
                                                                                                                            

          

 

 

 

進路決定状況：合格おめでとう！後輩達も後に続こう！  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 ＳＫＫ情報ビジネス専門学校 ２名        民間就職 １１名 
日本原燃株式会社１名      日本郵便株式会社東北支社１名 

                                      青森日産自動車株式会社１名  ｱｲﾍﾟｯﾄ損害保険株式会社１名 

                            青森農業協同組合１名       セコム株式会社１名  

  青森綜合警備保障株式会社１名   新栄建設株式会社 １名 

                        株式会社大和保温工業所 １名 日本原燃分析株式会社１名 

               青森県商工連合会 １名 

卒業おめでとう！ Wishing you the best of luck in the future!    公務員は裏へ⇒ 
  

 
発行日：2022年 3月 18日（金） 

青北進路通信 発行元：青森北高校進路指導部 

              最終号 

国公立大学 ３７名 国立大学（９名） 
室蘭工業大学 理工学部創造工学科     １名    弘前大学 人文社会科学部社会経営課程  ２名  

弘前大学 人文社会科学部文化創生課程   １名    弘前大学 理工学部物質創成化学科    １名 

弘前大学 農学部分子生命科学科      ２名    岩手大学 人文社会科学部地域政策課程  １名 

茨城大学 人文社会科学部 人間文化学科  １名     

 公立大学（２８名） 

名寄市立大学 保健福祉学部 社会保育学科  １名    はこだて未来大学   システム情報科学部１名  

青森公立大学 経営経済学部 地域みらい学科 2 名    青森公立大学 経営経済学部 経済学科  ６名 

青森公立大学 経営経済学部 経営学科    ７名    青森県立保健大学 健康科学部看護学科                           ９名 

青森県立保健大学 健康科学部 理学療法学科   １名    秋田公立美術大学            １名 

                 私立大学 ８１名 

北海道科学大学  ２名   北海学園大学   １名   

北翔大学     １名   札幌大学     １名   

札幌学院大学   １名   青森大学     ４名   

青森中央学院大学 １１名  八戸工業大学   ２名 

八戸学院大学   ３名    弘前学院大学   ２名 

弘前医療福祉大学 ５名   柴田学園大学   ７名 

日本赤十字秋田看護大学１名   東北文化学園大学 ２名 

 東北福祉大学   ３名   東北工業大学   ２名 

 東北学院大学  １０名   仙台大学     ２名 

石巻専修大学   １名      流通経済大学   １名 

神奈川工科大学  １名   上武大学     １名 

東京国際大学   １名   日本大学     ２名 

多摩大学     １名   実践女子大学   １名  

駒澤大学     １名   国士舘大学    ３名 

工学院大学    １名   城西国際大学   １名 

日本体育大学    １名    鎌倉女子大学     １名    

関西学院大学   １名      同志社大学     １名    

立命館大学    １名      九州共立大学   １名 

駒澤大学     １名 

 

 

私立短期大学 ７名 

青森明の星短期大学   １名  青森中央短期大学     １名     

弘前医療福祉大学短期大学部 ３名  仙台青葉学院大学短期大学 ２名   

国公立短期大学 １名 

 山形県立米沢女子短期大学 １名 

 

 

青森明の星短期大学    ２名   青森中央短期大学     

２名     

 

専門学校他 ２０名 

ＳＫＫ情報ビジネス専門学校 ２名 東北メディカル学院     １名 

青森山田高等学校自動車専攻科２名 専門学校ｱﾚｯｸ情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ学院 １名  

仙台ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ＆ﾀﾞﾝｽ専門学校  １名 国際ﾏﾙﾁﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校    １名  

仙台医療秘書福祉専門学校  １名 仙台ﾘｿﾞｰﾄ＆ｽﾎﾟｰﾂ専門学校  １名  

東北動物看護学院      １名 東北文化学園専門学校    １名  

仙台医健・ｽﾎﾟｰﾂ専門学校  １名  尚美ﾐｭｰｼﾞｯｸｶﾚｯｼﾞ専門学校  １名      

あおもりｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ｶﾚｯｼﾞ       5 名 東京服飾専門学校         １名 



                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   特集「英語の資格について」 

    先日、漢字検定・英語検定の合格者が発表されました。合格した人おめでとう。今回合格できなかった人も、けっしてあきらめず、また挑戦 

   してください。下の表は文部科学省の資料です。左端の CEFR（ｾﾌｧｰﾙ）は「ﾖｰﾛｯﾊﾟ言語共通枠」の略称。欧州評議会が、言語の枠や国境 

を超えて、言語力を客観的に評価するために作った国際指標であり、世界で同一の基準で英語力を測ることができます。 

A は初歩的な学習者、B は中級、C が上級とされています。以下は検定の種類です：（ ）内は検定料 

   ★ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ英語検定＝NPO ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学英語検定機構を通じて河合塾が運営。年７回開催だが、近い受験地は札幌か仙台。（\9,900） 

   ★実用英語技能検定（英検）＝日本英語検定協会による。準２級は高校２年終了程度、２級は高校卒業程度。一次試験は筆記、二次試験は 

   英語による面接。一次を学校で受検できることと、４技能全ての能力が上がるのが大きなメリット。（２級：\6,400 準２級：\5,700） 

★GTEC（ｼﾞｰﾃｯｸ）＝ﾍﾞﾈｯｾｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝによるｽｺｱ型英語４技能検定。学校で受験でき、自分の伸び幅がわかるのが大きなメリット。（\6,380） 

