
広島県立加計高等学校 平成２９年７月２０日

進路通信 No．１３ 進路指導部

Ⅰ．進撃の求人！ ♪ sasageyo- sasageyo- ♪
景気の維持と少子高齢化で働き手人口が減る中、高卒求人も平成２５年３月卒業

生から増加に転じ、高校生の就職内定率は４年連続９９％を超えています。本校に

も昨年度を上回る求人が送付されています。ただ、表の左の「平成４年３月」時と

inrouwo 比較すると、高卒求人は１／４弱ほどの水準であることに注意してください。

sasageyo-♪

卒業年３月 平 4 平 21 平 22 平 23 平 24 平 25 平 26 平 27 平 28 平 29

求人数 34508 7912 4448 4902 4879 5091 5769 7357 9024 9567

7/14 現在の求人数 求職者数 9616 3151 2664 2856 2921 2928 2948 3150 3256 3118

（ ）内は昨年度同日 内定者数 9165 3068 2549 2798 2879 2864 2921 3128 3228 3098

管内 １５（ ７） 内定率 95.3 97.4 95.7 98.0 98.6 97.8 99.1 99.3 99.1 99.4

県内 ７１（ ４５） 広島労働局資料（同局の資料は縁故採用・公務員の計上がなく、教育委員会発表の数値と一致しない）

県外 １９８（１５１）

計 ２８４（２０３） 一方で「人は欲しいが、無理をしてまでは採用しない」と考える企業

も少なくないことを覚えていてほしい。高卒を採用するのは、将来の基幹
きかん

要員を養成する意味合いが強い。そして、その仕事のスキル（能力）を身につけるには３～５

年はかかる。せっかく就職しても、高卒就職者の４人に１人が入社１年目で退職している現実

があることも事実だ。

退職理由の多くは「仕事が向いていない」だが、事前に仕事内容、会社の雰囲気を理解して

いれば、ある程度は防げるはずだし、少なくとも３年辛抱すれば、その職場で人並みの技能は

身につくはずである。就職を考える上では、進学で学部学科を選ぶ以上に積極的に動いてほし

い。

企業研究は必須

企業パンフレットや企業のホームページ…どんな製品を作 ＷＥＢ版の求人情報

り、それがどのように使われているのか、取引企業はど 基本的に高卒求人は、ネット上にも

こか、海外展開している場合はどの国に生産施設を持っ 掲載され、地域・職種別に検索が可

ているのか、そして社長の言葉など、に目を通す。 能。そのうちのいくらかが地域性、

「応募前企業見学」の案内…日程を指定し、別紙で同封さ 信頼関係によって、各高校に送られ

れる場合あり。確認。直接企業に行き、自分の目で見、 てくると考えればよい。

話を聞いて最終判断する。職員で引率するが、都合がつ ただし、特定の高校を指定校とす

かない場合は自力で。企業によっては「高校生だけで来 る求人（進学の「指定校」とは意味

社させる」ところもある。 が違います。求人票を送付する学校

「青少年雇用情報シート」…出願を考える上でのより細か が限定されるという意味です）は、

な情報提供として、今年度から正式に求人票の書式とな WEBに掲載されていない場合もあり

る。求人票はＡ４で３枚分。 ます。



Ⅱ．夏休み FOURのFIVEの言わずkirikiriやりなせえ！

夏休みを迎えます。下記ア・イは、基本的にこれまでに言ったこと。推薦手続き

は日程とともに確認を。３年生を念頭に置いていますが、１・２年生も来年・再来

年の「自分の番」のため、よく目を通しておいてください。

ア．就職

１．三者懇談で就職希望先について話します。現段階での希望を固めて
こんだん

下さい。数は少ないですが、以後も求人票は送られてくるのでこまめ

にチェックを。出願の流れは次項を参照。

２．当然のことながら、就職補習には必ず参加。万一、体調不良で欠席の場合は必ず連絡。

日頃から体調管理に気をつける。これは働く上での基本的の「き」。進学者も同じ。

３．企業見学の日時は指定されている場合と、こちらから連絡を取って日時を設定する場合

とがある。万難を排して必ず参加。

４．学校の補習の問題演習だけでは力はつかない。家庭で何度も復習をする。進学者も同じ。

５．就職希望者は一足早く社会人になります。自分を磨くのはこの時期が最適だ！
みが

イ．進学

１．第一志望校と、そこで何を学び、どんな仕事をしたいのか熱く語れるように。難関校受験者

は第二・三志望も挙げる。

２．受験方法の確認。出願の早い推薦入試（スポーツ推薦なども）・ＡＯ入試については、担

任・担当とよく相談し、対策。基本的に毎日登校。

３．受験科目の確認。国公立のセンター試験に必要な科目、二次試験、私立大学の科目を見

通して科目を確認。とっくの昔に済ませているとは思うが念のため。

４．効率的に学習をする。英単語はすき間時間に一日１００コ！（もう

一巡はしましたね？○○君、○○さん）

５．志望分野の基礎事項・最前線を知る（新書を読め！ＮＨＫスペシャ

ル、クローズアップ現代＋、サイエンス ZEROなどを観よ）。

６．８～９月上旬に出願を迎える推薦・AO 入試では、推薦入学出願願

兼自己推薦・AO入試受験届 を担任に提出。8/21の校内就職選考会議

の後に、学校長の推薦が必要な分は審議。 ▲ ケン○ロウ風に言うと

「お前に受験生の■は無い」

Ⅲ．公営塾 川森学習会 日程
夏休み中の川森学習会の開塾日は以下のとおり。志望理由書、小論文の指

導から、受験校の情報など様々なアドバイスまで、丁寧な指導を受けること

が出来ます。（変更があれば自習室前に掲示）

夏休みも、学校で補習・自習室、家に帰って勉強、土日は川森で、三位
さんみ

一体の学習でしっかり鍛えられよう！

7/22(土) 7/23(日) 7/29(土) 7/30(日) 8/ 5(土) 8/ 6(日) 8/11(金) 8/12(土) 8/13(日)
8/14(月) 8/19(土) 8/21(月) 8/26(土) 8/27(日) 応接室・視聴覚室でやっています。



