千葉県立姉崎高等学校 進路室だより
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ふるさとを愛する会
11/20(土)椎津城跡整備活動
8:50～椎津城本丸に集合

発 行
進路指導部

３年生の民間就職希望者５３名、全員内定しました！
１１月になっても企業の人事担当者による
訪問が続いています。その理由は、今年度の採
用状況の報告や、採用のお願いなどのために
来校されます。すでに企業側は来年度の採用
試験に向けて動き出しているのです。
コロナ禍であっても売り手市場が続いてい
ると思われ、どの企業も優秀な人材の確保の
ために必死になっています。
「まだ就職が決ま
っていない生徒がいたら、ぜひ紹介してくださ
道の駅「あずの里」で椎津城ＰＲ／戦国ダンス
い」と電話をかけてくる企業も多くあります。 「ふるさとを愛する会」の活動として公演 １０／３０
そこで考えてほしいのは、皆さん自身のことです。企業の方々の採用の熱意とは裏腹に、
勉強に熱が入らなかったり、スマホの使用時間が減らないみなさん方を見受けますが、この
大切な時期にそのようなことをいつまでも続けていてもよいのでしょうか。
なんのために勉強するのか、それは簡単なことです。柔軟な考え方を持ちながら、 社会の
変化に適応して生きていくためなのです。これからは、人工知能機能を兼ね備えた機械が次々
に導入されます。もしかすると、数十年後には人工知能を備えた警察官があちこちに立って
いる、空飛ぶ車で多くの人が移動している…そんな時代が来るかもしれないのです。
進路室に来校されたお客様は、
「身だしなみがしっかりして、あいさつが気持ちいい生徒で
すね」とほめてくださいます。まさにこの部分は「チーム姉崎」なのです。みんなを応援す
る先生も、地域も、卒業生も、みんな同じ「姉崎丸」という船に乗っているのです。
本来、個人と学校は関係のないものです。でもね、私たちは同じ「姉崎丸」という船に、
将来の夢や進路決定のために頑張っていく大切な仲間を乗せているのです。だから、
「あれは
ダメ・これはダメ」というルールや校則があるのではなく、みんなが居心地よく過ごし

不利益を被らないよう、チーム姉崎の一員として進路を切り開くためにルール
やマナーがあるのです。
さて、今年度の就職ですが、 民間就職希望者５３名全員が内定 しました。我々
進路指導部もほっとしています。本年度も女子に人気の事務職は、求人が出た企業に多くの
生徒が受験する傾向があり、事務職は激戦でした。
進学する人は新たな学びが待っています。就職する
人は社会人としてのスキルアップが必要です。１、２年
生は、進学・就職希望者とも、学力の向上が重要です。
評定を少しでもあげておく、資格・検定、部活動、課外
活動、ボランティアなどにも取り組みましょう。
ペーパーテストの点数よりも人間力が評価される時 11/20 椎津城整備に４５名が参加予定
代です。

（新たに１年生も参加した前回７月のようす）

資格講習の開催について
講習会

講習日

申込日

講習料等

会場

フルハーネス

１／２２（土） １日

１２／２（木）

9400 円

姉崎高校

※フルハーネスとは墜落制止用器具の取扱者の資格講習のことです。１日で実施します。

進学

大学合格者より

千葉商科大学

商経学部

経済学科

総合型選抜はプレゼンや小論文などが必須です！

明海大学

外国語学部

英米語学科

木村君（陸上競技部）

大野さん

将来の夢
外資系企業のコンサルティ
ングファームマン。
志望理由
グローバル化を積極的に取り入れ、経済を学ぶ
ことができ、将来の夢の達成に適しているから。
試験など
総合型選抜（給費生）で合格
課題からのプレゼンを実施。プレゼンの資料準
備から楽しんで、何度も深くやることが大切。

将来の夢
日本の文化を世界に発信で
きるようなクリエイター。
志望理由
留学制度が充実しており、外国の文化・価値観
に直接触れることで柔軟な考えが身につくから。
試験など
総合型選抜で合格
基礎学力診断テスト、面接＋英語力診断テスト
と別日（２次）で小論文を実施。

