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新入試＝学校推薦型選抜始まる
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総合的な探究の時間を有意義なものに
今、教育の現場では「探究的な学び」が注目されています。
2022 年度から導入される学習指導要領で、
「探究」という名

探究って何？

学習指導要領では…

が付く科目が一気に新設され、最低２単位は誰もが履修する
ことになる「総合的な学習」が新たに「総合的な探究」と名
前を変え、より力を入れていくことになるからです。
そもそも「探究」とは何でしょうか。文科省の定義では、
「問題解決的な活動が発展的に繰り返されていく一連の学
習活動のこと」となっています。つまり、問題解決型の学習
ということです。自ら課題を発見し、その課題を解決するた
めのプロセスを体験しながらスキルを習得していくというような、実社会に通用するような資質・能
力を育てるのが「探究」だということです。これからはグローバル化し、AI 化していく社会の中で、
我々に求められる資質・能力は、主体的に問題発見・解決し、協働しながら新しいものを創造してい
く力であり、それを育てるのが「探究的な学び」だと考えているからです。
先進的な中学校では、中 1 では、
「声を出す」
「聞く力をつける」など、中 2 では、
「私の新聞」の
作成、「プレゼンをする」など、中 3 では、簡単な「ディベート」までと、段階的に新しいスタイル
の学習で成果が上げられるように工夫されています。
高校からは、大学や企業から講師を招いたり、全員が自ら選択したテーマについて、自ら調べ、議
論し、最終的には「卒業レポート」や「課題研究」としてまとめたものを発表することがあげられま
すが、本校では課題が多いのが現状で、１，２年生は進路学習をテーマの１つとしています。

高校生から社会人へ
今年の就職試験でも「高校生と社会人の違いとは何か」という作文テーマ
が出題されていました。高校生のあなたがどんなに背伸びをしても、仕事がで
き、性格がよく、学力優秀で誰からも愛される…、そんな人物が、いるわけが
ありません。でも、そういう人間に”なる”のです。そのためには、社会人になる
ことを、高校生の延長と考えてはいけません。

挨拶・礼儀・言葉遣い・謙虚な気持ち・素直さや真面目さ・私がやりますという前向きで
積極的な行動…。どれもが、普段から先生方が声をかけていることです。
例えば、正しい挨拶や言葉遣い、声のボリュ－ムのコントロ－ルなどに日頃から気をつけましょう。
就職を希望するなら、まずは先生方に友達言葉で話すのを改めることから始めます。時・場所・状況

に応じて使い分けることが大切。例えば職員室に入室する際、マナーや言葉遣いを訓練する機会が
あります。日ごろから意識して敬語を使えるようにします。また、遅刻や欠席という、時間にルーズ
なことは社会では全く認められません。明日から時間を守る決意をして実行しましょう。
社会が高校生に期待すること、それは「外見ではなく、内面を磨き育てる大切な時期」である
ことです。自分の感情のおもむくままに、好き嫌いや、やりたいことだけを考える『半人前』の人
から、物事の計画をしっかりと立て周りの人のことを考えられる人 になったとき、『一人前』
へと近づきます。その社会性を身につけることが求められているのです。

２年生

就職講座／就職ガイダンスについて

２年生の就職・公務員希望者は、本番の試験まではや１０カ月です。
全員内定を目指して、以下の内容で就職講座（総探）、就職ガイダンス
（放課後）を計画しています。３年次の９月まで継続して行います。
総合探究
ガイダンス

