平成30年度

進路指導 各学年テーマと指導

１

卒業後の進路目標を考え、実現に向けて取り組んでいます。

学年

「個性を分析し自分自身を理解する」
「仕事とは何かを考える」
進路適性検査、基礎力診断テスト、進路LHR、進路講話、進路講演会
進路ガイダンス
（職業別ガイダンス、分野別ガイダンス）
など

２
学年

「未来に適性を活かすには」
「社会で必要とされる人とは」

３

進路適性検査、基礎力診断テスト、進路LHR、進路ガイダンス
（分野別ガ
イダンス、卒業生懇談会、３年生による進路報告会、模擬授業）
、
就職・進学希望者模擬面接 など

「進路の目標を達成する」

学年

１学期
各種適性検査、一般常識テスト、進路LHR、公務員模試、
各種進路ガイダンス
（分野別・進路別）
、就職・進学希望者模擬面接、
就職・進学模擬テスト、求人票公開、企業見学、履歴書指導 など
夏休み
就職指導、学校見学
（大学・短大・専門）
、面接指導など
２学期
就職希望者→就職試験正式申し込み
進学希望者→指定校・公募推薦・一般受験指導
公務員試験面接指導 など
３学期

就職・進学継続指導

大学や短大へはどんな方法で進学しているのでしょうか？
平成29年度

大学・短大進学数
AO入試
４

四年制大学

その他
１

指定校
16
公募推薦
１

短期大学
３年間の授業に前向きに取り組んだ成果
を活かし、指定校推薦で進学する生徒が進
学者のうち半数を超えています。最近では、
取得した資格を利用したり、小論文・面接
で評価されるAO入試による合格者が年々
増えています。
9 TOKOSHO SCHOOL GUIDE

指定校
２

0

AO入試
１
10

20

30（人）

平成29年度

進路実績
58.9％

就職
（公務員･縁故･自営を含む）
大

10.3％

学

1.4％

短期大学

27.6％

専門学校・各種学校

1.9％

その他

主な進路先
学 （過去5年間）

亜細亜大学 嘉悦大学 杏林大学 国士舘大学 埼玉学園大学 十文字学園女子大学 淑徳大学 城西大学 城西国際大学 尚美学園大学 駿河台大学 聖学院大学 西武文理大学
専修大学 大正大学 大東文化大学 高千穂大学 拓殖大学 東京経済大学 東京国際大学 東京福祉大学 東洋学園大学 日本体育大学 日本文化大学 平成国際大学 武蔵野大学
明星大学 ものつくり大学

進路指導

大

※50音順

短期大学 （過去5年間）
秋草学園短期大学 亜細亜大学短期大学部 埼玉女子短期大学 埼玉東萌短期大学 城西短期大学 貞静学園短期大学 武蔵野短期大学

専門学校・各種学校 （平成29年度のみ）
秋草学園福祉教育専門学校
専門学校医学アカデミー
大原情報ビジネス専門学校
大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校
香川調理製菓専門学校
国際文化理容美容専門学校国分寺校
埼玉医療福祉会看護専門学校
埼玉県立川口高等技術専門校
埼玉自動車大学校
一般社団法人狭山市医師会立狭山准看護学校

就

尚美ミュージックカレッジ専門学校
新宿調理師専門学校
西武学園医学技術専門学校
高山美容専門学校
秩父看護専門学校
中央動物専門学校
東京IT会計専門学校
東京工学院専門学校
東京CPA会計学院
東京柔道整復専門学校

東京総合美容専門学校
専門学校東京テクニカルカレッジ
専門学校東京ビジュアルアーツ
東京ビューティーアート専門学校
東京YMCA国際ホテル専門学校
一般社団法人所沢市医師会立所沢准看護学院
日本工学院八王子専門学校
日本電子専門学校
専門学校ビジョナリーアーツ
二葉栄養専門学校

ホスピタリティ ツーリズム専門学校
ホンダテクニカルカレッジ関東
真野美容専門学校
武蔵野栄養専門学校
早稲田速記医療福祉専門学校
早稲田美容専門学校

スーパーバッグ株式会社
株式会社杉山チエン製作所
スリーボンドサポート株式会社
西武観光バス株式会社
西武建材株式会社
西武鉄道株式会社
西武電設工業株式会社
株式会社セカンドステージ
株式会社セキノ興産
株式会社セブン-イレブン・ジャパン
株式会社全菓
全薬工業株式会社
株式会社ソーシン
株式会社そごう・西武 西武所沢店
ダイナパック株式会社
大陽ステンレススプリング株式会社
太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社
有限会社高岡工業
株式会社ちふれ化粧品
株式会社椿本チエイン
株式会社DNPテクノパック
株式会社テクノコシダ
東京ガスエネルギー株式会社
株式会社東ハト

