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みなさん、どのように過ごしているでしょうか。進路にかかわって、なかなか先が見通せず、不安を感じて
いる人もいると思います。現在、各上級学校（高等学校や高等専門学校など）でも、社会情勢を見極めながら
学校説明会等の実施の有無を含めてあらゆる検討をしているところです。例年と比べると、進路にかかわる情
報は少ないのが現状ですが、休校期間中に上級学校の学校説明会等の情報が一部更新されたことを受け、次回
登校日に先んじて、現時点でわかっている情報を本校のホームページでお知らせすることとしました。
今後も、何がわかっていて、何がわからないのかという情報を含めて、随時お知らせしていきますので、常
に最新の情報を確認してください。
学校説明会・体験入学・オープンキャンパスについて
例年、６月から 10 月にかけて、説明会や体験入学、オープンキャンパス、学校
祭などが多くの学校で実施される予定です。
「進路」を考えるうえで、多くの情報
を収集するチャンスであり、本来であれば積極的に参加することをおすすめして
いるところですが、今年に限っては、新型コロナウイルスの影響で、実施するの
かどうかも含めて、現在、検討中の上級学校が多い状況です。
５月 27 日現在、下記の学校から学校説明会等の案内が届いていますので、現時
点でわかっている情報をお知らせします。
その他にも、各上級学校のホームページで学校説明会等のお知らせをアップしている学校もあります。今年
度については、確認できている部分について、別紙１「学校説明会等実施日程一覧」にまとめたものを、本校
のホームページに掲載しますのでご覧ください。ただし、社会情勢が刻々と変わるなか、日程等が変更になる
場合が十分考えられます。各学校のホームページをこまめに確認するなど、積極的に情報収集しましょう。
「進路だより」では、正式な案内が届いたときに随時お知らせしていきます。

釧路工業高等専門学校 オープンキャンパス（４月 10 日 現在）
【オープンキャンパス】
日

時：７月 18 日（土）
・19 日（日） ※時間未定

会

場：未定

申込方法：未定

札幌大谷高等学校 学校公開（５月 20 日 現在）
【第１回 学校公開】

【第２回 学校公開】

日

時：９月 19 日（土） ※時間未定

日

時：11 月 14 日（土） ※時間未定

会

場：札幌大谷高等学校

会

場：札幌大谷高等学校

申込方法：未定

申込方法：未定

学校説明会等への参加にあたって（基本の流れ）
【申込方法】
①
②
③
④

中学校の校内申込用紙（別紙２：ふじいろ）を、中学校に提出する。
高等学校指定の申込用紙を、中学校に提出する。
高等学校ＨＰ上の申込フォームや高等学校指定の申込用紙を使用して、個人で申し込む。
事前申込みが不要で、直接会場に行ったり、オンラインで参加したりする。

申込方法は、上記の４通りがおもなものです。参加希望の場合は、案内された内容をよく確認し、保護者の
方の承諾を得たうえで、申込用紙を中学校の進路担当（田口）に提出してください。提出された申込用紙をも
とに、各学校に参加人数（学校によって参加生徒氏名も）を報告します。各学校は、それらを受けて説明会や体験授
業などの準備をしていますので、申込みをした際は必ず参加してください。
また、上記③、④のように、中学校を通さずに個人で申込みをするものも多くあり、メールやインターネッ
ト、ＦＡＸでの申込みが指定されている場合があります。こうした環境が整っていないという場合は、必ず進
路担当（田口）に相談してください。個人で申込みをする場合は、その旨を「進路だより」に明記しますので、
各自の責任で申し込んで参加してください。個人で申込みを済ませた際、今後の進路相談等に生かしていく目
的で参加状況を把握したいので、個人申込報告用紙（別紙３：オレンジ）に必要事項を記入し、進路担当（田
口）に提出してください。

