
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

3 年次 就職希望者 教育相談時配付号 

７月に入り、多くの企業から求人票が届いています。卒業生たちの頑張りが評価されて

いるようで、例年以上に求人数も多く、指定求人も増えているといった状況です。受付

後すぐに整理し、3 年次教室や進路相談室で見ることができるようにしてありますの

で、生徒の皆さんはもちろん、保護者の方もこの機会に是非ご覧ください。 

求人票を届けに来てくださった企業の方の話を聞くと、「素直で明るく、積極性のある

人」「コミュニケーション能力のある人」を求めていることが多いように感じます。面

接等採用試験で「入社したい！」という熱意が伝えられるよう練習を重ねましょう。 

 
３年次 就職関係 ７・8 月 進路行事 

 7 月 14 日～16 日 履歴書練習会 

15 日～   面接指導開始 

19 日（月） 企業見学申込票提出 
締切 13：30 

 

22 日～   企業見学 

8 月 10 日（火） 就職希望票提出締切 12：00 
        （8 月 16 日会議分） 

11 日（水） 推薦願および誓約書提出締切 16：00 
        （8 月 16 日会議分） 

   16 日（月） 第 2 回推薦委員会 

 

 
20 日（金） 就職希望票提出締切 12：00 

        （8 月 26 日会議分） 

 

23 日（月） 推薦願および誓約書提出締切 16：00 
        （8 月 26 日会議分） 

   26 日（木） 第３回推薦委員会 

    
 

31 日（火） 就職書類提出締切 
          ①捺印完了した推薦願および誓約書

➁履歴書の清書 

 

←本番同様に書く練習をします。系列ごとに実施します。（放課後） 

←各自で指導をお願いしたい先生を訪ね、予約をとります。 
 お願いする段階ですでに練習は始まっています。9 月 3 日までに最低 3 回！ 

←変更がある場合も含めこの日が締め切りです。期限厳守は進路活動の基本。 
 何かあったら、とにかく、報告・連絡・相談（ほうれんそう！） 
 21 日前後に企業見学についての結果連絡を担任を通じて伝えます。 

←見学後、速やかに担任に報告。「チェックシート」の提出も忘れずに。 

←見学した企業の中から最大 3 社希望できます。担任・系列主任・年次主任の捺印 
 まで完了して提出。希望票提出後、担任と相談の上、1 社に絞ります。 

←担任・系列主任・年次主任・進路主任の捺印まで完了して提出。 
 本書類提出後は志望変更をしないこと。 

←会議終了後、結果を担任から連絡されます。推薦が認められた場合は、推薦願お

よび誓約書を受け取り、両教頭・校長まで捺印（31 日締切）をいただく。書類交
付願いもすぐに担任に。また、担任副担任指導の下、速やかに履歴書の準備にか
かる（31 日清書締切）。 

←見学した企業の中から最大 3 社希望できます。担任・系列主任・年次主任の捺印 
 まで完了して提出。希望票提出後、担任と相談の上、1 社に絞ります。第 2 回推
薦委員会で推薦定員に満ちた企業は希望できません。 

←担任・系列主任・年次主任・進路主任の捺印まで完了して提出。 

 本書類提出後は志望変更をしないこと。 

←会議終了後、結果を担任から連絡されます。推薦が認められた場合は、推薦願お
よび誓約書を受け取り、両教頭・校長まで捺印（31 日締切）をいただく。また、
担任副担任指導の下、速やかに履歴書の準備にかかる（31 日清書締切）。 

 
←提出締切まで時間がありません。速やかに、しかし、丁寧・確実に。  

 

。 

高卒の就職は、縁故以外は「学校斡旋」となります。また、県の取り決めで、10 月 15 日ま
では、「一人一社制」となっています。つまり、学校は求人数を超えた推薦は行いません
し、推薦を受けて応募した企業には、合格した場合、必ず入社することになります。（「推
薦願および誓約書」に担任印をもらった時点で変更はできません。） 

その企業が、すでに求人数を満たした推薦者を決定している場合には、希望することができ
なくなります。担任の先生とよく相談して、時機を逃さず、そしてよく考えて、希望票を出
してください。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

3 年次 進学希望者 教育相談時配付号 

７月 5 日に本校を指定しての学校推薦型選抜（いわゆる「指定校推薦」）を公開しまし

た。卒業生たちの頑張りが評価されているようで、昨年同様のものに加え、人数増、ま

たは、新規の学校からも「指定校」を出していただいている状況です。まだ、すべての

学校から書類が届いているわけではありませんので、随時追加していきます。追加部分

がわかるように提示していきますので、頻繁に確認するようにしてください 

提示してある情報は、募集要項の一部を抜粋してあるにすぎません。希望する学校があ

る場合は、必ず、担任の先生や進路相談室の先生に申し出て、詳しい内容を確認してく

ださい。 

３年次 進学関係 ７・8・９月 進路行事 

随時      ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ等参加 

 
随時      希望する学校の過去問等の確認 

 

7 月 21 日（水） 小論文ガイダンス 
        共通テスト予備調査 

 

26・27 日  小論文夏季課外（13：30～15：00）  

 

30 日（金） 「看護の心」参加 
 

 
8 月 20 日（金） 推薦願および誓約書提出締切 16：00 

        （8 月 26 日会議分） 

    

26 日（木） 第３回推薦委員会 

    

28 日（土） 小論文模試 

 
9 月 7 日（火） 推薦願および誓約書提出締切 16：00 

        （9 月 10 日会議分） 

   

 10 日（金） 第４回推薦委員会 

 

