
2019.３.13(水) 第 2６号 【1 学年】 宇治山田商業高校 進路指導部     

      
 

 

 

就職内定率 100％、難関大学合格も増加・・・ 

しかし、油断は大敵。早くからの準備こそ！  
● 今年度を振り返って（進路指導部各担当の先生より） 
就職の部  

本年度の就職希望者についても、内定率１００％を維持することができたが、企業は厳選採用を  

行っており、求人状況が良いからと言って就職がしやすいと考えてはいけない。 

景気の先行きは不透明であり、来年度は求人数が減少するかもしれない。直前に慌てるのではなく、

今年度の求人票を参考にするなどして、早くから企業研究をしておくことが大事である。何事も言われ

てからするのではなく自ら行動する力をつけ、どのような状況においても対応できる学力と人間性を 

養ってほしい。 

公務員の部   

 公務員人気は依然として高く､「思いつき」や「とりあえず」受験では合格は難しい試験です。できる

限り早い時期から対策を立て、勉強しましょう。１年生は普段の授業を大切にし、基礎学力を身につけ

ましょう。２年生の１０月から公務員志望者の指導を始めます。公務員模試を受験し、外部の公務員  

セミナーも積極的に参加しましょう。問題集を使ってくり返し勉強することが大切です。今年度の  

希望者も早い時期から準備に取りかかり、対策をおこない目標を達成しました。また、結果が不合格で

あった場合、民間就職を希望してもほとんどの企業の採用試験は終わっており、民間就職はほぼ不可能

です。専門学校への進学が原則となりますので、保護者の方とよく相談しておきましょう。 

四年制大学の部  

国公立大学には、今年も「成績＋資格」を生かして AO 入試、専門高校枠推薦などにチャレンジし、

のべ１１名が合格を勝ち取った。国公立大学に向けての面接や小論文の準備は私立大学の入試でも有効

で、第２志望校の入試でもよい結果につながった。 

私立大学には、第１志望校に AO 入試からチャレンジし、合格できた生徒が目立った。指定校推薦や

公募制推薦をうまく利用し難関私大合格者数が増えた。いずれの場合も、３年生１学期までのより高度

な資格取得、基礎学力の養成、小論文の練習、第 2・第 3 志望校を意識した受験計画など、早いうちか

らのしっかりした受験準備が必要である。 

短期大学の部  

AO 入試や指定校推薦、公募制推薦などを利用し、全員が第１志望校に合格できた。受験チャンスが

増えれば合格の可能性は高くなるので、志望校が決定しているのであれば、結果を恐れずＡＯ入試から 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/0f/61/65/0f6165b6186bafd08845e0027733324a.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/pin/402509285432469577/&docid=OHT_qPUudKhHWM&tbnid=2rzzclCxHxxnYM:&vet=10ahUKEwim6MTRz_ngAhWFIIgKHaS1B0wQMwj4AShMMEw..i&w=380&h=380&bih=585&biw=1188&q=3%E6%9C%88 %E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88 %E7%99%BD%E9%BB%92&ved=0ahUKEwim6MTRz_ngAhWFIIgKHaS1B0wQMwj4AShMMEw&iact=mrc&uact=8


 

どんどんチャレンジしていってほしい。短大はオープンキャンパスなどで入試情報が詳しく説明される

ので、積極的に参加して情報収集し、面接練習や学力テストの準備に生かそう。 

看護関係の部  

看護専門学校８名、四大２名が合格した。指定校だけでなく公募推薦や一般入試にも挑戦し合格  

できた。看護専門学校は指定校でも学力テストで不合格になることがあるので、早い時期から勉強を 

始めよう。 

専門学校の部  

 専門学校の入試については、いろいろと迷っているうちに志望校の入試受付期間に間に合わなくなり

そうになったり、保護者との話し合い不足で志望校がなかなか決まらなかったなどのケースもありまし

た。専門学校は職業と直結していますから、まず自分がどのような職に就きたいのかを考えてしっかり

とした意志固めが必要です。 

 

