○基礎基本の定着を図り､粘り強く問題解決に取り組むことが出来る生徒を育成します｡

○生徒の実情に合わせ､興味･関心を弓lくような教材の提示､および授業を展開します｡

FUJI HOKURYO HIGH SCHOO｣

私は､ 4年制大学に進学したいと思い､教義系列自然科学コース
を選びましたo他系列とは違い実習はありませんが､知識や教義を
身につけることができますo難しい勉強もありますが､基礎から丁
寧に学べるので確実に自分のものにすることができます｡
私は､部活動をしているので､勉強との両立が大変です｡しかし､

朝や昼休みの時間を利用してわからない所をなくすなど､日々頑
張っています｡

日々の勉強を生かして､漢検･数検･英検の上位級の取得を目指
していますo富士北稜高校は､湾櫓取得や部活動など何事にも全力
で挑戦できる学校だと思います｡

私は将来教育関係の職業に就きたいと思っています｡この職業に

就くために上級学校進学を考え､教義系列の人文科学コースを選択

しました.系列では､国語､英語などの一般教義を学んでいます｡

また漢字検定などの検定にも挑戦していますo分からないことが

あったら､先生に気軽に聞けて､分かりやすく教えてくれます｡

私はこの2年間で多くのことを学び､検定を取得することができ

ましたo　これらは将来に生かせると思いますo

富士北稜高校に入学してから私は､勉強に部活動にそして友達と､

毎日充実した日々を送っていますo

ll Fl l i

漢字検定　英語検定　数学検定　他
㌔           ､

漢字検定準1級/英語検定準2級/数学検定準

2級

t　　　　　　(

大学･短大

山梨県立大学(国際コミュニケーション)都留

文科大学(初等教育･比較文化)明治大学(経

済)山梨学院大学(管理栄垂士･法学)健康

科学大学(理学療法･作業療法･福祉心理)帝京

科学大学(日射買境)神奈川=科大学(応用バ

イオ/栄達生命)拓殖大学(国際)東京福祉

大学(教育)東京未来大学(ことも心理･保育)

明海大学(日本語)　山梨学院短期大学(保育･

食物栄萎)帝京学園短期大学(保育) LIJ野美

容短期大学　小田原女子短期大学(保育)

大垣女子短期大学(音楽総合)　他



～+十.書㌧十 葺豪速馨療薫到
○乳児から高齢者まで､人の一生を通しての福祉と健康づくりについて必要な知識･技能

を身につけさせます｡

○体験的･実践的な授業を通じて福祉および生活課題に対する問題解決能力を養います.

0介護備品の充実した実習室での介護実習をはじめ､ボランティア活動や手話などの学校

設定科目を多数開講し､充実した授業展開を行います｡

福祉健康系列では､専門性を高めるための座学だけではなく自らが体
二二.IuJ　験をする実習等があります｡私はこの系列の授業を通して地域の方や

浦品　色々な準設を襲撃することにより､私達の世代が改めて考えなければい
けない現状に遭遇することができましたQ

福祉イコール介護職というイメージがあります.しかしそれだけでは

なく､福祉に関する様々な職種を知ることができ自分の将来への道が広

がります.また､多くの資格を取得することができますo私もはっきり

とした目標を見つけられ､日々充実した学校生活を過ごしています｡

貰士北棟高校だからこそ学へる知識･技能を身につけられて､本校に

入学して良かったと実感していますo

私が冨士北極高校に進学した理由は､たくさんの系列の中から自分の
将来の夢につながる学習ができると考えたからです｡富士北稜高校は総
合学科であり､どの系列に入ろうかと最初は迷いますが問題ありません0
1年次のうちに産業社会と人間という授業があり全ての系列を浅く学べ
ることができますo系列選択にとても役立つ授業だと私は思いますo
その中で私は福祉健康系列を選択しました｡この系列では､普段の坐

活の中でも活かすことのできるコミュニケーション能力を身につけるこ
とができます｡介護士を目指している私からしてみればその能力は絶対
に必要なので身につけて損はありません｡また資格では訪問介護昌2級
や食物､被服などがあるので資格には強い系列だと思います｡受験生の
皆さん､富士北種高校に入学して､進路実現を成功させてみませんか?