株式会社Du・Pay PROGRESS
東邦電子株式会社
株式会社東和銀行
医療法人社団秀栄会 所沢第一病院
凸版印刷株式会社
トッパンコンテナー株式会社
株式会社トラストシップ
トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社
日本ステンレススプリング株式会社
日本郵便株式会社 関東支社
社会福祉法人博寿会
株式会社飯能ゴルフ倶楽部
飯能信用金庫
株式会社ふくしま
株式会社富士建設工業
フジパングループ本社株式会社
株式会社プリンスホテル
株式会社ベジテック
株式会社ベルク
株式会社ボン
株式会社マスダック
マノ精工株式会社
株式会社丸広百貨店
株式会社ミキフーズ

株式会社三田屋製作所
株式会社ミュゼプラチナム
ムサシ王子コンテナー株式会社
ムサシ電子株式会社
株式会社武蔵野銀行
名糖運輸株式会社
メディカル・コンピュータ・サービス株式会社
株式会社ヤオコー
柳河精機株式会社
株式会社ヤマザキ物流
ヤマト運輸株式会社
株式会社山本製作所
株式会社USEI
株式会社ヨークマート
株式会社ロッテ

職 （平成29年度のみ）

株式会社アサヒセキュリティ
株式会社アメフレック エンジニアリング本部
株式会社有村紙工
社会福祉法人杏樹会
社会医療法人入間川病院
医療法人社団白報会 有料老人ホーム
入間幸楽園
いるま野農業協同組合
SBSロジコム株式会社
株式会社オオゼキ
一般社団法人 霞ヶ関カンツリー倶楽部
株式会社キユーソーエルプラン 中日本事業部
協和電機化学株式会社
株式会社錦松梅
ケミテックテクニカル株式会社
株式会社工進精工所
株式会社高和堂
株式会社サイサン
埼玉縣信用金庫
埼玉西ヤクルト販売株式会社
株式会社鷺宮製作所
サクシード株式会社
株式会社狭山ゴルフクラブ
株式会社シュクレイ

公務員 （平成29年度のみ）
警視庁
埼玉西部消防組合
航空自衛隊
陸上自衛隊
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卒業後の進路 （2018年３月卒業）
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私は、高校を卒業したら就職したいと考えており、数
多くの資格が取得できるこの所沢商業高校に入学しま
した。初めて習う商業科目に不安しかありませんでした
が、日々の授業で１から丁寧に先生方が教えてくださり、
いつの間にか不安が楽しさへと変わっていき、学習する
のが楽しくなりました。所沢商業高校は１年生の頃から
進路ガイダンスがとても活発で、企業の方々や先輩方
の話を聞く機会がたくさんあります。そのため、幅広い
進路選択ができます。先生方は、面接練習や履歴書の
作成の指導など、とても親身になってサポートしてくだ
西武鉄道株式会社
さるので、自分の希望している進路の実現ができます。
（旅客サービス）
また、中学生の頃からテニスをやってきたので、高校
国際流通科 黒田 翔太
（入間市立上藤沢中学校）
に入ってからも３年間硬式テニスを続けました。毎日の
練習で忙しい状況でしたが、定期テストや簿記検定、商
業経済検定などの検定試験では、きちんと資格を取得
することができました。そして、日々の練習、試合の中で培ってきた体力、忍耐力、
精神力は社会へ出ても大きな自信になると思います。私にとっての所沢商業高校での
３年間はよりよいものとなりました。みなさんも是非、この学校で目標や興味のある
ことを見つけ、そして、自分の将来の実現をしてみてください。

私は中学生の頃から高校を卒業したら就職
したいと考えていました。そのため、就職す
る上で役立つ資格を多く取得することができ、
就職率が高い所沢商業高校を選びました。
所商では１年生の時から進路ガイダンスが
行われ企業の方や先輩方、沢山の方のお話を
聴く機会があり進路選択の幅が広がります。
先生方も一緒になってサポートして下さるの
で真剣に自分の将来について考えることがで
きました。また私は３年間チアリーダー部に
飯能信用金庫
所属し、忍耐力、コミュニケーション力を培
（一般事務）
うことができました。部活動と勉強の両立は
ビジネス会計科 齋藤 千穂
（所沢市立富岡中学校）
簡単なことではありませんでしたが、沢山の
方の支えがあり、無事に希望する進路を実現
することができました。
私は所商に入ってたくさんの経験をし、毎日が楽しく、とても充実
した高校生活を過ごすことができました。皆さんも一度しかない高校
生活を楽しみながら、ぜひ所商で将来に向けて頑張ってください。