産業能率大学

明海大学

経営学部 経営学科

外国語学部

英米語学科

伏見君（野球部）

花澤さん

将来の夢
食品の商品企画に携わる仕
事に就き、地産地消にこだわ
ったカフェの経営をしたい。
志望理由
自由が丘スイーツプロモーションやブランド
プロデュースなどの実践的なＰＢＬに興味を持
ったから。
試験など
総合型選抜で合格
面接３０分間（課題レポート、自己記述書をも
とにプレゼンテーション３分間）

将来の夢
生徒一人ひとりに寄り添う
ことのできる英語の先生にな
りたい。
志望理由
本校に来た教育実習生からお話を聞き、多言語
コミュニケーションセンターや教職課程センタ
ーなどに魅力を感じたから。
試験など
総合型選抜で合格
基礎学力診断テストと小論文（２次試験）、面
接、英語力診断テストを実施。

敬愛大学

川村学園大学

経済学部（学科は２年次に選択）

教育学部

児童教育学科

鳥海君（漫画研究部）

安井さん（陸上競技部）

将来の夢
会社を起業したい。人々が
暮らしやすい仕事を提供でき
る会社をつくりたい。
志望理由
会社経営のノウハウが学べ、留学制度があるこ
と、豊富な設備、充実したサポートを受けられる
ことなどに魅力を感じ志望した。
試験など
総合型選抜で合格
志望理由書、学習計画書、小論文の他に 2 対
1 での面接がありました。お世話になりました。

将来の夢
子どもたちに笑顔で寄り添
える小学校教諭を目指して頑
張りたい。
志望理由
小人数教育や先生と学生の距離が近いことが
志望した理由です。大学でも陸上競技を続け、競
技成績を上げることも視野に入れ志望した。
試験など
総合型選抜で合格
課題小論文が４００字、面接が約３０分間あり
ました。

１・２年生 大学・短大への進学を考えている人へ
大学入試の柱の１つ

～学校推薦型選抜~

学校推薦型選抜は、大きく分けて「公募制」と「指定校制」の２タイプに分かれます。
「公
募制」は、大学の出願条件をクリアし、出身高校長の推薦があれば受験できる選抜です。一
方の「指定校制」は大学が指定した高校の生徒を対象とする選抜ですが、私立大学が中心と
なっており、国公立大学ではほとんど行われていません。
また、一般選抜とは違い多くの大学では、
「出願者は、合格した場合は必ず入学する者に限
る」専願制の入試となっています（他大学との併願が可能な併願制もわずかにあります）。
学校推薦型選抜を考える場合は、出願するうえで制約があることと、原則として第１志望校
に限った入試であることを理解しておきましょう。

私立大学の学校推薦型選抜
私立大学の学校推薦型選抜は、入学者比率が 40％以上を占めていま
す。出願要件は国公立大学ほど厳しくなく、なかには成績基準を設け
ない大学もあります。選抜方法は、小論文や適性検査、面接、基礎学力
試験、調査書等の書類審査をさまざまに組み合わせて選考されています。近年は適性検査や
基礎学力検査といった名目で学力を測る試験が行われている大学も目立っています。

さまざまなタイプの学校推薦型選抜
私立大学の学校推薦型選抜は、一般選抜と同様に多様な選抜が実施されており、
「スポーツ
推薦」「有資格者推薦」「課外活動推薦」などがあります。
ひい
「スポーツ推薦」は、その名称の通りスポーツに秀でた学生の獲得を目的とした選抜で、
出願にあたっては高校時代の競技成績が基準となります。
「有資格者推薦」は、実用英語技能
検定（英検®）やケンブリッジ英語検定といった民間の英語資格・検定試験や、日商簿記な
どの技能をもつ受験生を優遇する選抜です。
「課外活動推薦」は、生徒会活動や部活動、社会・
地域奉仕活動などで活躍した人を対象にした選抜となっており、コンクールや競技大会での
実績、ボランティア活動などを出願要件とする大学も少なくありません。
一般選抜との一番大きな違いは、出身高校長の推薦を受けないと出願できない、という点
です。出願にあたっては、
「調査書の学習成績の状況◯以上」といった出願条件が設定されて
いる場合もあり、誰もが出願できる入試というわけではありません。