-:ti -I
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(下=E凹中学校)

閑　竜弥

○広く簿記会計に関する知識を習得し､企業の経営を分析したり､パソコンによる会計処
理を学びます｡

○電卓･ワープロ･表計算ソフト等を学習し､経理･事務･販売等に従事できる事務処理
能力の育成を目指します｡

○ビジネスマナー.商品と流通･マーケテイングなどの科目を通し､接客の心構えやマナー､
商品知識等を学びます｡

○資格取得に積極的にチャレンジし､就職･進学の道を拓きます｡

t j F

)

､ 私は､将来なりたいものや､やりたいものが､まだ決まっていませんが､
i-　~二-∴二　一∴二__I-;二一二一-∴

至'.i:
か　　ました｡残りあと1年ですが､日商パートを選んだからには､ 1番の目

的である"日商簿記2級"への取得を目標に頑張っていきたいと思いま
すo　マナ-についても学べ､将来役に立つと思います｡

ビジネス系列に決まり､授業が始まってから､初めはついていけずに

大変でしたが､ペースを合せてくださる先生方がほとんどなので助かっ
ています｡この2年間で､さまざまな資格にチャレンジし､取得してき

私がビジネス系列を選択した理由は､たくさんの資格が取得でき､そ

宮滴　れらが自分にとって役に立つと思ったからです｡
ビジネス系列では､電卓･情報処理･簿記などから､ I Tパスポート

下韻　まで様々な資格を取得することができますo系列の先生方は､とても分

かりやすい授業をしてくれるので､難しい資格でも頑張ろうという気持
ちになれます｡
私は弓道部に所属しています｡系列と部活の両立は大変な時もありま

すが､先生方がとても協力的なのでどちらも妥協せずに頑張ることがで
きています｡

将来に役立つ資格を取得したり､尊敬できる先生や楽しい友達と出会
うことができて､富士北稜高校に入学して良かったと思っています｡

････ト蛤.::.∴J
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訪問介護員　家庭科技術検定　福祉住環境コー

デイネ-夕(2010年度記載)訪問介護員･家

庭科技術検定(食物調理･被服製作･保育) ･福

祉住環境コーディネータ

参考.訪問介護昌2級壷成課程修了者､家庭科

技術検定(食物調理　被服製作　保育)合柏者

他多数(2010年度記載)価

【迎三のL-iil宗･13

訪問介護昌2級藁成課程修了/家庭科技術検定

(食物調理･被服製作･保胃)合格/福祉住環土完

コーディネータ3級合格

L:i: 1･/1､ ∴日日

し･大学･短大

山梨県立大学･健康科学大学･山梨学院短期大学
･､ ､専門学校

帝京医療福祉専門学校･優和福祉専門学校

L､就職

特別看護老人ホーム(富士山荘　虞和荘　芙蓉荘)

医療法人架々堂

日商箔記検定2級　全商箔記検定1級　I Tパ

スポート　全商珠算･電卓検定1扱　全商情報処

理検定1級　全商ワープロ検定1級　全面商業

経済検定1級　秘菖検定3級　販売士　他

いlい(I)  ㌔)

県商業実務競技大会　電卓の部　優勝(全国大

会出場) /蒲記の部(全国大会個人の部出場)
T　　　弓　　　l

大学･短大

日本大学　東洋大学　帝京大学　拓殖大学　東京

経済大学　桜美林大学　城西大学　日月海大学　山

梨学院大学　千葉商科大学　健康科学大学　大月

短期大学　吉山学院短期大学　他

専門学校

甲府医療秘書学院　山梨県歯科衛生専門学校

県立産業技術短期大学校　大原箔記学校　他

就職

山梨県警察　埼玉県警察　シチズン電子　加藤

電器　郵政事業株式会社　湖山亭うぶや　　湖

南荘　　NTT-ME　　ノジマ　ファミリーオート

トミ美容室　　ウオーターダイレクト　他



○情報社会に対応するため､各種アプリケーションソフトの操作方法と活用方法などコン

ピュータを活用する知識.技術を身につけます.

