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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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視 の 総 合 学 科

昌 園 学 力 の 国 化
トリ プ ル 担 任 制 (HR正 担 任・ 副 担 任・ 系 列 担 任 )

科学と人間生活

保健・体育

芸術
コミュニケーション英語 I

情報の科学

家庭基礎

産業社会と人間 など

コミュニケーション英語Ⅱ

■系発常ヽ萎

社会福祉基礎

簿記

情報処理

電気基礎

機械製図

建築製図 など

情報処理応用
情報実習
機械実習
建築製図 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分にふさわしい系列を見つけ出すための科目です。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。

霧八 重恣饉礼
学校全体での進路
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9期 生 (平成 26年度卒 業生 )進 路先 ×カッコ内は人数、名称については略称あり

:■■i 都留文科大学 (2)、 日本大学 (1)、 東京電機大学(2)、 国士館大学(2)、 東京経済大学(1)、 神奈川工科大学(2)、 湘南工科大学(1)、 ものつくり大学(1)、 山梨学院大学(10)、 山梨英和大学(1)、 健康科学大学(9)な ど
:=● : 山梨県立産業技術短期大学校 (8)、 山梨学院短期大学(2)、 帝京学園短期大学(1)、 大月短期大学(3)、 日自大学短期大学(1)、 戸板女子短期大学(1)、 埼玉女子短期大学(2)、 実践女子短期大学(2 )な ど
:■■■,,, 富士吉田市立看護専門学校(4)、 甲府看護専門学校(2)、 帝京福祉専門学校(3)、 1来南高等技術専門学校(2)な ど
:■|=, フアナック(6)、 シチズンセイミツ(1)、 シチズン時計マニユフアクチャリング(5)、 関電工(1)、 河口湖オルゴールの森(2)、 業々堂(9)、 ふしでん(2)、 NBCメッシュテック(1)、 ウォーターダイレクト(2)、 富士山の銘水(4)、 東京電力(2)、 富士
情報サービス(1)、 菊水電子工業(3)、 東芝エレベータ(1)、 昇辰電気 (1)、 カロ藤電器製作所(3)、 ホンダ自動車販売 (4)、 さいとうlF.科クリニック(1)な ど

平成21～ 25年度卒業生の主な進路先 ×カッコ内は人数、名称については略称あり

:■■: 山梨大学 (3)、 茨城大学 (1)、 都留文科大学 (11)、 山梨県立大学 (6)、 健康科学大学 (34)、 山梨学院大学 (30)、 神奈川大学 (3)、 神奈川工科大学 (14)、 関東学院大学 (3)、 国士舘大学 (2)、 産業能率大学 (1)、 実践女子大学 (1)、 専修大学
(2)、 千葉工業大学 (3)、 東京経済大学 (7)、 東京工科大学 (5)、 東京工芸大学 (2)、 東京電機大学 (4)、 日本大学 (3)、 日本工業大学 (4)、 明治大学 (1)、 国立音楽大学 (1)、 東京女子体育大学 (3)、 大月短期大学 (21)、 山梨学院短期大学 (28)、 帝京学園
短期大学 (14)、 青山学院女子短期大学 (1)、 小日原女子短期大学 (4)、 実践女子短期大学 (1)、 上智短期大学 (1)、 山梨県立産業技術短期大学校 (28)、 山梨県立都留高等技術専門校 (8)、 山梨県立峡南高等技術専 F号 校 (5)、 富士吉田看護専門学校
(16)、 帝京山梨看護専門学校 など

:■■: カロ藤電器製作所 (26)、 楽 堂々整形外科 (6)、 富士情報 (4)、 ウォーターダイレクト(12)、 富士山の銘水(18)、 AOK(6)、 昭和大学学生食堂(4)、 トミ美容室(1)、 一水工業株式会社(3)、 シチズンセイミツ(11)、 キャノンアネルバ (7)、 光腸精
密 (5)、 北富士オリジン(4)、 ユージーエム(9)、 フジミ(13)、 ナメカワアルミ(5)、 太陽電機 (6)、 NBCメッシュテック(5)、 ふじでん(5)、 東京電力(4)、 富士物産(10)、 光富士(17)、 シチズン時計河口zll(8)、 NTT ME(4)、 いちいの木(6)、 富士山荘
(9)、 芙蓉荘(6)、 富士観光開発 (12)、 富士レークホテル(7)、 KUKUNA(8)、 丸栄ホテル(8)、 登り坂石油(5)、 鳴沢ゴルフ倶楽部 (9)、 日野自動車(4)、 東海旅害鉄道(6)、 自衛隊(13)、 山梨県讐(4)など
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本校の特色ある