私が所沢商業高校を選んだ理由は、資格取得に強く、一
人一人が希望する進路に進むために手厚くサポートする指
導体制が整っていたからです。高校入学後は初めて学ぶ商
業という学問に戸惑いながらも新しい知識が増えていく毎日
に喜びを感じていました。検定が近くなると、先生方が補習
をして下さり、苦手な問題もしっかり解けるまで粘り強く教
えて下さいます。また、普通教科では１年次には少人数授業
を展開しており、普通教科が苦手でも授業内容が理解しや
すい環境が整っているので普通教科の授業にもついていく
ことができました。
埼玉女子短期大学商学科
私は高校入学当初は就職を希望していましたが、将来社
医療事務コンピュータコース
会に出るまでに今よりも多くの知識や教養・礼儀作法を学び
（指定校推薦）
国際流通科 小髙 衣純
たいと思い、高校１年生の冬に進学することを決めました。
（狭山市立西中学校）
所沢商業高校では１年次から進路ガイダンスを頻繁に行っ
ており、きめ細やかな進路指導をしています。こうした機会
が多いので進路変更をした後でも安心して３年生での進路活動に向けて準備ができたと思
います。
私は所沢商業高校での３年間で多くの資格と自分の新たな可能性を見つけることができま
した。みなさんもぜひ所沢商業高校に入学して、自分の新しい可能性を見つけてみませんか。

私が所沢商業高校への進学を決めた理由は資格
取得に特化し、普通科では学べない商業科目が学
べるからです。商業高校は就職のイメージがある
とは思いますが、AO入試や指定校推薦などで多
くの生徒が進学をしています。先生方も生徒のよ
りよい進路実現に向けて献身的にサポートしてく
れるため、自分の夢を実現し、育むにはとても良
い環境だと思います。
所沢商業高校では、資格取得に力を入れていま
す。検定試験前になると先生方は補習などで熱心
専修大学商学部会計学科
に合格に向けて教えてくれるため、私自身も様々
（指定校推薦）
な資格を取得することができ、進路実現にも大き
情報処理科 津村 陸
（所沢市立向陽中学校）
く役立ちました。
また、私は３年間硬式野球部に所属しており、
部活と勉強の両立に苦労した時期もありましたが、
それらを乗り越えて、人間として私自身を大きく成長させてくれました。部
活動で培った、忍耐力、計画力、友情などは全て私の人生の大きな財産です。
みなさんもぜひ所沢商業高校で自分自身を成長させる学びに出会い、夢の
実現に向けて頑張ってください。

私は高校入学当初から進学することを決め
ていました。当初はやりたいことが明確には
決まっていませんでしたが、高校入学後、簿
記を学んでいくうちにより深く簿記を学びた
いと思いました。そのための大学へ進学する
ことに決めました。
ビジネス会計科では簿記を中心に学びます。
さらに自分自身の努力次第で取れる検定は
様々あります。就職や進学で生かせるものな
ので入学後は頑張って取得してください。
武蔵野大学
また、私は３年間男子バスケットボール部
経済学部
に所属しており、部活と勉強の両立は時間が
会計ガバナンス学科
（指定校推薦）
とれず難しい時期もありましたが、体力や集
ビジネス会計科 坂根 良行
中力、忍耐力が身に付いたのと共に、学校生
（入間市立武蔵中学校）
活が充実していました。部活動を続けること
は進路活動で武器になるのでぜひ頑張って下さい。
みなさんには高校での目標をもって過ごしてほしいです。自分の希
望する進路の実現に向け学校生活を有意義なものにできるよう取り組
んで下さい。

私は中学生の頃から就職したいと考えていました。そ
のため、様々な資格取得ができ、多くの企業との繋がり
がある所沢商業高校に入学しました。所沢商業高校は学
科によって様々ですが普通科目に加え、商業科目がとて
も充実しており、努力次第でたくさんの資格取得が可能
です。
１年生から３年生までで取得した資格は就職する際、
必ず役に立ちます。私自身も資格を持っていた事で希望
する企業に進む事ができ、道が広がりました。所商では
１年生の頃からガイダンスがあり、２年生、３年生になる
と面接練習や一般常識テストの対策、履歴書の書き方な
株式会社武蔵野銀行
ど先生方が私達の夢の実現の為に親身になってサポート
（特定職）
してくれます。また、私は３年間ダンス部に所属しており、
情報処理科 石原 愛美
（所沢市立狭山ヶ丘中学校）
部長を務めていました。部活と勉強、就活を両立するの
は大変でしたが、それを乗り越えることで自分の力にな
り、心身共に成長出来るので社会に出てからの大きな自
信、自分の武器になると思います。私は所商で様々な知識を身につける事が出来ました。
最初は不安だと思いますが自分１人ではなく支えてくれる仲間、先生方がいるので心配
はいりません。ぜひ所商で自分の進路実現に向けて頑張って下さい。そして一度きりの
高校生活を自分の手で楽しく充実させ有意義な時間を過ごして下さい。
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