0資格取得を目指す学習において､専門知識や技術を定着させることでスペシャリストと

しての資質を身につけますo

情報系列では､パソコンを使った授業を始め､簿記などの座学の勉

羽前　撃も車と華子L子?墾l巧哩をく至生?学理李聖子写す予軍が出華5,?
で､将来にとても役に立ちます｡専門分野を学ぶにあたり､一人ひと

り個人差がありますが､分からない所は情朝系列の先生方が生徒一人
ひとりに理解できるまで丁寧に分かりやすく教えてくれます｡また､
検定が近づくにつれ､放課後に課外を実施したりと生徒全員合格を目
指して努力しています｡
本校に入学し､不安なことだらけでしたが今となっては友達もたく

さんでき､部活動でも女子バレー部のマネージャーとして充実した日々
を送っています.産業社会と人間の授業を通して､自分に合った系列
選択をしてみてください｡

情報系列では､情朝処理などのパソコンを使う授業や汚記などの座

翫∴∴:∴言.､_.:三∴三一三･三.I:
定取得に向けて頑張ることができますo資格の取得は決して甘くあり
ませんが､毎日の努力を積んでいけば必ず取得に近づけますo
また､富士北棟高校はエレベーターなどの施設も整っており､先生

方もとても槻切で､生徒･先生関係なく仲が良くとても明るい雰囲気
の学校なので､毎日笑顔が絶えません｡誰でも充実した高校生活を送
ることができます｡

; ､ ㌔ i･  ･ . ･　　二

I Tパスポート　全国商業高等学校協会主催

情報処理検定ビジネス情報部門　プログラミン

グ部門　箔記実務検定　ワープロ実務検定

に_1 a)㍗, =】

県商業実務競技大会　情報処理の部　優勝(全

国大会出場権媚得)ワープロの部　準優勝

こ　　~･. ､　∴

大学･短大

東京経済大学　神奈川大学　関東学院大学　国

士舘大学　駿河台大学　相模女子大学　高千稽

大学　横浜商科大学　山梨学院大学　大月短期

大学　他

専門学校

山梨県立産業技術短期大学校　大原簿記専門学

校立川校　日本工学院専門学校　山梨情報科学

専門学校　日本電子専門学校　サンテクノカ

レッジ　他

就職

NTT-ME　加藤電器製作所　医療法人楽々

堂　光陽精密　フリート　ベイシア電器　忍野

CATV　自衛隊　他

竃蕊清華夢薬剤
電気エネルギーコース

情報エレクトロニクスコ-ス

○電気･電子技術の学習を行い､コンピュータを用いた情報技術の応用や信号機などに応

用される電気制御技術の実習を行いますo　また､電気工事士やI Tに関わる国家資格取　ご～■

得に向けた電気工事やネットワ-ク技術の習得を目指しますo　　　　　　　　　　叫

rT,二三~二
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私が電気情報系列を選択した理由は､今の時代は電気で支えられて
いるといっても過言ではないと考え､その時代を支えている電気関係
の仕事に就きたいと思い､この系列を選択しました｡

この系列では工業の専門的な技術や知言故を学びます｡主に国家資格
である第二種電気=事士の資格取得に力を入れています｡資格取得の
ための課外も実施してくれます｡その結果､毎年多くの合格者を出し
ています｡

本校は一年の途中で系列の選択をしなければなりません｡ ｢産業社会
と人間｣で自分に合った､自分がやりたいと思った系列を見つけ高校
生活三年間後悔しない生活を送って下さい｡

私は産業社会と人間の授業を通して､電気情報系列情報エレクトロ
ニクスコースに興口未を持ちましたo　高校入学時にはどの系列に進むか

具体的に決まっていなかった私ですが､産業社会と人間の授業では7
つの系列を体験することができ､自分が何を学びたいのかをしっかり
と考え系列を選択することができました｡
富士北稜高校は自分のしたいことに積極的にチャレンジできる学校