アつの系列の授業を

体験 することこ

次の目標の実現を目指 曳

■社会生活や職業生活に必要な基

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。

1現代社会の中での福祉 商業 I
業等の在り様について考察し、よ |
りよい社会を築いていこうとする |
意欲 態度を養う。       |
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: ヅ内書屏

: 自分の進路希望や興味に

' 
もとづいは ,人が

| テーマを定め、調査研究や

1 作品制作をしていく。

1 高校での学習の総まとめ。

: 進学先・就職先の綿密な

1 研究を重ね、必要な学力や

姿勢に磨きをかける。
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教養系列
自然科学コース

佐藤 ―哉
1河□湖北中学校出身)

教養系列
人文科学コース

志 村 あ ん な

(忍野中学校出身)

鶉福祉健康系列

佐藤 富美花
1河匡湖両中学校出身)

員初任者研修 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

私は4年 制大学への進学を考えて、教養系列の 自然科

学コースを選択 しました。この系列では実習をすること

が少ないですが、普通高校と同じく一般教養を学んでおり

基礎学力の強化や新 しい知識 などが身につ く系列です。

また、それたけではなく選択科 目があ り、3年生から福祉

健康系列と合同で手話、ボランテイス 保育、情報のしヽず

れかを学ぶことができるため、自分の将来に近いものや

将来に役立つものを身につけることができま丸

私は、部活動に入つているため勉強との両立が大変で

すが担当の先生方は丁寧に熱心に指導をして下さるの

で、分からないところも気軽に聞けてとてもわかりやすい

です。

富士北稜高校は進学や就職にも対応している学校で現

福祉健康系列では、福祉や健康の専門 1■ を高める座学

と自ら進 んで動 き覚える実習 があ ります。座学にお いて

は、地域社会の福祉につ いて学んだ り、福祉の法律につ

いて学んだり、心と体の しくみ について学んだりしていま

す。実習では、高齢者に対する介護を、生徒同士で行 つて

学んだり、人形を使用 して練習 した りしています。このよ

うな学習を通すことにより、実際の介護の場面で活 かす

ことができるようになるので、将来、福祉関係で ellく 人に

向いている系列で丸

私自身も、学習をしていくにつれ、実習で力がついたと

感 じることがで きました。目標 が同 じ仲 間 7」 集まる系 2‐ l

は、選択がとても重要なので、自分 に合 つた系列選択をし

てみてください。
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1輻⑬
l 督蒔書置

1 1年次で決定した

1各系列こ

1次の目標の実現を目指魂

: な望ましい勤労観 職業観や将来
|  の社会的自立 職業的自立の基
:  盤となる資質捕と力 態度を育a
: な社会人 珊業人の素地を培い専

門性の向上に努める。

夢に向けで̈罐りっの系列の紹介
: :書 111

: 与●

教養系列の授業において、基礎基本の定着を図るとともに、各教科科目の特性に合わせた小論

文・プレゼンテーション・ ディベート等の活動を行う。それらの活動を通して自らの考えをしっ

かりと持ち、それらを表現できる生徒を育成し、大学・短大などへの進学の実現を目指す。

■■■■■■■■■ |

漢字検定 英語検定 数学検定 家庭科技術保育検定

■介護職員初任者研修を修了するために、高齢者介護に関わる福祉の授業を展開しています。
■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。
1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。

轍繹電鑢な重な量纏

私は4年制大学へ進学 したいと考え、人文科学コースを

選択 しました。人文科学コースでは、主 に文系の勉強をし

ます。普段の授業は座学で、50分 問黒板と机 に向き合 つ

ているような状況ですが、とでも集中できる、心地良い環

境です。一般教養を身につけることができ、授業は漢検、

数 検、英検 な どの 検 定 にも対応 しているのでとても役

立つていると思 います。教養系列 は全員が大学進学を希

望 しているため、自分にも良い束」激になります。先生方も

親身 になつてサポー トしてくれるので、勉強するには最適

な環境 が整つています。このため、教養 系列での勉強 は

とても楽 しくや りがいがあるものとなつています。勉強は

辛いと思つてやるものではなく、楽 しいものであると教養

系列か教えてくれま魂

福祉健康系列では、高齢者福祉を中心とした勉強をし
ます。私は夢である介護福祉士に向けて知識を高めるた
めに、この系列を選択しました。座学では福祉の歴史や
衣食住についてを学ぶことができ、l■ を動かす実習では