● 進路実現に向けた模試・資格日程 （２０１９年度 ３年生用） 

希望する進路にすすむために、予定表を参考にして、模擬試験や検定を積極的に受験しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１・２年 ３年

9日（火） ５日（金） 中旬（1年ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの日） １６日（火） 

　第1回実戦小論文 　高３　第１回 実力テスト（2,3年生） 　第１回申込受付

中旬 ２２日（月）

　ＨＳＴ４月号 　高３　第２回

６日（月）５月連休中 １４日（火） ７日（火） 中間考査最終日(１年生)

　第１回看護・医療模試 　第1回実戦小論文ﾘﾗｲﾄ 　高３　第３回 　クレペリン検査

（記述式） ２７日（月）

　高３　第４回

３日（月） １７日（月） 上旬 　９日（日） １６日（日） １日（土）

　第２回実戦小論文 　高３　第５回 　実力テスト 簿記（１級～４級） 珠算・電卓実務検定 　学校実施

中旬 （２・３年生） ２３日（日） ２日（日）

　ＨＳＴ６月号 簿記実務検定 　本会場実施

４日（木）期末考査最終日 ８日（月） ６月３０日（日） 二次試験

　第２回実戦小論文ﾘﾗｲﾄ 　高３　第６回 ビジネス文書実務検定 　　Ａ　6/30（日）

提出日： 　　Ｂ　７/７ （日）

　第３回実戦小論文 詳細は後日連絡

１５日（日） １４日（土） ９日（月） ８日（日） ５日（木）

　第１回ベネッセ・駿台マーク模試 　第２回看護・医療模試 　第３回実戦小論文ﾘﾗｲﾄ 英語検定 　第２回申込受付

（記述式） 下旬 ２２日（日）

情報処理検定

２８日（月） ２７日（日） ５日（土）

　高２　第１回 (大原) 会計実務検定 　学校実施

６日（日）

　本会場実施

下旬（放課後実施の場合もあり） 中旬（２年生） 中旬 １７日（日） １０日（日） 二次試験

　全統センター試験プレテスト 　ＨＳＴ１0月号 　実力テスト 簿記（１級～４級） 珠算・電卓実務検定 　　Ａ　11/３ （日）

（マーク式） （１・２年生） ２４日（日） 　　Ｂ　11/10（日）

ビジネス文書実務検定 詳細は後日連絡

10日（火）期末考査最終日 10日 期末考査最終日（２年生） １５日（日） ３日（火）

　高２　第２回 英語検定 　第3回申込受付

中旬（２年生）

　ＳＰＩ基礎テスト

５日(日) ６日（月） ７日（火） １９日（日） ２５日（土）

　進研　実力診断テスト（１･２年） 　基礎学力判定模試 　高２　第３回 情報処理検定 　学校実施

　　　　　　（２年生） ２７日（月） ２６日（日） ２６日（日）

　高２　第４回 簿記実務検定 　本会場実施

中旬（２年生） ２３日（日） ２日（日） 二次試験

　ＨＳＴ２月号 簿記（２級～４級） 商業経済検定 　　Ａ　２/23 （日）

　　Ｂ　３/ １  （日）

詳細は後日連絡

後期採点日の翌日 提出

  ステップ基礎小論文or

作文模試（２年生）

注意

　　申込締切日を確認し、早めに申し込むようにしてください。

③　受験料は、申込用紙を提出するときに徴収します。おつりのいらないように準備してください。

３月

①　試験の日程は変更の可能性もあります。その都度、教室に掲示して連絡しますので、注意してください。 ④　全員対象は、申込不要。全員受験です。

　　自分の受験するテスト・教科をよく確認して、申し込んでください。 　　(実力テスト、クレペリン検査、進路適性検査DSCP、ＳＰＩ基礎テスト)