実施予定日

時間等

内

容

第１回

９月２６日（木）

６限

進路部長より進路講話（各クラス単位）

第２回

１０月２２日（木）

６限

就職活動の流れについて（進路分野別＝就職講座）

第３回

１１月 ６日（金）

第４回

１１月２６日（木）

第５回

１２月１７日（木）

第６回

１月１８日（月）

６限

会社選びと求人票

就職ＳＰＩ対策テスト❷

第７回

１月２５日（月）

６限

履歴書の書き方

就職ＳＰＩ対策テスト❸

第８回

２月 １日（月）

６限

第９回

２月１５日（月）

６限

第 10 回

２月１８日（木）

６限

第 11 回

３月１９日（金）

放課後３０分 就職ガイダンス①
５・６限

就職について考えるセミナー
（講師：ジョブカフェ千葉 キャリアカウンセラー）

放課後４０分 就職ガイダンス② 就職ＳＰＩ対策テスト➊

１・２組
３・４組
１・２組
３・４組

求人票の見方と会社選び
面接時の礼節等（練習）
面接時の礼節等（練習）
求人票の見方と会社選び

履歴書を書こう

ＰＣ室
多目２Ａ
多目２Ａ
ＰＣ室

就職ＳＰＩ対策テスト➍

放課後４０分 就職ガイダンス③ 就職ＳＰＩ対策テスト❺

※就職ＳＰＩ対策テストは、２年次に５回、３年次に６回実施します。範囲表は別途配付します。
※１～２月に就職担当の龍門先生との面談を全員行います。進路室前のホワイトボードでも確認を。
※今年の求人票から１社を選び、３月までに履歴書を書きます。
（3/19 までに提出＝今年度中の目標）

卒業生による進路座談会 10/16

１年生 第２回進路講演会 10/29

今年度６回目の卒業生による進路座談会

１年生の進路講話を２クラスずつ２展開

を実施しました。看護専門学校に通う上谷

で開催しました。今回は元吉本お笑い芸人

先輩からアドバイスをいただき、将来看護

からの講演ということで、本場関西の漫才

師を希望する５名の生徒が参加しました。

を楽しみながら、
「人生の歩み方」を学ぶも

進路に関する情報をたくさん得ることが、
現１，２年生にとって大切なことです。

のでした。みなさんのために、必死にネタを
考えてきてくれたのが嬉しいですね。

進

学

合格内定者より

さまざまな情報を仕入れて進路の選択を！

新入試「総合型選抜」は９月１５日から出願が始まり、１１月１日から合格発表が行わ
れています。コロナ禍で混乱した新入試となりましたが、厳しい状況の中、総合型選抜及び
専門学校推薦入試で合格した３年生を紹介します。
※本人の承諾を得て写真を掲載しています

和洋女子大

国際学部
鶴岡さん（美術部・歴史愛好会）

国際学科

東京情報大

看護学部 看護学科
川村さん（体操・ダンス部）

私は英語とジェンダーに

私は中学生の頃から看護

ついて学びたかったので、こ

師になりたいと思っていま

の大学を選びました。将来の

した。入試はプレゼン方式

目標は社会から性差別をな

で、パワーポイント資料を作

くしていくことです。総合型選抜で受験し、プレ 成し、紙芝居形式で発表しました。多くの先生方
ゼンと面接を行いました。緊張しすぎずにやりき や友達の支えで合格することができ、本当に感謝
ることがコツです。