介護の現場に近い授業をするのでイメージを膨らませる

事ができます。また外部の先生を招き専門性を高める講
義をして頂いたり、夢への力になる介護職員初任者研修
や家庭科技術検定などの資格取得ができる、とても魅力
のある系列だと思います。先生方も、分からない所があ
れば熱心に指導して下さるので安心して授業が受けられ
ます。

富士北稜高校は系列選択の際、「産業社会と人間Jで

体験授業ができるので、よく考えて決定すると良いと思
いま現



■経済を読み取る力、簿記会計能力、情報処理能力、マーケティングカ、ビジネスマナーなどのビ

ジネス社会で適用できる活用能力の育成を目指します。

■高度資格取得を目指します。

,社会人基礎力の育成を目指します。

日商簿記検定2級 全商簿記検定]級 全商珠算・電卓検定]級

全商情報処理検定ビジネス情報部門]級 全商ビジネス文書検定]級 全商商業経済検定]級 他
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警ビジネス系列

松本 玲果
(吉 田中学校出身)

ビジネス系列では、簿記や電卓 、情報処理などの検定

に向けた授業を中心 に学んでいきます。先生方のわか り

やすい熱心な指導 と、富士北稜高校の整つた環境の中で

学習を進めることで、多 くの資格取得や 日商簿記検定な

どの高度な資格 に挑戦することがで きます。就職 、進学

のどちらにも対応できる系列です。また、資格取得 という

共通の 目的を持 つた友人との出会 いが、高校生活をより

良いものにしてくれま魂

「充実 した高校 生活を送 りたい。Jそ んな期待を込め

て入学 してきた1年 生 。系列選択 は大 きな分 かれ道で し

た。しかし、未来を倉サることのできる富士北稜高校です。

自分 自身 に合つた道を探すことがで きます。希望 に溢れ

た高校生活を送ることができるでしょう。

情報系列では、簿記や情報処理、ワーブロなど商業系

の検定 を多 く取得で きます。その分覚 えることは多いで

すよ 検定前 には先生 が夜遅 くまでつきそつて勉強を教

えてくれ、学習面はとても整備 されています。また、検 定

が 2週3週と続 くこともあり、忍耐力や精神力が身に付き

ます。

専門的な授業 を行 つていくために、同 じものやことに

興味を持つ仲間が多 く、ちよつとしたきつかけから、すぐ

に友達づ くりができます。そんなことから体み時間は、楽

しそうな話 し声や笑い声が多 く聞こえま丸

情報系列で学んだことはどの分野の仕事 にも活かされ

るので、将来や りたいことの決 まつていない人 には特 に

おすすめです。

X情報系列●平成

―

よリビジネス系,1と統合し総合ビジネス系列特 定で魂

私 が ビジネス系列で選択 した理由は、多 くの資格 を取

得することがで き、自分 の将来のため になると思つたか

らで丸

ビジネス系列の授業 は、簿記 電卓 1情 報処理 などを

中心 に資格取得 を目標 として学習 します。資格 は級が上

がるほど内容が難 しくなりますが、1～ 2週 間程前からの課

外で理解できるまで徹底的に学習で きるので、着実 に合

格に近づけます。先生方のサポー トも厚いので、部活動に

も積極的に取り組むことができます。また、ビジネス系列

ではあいさつをはじめ とする色々なマナーについても学

べるので、社会に出てからも役に立つことばか りです。

産業社会と人間の授業を通 して自分の l● 来や興味があ

ることを冷静に分析 し、それに見合つた系列を選択 してく

ださい。

情報系列では、パ ソコンを使用 した情報処理の授業や

簿記などの座学を行 つてしヽます。この系列は、多 くの資格

を取得で きることが特徴です。情報系列を選択 した理 由

は、様 々な資格 を取得 し ―l来 に役立 てようと思つたから

です。また日頃からパ ソコンを使 つているため、その知識

を身 につけようと考えました。専 門的な勉強をするので

難 しく感 じることもあ りますが、自分 に合 つた勉強方法

や先生方の指導で検定合格に近づけま魂

富士北 l.t高 校の生徒は一人ひとりがそれぞれの 目標 に

向かつて努力 しています。また、自らが考え行動 していく

ことで新 しいことに挑戦することができま丸 一度全ての

系 ,」 を体験できるので、その中から自分に合 つた系列を

探してみてください。

X電気情報系列1評成27年度入学生よリコ|■スキ1を廃上しま魂

電気情報系列情報エ レク トロニクスコースでは電子部

品の特徴や扱い方を学び、様 々な回路の製作 を行 つてい

ます。また、コンピユー タなどの電子機器 の しくみ を学