②　申し込む人は、必要事項を申込用紙に記入の上、進路指導部の係に提出してください。 ⑤　実力テストは3年次における校内推薦の資料となります。

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

実用英語技能検定

４月

５月

６月

７月

８月

2019年度　模試等実施予定（案）
進学模試 看護・医療模試

(東京アカデミー)
小論文模試

（学研・ＨＳＴ）
公務員模試 全員対象 日本商工会議所 全国商業高等学校協会



2019.３.14(木) 第 27 号 【２学年】 宇治山田商業高校 進路指導部     

      
 

 

 

就職内定率 100％、難関大学合格も増加・・・ 

しかし、油断は大敵。早くからの準備こそ！  
● 今年度を振り返って（進路指導部各担当の先生より） 
就職の部  

本年度の就職希望者についても、内定率１００％を維持することができたが、企業は厳選採用を  

行っており、求人状況が良いからと言って就職がしやすいと考えてはいけない。 

景気の先行きは不透明であり、来年度は求人数が減少するかもしれない。直前に慌てるのではなく、

今年度の求人票を参考にするなどして、早くから企業研究をしておくことが大事である。何事も言われ

てからするのではなく自ら行動する力をつけ、どのような状況においても対応できる学力と人間性を 

養ってほしい。 

公務員の部   

 公務員人気は依然として高く､「思いつき」や「とりあえず」受験では合格は難しい試験です。できる

限り早い時期から対策を立て、勉強しましょう。１年生は普段の授業を大切にし、基礎学力を身につけ

ましょう。２年生の１０月から公務員志望者の指導を始めます。公務員模試を受験し、外部の公務員  

セミナーも積極的に参加しましょう。問題集を使ってくり返し勉強することが大切です。今年度の  

希望者も早い時期から準備に取りかかり、対策をおこない目標を達成しました。また、結果が不合格で

あった場合、民間就職を希望してもほとんどの企業の採用試験は終わっており、民間就職はほぼ不可能

です。専門学校への進学が原則となりますので、保護者の方とよく相談しておきましょう。 

四年制大学の部  

国公立大学には、今年も「成績＋資格」を生かして AO 入試、専門高校枠推薦などにチャレンジし、

のべ１１名が合格を勝ち取った。国公立大学に向けての面接や小論文の準備は私立大学の入試でも有効

で、第２志望校の入試でもよい結果につながった。 

私立大学には、第１志望校に AO 入試からチャレンジし、合格できた生徒が目立った。指定校推薦や

公募制推薦をうまく利用し難関私大合格者数が増えた。いずれの場合も、３年生１学期までのより高度

な資格取得、基礎学力の養成、小論文の練習、第 2・第 3 志望校を意識した受験計画など、早いうちか

らのしっかりした受験準備が必要である。 

短期大学の部  

AO 入試や指定校推薦、公募制推薦などを利用し、全員が第１志望校に合格できた。受験チャンスが

増えれば合格の可能性は高くなるので、志望校が決定しているのであれば、結果を恐れずＡＯ入試から 
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どんどんチャレンジしていってほしい。短大はオープンキャンパスなどで入試情報が詳しく説明される

ので、積極的に参加して情報収集し、面接練習や学力テストの準備に生かそう。 

看護関係の部  

看護専門学校８名、四大２名が合格した。指定校だけでなく公募推薦や一般入試にも挑戦し合格  

できた。看護専門学校は指定校でも学力テストで不合格になることがあるので、早い時期から勉強を 

始めよう。 

専門学校の部  

 専門学校の入試については、いろいろと迷っているうちに志望校の入試受付期間に間に合わなくなり

そうになったり、保護者との話し合い不足で志望校がなかなか決まらなかったなどのケースもありまし

た。専門学校は職業と直結していますから、まず自分がどのような職に就きたいのかを考えてしっかり

とした意志固めが必要です。 

 

● 進路実現に向けた模試・資格日程  

希望する進路にすすむために、予定表を参考にして、模擬試験や検定を積極的に受験しましょう。 

 

 
１・２年 ３年

9日（火） ５日（金） 中旬（1年ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝの日） １６日（火） 

