広島県立加計高等学校

平成２９年１０月１９日

進路通信 No．１９
Ⅰ．進路説明会を開催しました

進路指導部

講師の先生方、ありがとうございました

１０月６日（金）５・６限、１・２年生を対象に進路説明会を行いました。は
じめに野関由味子氏より「高校3年間で大人になるために今何を考え、どのような
行動をとるとよいか」、
「自分に限界をつくらない」というお話をうかがいました。
引き込まれるような話し方とジェスチャーを交えた迫力あるお話に、生徒は真
剣に耳を傾けていました。以下はその報告です。

進路講演
18 歳から 65 歳までの生涯賃金、高校卒業後に就職した場
合の離職率について考えてみようという内容から講演が始
まりました。
○一生涯で稼ぐ金額を知らないという事は、将来のことを
考

えていない、知らないということにつながる。

○高校３年間で身に付けてほしいことは、
「大人になること」
である。大人になるために必要なことは、
・自分のことを知ること
・コミュニケーション能力を身に付けること
○コミュニケーションには、バーバルコミュニケーション
（挨

拶など言葉によるもの）とノンバーバルコミュニケ

ーショ

ン（相手が感じ取る態度や心の状態）に分けられ

る。高校

生らしい元気なはつらつとした姿で、自分自身

のやる気を
に付けること

相手に見せられるコミュニケーション力を身
が大切である。

○自分の人生を自分で作る。自分で自分にブレーキをかける

ことなく、リミッターを自分

で外す。何事もやってみないと分からない。
自分は絶対できると自分に言い聞かせながら、様々なことに取組み、高校生活を送ってほし
いと、熱くお話しいただきました。
分野別説明会においては，１６の分野に分かれて，各分野の概要や学習内容の説明を受けました。

分野別説明会（生徒の感想から）
●建築
土木と建築の違いを詳しい所まで聞けて良かった。大学では主体性、発信力、実行力を身に
付けることが必要だと聞いたが、高校生のうちからしっかり準備しておこうと思った。

●保育・幼児教育
保育士に必要な対処方法は、指示することではなく子供たちに感じ取らせること。そのため
に、こうしたらこうなるということを想定していくことが大切だということが分かった。

●福祉
相手に合わせた工夫、会話をし、体も心も癒す力が実践では必要になってくる。その工夫は、
私たちの身近な所にあるということが分かりました。

●看護・医療
大きく分けて看護師、保健師、助産師の分野があるとのことでした。患者さんを支えていく
ための、専門的な医療知識と多くの実習を行うことの大切さが納得できました。

●ネットワーク・ゲーム
最近のゲームはクオリティが高いと実感します。この先もクオリティが上がっていくと、ま
た更にゲームに惹かれる人が増え、ゲーム会社に就職するのが難しくなると思いました。

●エンターテインメント
人とのつながり（人脈）を大切にし、何でも自分から進んですることでチャンスが増えると
いうことなので、自分に出来ることは何でもしようと思った。

●心理
講師の先生の学校は、私の一番興味のある臨床心理専門ということで、興味深い話が聞けま
した。大学によって得意とする研究やテーマが全然違うということがわかったので、志望校は
じっくり調べないといけないなと思いました。

●経済
経済学と経営学の違いが分かって良かったです。私は経営学の方に少し興味が湧きました。
具体的には、自動販売機の話をして頂いて、飲み物ひとつ売るのにもたくさんの工夫がされて
いるのがよく分かりました。

●美容・メイク
改めて、美容の世界は自分の努力によって未来が変わる仕事だなと思いました。一人前のプ
ロの美容師になるには、それなりの勉強と技術が必要で、お客様に認めてもらえるようになる
までが、自分との戦いなんだなと思いました。

●栄養・調理
栄養士、調理師、製菓士の違いがよく分かった。今まであや
ふやだった部分がはっきりとしてきたので、将来の仕事をしっ
かり考えていきたい。

●ファッション・アパレル
売り上げで勝ち負けがはっきりするので、きびしさを乗り越
えたところにやりがいが生まれると聞きました。どの仕事もだ
けど、根性の必要な仕事だということが分かりました。

●動物
人も、人以外の生き物も、全てがつながっていて、人と動物
の間を取り持つ仕事が飼育員や訓練士、動物病院だったりする
のだと改めて感じた。

●スポーツ
スポーツと聞いて、ピンと来る職業は限られていましたが、
今日の話を聞いて、様々な職業があるんだと実感しました。

●美術・デザイン
美術部なので、絵・デザインを描くことをどうやって仕事にしていくか、とても興味のある
内容でした。マツダやタカキベーカリーなど、直接絵とは関係していない企業を相手に、絵を
仕事に出来るということも分かりました。

●公務員
実際に問題を見てみると難しくて、公務員試験を甘く見ていました。１次に筆記、２次は面
接というものが多く、倍率も高いので、しっかり勉強しないといけないと思いました。

●職業訓練
年齢構成がばらばらで１年制の学校は初めて聞いたので、面白そうだと思いました。社会に
は道路や電気などに携わる仕事も必要で、事務職だけでは社会は成り立たないと言われたのが
印象に残りました。