び、コンピュータを動 かすためのプログラムの作成方法

につ いて学習 しています。情 報エ レク トロニクスコース

は、工業の中でも女子が学んでいきやすい系列でもあり

ま丸

富士北稜高校では、同じ分野 について学びたい人 同士

が集まつて学習 しているため、皆で協力 しながら学習 して

いくことができます。私は系列で電気 につ いて専 門的 に

学び、中学では苦手だつた電気が好きになりました。富士

北稜で は、今 まで学んで きたことが実 際にどのように使

われているかを知ることができるので楽 しく学べま蔦

:==|、
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警ビジネス系列

白須 麻都香
(下吉日中学校出身)

攀情報系列

羽田 早利
(吉 田中学校出身)

鰺電気情報系列
情報エレクトロニクスコース

流 石 知 佳

(勝山中学校出身)

|1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。

●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。

経済産業省主催 丁パスポート試験

全商情報処理検定ビジネス情報部門・プログラミング部門 全商簿記実務検定 ワープロ実務検定
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暴情報系列

遠山 貴信
(下吉田中学校出身)

華鷺11毒|
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一轟難 蛛 議彗識
■電気・電子技術の学習を行い、マイクロコンピュータを用いたプログラミング技術の応用や信号

機などに応用される電気制御技術の実習を行います。また、電気工事士やITに関わる国家資格取

得に向けた電気工事やネットワーク技術の習得を目指します。

攀 驀憂嚢亜亜麗嚢亜≫ 第一。二種電気工事士。基本情報処理技術者・丁パスポート・

工事担任者DD第 3種 (認定校〉・第二級陸上。海上特殊無線技士・

第3種電気主任技術者〈認定校〉(3年以上の実務経験必要)
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は電気情報系列
電気エネルギーコース

荒丼 智博
(下百王中学校出身)

私は、「産業社会と人間」の授業を通 して、電気の知識

技能を身に付け進学 しようと考え、電気エネルギーコース

を選択 しました。

このコースでは、屋内の電気配線や電気回路 といつた

主 に大 きな電気 につ いて、座学や 多 くの実 習の 時 間を

使つて学んでいきます。また、系列へ所属後すぐに、国家

資格である第 2種電気工事士の取得に向けて取 り組んで

いきます。他 の系列 に比べる と挑戦で きる資格 は少ない

です 力ヽ 先生 方の丁寧 なご指導 のおか げで実技 が苦手

だつた私も合格することができました。

専 門的な知識や技術は、進学だけではなく就職 にも、

さらにその後 も役立ちます。本校 に入学 して是非充実 し

た3年間を送つて下さい。
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‐機 llt加工について基礎的 。基本的技能を身に付けます。

■図面を書く技能 。読む技能について基礎的・ 基本的技能を身に付けます。

●コンピュータを使ったCADoCAM・ マシエングセンタなど自動工作について基礎的・ 基本的技能を身に付けます。

■自動車の構造や整備に関わる基礎的・ 基本的技能を身に付けます。

■学習習慣の確立に努め、主体的に学習に取 り組む態度を身に付けます。

■高度な資格取得をめざし、技術者としての向上心を身に付けます。

●各種コンテス ト・ コンクールに積極的に参加 し、実践的な技術力を身に付けます。

■「あいさつ、服装、言葉遣い、態度」など基本態度を確実に身に付けます。

(繰

=季
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ジユニアマイスター(ゴ刊 レド・フ レバー)・ 技能検定 (国 家試験)3級機械加工 (普通旋盤)・ 機ll■検査・機械保全

CAD検定・機械製図検定・基礎製図検定・小規模ボイラー取扱技能講習・ガス溶接技能講習・アーク溶接技能講習・危13物取扱 (乙種4類 )
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幸機械テクノロジー系列

古木 裕人
(河口/「

E南 中学校出身)