申込は提出期限厳守で！

中学校を通して申し込む場合には、多くの学校が事前に参加人数等を報告しなければなりません。そのため、
学校説明会等の申込みは期限厳守とします。必ず「校内申込用紙」
（高校指定の用紙がある場合はその用紙）に必要事項
を記入し、期限厳守で提出してください。
また、高校が指定する提出期限よりも数日早く「校内申込提出期限」を設定しています。これは、参加者に
配付する資料の用意や高校に参加人数を報告するなどの事務処理があるためです。なお、提出期限を過ぎた場
合は受け付けられませんので、注意してください。加えて、
（事前申込が必要な場合は）申込みをせずに勝手に参加
することができません。

参加心得 基本確認事項

学校の雰囲気や校舎内の様子を把握する絶好の機会となりますので、目的意識をもって参加してほしいと
思います。それと同時に、高校の先生方は「参加生徒はどのような生徒かな」という気持ちでみなさんを見て
います。３年生のみなさんは、本校の顔です。その高校を受検するという気持ち（将来の受験生になるかもしれません
ね）で、自覚と誇りをもち、しっかりとした態度で参加してほしいと思います。

当日の服装は「制服」着用が基本です。学校の夏服期間は「夏服」でもかまいません。ただし、調理や体育
の体験授業などで、エプロン・三角巾もしくはジャージなどを持参するように指示された場合は、その指示に
したがってください。基本的に、中学校の指示より高校の指示を優先させてください。また、特に指示がない
場合は、上靴と靴袋、筆記用具、生徒手帳を忘れずに持参してください。一方で、基本的には、自転車での移
動、携帯電話の持参等はできないことになっています。中学校生活の延長であることを意識してください。

保護者の皆様へ
事前に申し込んだ学校説明会等の欠席連絡について
もし、事前に申し込んだ学校説明会等をやむを得ず欠席する場合は、以下のような対応をとっていただきま
すよう、よろしくお願いいたします。
① 当日に急な予定変更や病欠で欠席する場合 ⇒ 参加を予定していた高校へ保護者から直接連絡
② 実施日の数日前に参加できないことが分かった場合
… ・
「校内申込用紙」で申し込んだ場合 ⇒ 中学校の進路担当（田口）に連絡
・個人で申し込んだ場合 ⇒ 参加を予定していた高校へ保護者から直接連絡
③ 校内提出期限前に参加できないことが分かった場合 ⇒ 中学校の進路担当（田口）に連絡
※①の場合、後日、お子様を通じて進路担当（田口）または学級担任に、欠席した旨をお伝えください。
※②、③の進路担当（田口）に連絡できない場合、お子様を通じて学級担任にご連絡ください。
※③の場合、中学校で申込み自体をキャンセルすることになります。

進路に関わる日程について【入選・入試・学力テスト】
５月 27 日現在で、確認している情報をお知らせします。今後、社会情勢により変更される場合が考えられ
ます。情報が更新されましたら、随時お知らせしますので、常に最新の情報をご確認ください。

【令和３年度（2021 年度）北海道立高等学校入学者選抜学力検査について】
５月 27 日現在、学力検査の日程および出題範囲について、変更等の連絡はありません。
推薦入学・自己推薦入学面接日（推薦入学者選抜）

令和３年（2021 年）２月 10 日（水）

学力検査下見（一般入学者選抜）

令和３年（2021 年）３月 ２日（火）

学力検査日（一般入学者選抜）

１日目

令和３年（2021 年）３月 ３日（水）

２日目（面接等）

令和３年（2021 年）３月 ４日（木）

合格発表日

令和３年（2021 年）３月 16 日（火）

【令和３年度 私立高等学校一般入試について】
５月 27 日現在、一般入試や推薦入試、単願入試の日程等および出題範囲について、変更等の連絡はありま
せん。また、毎年９月に開催している「北海道私立学校展」は、新型コロナウイルス感染防止の観点から、今
年度は開催しないことになりました。
（５月 22 日時点）
Ａ日程