だと思います｡進学をしたい人にも､就職をしたい人にも､先生方が

親身に対応してくれるので､思い切り頑張ることができます｡勉強や
部活動などに力いっぱい取り組むことができ､充実した毎日を送るこ
とができているので､私はこの高校に入学して本当に良かったと思っ
ています｡

虹■l笥r=1.
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第一･二種電気工事士　基本情報処理手支術者　I Tパ

スポート　情報技術検定　第3種電気主任技術者(認

定校) (3年以上の実務経験必要)他

iL/-::-LLTL ､'■】

第二種電気工事士　36名/l Tパスポート6名/工

事担当者DD3種　7名/神奈川工科大学マイコン回路

デザインコンテスト2010　金賞/関東ものづくりコ

ンテスト電子回路組立部門10位　他

【主な渡指先】

大学･短大

東京電機大学　東京=科大学　湘南=科大学　神奈川

=科大学　日本=業大学　諏訪東京理科大学　千葉工

業大学　国士舘大学　空知産業大学　駿河台大学　都

留文科大学　山梨学院大学　日本大学　桜美林大学

和光大学　他

専門学校

職業能力開発総合大学校東京校　山梨県立産業技術短

期大学校　都留高等技術専門校　サンテクノカレッジ

日本=学院八王子専門学校　他

就職

東京電力　関電工　関東電気保安協会J R東日本
｣R東海　ファナック　シチズン時計河口湖　キヤノン

アネルパ　NECコンピュータテクノ　コニカミノルタ

電子　菊水電子工業　光陽精密　加藤電器製作所　ノミ､じ

でん　仲精機　北容士オリジン　自衛隊　他
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○図面の読み書きができ､立体をイメージできる学習をします｡

○=異や機械を用いて､製品を加工する茎礎技術を学習します.

0コンピュータを使った作図やそれをもとに加工プログラムの自動作成をする技術を学習

します｡

○自動車の構造や整備に関わる基礎学習をします｡

ておけば大学へ進学してから有利になるのではないかと考えたからです｡

機械テクノロジー系列では､機械や金属材料についての座学や実習､製
図などの授業があります｡専門高校とは違い､専門科目が始まるのが1年
の後期からなので大変ではありますがとても充実した毎日を送ることがで

きます｡また､資格取得や検定もたくさん受けることができるのでたくさ
ん資格や検定を取っておくと就職や進学に有利になりますo
富士北稜高校では授業や部活動､ボランティア活動などの諸活動を通じ

て自らの個性を伸ばすことができる学校だと思います｡

私は工業系の大学へ進学したいと考えており､この機械テクノロジー系列

五千　至撃甲.L:チ.レたこ繋聖やこ禦誓‡芦L:_?.し.､子の華甲至少.L,.で阜旦早寸け

私は将来､機械系の企業に就職しようと思っているので機械テクノ

吊≡言三一;:::I_;=ll.:.;:--㌔?,予字:i-:-:?:二言
れてあります｡そして本校ならではの実習も多々あります｡実習で行っ
たことをレポートにまとめます｡大変なことではありますが､その日
の経験したことを復習することができるので､とても大事なことが身
につけられます｡この学校は､先生方がしっかり間違いを指摘してく

れるので日々成長することができ常識が身につくので､社会に出ても
恥ずかしくない社会人になることができます｡

建築デザイン系列に進んだのは､多くの資格が取得でき､それが白

_i-i ~二二∴三三二:二㌦-I:-i--∴一子
外も実施しています｡その結果資格を取得することができました｡
雷士北棟高校に入学して良かったことは､将来の夢を見つけること

ができたことです｡
勉強､部活､これから先のこと､考えることややらなければいけな

いことはたくさんありますが､毎日がとても充実していてとても楽し
いです｡

あなたがもし､富士北棟高校に入学したら､必ずどこかの系列に入

射三･二千二･､三-:::::'=葦. f買主:I:･:∴::,:
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業になります.そして進路に向けた資格取得も増えていきますo
このように富士北棲高校では､とても充実した高校生活を送ること

