千葉県立姉崎高等学校 進路室だより
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千葉県ボランティア講座への
参加は本日が申込期限です！
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専門学校を考えている人へ
進路先として専門学校を視野に入れるか悩
んではいませんか？
専門学校に行って希望した職業に就くこと
ができるのか、不安に感じる人もいるのでは
ないでしょうか。そこで今回は、専門学校の就
職の実態について紹介します。
5/13 進学ガイダンス 千葉医療福祉専門学校の講座
（進学希望者約１００名が３展開で学校研究を実施）
リクナビ進学によると、専門学校の卒業生の
約 80%が就職しています。これは大学の約 70%という就職率と比べても高い数字です。
専門学校とは、仕事に必要とされる能力を育てることを目的とした専修学校のひとつで、
仕事につながる資格や技術・知識が身につけられることが特長です。それにより、約 80%と
いう高い就職率を実現しています。
就職が難しいと言われる現代において、専門学校の就職率の高さに魅力を感じる方も多い
と思います。しかし、この専門学校の高い就職率は正しいのでしょうか？
専門学校では、それぞれの分野における実用的な資格の取得を目指せます。その分野の仕
事において、専門的なスキルを身につけられるカリキュラムが組まれています。また、資格
取得のためのサポートが充実していることが多く、仕事に必要になる資格を取得する近道と
いえます。専門学校はその業種を目指す上で、最適な道具・設備が整えられており、仕事に
直結する実践的な技術を身につける上で大きなメリットといえます。企業にとっては確実に
技術力を身につけた即戦力となる人材を得られ、採用のリスクや教育にかかるコストを抑え
られるというメリットもあります。
そのため、より良い条件で就職できることもあります。専門学校を活用して有用な技術を
身につけ、しっかりと資格を取得できれば、あなたの能力が即戦力として役立つことを証明
でき、就職を有利にすすめることにつながります。

学歴重視の企業には採用されにくい
日本は学歴重視社会であり、大手企業などに採用
されにくい側面もあります。
「大卒以上採用」と明記
している企業もあります。何百人もの人が面接を受
けに来るので、企業は足切りの一つの指標として「学
歴」を見ているのです。また、給与面や待遇で大卒よ
りも低く設定されていることもあります。

毎日勉強・課題に追われる

千葉県立鶴舞看護専門学校の講座の様子 5/13

卒業したら即戦力となれるように、専門学校では１〜３年の間に徹底的に専門知識を詰め
込みます。座学をしつつ、課題や実習などで忙殺される日々が続きます。
本当にやりたいことや学びたいことがあるならいいですが、なんとなく専門学校に進もう
と思っている人は進学を考え直した方がいいでしょう。

１・２年生へ 「仕事の学び場」職業教育体験への参加を！
高校生が具体的な職業についての理解を深めるために、専門学校が実施している職業教育
の一端を経験する職業体験講座があります。
職業体験として企業でのインターンシップはハードルが高いという人も、この「仕事の学
び場」は専門学校の施設・設備を利用して、実際の仕事の職業教育を体験する事業です。
参加希望者は進路指導部の松本・室井まで５月３１日（月）までに申込みをしてください。

№

プログラム名

学 校 名

日

程

自動車整備
01

車とバイクで楽しもう

日本自動車大学校袖ヶ浦校

８月３日(火)・４日（水）

02

車を知ろう

中央自動車大学校

７月 28 日（水）
・29 日（木）

03

車やバイクの仕事を楽しく学ぼう 日本自動車大学校

04

車の整備を体験しよう

建

築

05

コンピュータを使った仕事

船橋情報ビジネス専門学校

８月 25 日(水)・26 日(木)

06

コンピューター業界について

国際理工専門学校

８月 5 日(木)・６日（金）

医

療

07

消防官（救命救急士）を知ろう

国際医療福祉専門学校

８月 5 日(木)・６日（金）

08

リハビリの仕事を知ろう

国際医療福祉専門学校

８月 5 日(木)・６日（金）

調

理

09

調理師・パティシエ・ブーランジェ

ハッピー製菓調理専門学校

８月 18 日（水）
・19 日（木）

８月 5 日(木)・６日（金）

専門学校千葉県自動車大学校 ８月 19 日（木）
・20 日（金）

理容美容
10

美容の研究はじめる

千葉美容専門学校

８月 23 日(月)・24 日(火)

