札幌市立福井野中学校
進路だより
令和２年９月１０日
第２９号

奨学生の予約申し込みについて
今回の奨学金は、学びたい人が経済的な理由で学べないことがないように、高校生に
なったら奨学金を貸与してもらい、大人になって働くようになったらそのお金を返して
いく制度です。特に今回は、高等専門学校（北海道は、旭川工業高等専門、函館工業高
等専門学校、苫小牧工業高等専門学校、釧路工業高等専門学校）４校が対象となります
が、道外の国立、公立、私立の高等専門学校も対象となっています。貸与月額は、私立
は異なりますので、希望者は進路係に確認してください。また、前回お知らせしたよう
に当然ですが、採用基準は厳しくなります。希望する生徒は学級担任と相談してくださ
い。

令和３年度高等専門学校奨学生（予約制）
〇日本学生支援機構
中学校の第３学年に在籍し、令和３年４月に高校、高等専門学校などに進学を希
望する者で、人物・学業ともに優れ、経済的理由により就学が困難な者を対象と
した奨学金です。
（１）奨学金の種類、貸与期間及び貸与月額
奨学金の種類 第一種奨学金（無利子）
国公立
１～３年

自宅通学
２万１千円

自宅外
２万２千５百円
１万円

４万５千円
４・５年

①
②
③

５万１千円
４万円

３万円

３万円
２万円
２万円
１～３年生の月額１万円は自宅・自宅外に関わらず選択できます。
４・５年生の月額２万円、３万円は自宅・自宅外に関わらず選択できます。
申込時における生計維持者の年収が一定額以上の方（本人、父、母（無収入）
及び高校生（公立・自宅通学）の４人世帯で年収６２６万円（目安）を超え
る場合）は、各区分の最も高い貸与月額以外（太線部分）からの選択になり
ます。
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＜収入・所得の上限額の目安＞
世帯人数
給与所得の世帯
給与所得以外の世帯
（年間収入）
（年間所得）
３人
５７６万円
２２９万円
４人
６５５万円
２８４万円
５人
８２７万円
４１９万円
＊給与所得は収入額（税込）、給与所得以外は収入金額から必要経費を差し引
いた金額です。
＜推薦基準＞
次の（１）又は（２）のいずれかに該当すること
（１）中学校の第１～第２学年までの５段階評価における評定平均値が３．５以上
（２）生計維持者（２人いる場合は２人とも）の令和２年度の住民税地区町村民税
所得割が非課税（０円）、生活保護受給世帯、又は社会的養護を必要とする者
（児童養護施設入所者等）のいずれかであって、次の①又は②に該当すること
① 特定の分野において特に優れた資質能力を有し、高等専門学校へ進学後、
特に優れた学習成績を修める見込みがあること。
② 高等専門学校における学修に意欲があり、高等専門学校への進学後、特
に優れた学習成績を修める見込みがあること。
まずは、本校進路担当まで問い合わせをしてください。推薦可能かどうかを
事前に判定し、推薦可能と判断された場合は、必要書類をお渡しします。
書類の準備等がありますので、９月２３日（水）までに進路係へ

学校説明会などの案内
北海道札幌東商業高等学校
○体験入学
日時 令和２年１０月１０日（土） １０：３０～１０：５５
会場 本校
厚別区厚別中央３条５丁目６－１０
内容 １０：３０～１０：５５
受付
１０：５５～１１：３５
体験学習
１１：５５～１２：３５
学校紹介
１２：３５～１３：１５
昼食・休憩（部活動見学希望者）
１３：１５～
部活動見学
対象
生徒のみ
持ち物 筆記用具 上靴
申込 参加希望者は、必要事項を記入し、９月１４日（月）までに、担任へ

〇釧路工業高等専門学校 学校案内を全員に配付
釧路市大楽毛西２丁目３２番１号
募集定員 １６０名 創造工学科
スマートメカニクスコース（６０名） エレクトロニクスコース（６０名）
建築デザインコース（４０名）
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北海道剣淵高等学校
○オープンスクール
日時 令和２年１０月１４日（水） １３：００～１７：００
会場 本校 上川郡剣淵町仲町２２－１
内容
１３：００～１３：２０ 受付
１３：２５～１３：５５ オリエンテーション・学校説明
１３：５５～１４：０５ 移動・休憩
１４：０５～１４：５５ 授業体験１（第２希望まで選択）
１（農業①）トラクタの運転操作 ２（農業②）収穫野菜の糖度比較実験
３（農業③）ジャム製造 ４（福祉①）介護技術
５（福祉②）医療的ケア
１５：０５～１５：５５ 授業体験２（第２希望まで選択）
１（国語教養）大和言葉と日本古来の礼法
２（実用数学）A 町から B 町へ行く方法は何通り？
３（生涯スポーツ）身体を知る＆創作ニュースポーツの体験!
１５：５５～１６：２５ アンケート・修了式
１６：３０～１７：００ 部活動体験・見学、創明寮見学
対象
生徒（３年生） 保護者
持ち物 筆記用具、上靴、靴袋、長靴（体験で必要な人）、ジャージで参加
申込 参加希望者は、必要事項を記入し９月２８日（月）までに担任へ。

北海道芸術高等学校
○キャンパスツアー＆体験入学
全員に案内プリント配付
日時 令和２年９月１９日（土）～１０月３１日（土） 全６回 １３：００～
会場 札幌校
中央区南３条西５丁目１－１
内容 体験入学
１２：３０～
受付
１３：００～
学校説明
１４：００～
授業体験・保護者説明
１５：００～
個別相談
１５：３０
終了予定
対象
生徒 保護者
持ち物 筆記用具
申込 参加希望者は、配付されたプリントで確認し、各自申し込んでください。

