千葉県立姉崎高等学校 進路室だより
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進学希望者重点面談週間中！
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１０月１６日（金）から全国一斉に就職試験開始
民間就職試験まで２週間を切りました。今日から就職希望者の応募書類受付が開始されま
す。直前には中間テストもありますので、しっかりと計画を立てて準備しましょう。
９月２８日（月）に１・２年生対象の公務員講座（全１１回）が開講しました。また、同
日の放課後には「卒業生による進路座談会」が開かれました。

第１回公務員講座

14 名が参加(9/28 実施）

１年生 １０月進路行事

卒業生による進路座談会（9/28 実施）

２年生 １０月進路行事

２９日（木）５限（１・４組）６限（２・３組）
「進路を決めるとは」 講師 石倉・花岡さん

２２日（木）６限 ５分野で実施

第１回 進路分野別講座の開始

Ｍ１グランプリ準々決勝進出お笑い芸人

進路希望別に分かれて進路学習がスタート

公務員試験の倍率は？
次の表は千葉県の公務員試験結果の一部です。先週から１４名が参加して公務員講座がス
タートしました。これらの倍率の現実をふまえて、しっかりと準備していかねばなりません。

千葉県初級

一般行政

※公務員講座は途中からの参加も可能です

採用予定

受験者

一次合格

最終合格

１次倍率

２次倍率

最終倍率

平成 30 年度

１００

１１８４

４４６

２２８

2.56

1.96

5.19

平成 29 年度

１１０

１０３６

４８５

２４０

2.14

2.02

4.32

採用予定

受験者

一次合格

最終合格

１次倍率

２次倍率

最終倍率

平成 30 年度

２１１

８１５

７０３

２１７

1.16

3.24

3.76

平成 29 年度

１９０

７３１

６４０

１９３

1.14

3.32

3.79

採用予定

受験者

一次合格

最終合格

１次倍率

２次倍率

最終倍率

平成 30 年度

２０

３４１

８２

３１

4.16

2.65

11.00

平成 29 年度

３３

４７４

１０３

３３

4.60

3.12

14.36

千葉県警察官Ｂ 男性

千葉市初級

消防士

※公務員は併願受験ができるため、最終合格者は採用予定よりも多く合格させています。

人は目標を達成する過程で強くなる！
かつて箱根駅伝で日本体育大学が優勝した時、新聞記事にこんなことが書いてありました。
復路は首位でタスキをつなぎ東京・大手町にゴール。その直後、チーム全員が整列しコースに一
礼。
「みなさんに支えてもらったから」と話す姿がさわやかだった。それもそのはず。別府健至監督
がこの１年指導してきたのは、あいさつやトイレのスリッパをそろえるといった生活の基本。練習
前にグランドも清掃する。
「当たり前のことをいかにきっちりやるか。見えないところを徹底するこ
とで、ダレた雰囲気がなくなった」

『読売新聞』

もう一つ。全国高校駅伝の話。全国駅伝に三重県代表として出場した伊賀白鳳高校のこと
を伝える新聞記事があります。長年同校を指導してきた町野先生がお亡くなりになったので
すが、そのことについての新聞記事があります。
「良き競技者である前に、良き高校生であれ」。１９７６年、伊賀白鳳の前身・上野工の監督に就
任した町野さんは、自身で考えて行動する「自主自立」の精神を繰り返し説いた。
グラウンド片隅の練習用具や荷物は一つの乱れもなく、整然と並ぶ。あいさつも、指先まで伸ば
した手をももの横に付け、深々と頭を下げる。当初は県予選でも低迷していたチームを全国駅伝二
十三回出場、最高四位の名門に育てた。（中略）中武監督は言う。「何もなかったかのように、以前
と変わらず練習に取り組んでくれた。これが、先生の求めていた強さなんでしょうね」。
「恩師への思い胸に全国高校駅伝へ 伊賀白鳳高男子陸上部」

『中日新聞 2012 年 12 月 22 日』

これは本番のレース前の記事です。レースで伊賀白鳳高校は、ゴール前のデッド
せいきょ
ヒートを制して、過去最高の３位に輝きました。監督の逝去を乗り越えて、過去最
高の成績を収めた選手たちの心の強さに感銘を受けました。
なぜ、競技だけではダメなのでしょうか。なぜ掃除などをきちんとやることが競
技力につながるのでしょうか。2009 年の夏の甲子園大会で優勝した沖縄県興南高
校のキャプテン我如屋さんの話が印象に残っています。
「朝起きてから寝るまで、何一つ手を
抜かない。『大舞台になるほど、私生活が結果に出る』と思うからだ。」とありました。
有名な陸上競技の指導者であった原田隆史先生は、掃除などの奉仕活動は心をきれいにす
るだけではなく、心を強くするものだと言っています。そして、自分にできることをどれだ
け長く続けたかということが、心の強さに比例しているのだというのです。
原田先生は、エベレスト登頂に成功した人に、こんな質問をしています。
「エベレストに登頂するというすごい目標を達成したら、心は強くなりましたか？ 僕は
ならないと思うんですけど、どうですか？」これに対して、登山家はこう答えました。
「同感です。でも、エベレストに登って、やっぱり僕の心は強くなったんです。登頂する
ためのプロセスで、心は強くなったんです。」これを聞いた原田先生はこう述べています。
「これは大発見でした。つまり、エベ
レストに登るために何年にも及ぶ計画
を立て、毎日を懸命に過ごす。その日々
の努力の継続で心は強くなるというの
です。」
スリッパをきちんとそろえる、きちん
とあいさつするなどの自分にできるこ
とを、気分がのっているとき、機嫌がい
いときだけではなく、常に続ける。その
継続が心を強くすると感じます。