しています。

友人と遊ぶことも大事ですが、色々なところに

１．２年生の皆さんも、早めに行きたい就職先

目を向けると、自分の進みたい道が見つかるはず や進学先を見つけて、余裕を持って準備ができる
です。皆さんも頑張ってください。

と良いと思います。頑張って下さい。

植草学園大

東京情報大

発達教育学部
山下さん（体操・ダンス部）

看護学部

看護学科

砂山さん

総合型選抜で合格しまし

幼い頃から看護師になり

た。私の夢は、特別支援学校

たいという夢があり、色々進

と小学校の教師になること

学先を悩み続け、先生方と相

です。大学を選ぶうえで重視

談した結果、この大学を受験

した所は、カリキュラムの充実性、専門的な知識 することにしました。夏休みから準備を進め合否
と技術を総合的に学ぶことができることです。

の結果が出るまでの２週間はドキドキでした。支

受験に向けて早くから準備し余裕を持ってと えてくれた先生方、友達に感謝しています。
りかかることが大切だと感じました。１、２年生

１、２年生の皆さん、特に看護系へ進学を希望

の皆さんも時間に余裕を持って行動することを する人は、今のうちから評定を少しでも上げれる
意識して、進路決定のために頑張りましょう。

ように頑張って下さい。

北原学院千葉歯科衛生士専門学校

亀田医療看護専門学校

歯科衛生士科

山本さん（バレーボール部）

看護学科

石井さん（陸上競技部マネ）

推薦入試で内定をいただ

私の夢は、看護師になって

きました。私は高校２年時に

たくさんの人を支えること

歯科衛生士になろうと決め

です。きっかけは、マネージ

ました。進路決定のために、

ャーで選手をサポートして

部活動や学校行事、勉強などに真剣に取り組んで いたことを生かして命に関わる現場で患者さん
きました。

を救いたいと思いました。学校生活や部活で学ん

みなさんも早めに自分のやりたいことや目指 だことが大切、色んなことに挑戦してください。
したいことを決めていきましょう。そして、自分

私は推薦入試を受け合格しました。受験計画を

の目指す進路のために、１、２年生のうちから全 早めに立てて、面接や志望理由書では自分の思い
力で頑張ってください。

を素直に伝えることが大切です。

就 職

合格内定者より

～合格速報②～

第１回目の就職試験の結果が出そろいました。今年度はコロナ禍の影響が
心配されましたが、就職希望４４名のうち３７名が内定という結果でした。
あっせん

（昨年度は６０名のうち４７名が内定。１２月までに学校斡旋者全員内定）

日本製鉄

日本製鉄

山口君

山﨑君（陸上競技部）

内定してとてもうれしか

内定をいただき安心して

ったです。世界で活躍する

います。私は世界で活躍す

一流の技術力を持ったこの

る鉄鋼メーカーである日本

会社で、自身の技術を磨き

製鉄で、世界の産業を支え

たいと思い、この会社を志望しました。

る立派な社員になりたいと思います。

就職活動をとおして、早いうちから準備をして

今年度の就職活動はコロナの影響もあり、臨機

おくことが大切であると痛感しました。履歴書を 応変に対応する重要さを痛感しました。どんな状
何度も書き直したり、試験直前まで先生方に面接 況にも対応できるように早くから準備をしてお
練習をお願いしたことが思い出に残っています。 くことが大切だと思います。
残りの高校生活を精一杯頑張っていきます。

お世話になった多くの方に感謝しています。

日本郵政

千葉みなとリハビリテーション病院

高坂さん（写真部）

前田さん（吹奏楽部）

内定をいただき安心しま

内定をいただきとてもう

した。日本郵便は私たちの

れしいです。私は小さいころ

身近にあり、多くの方を支

から入退院を繰り返してお

えることができると感じ、

り、病院で働く方々を見て、

早くからこの職場を志望しました。

将来はこのような職種に就きたいと思っていま

就職活動は、今思うとあっという間で、早めの した。
行動が大切です。いろいろとお世話になった先生

夏休みから先生方に何度も面接指導をしてい

方、ありがとうございました。休日なども面接の ただき、本番では落ち着いて臨むことができまし
練習をしていただき感謝しています。残りの高校 た。ありがとうございました。これからは立派な
生活を大切にしていきます。

社会人になれるように頑張ります。

市原市農協

カスヤ精工

宮崎さん

佐藤さん（卓球部）

２週間にわたって筆記と

私は細かい作業が好きで

面接という２度の試験があ

製造業の検査・組立という

り、毎日がドキドキでした

職種を希望しました。

が、無事に内定がいただけ

会社をなかなか決めるこ

でほっとしています。面接試験の本番では、先生 とができなくて、会社見学に３社行きました。し
方と１０回以上繰り返し練習した面接指導のお かし、進路の先生方が親身になって相談に乗って
かげで、どんな質問にも笑顔で答えることがで くださり、いろいろと励ましてくれてとても感謝
き、面接官の方からもお褒めの言葉をいただきま しています。１，２年生のみなさん、自分がどの
した。これまでに全力でサポートしてくださった ような仕事に就きたいのかを、早くからしっかり
先生方、友達に感謝の気持ちでいっぱいです。

と考えておくことが大切だと思います。