   ★IELTS（ｱｲｴﾙﾂ）＝ｹﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ大学英語検定機構、ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭｶｳﾝｼﾙ等による。２種類あり、ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾓｼﾞｭｰﾙは英米豪の大学進学者向け。 

ｼﾞｪﾈﾗﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾓｼﾞｭｰﾙは外国への移住やﾋﾞｻﾞﾞ取得で英語力を求められる時に使える。（\25,380～） 

   ★TEAP（ﾃｨｰﾌﾟ）CBT＝日本英語検定協会による。動画を見ての質問など、ﾊﾟｿｺﾝ操作をしながらの受検。年３回ある。（\15,000～） 

   ★TOEFL（ﾄｰﾌﾙ）iBT ﾃｽﾄ＝ｱﾒﾘｶの会社 ETS による。非英語圏出身者が英語圏の大学（院）に進学可能かどうかの英語力を測る。 

世界各国で実施されている。近い受験地は秋田。ﾃｽﾄ時間は計３時間。満点は１２０点（\25,000～） 

   ★TOEIC ﾘｽﾆﾝｸﾞ/ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ/ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ/ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾃｽﾄ＝米 ETS による。英語によるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとﾋﾞｼﾞﾈｽの能力を検定。 

会議やﾒｰﾙ等、ﾋﾞｼﾞﾈｽｼｰﾝで必要な単語や表現が出題される。就職活動中の大学生、海外事業部配属希望の社会人などに最適。 

世界各国で実施されている。青森市でも受験できるが今年度は１月３０日と５月２９日の２回のみ（\7,810） 

  
 

令和３年度青北高実用英語技能検定資格取得状況                単位：人 

                 

２級 

      第１回 第２回 第３回 

一次受験者数 ８（一次免除１除） １３ ２７ 

一次試験合格者数 １（１３％） ３（２３％） ５（１９％） 

二次受験者数 ２ ３ ６（内一次免除１人） 

二次試験合格者数 ２（１００％） ２（６７％） ５（８３％） 

準 

2 級 

一次受験者数 ３２（一次免除３除） ５５ ７３ 

一次試験合格者数 ９（２８％） ２１（３８％） ５０（６８％） 

二次受験者数 １２ ２２（内一次免除１人） ４８ 

二次試験合格者数 １０（８３％） １９（８６％） ３９（８１％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国家公務員一般職    １名    刑務官        １名    五所川原地区消防   １名 

北海道警察       １名    青森県警察      ２名    青森市職員（事務）  ２名      

青森市職員（消防）   １名   北部上北広域事務組合（消防）１名  今別町職員（事務）  １名 

平内町職員（消防）   １名   鰺ヶ沢地区消防     １名   一般曹候補生（陸上） ５名 

一般曹候補生（航空）  ２名   自衛官候補生（陸上）  １名   自衛官候補生（航空） １名                  

公務員 ２２名 

例えば英検２級を取得した人は 

CEFRで言うと、B１レベルだと 

言えるね！この基準を知っていれば 

将来、外国で勉強したり、仕事を 

する時に役立つよ！ 

 

英検 2 次面接の指導を

してもらえるのは今だ

け。大学ではしてもら

えないよ！自分でだよ 

 

 

ちなみに２０１６年の 

全国の高校生の２級合格率は 

一次：３４．０％  

二次：８０．４％ 

（その後は非公開） 

          

            

今年度の英語検定は上記の結果となった。一次試験に合格した生徒は二次試験に合格する力があると感じている。二次試験は面接試験である。特に第３回の二次試

験に向けては対面指導だけでなくオンライン指導も行い、指導時間の確保に努めた。私個人の考えだが、より考え、悩み、練習を欲した生徒達は合格したと感じてい

る。つまり、努力したという事である。これから受験を考える生徒は、普段の授業での英単語等の小テストを毎回合格出来るよう努め、今わからない事を出来るだけ

解消して多くの英語に触れることを期待する。英語が出来ると、より多くの人々と触れ合い、チャンスを得られると確信している。 

ところで、なぜ人は勉強するのだろうか。私の答は大きく２つ。１つめ、勉強は間違いなく経済活動だと思う。簡単に言うとお金儲けのための活動だ。生涯賃金の

高校卒（専門学校卒も含む）と大学卒の差は数千万円と言われる。また大卒でも待遇が良く給料の高い企業からの求人は難関大学（国公立大学を含む）にしか届かな

い。しっかりと勉強して自分を鍛えた人財を求めるのだから当然だよね。勉強はお金に繋がる。でも、お金の為だけか？２つめは、人々の笑顔のためだ。例えば数学

や理科、英語を勉強してロボット工学を研究することで、福島第一原発の廃炉が実現するかもしれない。故郷を追われた人々はその地に戻れ、笑顔が戻るだろう。逆

に、勉強をしなければ誰のことも笑顔には出来ない。誰かの勉強の成果をもらうだけの人生になるだろう。せっかく生まれてきたので、人を笑顔にする人が増えて欲

しい。そのために私は（我々教職員は）今日も誰かの笑顔のために勉強している。この原稿を書いたのは３月１１日。東日本大震災の復興を願って生徒一人一人が今

できることを真摯に取り組もう。一人でも多くの人を幸せに出来るように自分を鍛えて欲しいと願っている。（文責 外国語科主任 盛 秀嗣） 

英検が一番リーズナ

ブルで受けやすいね 