　第1回実戦小論文 　高３　第１回 実力テスト（2,3年生） 　第１回申込受付

中旬 ２２日（月）

　ＨＳＴ４月号 　高３　第２回

６日（月）５月連休中 １４日（火） ７日（火） 中間考査最終日(１年生)

　第１回看護・医療模試 　第1回実戦小論文ﾘﾗｲﾄ 　高３　第３回 　クレペリン検査

（記述式） ２７日（月）

　高３　第４回

３日（月） １７日（月） 上旬 　９日（日） １６日（日） １日（土）

　第２回実戦小論文 　高３　第５回 　実力テスト 簿記（１級～４級） 珠算・電卓実務検定 　学校実施

中旬 （２・３年生） ２３日（日） ２日（日）

　ＨＳＴ６月号 簿記実務検定 　本会場実施

４日（木）期末考査最終日 ８日（月） ６月３０日（日） 二次試験

　第２回実戦小論文ﾘﾗｲﾄ 　高３　第６回 ビジネス文書実務検定 　　Ａ　6/30（日）

提出日： 　　Ｂ　７/７ （日）

　第３回実戦小論文 詳細は後日連絡

１５日（日） １４日（土） ９日（月） ８日（日） ５日（木）

　第１回ベネッセ・駿台マーク模試 　第２回看護・医療模試 　第３回実戦小論文ﾘﾗｲﾄ 英語検定 　第２回申込受付

（記述式） 下旬 ２２日（日）

情報処理検定

２８日（月） ２７日（日） ５日（土）

　高２　第１回 (大原) 会計実務検定 　学校実施

６日（日）

　本会場実施

下旬（放課後実施の場合もあり） 中旬（２年生） 中旬 １７日（日） １０日（日） 二次試験

　全統センター試験プレテスト 　ＨＳＴ１0月号 　実力テスト 簿記（１級～４級） 珠算・電卓実務検定 　　Ａ　11/３ （日）

（マーク式） （１・２年生） ２４日（日） 　　Ｂ　11/10（日）

ビジネス文書実務検定 詳細は後日連絡

10日（火）期末考査最終日 10日 期末考査最終日（２年生） １５日（日） ３日（火）

　高２　第２回 英語検定 　第3回申込受付

中旬（２年生）

　ＳＰＩ基礎テスト

５日(日) ６日（月） ７日（火） １９日（日） ２５日（土）

　進研　実力診断テスト（１･２年） 　基礎学力判定模試 　高２　第３回 情報処理検定 　学校実施

　　　　　　（２年生） ２７日（月） ２６日（日） ２６日（日）

　高２　第４回 簿記実務検定 　本会場実施

中旬（２年生） ２３日（日） ２日（日） 二次試験

　ＨＳＴ２月号 簿記（２級～４級） 商業経済検定 　　Ａ　２/23 （日）

　　Ｂ　３/ １  （日）

詳細は後日連絡

後期採点日の翌日 提出

  ステップ基礎小論文or

作文模試（２年生）

注意

　　申込締切日を確認し、早めに申し込むようにしてください。

③　受験料は、申込用紙を提出するときに徴収します。おつりのいらないように準備してください。

３月

①　試験の日程は変更の可能性もあります。その都度、教室に掲示して連絡しますので、注意してください。 ④　全員対象は、申込不要。全員受験です。

　　自分の受験するテスト・教科をよく確認して、申し込んでください。 　　(実力テスト、クレペリン検査、進路適性検査DSCP、ＳＰＩ基礎テスト)

②　申し込む人は、必要事項を申込用紙に記入の上、進路指導部の係に提出してください。 ⑤　実力テストは3年次における校内推薦の資料となります。

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

実用英語技能検定

４月

５月

６月

７月

８月

2019年度　模試等実施予定（案）
進学模試 看護・医療模試

(東京アカデミー)
小論文模試

（学研・ＨＳＴ）
公務員模試 全員対象 日本商工会議所 全国商業高等学校協会