11

美容の仕事 まるごと体験

パリ総合美容専門学校

８月 19 日（木）
〜21 日（土）

12

美容・ブライダルの仕事を体験

千葉ビューティー＆ブライダル専門学校

８月４日(水)・５日（木）

13

エステ・アロマ・ネイルの仕事

アイ エステティック専門学校 ８月２日(月)・３日（火）

14

プロの設備で「美容」を体験

ジェイヘアメイク専門学校

８月２日(月)・３日（火）

15

トータルビューティーを学ぼう

東洋理容美容専門学校

７月 28 日（水）
・29 日（木）

保

育

16

幼稚園・保育園の先生に！

船橋情報ビジネス専門学校

８月 25 日(水)・26 日(木)

17

保育のお仕事を体験しよう

千葉こども専門学校

８月２日(月)・３日（火）

観

光

18

観光・語学・エアライン・ホテル・ブライダル

国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 ８月２日(月)・３日（火）

医療事務
19

病院で働く「医療事務」の仕事

千葉情報経理専門学校

８月２日(月)・３日（火）

デザイン
20

デザイナー・イラストレーターの仕事

千葉デザイナー学院

8 月３日(火)・４日（水）

21

ｗｅｂデザイナーの入門コース

国際理工情報デザイン専門学校

８月４日(水)・５日（木）

千葉リゾート＆スポーツ専門学校

８月４日(水)・５日（木）

スポーツ
22

スポーツに関わるお仕事体験

動

物

23

ドッグトレーナー、トリマーの仕事

ちば愛犬動物フラワー学園

７月 28 日（水）
・29 日（木）

24

犬の仕事について知ろう

スカイ総合ペット専門学校

７月 19 日（月）
・20 日（火）

進路指導部主催

模擬試験の一覧

東進全国統一テスト（無料）

申込み終了 実施日６／１３（日） ８：３０集合
進路室前ホワイトボードに詳細を掲示します。 担当：室 井
看護・医療系模試 （無料） 申込は５／１８まで 実施日６／１０（木）会場 多目１Ａ
全学年申込可。12:30〜
担当：竹 田
公務員実力判定模試（無料） 申込は５／１８まで 実施日６／ ７（月）会場 多目１Ａ
対象は２・３年生。１年生は要相談。
担当：内記修

日本学生支援機構

奨学金推薦事務の流れ

本校では２回の書類提出期限を設けていますが、それぞれに申し込むことはできません。
日

程

第１回

第２回

令和３年 4 月２８日（水） 説明会実施
令和３年 6 月 １日（火） 申し込み作業開始
令和３年６月１１日（金） スカラネットにて入力・送信完了
令和３年 6 月１８日（金） マイナンバー提出 → 機構へ
必要書類提出
→ 学校へ
令和３年７月 2 日（金）
説明会実施
申し込み作業開始
令和３年 7 月 12 日（月）
スカラネットにて入力・送信完了
令和３年 7 月 20 日（火）
マイナンバー提出 → 機構へ
必要書類提出
→ 学校へ
令和３年１１月下旬予定
選考結果の通知や交付
令和３年１２月中旬予定
選考結果の通知や交付

高校生のみなさんへ

読売新聞編集局社会部記者 梅村 雅裕さん

高校時代の同級生でもある石川君の依頼で本稿を書いています。せっかくいただいた機会
なので、少し仕事の話をしたいと思います。
私の仕事は新聞記者です。新聞社の題字が載っている「一面」、その次の「二面」「三面」、
テレビ欄の裏側二ページの「社会面」に原稿を書くのが、僕の仕事です。ジャーナリストと
いう仕事は、大学受験の頃には明確に意識していました。やりたかった仕事をさせてもらっ
ているのだから、やはり幸せに思わねばならないのだろうと思います。新聞記者のやりがい
は何か。改めて考えてみると、歴史の現場に居合わせ、自分で感じた問題意識を世に問うこ
とができること、ではないかと思います。
読売新聞の編集局には、政治部、経済部、科学部など様々な部があり、それぞれの分野の
最前線で日々、取材活動を続けていますが、私が所属する社会部が担当する分野は社会全体、
つまり森羅万象です。事件、事故、災害、テロなどの現場にも行けば、国会、医療現場、教
育現場などにも行きます。取材対象は犯罪被害者、死刑囚、学者、医師、スポーツ選手、宇
宙飛行士、時の総理大臣、皇族まで実に様々。現場を踏み、相手から直接話を聞く。取材で
分かったこと、その中から見えてくるもの、自分で感じたことについて原稿に書く。反響の
大きい記事には、読者から手紙やメールが多数寄せられます。国会で「今朝の読売新聞には
こう書いてあるじゃないか！」と政府の追及材料になることもあります。その結果、世の中
が動く。書く記事への責任は極めて重いですが、やりがいのある仕事だと思います。
一つ身近な例を挙げてみましょう。かつての民主党がマニフェストに掲げていた「高校授
業料の実質無償化」についてです。2010 年４月に導入されたこの制度では、公立高校の年間
し ん