Ⅱ．２年生は STRIKE WHILE THE IRON IS HOT
１０月１０日（火）７時間目に、２年生全
員を対象として進路対策「募集要項を読む」
を開きました。限られた時間でしたが、
・学費の把握。実習を主とした学科では、
別途実習費がけっこうかかる。
・私大一般入試科目と、国公立大の CT・
二次試験の受験科目のすり合わせ。
・模擬試験ベースでの合格ラインを確認し
日々努力する。
を確認しました。志望校（になると思われる）の募集要項をその
気で読もう。例年、２年生は１０月の修学旅行後に進路に向けて
「本格始動！」していましたが、今年は１２月が修学旅行。その
後で本気になるのでは遅いのですから。

Ⅲ．日程
行事●10月28日（土）１・２年進研・基礎力水準模試
●11月４日（土）３年希望者マーク模試
外部●10月21日（土）県立三次看護専門学校

学校祭

看護学生体験あり

申込済

●10月28日（土）広島高等技術専門校・技術短期大学校技能祭
●11月３日（金）三次高等技術専門校

技能祭

10:30～14:00

チラシは進路前。

●11月４日（土）広島大学理学部・大学院理学研究科公開 9:30～16:00

事前申込不要

「国立大学フェスタ2017」の一環。
他大学の催しも、左のキーワードで検索を。チラシは進路前。
●11月11日（土）高校２年生対象

現役合格のための公務員試験サクセスセミナー

第１回「公務員の職種紹介」東京アカデミー広島校
参加料無料

申込制11/6（月）までに進路へ

13:00～14:30

ぢゃ！

せんだつ

Ⅳ．３年生面接対策ＬＨＲ

先 達は一足先を進んだ者

１０月６日（金）５・６限、１・２年生の進路説明会の一方で、
３年生は面接対策ＬＨＲを実施しました。就職試験・ＡＯ入試等で
面接試験を経験した生徒を模範演技者として実施しました。同じク
ラスとはいえ、他生徒の準備のレベルは互いにあまり分からないも
のですが、模範演技生徒の面接の完成度は相当なもので、これから
受験を迎える生徒には良い刺激になりました。

Ⅴ．１０月２８日(土)１・２年全員模試
１・２年 進研模擬試験
試験科目 等
集合・待機
受験カード記入
Ⅰ
国
語
問題回収・配布
Ⅱ
数
学
昼 休憩
Ⅲ
英
語

１・２年 基礎力診断テスト

実施時間帯
8:10～ 8:30
8:30～ 8:50
8:50～10:10
10:10～10:20
10:20～12:00
12:00～12:40
12:40～14:00

時間
20分
20分
80分
10分
100分
40分
80分

２年生進研模試は志望校記入あり 要準備

Ⅵ．出版物

こんなん入りました

ア）「2017小論文問題集・分析集

さあみんな、しっかり稼ぎな！

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

試験科目 等
集合・待機
受験カード記入
英 語
問題回収・配布
国 語
問題回収・配布
数 学
問題回収・配布
学習力チェック

実施時間帯
8:10 ～ 8:30
8:30 ～ 8:50
8:50 ～ 9:40
9:40 ～ 9:50
9:50 ～ 10:40
10:40 ～ 10:50
10:50 ～ 11:40
11:40 ～ 11:50
11:50 ～ 12:20

時間
20 分
20 分
50 分
10 分
50 分
10 分
50 分
10 分
30 分

すっごく役立つぞ！

国公立大学一般／中国・四国・九州」（学研）
／東海・北陸・関西」

推薦・ＡＯ入試のトレ

／北海道・東北・関東・甲信越」
昨年度前期・後期入試の問題を収録。後半の分析編には

ーニングにも是非！

「解答の方向性」「分析評」があるZO。進路資料室。
イ）「蛍雪時代１０月臨時増刊号

全国看護・医療・福祉系大学・短大・専門学校受験年鑑」（旺文社）

特集：２０１８年入試を集約。学校別「取れる資格」「国家試験結果」「学費」などの一覧が便利

２年教室と自習室にあり。
ウ）「看護・医療系学校

最新入学全ガイド

2018年度版」（さんぽう）

１２５５校の入試情報を掲載。平成 30 年度入試の日程、昨年度入試の一般・推薦入試等の受験者数
・合格者数なども。進路資料室。

Ⅶ．み・み・みる・みる・みれ・見よ！
各大学は夏休みを中心にして高校生向けの体験授業・連続講座
などを実施しています。ＮＨＫの教養番組を観ることはこれと同
じこと。、日頃から知識を身に付けておこう。

センター試験まで
あと ８６日！

最近紹介した「ＮＨＫスペシャル人体」、「「人間ってナンだ？超
ＡＩ入門」、 「サイエンスＺＥＲＯ」、そして「100分ｄｅ名著」
は必ずチェックするように！

２年生諸君、３年生になってからでは遅いぞ。

各分野でのベーシックな内容

プラス ・最先端研究の紹介など、最

低２冊はネタ本を見つけよう。