私立大学の総合型選抜は対話型が多い
私立大学の総合型選抜の選抜方法はバラエティーに富んでいて、同じ総合型選抜という名
前でも大学によりかなり違いがあります。難関大学では、１次：書類審査、２次：小論文・
面接というパターンが一般的で、加えてセミナーの実施、プレゼンテーション、グループデ
ィスカッションなどを組み合わせ、時間をかけた選抜方法を取り入れています。
一方、多くの大学で行われているのが対話型の総合型選抜です。エントリー後、事前面談
なども含めて複数回面談を行い、出願許可されると合格内定を得ることができます。このタ
イプの総合型選抜は、大学・学部への適性や学ぶ意欲がより一層重視されます。
総合型選抜は早期に合格が決まるため、早い時期に志望校を決定しなければなりません。
また、その入試の趣旨から出願校＝第１志望校となりますので、安易な受験は禁物です。自
分の進路・適性をしっかりと考えたうえで受験しましょう。

まぼろしの「上総国府」
地元市原市だけでなく歴史愛好家たちのロマン
をかきたてるものに、未だ発見されていない、ここ
上総国の国府があります。
オリンピックが予定されていた２０２０年は、更級日記旅立ちの
千年紀に当たり、
「更級日記旅立ちのまち」を市原市のキャッチ
フレーズにしていました。
この更級日記は、菅原孝標女によって書かれた回想録で、平安時
代中期に書かれ、この時代の女流作家の日記文学の代表作の一つに
数えられています。ちなみに、作者である菅原孝標女は「天神様」いちはら国府祭りポスター
として有名な学者・菅原道真の子孫です。文学一家だったんですね。
更級日記は菅原孝標女の少女時代からの生涯が綴られています。作者の父・菅原孝標は赴
い ま
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任した上総国での任期を終え、一家で京の都へと引き上げることに。この仕事場が国府です。
国府とは、奈良時代に全国に置かれた政治・経済の中心地（施設）、いわば県庁のようなも
ので、全国に６０カ所ほどありました。
（時代によって国数は変わる）その中でも市原市は上
いま
総国の中心地として、東国では特に栄えたのですが、肝心の国府の位置がわからず未だ謎な
へんさん
」
のです。しかし、平安時代に編纂された『和名類聚抄』（辞書）には、
「上総國 國府在市原郡」
とあり、古代～中世において、市原市に上総国の政治的な中心となる国府が置かれていたこ
とは間違いありません。
ほ う き
ゆる
平安時代以降、律令制が弛んでくると、東国では群盗が蜂起するようになり、やがて大規
ふしゅう
らん
ばんどう
模な反乱が続発します。俘囚の乱、坂東全域を巻き込んだ平将門の乱、そして平維良の乱、
房総三ヶ国が大いに荒廃した平忠常の乱。騒乱を乗り越えるなかで、新時代への扉が開かれ
たことを考えると、まさに中世は東国から始まったと言っても過言ではありません。
市原市は国府が置かれたゆえに、こうした時代のうねりの只
中にあり続け、中世という新時代の黎明期に重要な役割を果た
すことになります。そして騒乱の歴史は、武士の棟梁の成立と
ともに新たな段階を迎え、源頼朝による鎌倉幕府の開府によっ
て終息します。
さて、国府があったという有力な候補地として、能満地区に
府中日吉神社があります。
「府中」という名称からここに国府が
あったという説もありますが、
「府中」という言葉が使われるよ
うになったのは中世からだそうで、平将門の時代は別の場所だ
ったのではないかと考えられています。
更級公園周辺で秋に開催
なお、国府は普通に読めば「こくふ」ですが、昔は「こう」と読んでいました。地名（特
に読み方）というものは大昔からあまり変わらな
いので、現在も「こう」という地名が残っている
かもしれない。と思ったら、府中日吉神社の近く
に古甲（ふるこう）という地名があり、注目され
ています。
ともあれ、更級日記は市原市にとって一種の文
学歴史遺産であり、今後も国府所在地の 論争と
共に盛り上がってくることを期待します。
文化祭で庭園を作成した丹治（２年）さん 11/10
わみょうるいじゅうしょう
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