〇札幌新陽高等学校
全員に案内プリント配付
SHINYO １００％ FES
申込 参加希望者は、配付されたプリントで確認し、各自申し込んでください。
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代々木アニメーション学院

高等部

○体験入学
日時 令和２年９月１３日（日） １１月１５日（日） １２月６日（日）
１３：００～
会場 札幌校
中央区南３条西５丁目１ー１
内容 学校生活の紹介 入学方法についての説明 授業内容の紹介
高校卒業資格の取得についての説明 活躍する卒業生の紹介
対象
生徒 保護者
持ち物 筆記用具
申込 込 参加希望者は、各自 HP で申し込んでください。

札幌ビューティクアカデミー
○オープンキャンパス
全員に案内プリント配付
入学定員 理容科 １５名 美容科 ３０名
日時 令和２年９月２６日（土） １０月３日（土） １１月１４日（土）
１２月５日（土） １０：００～１２：００
会場 本校
中央区北６条西１０丁目１１ー１
内容
９月２６日（土） 秋ネイル・ハンドマッサージ体験 メンズカット体験
１０月 ３日（土） ハロウィン傷メイクをつくろう！
１１月１４日（土） カット・ワインディング・ヘアアレンジ体験
１２月 ５日（土） ウィッグでショートカットをつくってみよう！
対象
生徒 保護者
持ち物 筆記用具
申込 参加希望者は、配付されたプリントで確認し、各自申し込んでください。

○北海高等学校 硬式野球部 体験入部
日時 令和２年９月２６日（土） １３：００～１５：００
会場 本校野球場
豊平区旭町４丁目１番４１号
内容 ウォーミングアップ キャッチボール トスバッティング
フリーバッティング フィールディング クールダウン
対象
生徒 保護者（引率が必要）
持ち物 ユニホーム 帽子 グラブ スパイク 手袋 同意書
申込 参加希望者は、必要事項を記入し、９月１４日（月）までに担任へ
〇北海学園札幌高等学校
募集定員 普通科（４００名）特進コース
豊平区旭町４丁目１番４２号
全員にリーフレット配付
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総進コース

北海道有朋高等学校
○学校説明会
日時 令和２年１０月１７日（土） １３：００～１５：３０
会場 本校
北区屯田９条７丁目
内容
１２：００～１３：００
受付（校舎内自由見学）
１２：３０～ 「学校紹介 DVD」
１３：００～１４：５０
説明会（単位制課程概要・入学者選抜概要・
在校生体験発表）
１５：００～１５：３０
個別相談（希望者）
対象
生徒 保護者
持ち物 筆記用具
申込 参加希望者は、必要事項を記入し、１０月２日（金）までに担任へ

北海道札幌厚別高等学校
○学校説明会
日時 第１回 令和２年 ９月１８日（金） １８：３０～
第２回 令和２年 ９月２５日（金） １８：３０～
第３回 令和２年 ９月２６日（土） １０：００～
第４回 令和２年１０月 ２日（金） １８：３０～
第５回 令和２年１０月 ３日（土） １０：００～
第６回 令和２年１０月 ９日（金） １８：３０～
会場 本校 １ F 社会科教室
厚別区厚別町山本７５０－１５
内容 学校の様子を紹介 総合学科について 個別相談
対象
生徒 保護者
持ち物 筆記用具 上靴
申込

参加希望者は、各自メールで申し込んでください。
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北海道大空高等学校
○オープンキャンパス
令和３年４月に開校する総合学科 ４０名定員の学校です。
日時 令和２年９月２６日（土） １４：００～１８：００
会場 東藻琴高校体育館
網走郡大空町東藻琴７９番地
内容 学校見学会 ワークショップ「学校を創ろう」
保護者座談会 大空高校校長講和・質疑応答
＊２７日（日）オプションツアー（任意参加）
対象
生徒 保護者
持ち物 筆記用具 上靴
申込 参加希望者は、大空高校公式 Facebook の QR コードからアクセスし、必
要事項を記入し、９月１８日（金）までに各自申し込んでください。

北海道石狩翔陽高等学校
○学校説明会
日時 令和２年１０月１８日（日） 午前 ９：３０～
午後 １３：００～
会場 本校
石狩市花川東１２８－３１
内容
＜午前の部＞
＜午後の部＞
９：３０～ ９：５０
受付
１３：００～１３：２０
１０：００～１０：３０
開会式
１３：３０～１４：００
総合学科インフォメーション
１０：３０～１１：０５
学校紹介
１４：００～１４：３５
部活動ビデオ
１１：０５～１１：４５
閉会式
１４：３５～１５：１５
個別相談
対象
生徒 保護者
持ち物 筆記用具 上靴 健康チェックシート
申込 参加希望者は、石狩高校公式ホームページから、１０月５日（月）までに
各自申し込んでください。

立命館慶祥高等学校
○オープンキャンパス
全員に案内プリント配付
日時 令和２年１０月２４日（土） １回目１２：３０～ ２回目１８：００
会場 本校
江別市西野幌６４０－１
内容 各組６０組限定
＊申込多数の場合は、オンライン説明会へ
１回目 １２：３０ 受付 １３：００～１４：３５ １４：４５～寮見学
２回目 １５：００ 受付 １５：３０～１７：０５
入試傾向と対策説明会/体験企画
（授業・キャンパスツアー・学校説明）
対象
生徒 保護者 持ち物 筆記用具 上靴
申込 参加希望者は、立命館慶祥高校のホームページより各自申し込んでくださ
い。
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