
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いよいよ「卒業式」が近づいてきました。３年生のみなさんは期待と不安のなかその日を待ってい

るのではないかと思います。特に就職者は 3 月から研修が始まる人もいます。一息つく間もなく新生

活がスタートしますので気持ちの準備もしておきましょう！！ 

一方、１，２年生のみなさんは２２日（水）から学年末試験になります。今年度の成績が確定する

大事なテストです。しっかりと準備をして臨みましょう。また、この時期は進級を控え、新年度の準

備期間でもあることも意識して行動してください。先輩になる心構えをもち、より上を目指せるよう

に頑張りましょう。進路課一同、応援しています！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２/２１（火） ５分短縮日課・卒業式準備 

２/２２（水）～３/ １（水） 学年末テスト 

２/２８（火） 卒業式（１・２年生家庭学習日） 

３/ ２（木）～３/ ６（月） 家庭学習日 

３/ ７（火） 特別時間割・後期一斉委員会・教科書販売 

３/ ８（水） 特別時間割・教科書販売・写真撮影 

３/ ９（木） 特別時間割・教科書販売 

３/１０（金） 進路適性検査 

３/１３（月）～３/１４（火） 家庭学習日 

３/１５（水） 進路ガイダンス 

３/１６（木） 大掃除・全校集会・学年集会 

３/１７（金） 家庭学習日 

３/２０（月） 終業式・ＬＨＲ 

 

２月に開催された行事 

大学や短期大学をはじめ、専門学校、企業から講

師をお招きして職業理解を深めました！！ 
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今年度もあと 1 か月！！ 
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１年生はインターンシップや進路ガイ

ダンスで得た職業に関する情報や、体

験して感じた自分の適性などをこれか

らの進路選択に役立てましょう！ 

 

2 年生の進学希望者は春のＯＣに向けて、

学校調べは進んでいますか？必ず複数校の

ＯＣに参加し比較検討して進学校を 1 校

に絞るようにしてください！ 

大学・短大、専門、看護・医療、就職にわかれて3年生よ

り進路実現に向けてアドバイスをいただきました！！ 

卒業生講話（２年生） 
進路ガイダンス（１年生） 

パワーショベルやドローンを実際に操縦することで 

建設業に関する理解を深めました！ 
重機操作体験（２年生） 
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 卒業式が目前まで迫ってきた 3 年生ですが、諦めることなく進路実現のためにチャレンジを続けた

結果、ほぼ全員の生徒が進路決定することができました！！ 

  （2 月 20 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１、２年生の皆さんも上記の中で気になる学校や企業があるようでしたら調

べてみましょう！！ 

 総数 就職 管内 県内 県外 公務員 進学 専門 短大 四大 その他 

男子 ３３  ６ ２ ４ ０ ０ ２６ １６ １ ９ １ 

女子 ４６ １６ ３ ６ ６ １ ３０ ２４ ３ ３ ０ 

合計 ７９ ２２ ５ １０ ６ １ ５６ ４０ ４ １２ １ 

３年生の進路決定状況 

神奈川大学 神奈川工科大学 國學院大学 産業能率大学 静岡産業大学 静岡福祉大学 城西国際大学 

東海大学 常葉大学 山梨学院大学 流通経済大学 新渡戸文化短期大学 有明教育芸術短期大学 

駒沢女子短期大学 

静岡工科自動車大学校（２） 日本電子専門学校（２） 浜松日建工科専門学校 

東京日建工科専門学校 沼津情報ビジネス専門学校 大原公務員観光専門学校沼津校 

大原簿記情報医療専門学校沼津校 東京医療秘書福祉専門学校 おだわら看護専門学校 

さいたま看護専門学校 静岡医療センター附属静岡看護専門学校 静岡県立看護専門学校 

下田看護専門学校（２） 静岡市立静岡看護専門学校 昭和医療技術専門学校  

多摩リハビリテーション専門学校 専門学校中央医療健康大学校 東京メディカル・スポーツ専門学校 

専門学校富士リハビリテーション大学校 佐伯栄養専門学校 中央歯科衛生士調理製菓専門学校 

東京スイーツ＆カフェ専門学校 東京ベルエポック調理製菓専門学校（２） 横浜こども専門学校 

静岡産業技術専門学校 コーセー美容専門学校 ミス・パリビューティ専門学校  

横浜ビューティー＆ブライダル専門学校 東京俳優・映画＆放送専門学校 東京工学院専門学校 

東京アナウンス学院 横浜リゾート＆スポーツ専門学校 アニマルキーパズカレッジ（無認可校） 

ＶＡＮＴＡＮ ＶＥＮＵＳＡＣＡＤＥＭＹ（無認可校） 

伊豆ヘルスケア(株) 河津建設(株) (株)富士宇部東伊豆工場 (株)イー・ケア (株)静岡中央銀行 

(株)シラトリ 富士伊豆農業協同組合 ダイオーペーパープロダクツ(株) (株)トクラ販売事業部 

(株)伏見電工 (株)マルヰエナジー 三島信用金庫 (株)山田電工社 (株) At Human Vision 

(株)西武・プリンスホテルズワールドワイド ダイカンサービス(株) (株)ロピア（２） (株)One step 

国税庁 (有)チクマ 渡辺左官 (株)スターダストプロモーション（専属契約） 

就職（学校求人） 

専門学校 

公務員・縁故就職・その他 

四大・短大 
（ ）内の数字は人数です 



 

 

