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進路分野別講座がスタート

１０月４日（月）６限から２年生の進路分野別講座が
始まりました。２年次に約１０時間、３年次の４～９月
で１０時間、合計２０時間をかけてキャリア教育を実施
していきます。
就職試験まであと１１ヶ月、しっかり準備をしていき 広報いちはら１１月号に姉高生が登場！
博物館オープン１年前特集号を
ましょう。
※裏面に「就職講座」の予定を掲載
２年生３名が楽しく紹介します！

１・２年生の公務員講座について
１０月４日（月）から１，２年生対象の公務員講座が
開講しました。すでに講座日程（１０回分）をお知らせ
していますが、参加希望者は担当の内記先生・小関先生
まで申し込んでください。昨年度は公務員希望９名中８
名が合格しています。※裏面に「公務員講座」の予定を掲載
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毎日 30 分だけ机に向かった桑田さん

２年生 第１回就職講座のようす
就職担当からのオリエンテーション
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桑田真澄さんが書いた『心の野球』の中に次の一節がある。
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みなさんのなかには、僕はがむしゃらに努力していたような印象があるかもしれない。
でも、真実は違う。ＰＬ学園時代、朝も夜も練習に時間をとられる。どう考えても自分が満
足できるような勉強時間は捻出できなかった。それでも勉強を頑張り、よい成績を取ること
ができた。どうしていたのか、といえば、毎日 30 分間だけ机に向かったのだ。それから、
授業の間の休憩時間の 10 分間は宿題や復習の時間にあてた。たったそれだけを黙々と実行
し続けたのだ。
プロ野球選手となったあとも、無茶な努力はしなかった。怪我をしてしまったら、元も子
ちまた
もないからだ。巷 でよくいわれるような 1000 本ノックを受けたり、1000 回素振りをした
り、300 球を 3 日連続投げるとか、そんな無茶な練習は決してしなかった。その代わり 23
年間、毎日毎日、1 日 10 分とか 15 分、小さな努力を続けてきた。
（『心の野球』桑田真澄著 幻冬舎）
ねんしゅつ

そういえば、原田隆史（原田教育研究所所長）さんも、次のようなこと
を書いていた。
「心を強くする」ということは、「できないことに挑戦する」というこ
とではありません。「できることを継続してやる」ということです。
そうだよなあとつくづく思うが、私もなかなか続かない…。この進路だ
よりは月３回（１０日に一回）のペースで出すことを目標にしている。
桑田真澄さん…ＰＬ学園の投手として 5 季連続で甲子園に出場し、優勝
2 度、準優勝 2 度を成し遂げた。

（写真右 ＰＬ学園時代の桑田さん）
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合格内定者より

日本郵便 郵便事務
白塚君（陸上競技部）

※掲載にあたっては本人の了解を得ています。
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み中は多くの先生方に面接

を先生方に指導してもらったおかげで、迷うこと をしていただき、本番ではしっかりと受け答えが
なく自分の気持ちを伝えることができました。お できました。これまで支えてくれた人たちのため
客様が安心してご利用いただけるよう精一杯努 にも感謝の気持ちを忘れず、残りの学校生活や仕
力し、周囲から信頼される社員になりたいです。 事に就いても頑張っていきます。
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甲斐があり自信がつきました。内定をいただき、 いところをしっかりとアピールできました。お世
今まで以上に勉強に取り組みます。お客様に喜ん 話になった先生方に感謝の気持ちでいっぱいで
でいただけるよう、精一杯努力していきます。

す。後輩の皆さんも頑張ってください。

ＡＤＥＫＡ

コスモ石油 オペレーター
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験を受けることができました。おかげさまで、無 を行い、ＳＰＩ問題集を２冊購入して取り組み、
事内定をいただくことができました。いろいろと 試験ではしっかりと答えることができました。放
お世話になった先生方、ありがとうございまし 課後遅くまで先生方に御協力をいただき、ありが
た。立派な社会人になれるよう頑張ります。

とうございました。謙虚さを大切に頑張ります。
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に内定をいただくことがで

さん面接練習をしていただきました。本番は失敗 きました。利用者が安心して過ごせるように、一
することなくでき、無事に内定をいただくことが つひとつの仕事を精一杯こなし、愛される介護士
できました。ありがとうございました。卒業まで になりたいと思っています。支えてくれた家族・
気を抜かず、頑張っていきます。

友人・先生方に心から感謝しています。

２年生総探

進路分野別講座の「就職講座」について

９月３０日の進路講話を皮切りに、２年生後半からは週１回（定期考査期間・文化祭期間・
修学旅行期間等を除く）の進路学習が始まります。
担当 松本・龍門・山村・市原
総合探究

実施日

時

間

内

容

第１回

１０月 ４日（月）

６限

オリエンテーション／礼法指導・今年度の状況・他

１０月 ７日（木）

６限

クラッシー学習動画の視聴方法と成績の推移・他

第２回

１０月２５日（月）

６限

就職の心構え／今後の日程・他

第３回

１１月１８日（木）

６限

第４回

１１月２５日（木）

５限・６限

第５回

１２月 ２日（木）

６限

就職ＳＰＩ対策テスト➊ 国語
就職試験までのタイムテーブル／礼法指導
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）
就職ＳＰＩ対策テスト❷ 社会
個人希望表配付（希望表は１／７までに提出）