就職出願の流れ まとめ （「進路のしおり」より引用）

３年生には今年度より「進路のしおり」を持たせています。「就職出願」関係の日程のみ引用。確認を。

求人情報入手

・気になる企業分は求人票をコピーして持ち帰り、保護者と話をする。

・本気で出願を考える企業１～３社の応募前企業見学の日程を確認。連絡は進路指

導部で行う。引率は担任もしくは進路指導部で行う。

・求人票・会社案内・会社ホームページなどで企業・業界研究を続ける。

注意・高卒求人Web閲覧…生徒単独での閲覧は不可。担任・進路指導部等と同席で。

▼
応募企業決定

・三者懇談で応募企業を確認。「就職出願希望届」を保護者に渡す。

・８月１０日までに「就職出願希望届」を担任に提出。第３志望まで記入できる。

・８月２１日に第１回の校内就職選考会議で応募企業を決定

注意・第１回の校内就職選考会議に間に合わない場合は、第２回目を早急に開催する。

▼

出願準備 ＊担任は履歴書以下３種の書類を稟議に回す。

・就職用調査書 …「証明書交付願」を担任に提出。厳封され、開封無効。

・履歴書 …後期就職補習にて作成、８月２５日には完成させ、担任へ提

出。コピーを取って、本人・担任・進路指導部が持つ。

・出願用 鑑 …担任が作成。
かがみ

・県公正選考 …進路指導部が用意。

依頼文書

注意・履歴書用写真…学校で撮影した個人写真を使用。万一、使用に支障あれば撮り直

し。焼き増しは直接写真館へ依頼。

▼

出 願

・出願封筒は各自用意。封入前に再度チェック。宛先も下書き後確認を受ける。

・９月５日に企業に到着するよう出願。

・出願は本人が郵便局窓口にて行う。簡易書留で依頼し、証書を保管。

▼

採 用 試 験 ・特別欠席願を担任が教務に提出。遠隔地の場合は学割申請を行う。

▼

報 告 ・就職試験受験レポートを担任に提出。

▼

内 定 ・入社承諾書を下書きし、チェックを受ける。

・礼状を作成し、入社承諾書とともに１週間を目途に送付する。

▼

年賀状投函 ・１２月に年賀状準備を行う。各自で賀状準備。

Ⅳ．催し・予定
行事●７月21日（金）夏季補習開始 センター試験まで

●７月29日（土）３年生就職・公務員模試 あと１７７日！

●８月５日（土）山口大学オープンキャンパス(１年生) ＆

●８月７～９日（月～水）サマーセミナー（芸北分校） 就職試験開始まで

●８月21～23日（月～水）２年生インターンシップ（希望者） あと ５７日！

指定校一覧 しおりの掲載分は昨年度のもの。３年生ＨＲに ２年生進学組、オープンキャンパ

掲示し、３者懇談にて保護者に配付します。 ス参加準備は順調ですか？

Ⅴ．夏休み補習日程 （企業見学引率などで変更になる場合もあります）



３年生のみ掲示。１・２年生の講座は少ないですが、少ないマンパワーは３年生に振り向けています。

自習室も積極的に利用し、３年生のひたむきな（尻に火のついた）勉強態度に学んでください。３年生は

