進路だより（みちしるべ）
第１４号
札幌市立篠路西中学校
３学年
令和３年９月13日発行
※進路便り9号で案内の国際情報高校オープンスクールがオンラインになりました。登録メール宛に
お知らせがいきます。9月16日までに届かないときは担任へ、また、部活動体験入部を申し込んだ
人は10月以降に延期しメールで連絡されます。
※今年から一般財団法人大谷喜一郎財団より、奨学生推薦の案内がきています。各校2名までの推薦
枠となりますので、推薦の条件を満たす生徒が３名以上いた場合には、中学２年生の平均評定の
上位者２名を推薦させていただきます。詳しくは９月末までに進路担当浅井へ
※似鳥国際奨学財団より奨学生募集の案内文がきました。１１月２日までに「似鳥国際奨学財団
ホームページ https://nitori-shougakuzaidan.com/ から、エントリーが必要です。詳しくは
ホームページをご覧ください。

「学校説明会・見学会」 のお知らせ
≪市立札幌大通高等学校≫

学校説明会

○日
○内
○場

時：１０月１６日(土)
受付 10:30～
学校説明 10:45～11:15 （北区）
容：学校紹介動画視聴、個別質問会（学校説明後）
所：市立大通高等学校（中央区北2条西11丁目）
※個別相談の希望がある場合は申込書の余白に「個別相談希望」と記入してください。
○申し込み： ９月２７日（月）までに中学校の参加申込書を担任に提出

≪札幌白陵高等学校≫
○日
時：
○内
容：
○場
所：
○申し込み：

学校説明会

９月２５日(土)
受付 ９：00～ 学校説明等 ９：30～10：40
学校概要説明、学校見学、授業体験、各種相談他
札幌白陵高等学校（白石区東米里2062番地10） ※上靴、下足袋、筆記用具持参
９月１５日（水）までに中学校の参加申込書を担任に提出

≪札幌東商業高等学校≫

体験入学

○日
○内

時：１０月９日(土)
開場 13:00～
容： 学校紹介、学科紹介、校舎見学、部活動見学
※健康チェックシート（ＨＰに掲載）、上靴、筆記用具持参
○場
所：札幌東商業高等学校（厚別区厚別中央3条5丁目6-10）
○申し込み： ９月２２日(水)までに高校ＨＰの体験入学フォームから申込

≪市立札幌平岸高等学校≫
○日

時：

１０月９日(土)

学校説明会

普通コース 12時～ 13時～ ※時間は高校から指定
デザインアートコース 13時～
○内
容： 普通コース 全体説明、交流会他 デザインアートコース 進学相談
○場
所： 市立札幌平岸高等学校（豊平区平岸5条18丁目1-2）
※上靴、下足袋、筆記用具持参
○申し込み： ９月１５日（水）までに余白に希望コースを書き中学校の参加申込書を担任に提出

返還義務のない奨学金です。推薦基準に成績についての条件があります。募集人数は210人程度で
す。選考については、書類審査があります。
□対象者

(1)本人または保護者が札幌市内に居住する者
(2)令和４年４月に国公立、私立の高等学校等に進学する者
(3)学資に乏しい者
(4)学業が優秀（3年前期評定平均3.6以上）で奨学生にふさわしい者
□奨学金支給額
公立高校に入学の場合(奨学資金 月5,000円、入学支度資金 10,000円)
私立高校に入学の場合(奨学資金 月8,000円、入学支度資金 15,000円)
□申込方法 詳細、資料の請求は担任または進路係浅井までお問い合わせください。
※ 校内申込締切
１０月１５日（金）
※ 校内書類提出締切
１０月２０日（水）
※ 委員会提出締切
１１月 ５日（金）必着
※期日厳守でお願いします。

北海道高等学校奨学金 「予約採用奨学生の募集」 について
財団法人北海道高等学校奨学会（旧日本育英会）からの奨学金の募集が来ています。この奨学金
は、高校卒業後１年据置、１２年間（均等分割返還）で返還しなければなりません。無利息ですが、
十分理解した上で申し込んでほしいと思います。
□申込資格 ・中学校の第３学年に所属し、令和４年４月に高等学校への進学を希望する者で
特に優れた資質を有し、経済的理由により修学が困難な者。
□審査基準 ・学力：学習意欲をもち、高等学校等へ進学後も修学も見込みのある者。
・人物：校内・校外の生活を通じて、規律を重んじ、向上心に富み、意志が固く、
かつ、道徳的悪傾向がないと認められる者。
・家計：家計の基準は世帯人数によって異なります。
□貸 付 額 ・10,000円から35,000円（私立に進学した場合）まで選択。
□校内締切 ・校内の申込締切を９月２２日(水)とします。
・提出に必要な書類もありますのでゆとりをもって準備をしてください。
・資料請求は担任まで。

北海道高等学校奨学金 「私立高校入学資金貸付予約者の募集」 について
□申込資格
□貸 付 額
□貸付条件
□利
率
□校内締切

・北海道内の私立高校の全日制へ進学する希望をもっている者で、生活保護または市
町村民税非課税である世帯の子。
・20万円 もしくは入学した道内私立高校の入学資金のいずれかの低い額
・令和４年４月に道内私立高等学校に入学し、その学校に在籍中の者
・無利子
・校内の申込締切を９月２２日(水)とします。
・提出に必要な書類もありますのでゆとりをもって準備をしてください。
・資料請求は担任または進路担当浅井まで。

秋を制する者は・・・
今年の秋が「特別な秋」であることは、今更言うまでもないと思います。自らの目標に向かい、計
画にそって、有意義に過ごしてください。たとえ、勉強が大切な夏とはいえ、ＯＮとＯＦＦをうまく
使い分け、家族との時間なども大切にしてほしいものです。あせらず、あわてず、１日１日を大切
に。