ら

授業料約 12 万円を国が負担することとなりました。家庭で授業料を支払う必要がなくなっ
たのですが、民主党が政権交代前に描いていた構想では、少し違う制度になっていました。
つまり、国の予算を各家庭に配布し、保護者が支払った年間授業料 12 万円を「穴埋め」する
というものです。家計の負担がゼロになるという点では同じでしたが、民主党案だと、お金
を国から自治体や高校を経由して家庭に支給しなければならず、かなり手続きが煩雑でした。
「政権交代の恩恵を国民に感じさせるためではないか」。文部科学省の担当記者として、そ
んな問題意識で取材を始めたのは、政権交代の可能性が高まっていた 2009 年の初夏でした。
県立市原高校に異動して間もない石川君に意見を聞いたのも覚えています。
取材の結果、
「直接配る」という方法を導入した場合、200 億円以上の税金が無駄になるこ
とが分かりました。読売新聞朝刊一面にその記事が出たのは、鳩山内閣発足の二日前。その
後、国会論戦などを経て、
「家庭からは徴収しない」という制度になりました。ある文科省幹
部は、
「200 億の税金を無駄にせず済んだ」と話してくれました。無論、僕の記事だけで制度
が変わったわけではありませんが、きっかけ作りはできたと思います。現役高校生のみなさ
んには、遠い世界の話に聞こえるかもしれません。僕も高校時代に聞けば、そう思ったはず
です。
ただ、僕も高校時代は、みなさんと変わらぬ高校生でした。部活動でテニスに明け暮れ、
学校の成績は「中の下」でした。本格的に受験勉強を始めたのは、浪人後のことです。一浪
で都内の私大に進学しましたが、納得できず受験勉強を再開しました。入学した大学は二か
月で辞め、退路を断ってひたすら自宅で勉強しました。原動力となったのは、ジャーナリス
トになりたいという希望でした。両親が理解を示してくれたことも大きかったと思います。
みなさんは今、将来に大きな不安を感じていることでしょう。無理もないと思います。世
界的に経済が行き詰まり、時代は閉塞感に包まれています。大卒の就職率は低く、八方ふさ
がりに見えるかもしれません。さらに、2011 年 3 月 11 日を経験しました。原発事故は、人
類の英知を結集しても制御不能な事態の一歩手前まで行きました。
「この国はどうなってしま
うのか」。そんな不安を感じているのは、当然だと思います。ただ、こんな世の中だからこそ、
浮足立たず、前向きな気持ちで、しっかり足元を見つめて進むことが大切なのではないか。
世の中に一足飛びはない。一歩一歩進むしかないのではないか。僕はそう思います。作家の
司馬遼太郎さんは、
「二十一世紀に生きる子供たちへ」という文章の中で、次のように書き残
しています。
は ん ざ つ

お ん け い

へ い そ く か ん

君たちはつねに晴れあがった空のように、
たかだかとした心を持たねばならない。
同時に、ずっしりとたくましい足どりで、
大地をふみしめつつ歩かねばならない。
目の前のことを一つひとつ片づけていけば、やがて道は開
ける。深い喪失の底から立ち上がろうとしている東北の人た
ちも、そう信じて復興に努めています。君たちなら、きっとで
きる。頑張れ高校生。
そ う し つ

梅村雅裕さんのご紹介
市原市立有秋中学校、県立君津高校を経て慶應義塾大学文学部卒。読売新聞入社後は、北海道拓殖
銀行特別背任事件、９・１１アメリカ同時多発テロ事件、東京医科大心臓外科患者連続死問題、北京
五輪などの取材に携わる。２００８年からは、文部科学省で主に教育政策を担当した。東日本大震災
では、政府の放射線監視や教育現場の復興支援の取材にあたった。共著に「大学病院でなぜ心臓は止
まったか」（中公新書ラクレ）などがある。

（令和元年度の進路だよりを再掲）

