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１ ． ご挨 拶
福岡女 子商 業高校 進路指 導部 では、就 職・進学 両方の進 路実 現を目 指して、さまざ まな 活動を
企画、運 営して いま す。ま た、就 職・進 学に関 す る あらゆる資料を進路 指導 室に準 備 しています 。
気軽に、 進路 指導室 を利用 し、 進路に ついて の研 究・準備 に活 用して くださ い。
さて 、本 校 で は１ 、２ 年生 向け に 講 演 会 （ ２ 年生） や 職業 ガイダンス （ １年 生） を企 画し てい
ます。日 々の HR 活動 の中 で も、 進路選 択の学 習 を進 めて いき ます。 保護者 の皆 様にお かれま し
ても、折に 触れて お子様 と将 来につ いて話 す機会 を持 ち 、後 悔のな い進路 決定 に向け て準備 を お
願いしま す。 学校（ 担任） と保 護者の 皆様が 車の 両輪のよ うに 協力す ること で
生徒の進 路実 現を達 成した いと 考え て います 。 よ ろしくお 願い いたし ます。

２ ． 進路 実現 に向 けて 、今 でき るこ と
福岡女 子商 業高校 で進路 の実 現に必 要なこ とは 、「学 校 生活を充実させること」 です 。就職・進
学にかか わら ず、「 面接試 験」や「作文・論 文」で 高校 時代 にどんな活 動をしたのか、何を頑張 っ

たのか、どんな力をつけたか を、ア ピー ルする こと が必要と なり ます。 日々の授 業や定 期考 査 が 大
切なのは もち ろんで すが、 他に もあり ます。 具体 的に は例 えば 次のこ とを意 識し てくだ さい。
（ １ ）皆 勤を 目指 す
遅刻・早退・欠 席は ０ を目 標とし て、１回で も 数を増や さな いよう にしま しょ う。し っか り出
席するこ とは、就職・就 職両方 に非常 に大 切な条 件です。卒 業生 に後輩 に向け てアド バイ スを 頼
むと、決 まっ て「欠 席をし ない ように 」と 言 いま す。 「 頑張ればできたのに そ の時 は深く 考えず
に諦めた 」こ とを後 悔する よう です。 先輩の アド バイスに 耳を 傾けて くださ い。
（ ２ ）高 資格 取得 を目 指す
商業高 校で は、た くさ んの検 定を取 得で きます 。しっ かり授 業を受 け、課外 で補充 し、また 家
庭で 予 習・復 習をする こと で、１つで も多く の 資 格を、また少 しで も 高い 資格を 目指 しまし ょう。
資格は目 の前 の就職 ・進学 だけ でなく 、 一 生のキャリアを支 えてくれる宝 とな ります 。
（ ３ ）部 活動 や行 事に 、積 極的 に参 加 する
近年、 特に 就職の 現場に おい て、 部 活動の経 験が高く評 価される 傾向が あり ます。 これは 、 部
活動で培 われ る 、１つ の目標 に向か って 継続し て 取り組む 力、仲 間と 協 調し協 力でき る 力、また
苦しくて も、簡 単に諦 めずに 努力し て乗 り越え る 力 が、認め られ ている ものと 思われ ます。現在
部活動を 頑張 ってい る皆さ んは、何 があっても諦 めずに 最 後まで 高い目 標を 掲げて 頑張り ましょ う。
部活に入 って いない 人 は 、自 分が 興 味を持 てるも のや、高資 格を目 指した い 検 定関係 の商業 系の
部活など 、前 向きに 入部を 考え てみて くださ い。 １・２年 生、 今なら間に合いますよ！