毎年、「もっと早く進路に向けての準備に取りかかりましょう」と下級生にアドバイスしていますが…合掌。

期 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 ６限 ７限 ８限 放 就職・専門補習

1 7／21 金 数ⅠＡ 日史 英語 現社 小論 数Ⅱ 1～3 就専補

2 7／24 月 古漢 日史 数ⅠＡ 現社 現文 数Ⅱ 英語 化基 小論 1～3 就専補

7／25 火 古漢 数ⅠＡ 日史 現社 現文 数Ⅱ 英語 化基 小論 1～3 就専補

7／26 水 古漢 日史 数ⅠＡ 現社 現文 数Ⅱ 英語 化基 小論 1～3 就専補

7／27 木 古漢 日史 数ⅠＡ 現社 現文 数Ⅱ 英語 化基 小論 1～3 就専補

7／28 金 古漢 日史 数ⅠＡ 現社 現文 数Ⅱ 英語 化基 小論 1～3 就専面接セ

3 7／31 月 古漢 日史 数ⅠＡ 現社 現文 数Ⅱ 英語 小論 1～3 就専補

8／1 火 面セ 日史 現社 数ⅠＡ 数Ⅱ 古漢 小論 1～3 就専補

8／2 水 古漢 日史 数ⅠＡ 現社 現文 数Ⅱ 英語 小論 1～3 就専補

8／3 木 古漢 日史 数ⅠＡ 現社 現文 数Ⅱ 英語 小論 1～3 就専補

8／4 金 古漢 日史 数ⅠＡ 現社 現文 数Ⅱ 英語 小論 1～3 就専補

4 8／7 月 古漢 英語 数ⅠＡ 現文 数Ⅱ 小論 1～3 就専補

8／8 火 古漢 英語 数ⅠＡ 現文 数Ⅱ 小論 1～3 就専補

8／9 水 古漢 英語 現社 現文 数ⅠＡ 数Ⅱ 日史 小論 1～3 就専補

8／10 木 古漢 英語 現社 現文 数ⅠＡ 数Ⅱ 日史 小論 1～3 就専補

5 8／17 木 数ⅠＡ 数Ｂ 日史 現社

8／18 金 数ⅠＡ 数Ｂ 日史 現社 英語

6 8／21 月 古漢 数ⅠＡ 日史 数Ｂ 現文 現社 英語 化基 小論 1～3 就専補

8／22 火 古漢 数ⅠＡ 日史 数Ｂ 現文 現社 英語 化基 小論 1～3 就専補

8／23 水 古漢 数ⅠＡ 日史 数Ｂ 現文 現社 英語 化基 小論 1～3 就専補

8／24 木 古漢 数ⅠＡ 日史 数Ｂ 現文 現社 英語 化基 小論 1～3 就専補

8／25 金 古漢 数ⅠＡ 日史 数Ｂ 現文 現社 英語 化基 小論 1～3 就専補

「就専補」は「就職・専門学校補習」の意（４限は個別指導）▲

面接セミナー 夏期補習の一環として３年生対象に「面接セミナー」を実施します。

就職／専門学校希望者は ７月28日（金）１～４限目（講師：JST吉田先生）

大学／短大希望者は ８月１日（木）１～２限目

Ⅵ．出版物 こんなん入りました

ア）「エイビ進学ナビ全国大学／短期大学ＡＯ入学年鑑」（エイビ通信）

６月上旬までに判明した、国公立・私大のＡＯ入試情報と、昨年

度のＡＯ入試出願者数・合格者数・倍率も掲載。いわずもがなの大

切な資料集。進路資料室。9月には「推薦入試年鑑」が入荷する。

これを見ないで受験生になるな！ 進路資料室