「学校説明会・見学会」 のお知らせ
≪とわの森三愛高等学校≫
○日

時：

○内
容：
○場
所：
○申し込み：

≪恵庭南高等学校体育科≫
○日
○内

時：
容：

○場
所：
○申し込み：

時：

○内
容：
○場
所：
○申し込み：

説明会

９月２６日(日) 受付・施設見学 9：00～9：25 説明 9：30～13：00
体育科説明、進学相談、専攻体育実技体験（バレーボール、バスケットボール、
陸上、柔道、剣道、クロスカントリースキー、男子新体操、サッカー
男子硬式野球）
北海道恵庭南高等学校（恵庭市白樺町4丁目1番1号）
希望種目を書いて９月１６日（木）までに中学校の参加申込書を担任に提出

≪美唄聖華高等学校≫
○日

学校説明会

第1回 ９月18日(土)
9：30～12:00
第2回 10月17日(日)
9：30～12:00
第3回 11月13日(土)
9：30～12:00
学校説明、授業体験、クラブ活動の見学、個別入試相談、校舎見学
とわの森三愛高等学校（江別市文京台緑町569番地）
各回の締切日3日前までに各自ホームページから申込

学校見学会

１０月９日(土) 第1部 12:00～13:40 第2部 13:50～15:30
※時間は高校から指定されます
学校概要説明、施設見学、授業体験、質疑応答、寮見学(希望者のみ)
北海道美唄聖華高等学校（美唄市東6条北2丁目1－1）
９月２８日（火）までに中学校の参加申込書を担任に提出

≪北照高等学校≫
○日
時：
○内
容：
○場
所：
○申し込み：

体験入学会

９月２３日(土)
普通コース10時～13時 スポーツコース
学校説明、校舎見学、体験授業他
北照高等学校（小樽市最上2丁目5番1号）
９月１６日（木）までに中学校の参加申込書を担任に提出

8:30～11:30

その他のお知らせ
・札幌北高校の学校説明会中止になります。質問などは北高のＨＰで受け付けます

「部活動体験会」 のお知らせ等
・北海高校硬式野球部から9月25日の体験入部の案内がきています。詳しくは浅井先生へ

その他のお知らせ
・進路便りＮＯ１０で案内の苫前商業

≪札幌琴似工業高等学校≫
○日
時：
○内
容：
○場
所：
○申し込み：

学校見学会

１０月１０日(土)
午前の部 8:50～12:00
午後の部 12:30～15:40
日程説明、オリエンテーション、各科実習見学、学校概要説明、アンケート記入
札幌琴似工業高等学校（西区発寒13条11丁目3-1）
９月２９日（火）までに中学校の参加申込書を担任に提出
（午前か午後かは高校側が調整後、後日連絡が来ます。）

「部活動体験会」 のお知らせ
・立命館高等学校野球部

８月２２日硬式野球部体験入部

≪札幌工業高等学校≫
○日
○内

詳しくは浅井へ

札工見学説明会

時： １０月１０日(土)
受付 8:30～
説明・見学 8：50～11:30
容： 全体説明（学校生活・学習、生徒会活動、卒業生の進路、各科の特色）、各学科
見学、クラブ活動見学(希望者)
※高校での見学会参加は生徒のみです。保護者や見学に不安のある生徒は
オンライン説明会に申し込んでください。
○場
所： 札幌工業高等学校（北区北20条西13丁目）
○申し込み： ９月２４日（木）までに中学校の参加申込書を担任に提出

※オンライン参加の事前申し込みは、次の内容をご記入の上、説明会専用
メールアドレス宛にお送りください。後日参加ＵＲＬ、ＩＤ，パスワード
が連絡されます。（定員100名）
①中学校名 ②参加者氏名 ③メールアドレス
④参加希望時間（午前・午後）
専用メールアドレス：sakko-zl@hokkaido-c.ed.jp

≪真狩高等学校≫
○日
○内

体験入学

時：
容：

１０月１０日(土)
受付・昼食 12:00～12:30 説明他 12:30～15:30
学校概要説明、校舎見学、コース別体験学習、寮見学（希望者）
体験学習内容：野菜製菓コース…「スポンジケーキをデコレーション！
ホールケーキに挑戦」※エプロン三角巾持参
有機農業コース…「有機野菜の収穫体験・試食、多肉植物寄植え体験」
※ジャージなどの動きやすい服装
○場
所： 北海道真狩高等学校（虻田郡真狩村字光6）
○申し込み： 体験学習の希望コースを記入し、
９月１８日（金）までに中学校の参加申込書を担任に提出
※真駒内駅10:00発の無料送迎バスがあります。利用を希望する場合は
申込用紙にその旨記入してください。

≪札幌龍谷学園高等学校≫
○日
○内

時：
容：

○場
所：
○申し込み：

第１回オープンハイスクール

９月２０日(日)
受付 午前の部 9:30～ 午後の部 13：00～
学校長挨拶、コース説明、制服紹介、授業・部活動の体験・見学、入試個別相談、
校舎・生徒会館(寄宿舎)の見学他
※上靴、筆記用具持参
※野球部の体験が9月20日、10月17日にあります。希望者は浅井へ
※サッカー部の練習会が9月14日、9月25日にあります。希望者は浅井へ
札幌龍谷学園高等学校（中央区北4条西19丁目）
９月７日（月）以降ホームページ申込
※各部先着300名
(https://sapporo-ryukoku.ac.jp/exam/visit/)

「部活動練習会」 のお知らせ
≪札幌日大高等学校野球部≫

体験入部

9月19日、9月20日、10月25日、10月31日それぞれ14時から行います。興味のある生徒は浅井まで