個人希望表をもとに就職希望生徒全員と個別面談を行います。昼休み／放課後（１２月末～２月）

第６回

１月２７日（木）

６限

第７回

１月３１日（月）

６限

就職ＳＰＩ対策テスト❸ 数学
企業が求めるもの／面接時の礼節
就職ＳＰＩ対策テスト❹ 理科
履歴書の書き方

２月中

第８回
第９回
第 10 回

１日（希望者） 臨海地域企業・工場見学／説明会（市原市主催）
１・２組 面接時の礼節等（練習） 多目２Ａ
２月 7 日（月）
６限
３・４組 求人票の見方と会社選び ＰＣ室
１・２組 求人票の見方と会社選び ＰＣ室
２月１４日（月）
６限
３・４組 面接時の礼節等（練習） 多目２Ａ
就職ＳＰＩ対策テスト❺ 英語
２月２１日（月）
６限
履歴書を書こう
就職ＳＰＩ対策テスト❻ 国語
３月１８日（金）
放課後
就職ガイダンス 次年度へ向けて

※今年の求人票から企業１社を選び履歴書を書きます。（3/1８までに清書を提出＝今年度中の目標）

１・２年生対象

後期公務員講座の日程について

以下の予定で公務員講座を開講します。

講師／東京ＩＴ会計専門学校

担当／小関・内記修

回数

実施日

時間

内容

１

10 月 1４日(月)

15:50～16:50

ガイダンス：公務員試験に向けて

２

10 月 29 日(金)

15:50～16:50

判断推理：類推（うそつき）、適性演習（№11）

３

11 月 22 日(月)

15:50～16:50

数的推理：濃度算（食塩水）、適性演習（№12）

４

11 月 29 日(月)

15:50～16:50

判断推理：道順、適性演習（№13）

５

12 月 14 日(火)

期末考査（時間後日）

６

1１月 17 日(月)

15:50～16:50

判断推理：集合、適性演習（№15）

７

1２月 1７日(月)

15:50～16:50

数的推理：場合の数、適性演習（№16）

８

1２月 14 日(月)

15:50～16:50

判断推理：方位と位置、適性演習（№17）

９

1３月 11 日(火)

15:50～16:50

数的推理：時間・距離・速さ、適性演習（№18）
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1３月 14 日(月)

期末考査（時間後日）

数的推理：仕事算、適性演習（№14）

数的推理：試合と勝敗、適性演習（№19）

専門学校について

～認可校と無認可校の違い～

無認可校は都道府県の認可を受けていないもので、良い悪いの基
準はありません。無認可校はすべて悪いわけではなく、法に規制さ
れず小規模でユニークな教育を行っている場合もあります。

●無認可校のデメリット
①
②
③

学割の発行は認められない（社会人並みの高い定期代を払う）
卒業資格は「高卒」。（専門学校は「専門士」の称号がある）
日本学生支援機構の奨学金や国家試験の一部免除等の特典を受けられないことが多い。

無認可校に進学した場合
無認可校は、塾やスクール、教室に通っているのと同
じです。そのため、卒業しても最終学歴はその学校へ入
学する直前の学歴が最終学歴になります。また、法的な
「学校」ではないので通学定期券を利用することはでき
ず、学割も発行されません。
専修学校の認可校へ進学した場合
保育系の専門学校の実習より
例えば、専門士が取得できるコース・学科であれば、卒業すれば大学へ編入学が可能にな
ります。（専門士が取得できるかどうかは学校へ問い合わせして確認を。専門士が取得できる、取得
できないかはかなり重要です。専門士が取得できないことで企業によっては、学歴扱いしない企業も
あります）

専修学校は、その教育ジャンルによって８つの分野があります。専門学校希望者は、今現
在、あなたが考えているジャンルの分野番号に○をしてみましょう。

■専修学校卒業後の処遇は
国家公務員の場合、専門課程（専門学校）２年制卒は短大卒と 同等に取り扱われています。
地方公共団体や民間企業においても同様の待遇が定着しています。さらに資格給や技能給が
加算されることで、実質的に高卒や短大卒より給与が高くなることもめずらしくありません。

■単位の認定
一定の要件を満たす専門学校の卒業生は、大学に編入学することも
可能です。この要件とは修業年限が２年以上、総授業時間数が 1700
時間以上の２つです。現在は大学院への入学資格も認められています。

●大まかなジャンルについて
1.

工業分野

産業の根幹を支える人材を育てる

モノづくりに興味がある人

2.

農業分野

将来の農業を担う人材を育てる

自然に対する理解がある人

3.

医療分野

生命を支えるスペシャリストを育てる

奉仕的な精神がある人

4.

衛生分野

美と食のプロフェッショナルを育てる

栄養・調理に興味がある人

5.

教育・社会福祉分野 人を育み豊かな心でサポートする人材を育てる 相手の立場になれる人

6.

商業実務分野

実践に即したビジネスの専門家を育てる

7.

服飾・家政分野

完成と技術を磨きファッション業界の担い手を育てる センス・意欲のある人

8.

文化・教養分野

社会のニーズに即応できる人材を育てる

計画性・協調性のある人

創造性・感性・美的センスのある人