１，２年生へ 総合型選抜（旧 AO 入試）を知ろう! その②
前号（第１８号）に続き、新入試である総合型選抜を特集します。
合格に必要な対策
総合型選抜（旧 AO 入試）の
課題や面接には、その場だけ
で対応するのは難しく、事前
の情報収集や自己分析、面接
対策などが必要です。
対策はいつから始めるべき？
いつから始めれば絶対に安
心という保証はありません。
例えば、出願要項として評定
平均や特定の科目の履修が求
められているなら、高校入学時から出願を念頭に置いて準備する必要があるでしょう。書類
等の準備をするなら、対策を始める目安は出願の半年ほど前から。時期でいうと、高校 2 年
の 2〜3 月くらいが目安になります。
志望理由書やエントリーシートには、「何か目標を定め、努力し、達成した」というエピ
ソードが書けると合格に近づきます。資格取得、特技の大会、学校のプロジェクトなどに取
り組み、志望理由書を強化するためには、早め早めの行動が必要となります。
大学の情報を収集し、志望理由を明確にしておく
対策に必要なことは、大学固有の特徴を把握することです。大学や学部によって異なる「求
める人物像」に対して、自分がいかに合致しているかをアピールする志望理由が必須となる
ため、いかに受験する大学の情報を収集できるかがポイントとなります。
大学の情報収集のために必要なのがオープンキャンパスです。実際に大学で勉強をしてい
る大学生たちを目にすることで、大学の特徴や雰囲気、勉強する教室の環境などを自分の目
を通して情報を集めることができます。
志望理由は、オープンキャンパスによる実体験を通して感じたものを面接で織り込むこと
で面接官の心に響く面接となります。コミュニケーション能力やハキハキと話すことができ
るということも重要ですが、何より大学のポリシーを把握しているのか、学部・学科による
違いを理解し、自分の将来ビジョンを描けているのか？などがとても重要となります。
面接練習や小論文・課題の演習
面接対策では、「志望理由」と「自己紹介」が主な話のテーマとなります。志望校の掲げ
る教育目標や学長の名前を把握しておくと、面接官の目にはより意欲の高い人材に映ります。
つまり、面接対策はうまく受け答えをすることが重要なのではなく、
「何を目的に学ぶのか？」
「入学してから何をしたいのか？」など目標を明確にすることで、どんな質問が来ても素直
に答えられるようにしておくことが重要です。
課題の多くは小論文となります。小論文では、感情を出さずに 1 つの事象に対して深く掘
り下げて内容を展開し論じることが目的となります。作文などと違い、その時の気持ちを書
く場ではないことを把握して準備を進めていくと良いでしょう。

実施している大学は？
2019 年における旧 AO 入試実施大学数は、
国公立大学で 85 大学・240 学部。私立大学は
82 大学・1,334 学部で実施する大学は増え続
けています。また、2002 年には全体の 1.4％
（8.117 人）だった旧 AO 入試利用者は、2019
年には 9.7%（59,831 人）にまで増えました。
以前は、「特別な技能がある人の特別な入試」
というイメージだった総合型選抜（旧 AO 入試）
ですが、現在は多くの人が利用するようになっているのです。
実施していない大学は？
実施していない大学も少なからずあるのも事実です。今では、ほとんどの大学で採用して
いる中で、実施しない理由は、学生の進路が大きく影響をしていると囁かれています。実は、
総合型選抜（旧 AO 入試）を通して入学した 6 人に 1 人の割合で退学しているというデ
ータがあります。退学理由は、「学業がついていけない」というものが最も多い理由の１つ。
学力ではなく、一芸や部活動の記録を基にして入学しているため、レベルによっては自分の
学力では理解できないという状況に陥る可能性もあります。
評定平均値は関係ある？
評定平均値が求められることはあります。そ
もそも、評定平均値が総合型選抜（旧 AO 入試）
の出願条件として定められていて、基準以下の
学生は出願ができない大学・学部もあるので
す。高偏差値で学力重視の大学や、出願者を絞
り込みたい人気の学部では、一定以上の評定平
均が条件になっていることが多いです。
また、必須条件ではない場合も、あまりにも評定平均が低いと不利になることもないとは
言い切れません。学力の関係ない総合型選抜を受けるつもりでも、真面目に授業を受けて評
定平均を上げておいた方がいいでしょう。
まとめ
総合型選抜（旧 AO 入試）が日本の入試制度
にも定着しはじめ、学生たちの多くは学力だ
けではなく、スキルや部活動での取り組みな
ど、学力だけでは測ることができない分野で
のアピール機会を得ることができました。
本来であれば、入学条件を満たしていない
学力であったとしても、面接やエントリーシ
ートを通じて大学職員から評価を得て、希望する大学や学科に進学するチャンスを得ること
ができます。 学力では入学が厳しい場合でも、頑張って来た部活動や得意な資格などを武器
に自己アピールを行い、他の人にはない魅力や期待を持たせられるような話を伝え、大学側
が求める人材に適合していることを知ってもらうようにしましょう。

