千葉県立姉崎高等学校 進路室だより

令和３年７月１３日

みちしるべ

アーク溶接講習 ２１名
フォークリフト ３８名
が申込みしました

就職求人票 1130 社を公開
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昨年度の同時期より３００社増

７月１日から求人票が公開されました。７月１３日（火）時
点で姉崎高校に届いた１１３０社の延べ求人票を３年生就職
希望者に公開しました。なお、エクセルデータとして本校ホー
ページ内のメニュー「進路指導部より」に掲載してありますの
で、在校生もいつでも閲覧できます。
いうまでもなく、３年生にとっては勝負の夏休みですから、
体調管理には十分注意をして、しっかり勉強し、面接や作文 夏休み中の進路情報は昇降口
小論文の練習を多く積むことが大切です。
進路室前ホワイトボードの参照を
さて、市内の高校生に出題された過去の作文問題を再掲します。
・社会人になるにあたっての抱負と心構え
・私のアピール
・高校生活で学んだもの
・学生生活で得たことと今後の生き方

・私の趣味／特技
・私の自慢

多くの就職選考で課される作文試験は、これらの「お題」がほとんどなのです。出題頻度
の高い『社会人になるにあたっての抱負』では、以下の３点について書きましょう。
１つ目は、責任感のある人間になるということ。自分の仕事に責任を持つ、与えられた仕
事をしっかりやり遂げることが大切です。
２つ目は、チームワークを大切にして、人間関係の幅を広
げていくことです。職場では何よりチームワークが大切です。
３つ目は、社会のルールやマナーをしっかり守れる人間に
なること。挨拶が元気よくできる、敬語が使える、他人に気を
遣う、遅刻や欠席をしない、身だしなみを整えるなどは最低限のマナーです。
さて、
「内定の常識」という話題のトピックの一部を紹介します。何度も読み返して、今の
自分と比べてみましょう。

内定の常識 「あかさたなはまやらわ」の法則より

一部抜粋

【あ】
「ありがとう」は何度言っても良いこと

【か】学生時代の友人を大切にすること

【い】
「忙しい」と言う人は頼りにならないこと

【き】今日から始めること

【う】運を引き寄せるために努力し続けること

【く】苦しいときこそあきらめないこと

【え】笑顔は最大の武器であること

【け】健康を当たり前と思ってはいけないこと

【お】お礼はすぐにすること

【こ】心を鍛えるには体を鍛えること

【さ】最後に決めるのは自分であること

【た】他人の意見は無責任であること

【し】常識と思っていることこそ疑うこと

【ち】小さなことで大騒ぎしないこと

【す】素直になること

【つ】強がらなくて良いこと

【せ】成功談より失敗談から学ぶこと

【て】できないと言う人は必要ない人なこと

【そ】外に目を向けること

【と】どんな状況でも家族は裏切らないこと

３年生就職活動、本格スタート！
７月１３日（火）の公開②では、来校による求人３０８
社、郵送等による求人８２２社、合計１１３０社を公開し
ました。令和元年度よりやや多い求人票数です。（同じ会
社が複数の求人票を持参したものも１社としています。）
本日以降に届いた求人票は進路室のＰＣで追加公開し
ます。また、富津市・君津市・木更津市・袖ヶ浦市・市原
求人票公開日のようす ７／９
市のハローワーク全登録求人に関しての簡易版を用意してあります。

公開日の生徒のようす

7/10（土）は保護者も多数来校してパソコン室で求人票を閲覧

姉高生よ、この夏、試練の波を超えてゆけ！
★ ３年生、総復習と苦手克服に心血をそそげ。
いよいよ勝負の夏。就職・進学を問わず、しっかりと３力（学力、面接力、作文・小論文
力）に磨きをかけましょう。合格を勝ち取るには具体的な目標設定と詳細な学習計画が必要
です。また、教科・科目の学習時間の配分や、学習の柱になる教材など、教科担当の先生の
アドバイスをしっかり聞いて計画しましょう。壁にぶつかるのは当たり前。そこで諦めてし
まったら･･･全てが終わります。 高校生活最後の夏を全力で過ごそう！