私は自動車の専 門学校へ進学 したいと思 い、機械テク

ノロジー系列を選択 しました。この系列では、普通高校

では学ぶ ことのできない機械設計や生産 システム技術と

いつた科 目や、実際に機械や工具を使いエンジエアとして

の技術を身につけることが出来る機械実習などの専 門的

な事が学べ ます。特 に機械実習では、基礎 的な内容 を一

つ一つ時間をかけ、丁寧に、厳 しく指導 してもらえるので

自然 と技術 が身 につ いていき、ここで身 につ けた技術が

技能検定等の国家資格の取得につながつていきます。

このように本校 には、充実 した学習環境 と実習環境 7」

あり、また高い技術力を持つた先生方もいま丸 もし専門

分野 を学びたいと思 うのなら富士北 稜高校 はあ なたに

ぴつたりの高校だと思います。

富士北稜高校には、7つ の系列があり、私は、建築関係

の職種へ進みたいと思い、建築デザイン系列 を選択 しま

した。この系列では建築関係 に関わらない勉強は一切 し

ません。その中でもさらに専門的な木工 CADコ ンペ班

に分かれて勉強 していきます。私はその中で木エリIで活

動 しています。本工班の授業 内容 は、ノコギ リ、ノミ、力

ンナ、カナツチの使い方、研 ぎ方 を習 います。また、これ

らの道具を使い、本材を加工 していきます。最初 は、時間

がかかりますが、数をこなすことにより腕力江 が り、作業

の速さも速 くな ります。そ して、2級 大工技能士を目指 し

て、日々頑張つています。富士北 l.t高 校は、他の高校とは

違 い専 門的な知識 が学べ ます。自分 に合 つた系列で、良

い高校生活を送つて下さしヽ。

義機械テクノロジー系列

石 川  颯

1可□湖南中学校出身)

驀建築デザイン系列

柴 田 真 帆

(吉 田中学項出身)

地域の産業を支える技術者を育てるのがこの機械テク

ノロジー系列です。この系列では金属加工機械の扱 い方

など様々な生産技術を学′ヽことができます。そして他系列

に比べて取れる資格が非 常に多 く、国家資格 もいくつ も

あるので就職 進学ともに十分通用 しま蔦

私が中学生の時は、富士北稜高校 はほとんどが就職 と

いうイメージがありました。しか し、それは間違いで、就

職 進学の害J合 は約半分で丸 この系列でも就職 進学と

もに選択可能です。私は就職を考えて富士北稜高校 に入

学 しましたべ 今では進学を希望 しています。その契機 と

なつたの が「産業社会 と人 間」の授業 で した。この授業

は各系列を体験するものなので、よく考えて自分に合つた

系列を選択 して下さい。

私が数ある系列の中で建築デザイン系列を選択 した

I里 由は、デザインすることに興味があつたからです。

建築デザイン系列では、製 図を中心 に構造、構造設計

など建 築 につ いて専 門的に勉強することができます。さ

らに、CAD班、コンペ I[、 本工班、という3つの班に分か

れて 自分の進路 に合 つた実習 をすることもで きます。ま

た、製図や実技の授業を通 して、探求心が身につき、考え

る力や デザインカがアップ します。提 出物の締 め切 り前

や実技は大変ですが、目標 を達成 したときの達成感は気

持ちの良いもので丸

本校では、系列ごとに校外学習もあります。まずは自分

の将来に合つた系列をじつくり探 してみて下さい。

建築・デザインの目的は社会をよりよいものにすることにあります。問題を発見し、解決案を立

案できる力を身に付けるために、基礎となる知識・ 技術を学び、他者との対話を重ね、体をつ

かった実習とプレゼンテーションを行います。アイデアをカタチに結びつけることができる柔軟

な専門性をもつた人材の育成を目指しています。

2級建築士(3年以上の実務経験必要)2級大工技能士 レタリング技能検定 初級CAD検定 他

鎌趾』)
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校ヨ 「明日を拓き 未来を倉」るJ

教育目標

¬ 個性及び能力の伸長に努め、生徒一人一人の進路実現

を図る。

2 地域の発展に貢献できる人/1/jを育成する。

総合学科である本校で学ぶことの意義や価値を深く考える

とともに、自己の将来についてしっかりとした目的意識を持っ

ており、次の項目に該当する者

1 義務教育段階における学習内容をしっかり身につけて

おり、各系9~lの専門教科を意欲的に学ぶ姿勢のある者

2 基本的な生活習慣が確立されており、中学3年間の出席

状況が良好な者

3 特別活動や校外活動において実績があり、本校入学後

も意欲的に取り組める者

||■■
=■
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総合学科40%以内

■三■■■■

義務教育段階における学習内容をしっかり身につけてお

り、特別活動や校外活動など学習活動以外でも実績を残す

など、充実した中学校生活を過ごした者。

■■■
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①志願者は、出願時に「活動実績証明書」を提出する。