随時      総合型選抜（ＡＯ）ｴﾝﾄﾘ-・出願 

←コロナ感染症の蔓延状況をよく確認して、安全第一で。自分の健康チェックもし
っかり行いましょう。オンラインの場合は、本番の練習も兼ねるという意識で！ 

←進路相談室に資料がある学校もあります。先生方にお願いしてインターネットか

ら手に入れられる場合もあります。夏休み中に一度は目を通しておきましょう。 
 
←進学希望者で、受験科目に小論文が課されている生徒対象です。まだ、進路希望
が確定していなくて「もしかしたら必要かも？」という生徒も必ず参加してくだ
さい。今後の小論文指導の説明を行います。 

←↑で具体的な説明を行いますが、国語科の先生方を講師にお願いし、実力 up をは

かります。基礎はここで身につけて、夏休み以降の個別指導に臨みましょう。 

←2・3 年次看護希望者が参加します。リモートです。 

 一日看護師体験がほぼ実施されない今、とても貴重な機会です。 

 

←学校推薦型選抜（指定校・公募）希望者で、願書受付が 9 月 30 日までの学校（一
部例外もあるので、必ず担任の先生に確認すること）が対象です。担任・系列主

任・年次主任・進路主任の捺印まで完了して提出。 
 
←会議終了後、担任から連絡されます。推薦が認められた場合は、推薦願および誓

約書を受け取り、両教頭先生・校長先生まで捺印をいただく。また、担任副担任
指導の下、速やかに応募書類の準備にとりかかりましょう。 

 
←進学希望者で、受験科目に小論文が課されている生徒対象です。特に、個別指導
を希望する生徒は必ず受験すること。 

←学校推薦型選抜（指定校・公募）希望者で、願書受付が 10 月 30 日までの学校

（一部例外もあるので、必ず担任の先生に確認すること）が対象です。担任・系
列主任・年次主任・進路主任の捺印まで完了して提出。 

 

←会議終了後、担任から連絡されます。推薦が認められた場合は、推薦願および誓
約書を受け取り、両教頭先生・校長先生まで捺印をいただく。また、担任副担任
指導の下、速やかに出願書類の準備にとりかかりましょう。 

←担任とよく相談してください。「出願報告書」は出願の 2 週間前までに提出を。 

 調査書等が必要な場合は「書類交付願」を早めに提出しましょう。 
 

「学校推薦型選抜（指定校・公募）」とは、その生徒の高校生活 3 年間を通じての学習状況
や課外活動など、日ごろの努力や成果を踏まえ、推薦するに値すると認められた場合、出
願・受験できる入試方法です。（高校の前期入試とは全く違います。）特に、「指定校推
薦」は、大学・短大・専門学校が、富士北稜高校のこれまでの実績に対して出すものなの
で、この方法で進学する生徒は、ある意味、今後の本校の評価を担っているとも言えます。
さらに、人数を制限している場合がほとんどですから、希望したからといって、必ず推薦さ
れるというわけでもありません。また、「公募推薦」は、推薦された場合でも、受験して不
合格になるのが珍しいことではない学校も数多くあります。ぜひ、いろいろな場合を想定し
て、受験対策を立てることをお勧めします。 

 

 



生徒

（保護者）
担当教員

事業所の

担当者
生徒
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２年次 教育相談時配付号 

７月に入り、多くの企業から求人票が届いています。卒業生たちの頑張りが評価されて

いるようで、例年以上に求人数も多く、指定求人も増えているといった状況です。ま

た、７月 5 日に本校を指定しての学校推薦型選抜（いわゆる「指定校」）を公開しまし

た。こちらもやはり、卒業生たちの頑張りが評価されているようで、昨年同様のものに

加え、人数増、または、新規の学校からも「指定校」を出していただいている状況で

す。保護者の方も是非ご覧ください。 

求人票を届けに来てくださった企業の方の話を聞くと、「素直で明るく、積極性のある

人」「コミュニケーション能力のある人」を求めていることが多いように感じます。進

学希望の生徒も、いずれは就職するということを考えると、すべての人に求められてい

る力だといえるでしょう。 

そこで、2 年次生は、コミュニケーション能力や職業観を身につけるために、この夏休

みを有効に活用してほしいと思います。就業体験だけでなく、本を読んだり、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

で調べ学習をしたりして、コロナ禍でも工夫しだいで安全に学ぶ機会はあるはずです。 

「学校の課題＋α」の夏にできるかは自分次第です。 

就業体験 

4 月から約 3 カ月にわたって準備してきた就業体験が始まります。 

企業（事業所）の方と直接電話で話をし、「いよいよ」だと、不安でもあり、楽しみでも
ありといった気持ちになっていることでしょう。 

意義ある体験になるようサポートします。皆さんもベストを尽くしてください。 

ただ、最も大切なことはあらゆる人の「安心・安全」です。コロナ感染症をはじめとする
不安や体調不良等がある場合は、必ず次の流れで連絡や相談をしてください。 

はじめに 担当教員と相談
後必要に応じて 

ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ 

7 月 8 日にｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ事前指導が行われました。全体会の終了後も、講師の方に個別の
質問をする生徒が多数残り（なんと 2 時間も！）、皆さんの意識の高さに感心させられ
頼もしく感じました。この時期に具体的な校名をあげて進路を考えたことは非常に有意
義であったと思います。実際に希望する学校を訪れることでより意思が明確になるであ
ろうと思う反面、東京都に発出された「緊急事態宣言」等、不安な要素は尽きません。 

繰り返しになりますが 

 ① コロナ感染症の蔓延状況等をよく確認し、決して無理はしない。（参加するかし
ないかの判断は、本人および保護者の方におまかせします。） 

 ➁ オンラインを積極的に活用する。（受験時・入学後に必要になる場合もありま
す。この機会にインターネット環境の確認をしておくことをお勧めします。） 