★ ２年生、うかうかするな。勝負はすでにはじまっている。
部活動、学校行事ともに２年生が中心となる時期です。２年生に実行して欲しいこと、そ
れは「学習と部活動等の両立」です。部活動に打ち込んで、精神力・体力を鍛えることは大
切です。しかし忘れるなかれ、受験までに残された時間はあと１年ちょっと
しかありません。この夏は基礎固めに使える最期のチャンス。中だるみして
いるヒマは無いのです。
さて、１００名以上の２年生が、夏休み中の「仕事の学び場」プログラム
に参加します。この件は７／１６の放課後に打合わせ会を行います。

★ １年生、中学までの基礎基本と、この４ヶ月の学習内容を完全消化せよ。
中学校の頃と比べて授業の進度は早く、頭の中で整理されていない部分や、定着できてい
ない部分がでてきていることでしょう。どの教科においても、１学期の間に学習した内容は、
高校で学ぶことの基礎となります。不十分なままにしておくと、今後学
習していく上で取り返しのつかないことになりますよ。１学期の遅れは
２学期に持ち越さないように。そして、この４ヶ月で身につけた生活習
慣を維持すること。休日であっても学校がある日と同じように早寝早起
きして、毎日決まった時間に勉強をする…。それが高校生です。

大学進学希望者へ

２年生の夏が一番大事です！

大学への進学を目指している人、高３になったら受験生！って思ったら、
それは違います。ただ３年生ってだけで全員受験生かというと、そうでは
ありません。大学を目指しているっていう人も違います。目的意識もなく、
勉強に身が入っていない人を、どうして受験生と呼べるのでしょう。
高３になって勉強すると、それは「受験勉強をはじめた」ってことだけ
です。世の中では高１生でもすでに受験生になっている人もいます。
受験生というのは、自分の行きたい志望先に向けての意識が強く、自分は○○大学に入り
たいから頑張るぞ！と、計画的に、そして覚悟を決めて勉強をはじめた人が受験生なのです。
せつな
「勉強法を教えてください」とか「塾に行った方がいいですか」なんて、そんな風に刹那
的に勉強している人は成績が上がらないのは当たり前です。それはまだ受験生になっていな
いからです。目的意識を強く持ち、長期・中期・短期の計画を立てましょう。
進学希望者は、積極的に模試を受けることが大切です。６月に実施された模試は数人しか
受験していません。こんなことではダメです。模試は自分の力試しに受け、帰ってから問題
と解説を熟読し、復習するために使います。判定を見て一喜一憂する必要はありません。
大事なのは、最初に立てた計画表に基づいて「いついつまでにこの問題集が終わる。オレ
の成績をみとれよ」という気迫を持って勉強を継続させることです。そういう姿勢が、最後
に爆発的な伸びを生みます。
受験は学力のみを競うのではなく精神力や体力まで問われます。志望校に合格して、そこ
を歩いている自分や、合格した瞬間にガッツポーズを決めている自分をイメージさせて、モ
チベーションを上げましょう。
昨今は学校推薦型選抜（指定校含む）
・総合型選抜が流行りですが、結局、進学してから学
力のなさに苦労し、みじめな思いをすることもあります。このことは肝に銘じて欲しいです。
楽をして入れば、いつかはそのツケが回ってきます。だから合格しても受験勉強は続けるこ
とを前提に、これらの入試を考えて欲しいのです。
休み時間の光景…、ケータイではなく、英単語や英熟語、資格・検定などの参考書がいつ
になったら現れるのでしょうか。