これは、中学校における学習活動以外の努力をより正

確に把握するためのものであり、次の項目について具体的

な活動実績を記載するものである。

a 牛寺別活動

ア 学級活動・生徒会活動・学校行事。部活動の4分野

とする。

イ 分野ごとに3年間で最も良い活動実績を記入する。

ウ 大会名については正式名称を、また、団体での成績

については志願者の役害」について記入する。

工 実績を証明するものを添付する必要はない。

b 校外活動

ア 社会活動 (体育。文化。ボランシ ア)。 資格の2分野

とする。

イ 分野ごとに3年間で最も良い活動実績を記入する。

ウ 社会活動については、体育。文化活動では3年間継

続して活動し、顕著な成果をおさめたもの。ボラン

シ ア活動では年数回以上かつ3年間継続的に活

動したものに限る。

工 資格については中学校在籍中に取得したものに限

る。

オ 実績を証明するもの (活動・資格の正式名称や主催

者、志願者の名前や成績が証明できる書類)の写し

をA4サイズ¬枚で作成し、「活動実績証明書」の裏

面にのり付けして提出する。

c 出席状況

ア 欠席や遅亥」。早退が¬度もない皆勤の場合は学年

毎に記入する。

②「平成28年度富士北稜高等学校前期募集選抜要項」、「活

動実績証明書」および「活動実績証明書の記入のしかた」

は平成27年¬0月 可0日 (土)実施予定の本校入試説明会

にて酉己付するほか、PDFファイルとして本校ホームページ

からもダウンロードが可能である。

平成26～ 28年度山梨県高等学校運動部強化指定

ヨット(男 )、 弓道 (女 )

1総含学科 1 40 ¬5

※調査書及び活動実績証明書の評価について

○調査書の学習の記録については、第 1学年から第3学年

のものを評価する。

○特別活動と校外活動の記録は、全ての学年および分野

ごとに最大限評価する。
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部活動・委員会・HR役員 ■女子バスケットボール部部長