下

見

試験日

令和３年（2021 年）２月 15 日（月）
令和３年（2021 年）２月 16 日（火）・17 日（水）

●北海学園札幌高等学校 ●北海道科学大学高等学校 ●札幌静修高等学校

●札幌北斗高等学校

●札幌光星高等学校 ●札幌山の手高等学校 ●東海大学付属札幌高等学校

●札幌創成高等学校

●札幌聖心女子学院高等学校 ●札幌日本大学高等学校 ●遺愛女子高等学校 ●北照高等学校
●函館ラ・サール高等学校
Ｂ日程

下

見

試験日

●小樽明峰高等学校 ●北海道大谷室蘭高等学校

など

令和３年（2021 年）２月 18 日（木）
令和３年（2021 年）２月 19 日（金）・20 日（土）

●北海高等学校 ●北星学園大学附属高等学校 ●札幌大谷高等学校 ●立命館慶祥高等学校
●札幌第一高等学校 ●酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 ●北星学園女子高等学校
●札幌新陽高等学校 ●北海道文教大学明清高等学校 ●札幌龍谷学園高等学校

など

【学力テストについて】
５月 27 日現在、総合Ａ（９月 10 日）
、総合Ｂ（10 月 15 日）、総合Ｃ（11 月 11 日）それぞれの実施日程お
よび出題範囲について、現段階では変更等の連絡はありません。

【進路意識調査】および【第１回 進路希望調査】について

【進路意識調査について】
休校前に配付していた進路意識調査ですが、提出期限を待たずして再び休校となってしまい、提出できてい
ない人もいますね。だいぶ時間が経ってしまい、記入した内容と現時点での自分の考えが変わっている人もい
るかもしれませんが、改めて全員分を提出してもらいます。まだ提出できていない人は、下記の要領で提出し
てください。
＜提出要領＞
６月１日（月） ⇒ 出席番号が男子奇数・女子偶数の生徒が提出
６月２日（火） ⇒ 出席番号が男子偶数・女子奇数の生徒が提出
朝学活終了後８：55 までに担任の先生に提出してください。

【第１回 進路希望調査について】
第１回進路希望調査の実施を６月予定としていましたが、休校により進路意識調査の提出期限を変更した
ため、少し期間を空けて実施したいと思います。詳しくは、後日改めてご連絡しますが、７月初旬に調査用紙
を配付する予定です。その際、具体的な志望校名を書いてもらうことになりますので、ご家庭で十分に話し合
っていただければと思います。

進路相談について
進路にかかわる情報が入ってこないなか、何から情報を得れば良いのか、今の時期にどのようなことを知っ
ていれば良いのか、どのような高校があるのかなど、疑問が尽きない人もいるかと思います。
進路の相談をしたいと思っている人は、担任の先生だけでなく進路担当（田口）にも申し出てください。基
本的に、朝・昼・放課後の時間帯は、何もなければ４階にいるようにしますので、声をかけてください。事前
の申込みなどは必要ありません。その場で相談できますし、空いている教室で話をすることもできます。時間
帯についても調整できます。
「どうすれば良いのだろう？」
「何が必要なのだろう？」という不安を、少しはやわらげることができるか
もしれません。いつでも相談してください。

奨学金制度のご案内

◆ あしなが育英会
あしなが育英会から奨学金の案内が届きました。制度の利用を希望する場合は、
募集要項や願書等をお渡ししますので、詳しくは、進路担当（田口）までお問い合
わせください。
第１次募集の締切は、令和２年７月 31 日（金）となっています。ホームページ
もございますので、そちらもご覧ください。
（https://www.ashinaga.org）

◆ 交通遺児育英会
交通遺児育英会から奨学生制度の案内が届きました。制度の利用を希望する場合
は、募集要項や願書等をお渡ししますので、詳しくは、進路担当（田口）までお問
い合わせください。
第１次募集の締切は、令和２年８月 31 日（月）となっています。ホームページも
ございますので、そちらもご覧ください。（https://www.kotsuiji.com）