ができます｡私は､入学するなら富士北稜高校が一番だと心から言う
ことができますo

になりますo私は入学前から建築デザイン系列と決めていて産業社会
と人間を通してその意思が強くなりましたo
建築デザイン系列では､ 1年次で製図を学びます｡ 2年次になると

ほ紺il16了能な主なEう柏】

ガス溶接手支台巨講習　ア-ク溶接技能講習　小規模

ボイラー取扱技能講習　製図検定　CAD検定

技能検定(機械加=･金属熱処理･機械横査)
｣ I S溶接技能評価試験

E退き去の文IfyLIT'】

ものづくりコンテストBE乗大会県予選　旋盤加工

部門　平成21年度準優勝　平成23年度第3位
工業系高校生製図コンテスト　機械系部門　銀

賞　ロボコンやまなし　対戦型部門　第3イ立

高等学校溶接競技会　平成22年23年　2年連
続優勝(関東大会県代表)関東高校溶接競技会
第3位
【主な越路洗】
大学･短大

神奈川工科大学　湘南工科大学　専修大学　帝京
科学大学　ものつくり大学　山梨学院大学　他

専門学校
LIJ梨県立産業技術短期大r削交トヨタ東京自動車大
学校　職業能力総合大学校

就職
牧野フライス製作所　シチズンセイミツ　シチズ
ン時計　シャノメダイカスト　キヤノンアネルパ

光陽精密　コミヤマエレクトロン　光富士　三

菱重工業　東京電力　Ej野自動車　他

【取得可能な主な日精】

2級建築士(3年以上の実務経験必要)建築C

AD検定　大工技能士　レクリンク技能検定　他

(2010年度記載)

【過去の実績】

日本工業大学建築言受計競技1等/長崎総合科

学大学富貴計アイディアコンテスト　入賃/山梨

県高等学校建築製図コンテスト　金賞　他

【主な進路先】

(⊃大学･短大

都留文科大学　東京電機大学　日本=業大学

神奈川大学　東海大学　東京工芸大学　ものつ

くり大学　フェリス女学院大学　文化女子大学

山梨学院短期大学　他

(〟 )専門学校

国土建設学院　東京デザイン専門学校日本工学

院八王子専門学校　中央工学校　峡南高等技術

専門学校他

り就職

渡辺設計　第-測量　富士環境システム　帝石

パイプライン　キヤノンアネルパ　告士急ハイ

ランド　菊水電子　シチズン時計　太陽電機

富士山の銘水　他
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野球(男)

サッカー(男女)

ラグビー(男)

テニス(男女)

陸上(男女)

ソフトボール(女)

バスケットボール(男女)

バレーボール(男女)

卓球(男女)

弓道(男女)

剣道(男女)

柔道(男女)

自転車(男女)

ボート(男女)

ヨット(男女)

ウエイトリフティング(男女)

ソフトテニス(男女)

L副生だ璽

空手(男女)

陥㌫■消
商業実務競技
電子情報技術

放送

琴適
華道
吹奏楽

美術
建築研究
書道

葛[甘-鷲

自然科学研究
調理研究

写真
E S S

騨熊野∴…∴:

EP

節

期
iZt:;i

4月　○入学式

5月　○高校総体

〇第1回定期試験

"　　j

6月　○′;､しぎくら支援学校との交流会

○職場見学

7月　○紅稜祭(文化祭)

○在宅訪問活動
〇第2回定期試験

8月　○オープンスクール

9月　○強歩大会

10月　〇第3回定期試験

○球技大会
○新人大会

11月　○芸術文化祭

○′言､じざくら支援学校との交流会

〇第4回定期試験
○在宅訪問活動
○就職内定者激励会

12月　○修学旅行

○進学内定者激励会
L       ～ I _

1月　〇第5回定期試験(3年次)

○北稜文化部芸術フェスティバル

2月　○ライフプラン全体発表

○生徒発表会

3月　○卒業式

〇第5回定期試験(1,2年次)