進路先 1都留文科大学 文学部 初等教育学科

資 格 1漢字検定準2級

信 念 ■何よりも自分に負けない

本校はアつの系列があるので、自分に合った系列、自分のや り

たい事をきつと見つけられま魂 私の高校3年間のほとんどは

部活動でした。多くの仲間と一緒にバスケ ットボールをした思

い出は、私の一生の宝物です。励まし合い、くだらない事で笑

い合える仲間です。みなさんもそんな仲間を作 り、毎 日を楽 し

く過ごしてほしいです。ですが、学生で―番大切なのは勉強で

す。部活動と勉強を両立 して、有意義な高校 3年間を過ごして

下さい。

部活動・委員会・HR役員 ●ウエイトリフ粛 ング部部長、副委員長

進路先 ■者F留文科大学文学部比較文化学科

資 格 1英語検定準2級、情報処理検定3級

信 念 1虎穴に入らずんば虎子を得ず

明確な目標を持つことは高校生 にとつて非常に大 tllで す。ま

た、富士北稜高校ではフつの系列から自分に合った系列を選択

し、3年間専 門知識を集中して学ぶ ことができます。そ して本

校では勉強だけでなく部活動も活発であり、必ず自分が夢中に

なれるものが見つかるはずで丸 様々な方面に挑戦できる総合

学科 と部活動、頼れる仲間と親身になって指導 して下さる先生

と出会えるのは、富士北稜高校だけです。後悔 しない選択をし

て下さい。

部活動・委員会・HR役員 1吹奏楽部副部長、HR書記

進路先 1武蔵大学人文学部英語英米文化学科

資 格
=漢

字検定準 2級、英語検定準2級、情報処理検定3級

信 念 ■早寝早起き

富士北稜高校の好きなところは、いつも私を支えてくれる先生

と友人がたくさんいるところで丸 他の高校とは違い様々な系

列があるので、その分だけ選択肢が広がります。自分の努力次

第でどんな夢だつて実現することができま丸 本気で叶えたい

夢があるのなら、富士北稜高校の先生も全力でサポートしてく

れ ます。先生方の指導があったから、私は志望校に合格するこ

とがで きました。富士北稜高校で過 ごす 3年間は、あなたに

とってかけがえのないものになりま魂

部活動・委員会・HR役員 ●弓道部、生徒会副会長

進路先 |千葉工業大学工学部未来ロボティクス学科

資 格 1数学検定準2級、情報処 IEu検定3級、情報技術検定 2級

信 念 ,1回 はやつてみる

私は、本校に入学したことで、他では経験できなかったようなこ

とを数多 く経験できました。様々な道の中から、私はこの道を

選び歩んできました。

楽しむのは、自分自身で丸 気の持ちようや、取 り組んできた姿

勢が、その先の道を楽 しめるか楽 しめないかを左右するで しょ

う。1回 しかないので皆さんも楽 しい高校生活を送れるよう励

んでいってください。

部活動・委員会・HR役員 1吹奏楽部部長、選挙管理委員会

進路先 1富士吉田市立看護専門学校

資 格 1計算技能検定準2級、情報処理検定3級

信 念 1,元気に前向きに自分らしく

私は富士北稜高校で毎日を過ごし、以前の自分より前向きに自

分らしくいれた気がしま丸 それは、悩み苦しみながらも一緒に

学び合い助け合い支えてくれた伸間、熱心に指導 してくださっ

た先生方がいてくれたからだと思っていま丸 勉強も部活もボ

ランティア活動も全力で取 り組めます。10年後、20年後の自

分の姿や生活を想像して、常に目標を持つて過ごして下さい。そ

うすれ ばきっと毎 日楽 しくて、ワクワクする生活が送れると思

いま丸

1予懃屹覺蝙颯硫

広い分野へ進学しています

華

部活動・委員会・HR役員 ,野球部

進路先 1日本大学商学部

資 格 ヽ日商簿記検定2級、全商簿記検定1級、電卓検定 ]級、

商業経済検定 ]級、1青報処理検定 ]級、全商英語検定3
級、ビジネス文書検定2級

信 念 姜好きな言葉は信念で丸

富士北稜高校は、フつの系列の中から自分で選択して学んでいく

学校で丸 中学校の時に高校選択をしたと思いますが、高校へ入

学してからも、自分で系 7~lを選びますЪ悩んでいる人は、1年次の

前半で産業社会と人間という授業で学んでから決めることがで

きるので安心してください。私はビジネス系列に所属しているの
ですが、入ったきっかけは、1つでも多くの資格を取得して将来
につなげたかつたからで丸 授業が終わった後に課外などがあり

ますが、一生懸命頑張れば必ず資格取得できま丸 入学したら一

生懸命頑張って下さい。

部活動・委員会・HR役員 1建築研究部、図書委員会

進路先 1東 京電機大学未来科学部建築学科

資 格 ユ製図技能検定A級、レタリング検定3級

信 念 トデザインは作って壊すの繰り返し

本校は数ある系列から自分の学びたい分野を選択することが

できます。系列決定は高校生活、さらには卒業後にまで関わる

大きな選択となるので 今のうちから自分の将来を見つめておく

ようにして下さい。自分のやりたいことが見つかれば、これほど

充実した高校はありません。頼れる仲間や先生方、高校3年間

で培 つたことはきつと将来を拓いてくれるはずです。皆さんの

高校生活が有意義なものとなることを願っていま丸

拶椰卜薇輪≪鰊堂惧がわ睫鍮
鰈え饉釉腋彰寵

部活動・委員会・HR役員 ■ウエイトリフティング部副部長、

代議委員会、日R委員長

進路先 ヨファナック株式会社

資 格 ヽ情報処理検定 3級、技能検定普通旋盤作業3級、技能
検定機械系保全作業3級、基礎製図検定、初級CAD
検定、小規模ボイラー技能講習修了、ガス溶接技能講
習修エ アーク溶接技能講習修了

信 念 1継続は力なり

私は、高校を選択する際、専門的な知識を学ぶことができること

から富士北稜高校への進学を心に決めていました。実際、本校
では普通科の高校とは違った学習が多く、様々な資格等を取得
することが可能で視 これらの知識は就職、進学をする際にとて

も役立ちますが、進路を実現させるためには目指す目標を立て
ておくことが大切で丸 本校にはその材料が揃ってま丸 夢を夢
で終わらせないために、強い信念をもつて頑張つて下さい。