１年生 １学期に進路講話を３回実施
今年度の１年生は進路講話を３回実施しました。１回目
は６／１７の総合的な探究の時間に、進路部長より第１回
進路講話を行いました。本校卒業生の状況と課題、これか
ら３年間で身に付けていくもの、進学や就職を考えるため
の講話を行いました。
6／２４は、外部講師の水嶋様を招いて２回目の進路講 元吉本芸人のお笑い／進路講話 7/1
話を実施しました。多くの生徒が真剣に話を聞き、
「今、何に挑戦し、何をすべきなのか」考
えていました。7／1 は、元吉本お笑い芸人の石倉さんらを招いて、「人生の歩み方～お笑い
から会社員になった男たち～」という演題で講話をしてもらいました。
また、明後日の１５日には作文ガイダンス及び作文演習を２時間かけて実施します。これ
から３年間かけて作文や小論文を書けるようになるのが狙いです。（テーマは教室掲示済）

２年生 明日 14 日は職業体験ガイダンス
２コマ実施！ ３限 10:20～11:10 ４限 11:20～12:10
１年時から延期となっていた「職業体験ガイダンス」を、明日７月１４日
に２時間扱いで実施します。各自の参加講座と会場の確認を済ませておいて
ください。せっかくの機会なのでいろいろ質問をしてみましょう。
講座名

出席校

人数①

人数②

会場

建築・土木の仕事

東金高等技術専門校

６

６

化学講義室

自動車関係の仕事

NATS 日本自動車大学校袖ケ浦校

５

９

多目１Ｃ

ＩＴ・情報処理の仕事

国際理工情報デザイン専門学校

１７

１５

コンピューター室

経理・事務・医療ビジネスの仕事

千葉情報経理専門学校

１１

１０

２年１組

販売・営業・サービスの仕事

学校法人

１１

７

多目３Ａ

観光・旅行の仕事

JTB トラベル＆ホテルカレッジ

０

３

音 楽 室

ホテル・ブライダルの仕事

国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校

８

６

物理講義室

公務員の仕事

学校法人

１６

１３

２年２組

理容・美容の仕事

東洋理容美容専門学校

１４

１１

２年３組

エステ・メイク・ネイルの仕事

アイエステ ジェイヘアメイク専門学校

９

９

２年４組

フード関連の仕事

ハッピー製菓調理専門学校

１０

１０

地学講義室

保育・幼児教育の仕事

千葉敬愛短期大学

７

１０

多目１Ａ

福祉の仕事

中央介護福祉専門学校

５

７

多目３Ｂ

スポーツ関連の仕事

国際武道大学

１３

１７

剣 道 室

デザイン・美術・アニメ・マンガの仕事

専門学校千葉デザイナー学院

１２

１２

美 術 室

動物関係の仕事

ちば愛犬動物フラワー学園

８

６

多目１Ｂ

看護の仕事

千葉県立鶴舞看護専門学校

３

４

書 道 室

立志舎

立志舎

※ゴシック体の教室は２限から準備します。参加講座を確認して、早めに移動しましょう。
※上記教室を２年生が 12 時 10 分まで使用しています。１，３年生は、静かにお願いします。

１５日（木）は進路行事 １年作文／２年小論文／３年面接指導
１５日は学年ごとの進路行事です。１・２年生はテーマについて考えておいてください。

１年生 作文テーマ

※どちらか１つを選択します。

① これまでの生活で学んだことや経験したことを１つあげ、それを今後どのように生か
していきたいか述べなさい。
② 高校生活のなかであなたが最も努力していること、夢中になっ
て取り組んでいることを述べなさい。

２年生 小論文テーマ

※どちらか１つを選択します。

① 「校則」の必要性について述べなさい。
② 「将来の夢」を実現させるために必要なことについて述べなさい。

３年生 面接指導
①
②

※進路のしおりにある面接指導票を切り取って参加します。

進学者は２時間（外部講師）面接練習をします。高校生活や自己紹介を用意しましょう。
就職者は１時間（本校職員）面接練習を実施します。想定問答を準備しておきましょう。