 将来就きたい職業を考えたときに、どうしても上級学校へ進学することが必要になる場合がありま

す。進学はみなさんの将来設計に重要な影響を与える人生の節目になりますので、しっかりと学校を

調べ比較検討しておく必要があります。また、上級学校へ進学するには数百万円の学費がかかります

ので、進学という選択がお金や時間に見合ったものか？将来性はあるのか？ということも考えておく

ようにしましょう。 

 

 

 

 

 

昨今の進学率の上昇や少子化の影響もあり、大学の位置づけは様変わりしつつあります。従来の講

義形式の授業だけではなく、課題発見や探求型のアクティブラーニングの授業が取り入れられるよう

になりました。これは、大学が国際社会で活躍できる「グローバル人材」の育成の場になっているか

らです。また、大学は生涯教育や地域再生の中心としての機能も期待されています。 

 一方、女子の進学者が 9 割を占めているのが短期大学です。現在、学科の改編、統合、４年制への

移行が進み学校数が減少しているようですが幼児教育・保育・福祉などの資格取得のための学科は堅

調です。2 年後の進路を十分に考慮し、就職実績などをしっかり調べておくことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また「進学した学校を卒業すれば就職は保証されるだろう」と考えている人もいるかもしれません。

しかし、現代の企業は「進学先で何をどの程度学び、どんな実力を身に付けているか」を厳しく審査

して採用を決めています。進学後は、自分の専門分野について研究したり、技術を身に付けておかな

いと就職活動の際、厳しい現実に遭遇してしまいます。進学前から将来の仕事に明確な目標を持ち、

進学後はその目標に向かって一生懸命に努力することが何よりも大切です。主体的に学び、自分の将

来について「自ら切り拓く」という強い気持ちと、その気持ちを維持する強い意志が求められます。 

指導教授のもと様々な研究を進めて

いきます。３年次、4 年次からの所属

が多いですが、1年次から研究室に所

属できる大学もあります。文系ではゼ

ミ、理系では研究室と呼ばれます。 

教授、准教授や講師といった先生が

行いますが、音響、映像機器なども設

置された大きな教室で行うものや、１

０人前後の小教室で行われるものもあ

ります。オンライン授業やオンデマン

ド授業も行われています。 

進学に向けての基礎知識 

！！ 

大学・短期大学 

講義 

ゼミ／研究室 

例として看護学科の病院での臨地実

習、教員免許取得に必要な２週間の教

育実習、生活科学系の調理や衣類製作、

社会学・歴史学のフィールドワークな

どがあります。理系では実験・実習が

学習の中心となります。 

学生が海外での学びの機会を得るた

めの国際教育プログラム、卒業後の将

来に向けてのキャリア教育プログラム

などが行われています。 

その他の授業 

実習。実験 

同じ分野の学校でも、その学校の過去の実績で就職先（学校に届く求人票）が違う

ということがよくあるそうです。学校の雰囲気や学費ばかりで選んで失敗すること

もありますので学校調べは十分に行ってください！！ 
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 社会のニーズに対応した様々な学科があり、実践的な教育を行っているのが専門学校です。大学・

短期大学に比べてより密接に職業に適した力を養うところであり、学科名を見ても歯科衛生士科、調

理師科、看護科、自動車整備科など目指す職業と直結した名称になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また資格については卒業と同時に取得できるもの、国家試験などの受験資格を取得するため学科な

ど多岐に渡ります。 

無試験で資格が取れる 保育士 幼稚園教諭 介護福祉士 調理師 栄養士など 

受験資格が得られる 自動車整備士 美容師 看護師 歯科衛生士 など 

就職に役立つ技術 

・知識等が得られる 
プログラマー 医療秘書 トリマー など 

 

 

 

 高校卒業生を入学対象とした進学先は大学、短期大学、専門学校などがあります。それぞれの学校

の特徴を知るために、インターネットで検索して探す人もいるかと思います。しかし、インターネッ

トで検索した学校は「認可校」だけとは限りません。 

 都道府県知事により「認可」された学校を「専門学校」といいます。一方、そうした認可を受けて

いない学校を「無認可校」としています。専門学校のような設置基準はなく、主に企業が経営してい

るため、「資格の専門校」や「専門の学校」、「専門学院」といった名称が用いられます。正式には学

校と呼べないため、通学定期で通えなかったり、公的な奨学金を利用できないことがあります。 

 

 一概に認可校だから安心といったことはなく、入学定員の何倍もの学生を収容し、授業が受けにく

かったり、パンフレットに記載されている科目の授業が行われていなかったということもあったよう

です。一方、無認可校のなかにも、長年の教育実績を業界で評価されている学校もあります。自分が

関心を持っている学校が具体的にあるのなら自分の目で確認することが大切です！！ 

専門学校 

専門学校の授業は理解と技術の積み重ね 

資格取得 実践力 

  実 習      企業実習・卒業制作 

 応用力         講義＋実技 

 基礎力         講義＋実技 

  実習や実技が重視されるのも専門学校の特

徴です。資格試験や技術向上を目指して、通常

の授業終了後、夜遅くまで特別講座や実習に取

り組むこともあります。 

 技術は基礎から応用まで段階を経て覚えて

いきます。1 回休んでしまうと次のステップに

進むのが難しくなってしまうこともあります

ので、欠席や遅刻が多い人は専門学校入学後、

注意が必要です。 

 また、専門学校は「実技ばかり」と勘違いし

ている人も多いようですが、その分野で必要な

理論を学ぶ講義も多くあります。 

認可校と無認可校 
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