部活動・委員会・HR役員 ■生徒会長

進路先 ミ富士急山梨バス株式会社

資 格 ミ商業経済検定 ]級、電卓検定 ]級、情報処理検定 2級

信 念 S誡心誡意

富士北稜高校で は「明 日を拓 き未来を倉」る」という校罰を掲

1人 生徒一人T人が将来における進路実現、自己実現を目指 し、

系列ごとに専門性の高いスキルを身につけようと日々励んでい

ます。他にも、部活動や地域貢献活動なども活発に行われてい

ま魂

しかし、学校が皆さんの進路を見つけてくれる訳ではありませ

ん。学校での皆さんの努力が未来を倉Jる ので丸 富士北稜高校

で見つけた可能性を生かせるよう、頑張つてください。

部活動・委員会・HR役員 ,陸上部

進路先 ■特別養護老人ホーム富士山荘

資 格 卜被服製作技術検定 2級、保育検定4級、食物調理技術

検 定 3級、情 報 処理検 定 3級、福祉住 環境 コーディ

ネーター3級
信 念 1最後まで諦めずに頑張る。あとは自分を信じること。

私は人と接する仕事をしたいと思い、福祉のことを専門的に学

習できる富士北稜高校に入学しました。富士北稜高校では、資

格を多く取得することができ自分の進路に役立てることができ

ました。富士北稜高校に入学したら、部活や資格取得など、色々

なことに挑戦すると良いと思います。富士北稜高校は、多くの

専門分野があリー年生の時に全てを体験できま丸 体験 してか

ら何を学びたいのかを見つけられるので楽 しい学校生活を送

ることができま魂



郵轟轟轟介

躙
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)

ウエイトリフテイング (男女)

ソフトテニス (男女)

葬
商業実務競技

電子情報技術

放送

茶道

華道

吹奏楽

美術

建築研究

書道

義
自然科学研究

調理研究

写真
ESS

特色 あ る北稜 の活 動

年 2回ふじざくら支援学校との交流会を

行つています。協力して物作りをする中

で、同じ社会に生きる人間としてお互い

を正 しく理解 し、共に支え合つて生きて

いくことの大切さを学んでいます。

年 2回、市内在住の一人暮らし又は要介

護の高齢者宅を訪問し、草取りや窓ふき

などの作業を通して、高齢者の方と交流

を行つています。

地域の企業を中心に、インターンシップ

(就 業体験)を 行つています。地域の産業

や経済社会に直接触れ、勤労観や職業観

を深めることを目的としています。

「産業社会と人間Jの授業の一環として、

自己の進路実現の一助となるために実施

しています。地域の企業を中心に様々な

業界の仕事を見学することで、職業意識

の育成を図つています。

毎年 2月 に、それぞれの系列 文化部等
が取り組んできた活動の成果を発表して

います。本校に興味関心を持つている中

学生をはじめ一般の方々にも公開してい

ます。

地元の方々と一緒に以下のような活動を

しています。

祭事の参加や出店
.地元商店街店舗の改修と交流空間の整備

地域の畑を借り農作物を生産、学園祭な

どで販売

地域と連携した空家のリノベーション

社会福祉施設のHP作成など

年凸循事

4月 08日 入学式

5月 013日 ～15日 高校総体

027日 ～29日 第 1回定期試験

6月 04日 職場見学

7月

8月

9月

011日 ふじざくら支援学校との交流会

01日 ～4日 第2回定期試験
016日 、17日 紅稜祭 (文化祭 )

022日 在宅訪問活動

030日 オープンスクール

016日 富士登山強歩大会

10月 05日 ～7日 第3回定期試験
05日 前期入試説明会 (中 学校教員)

010日前期入試説明会 (中 学生、保護者)

09日 体育祭
023日ふじざくら支援学校との交流会
024日 ～25日新人大会

11月 ○芸術文化祭
024日 ～27日 第4回定期試験
027日 在宅訪問活動

12月 01日 就職内定者激励会

08日 ～11日 修学旅行
08日 進学内定者激励会

1月 ○北稜文化部芸術フエステイバル

027日 ～1日 第5回定期試験 (3年次 )

2月 ○ライフプラン全体発表
013日生徒発表会

3月 01日 卒業式
02日 ～9日 第5回定期試験 (1、 2年次)

野球部

弓道部

書道部

吹奏楽部

痰

強歩大会

体育祭


