
進路Ｎｅｗｓ 船橋法典高校進路指導部(2018.11.30)

内定･合格速報！（11/29現在）
区分１ 区分２ 区分３ 学校名 学科／専攻･コース 男 女
進学 専門 ＡＯ 新東京歯科技工士学校 総合歯科技工コース 1
進学 専門 ＡＯ 国際製菓専門学校 製菓総合専門士科 1
進学 専門 ＡＯ 神田外語学院 国際ビジネスキャリア科 1
進学 専門 一般 船橋情報ビジネス専門学校 情報処理科 1
進学 専門 一般 船橋情報ビジネス専門学校 ビジネスライセンス科 1
進学 専門 公募 船橋情報ビジネス専門学校 ITエンジニア科 1
進学 専門 公募 船橋情報ビジネス専門学校 情報処理科 3
進学 専門 公募 船橋情報ビジネス専門学校 情報ネットワーク科 1
進学 専門 公募 船橋情報ビジネス専門学校 ビジネスライセンス科 1
進学 専門 公募 成田つくば航空専門学校 グランドサポート学科 1
進学 専門 公募 ちば愛犬動物フラワー学園 動物看護科／動物看護コース 1
進学 専門 指定校ちば愛犬動物フラワー学園 動物看護科／動物看護コース 1
進学 専門 公募 東京動物専門学校 動物管理科 1
進学 専門 公募 武蔵野調理師専門学校 調理師科 1
進学 専門 公募 千葉美容専門学校 美容科 1
進学 専門 指定校千葉美容専門学校 美容科 1
進学 専門 公募 千葉女子専門学校 保育科 1
進学 専門 公募 専門学校ＥＳＰエンタテインメント東京 音楽芸能スタッフ科 1
進学 専門 公募 日本リハビリテーション専門学校 理学療法学科 1
進学 専門 指定校中央自動車大学校 1級コース 1
進学 専門 指定校日本自動車大学校 自動車整備科 1
進学 専門 指定校日本電子専門学校 ゲーム制作科 1
進学 専門 指定校日本電子専門学校 ゲーム制作研究科 1
進学 専門 指定校読売理工医療福祉専門学校 放送映像学科 1
進学 専門 指定校太陽歯科衛生士専門学校 歯科衛生士科 1
進学 専門 指定校日本健康医療専門学校 柔道整復学科 1
進学 専門 指定校了徳寺学園医療専門学校 鍼灸科 1
進学 専門 指定校香川調理製菓専門学校 製菓科 1
進学 専門 指定校山野美容専門学校 2
進学 専門 指定校駿台トラベル＆ホテル専門学校 ブライダル学科 2
進学 専門 指定校早稲田速記医療福祉専門学校 医療秘書科 1
進学 専門 指定校早稲田速記医療福祉専門学校 医療マネジメント科 1
進学 専門 指定校大原簿記法律専門学校柏校 都庁・府庁・県庁・市区町村職員コース 1
進学 専門 指定校東放学園映画専門学校 アニメーション映像科 1
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1年生上級学校等バス見学会！（11月6日）(火)を終えて
西船橋に集合して、それぞれの進路希望に合わせて1日進路学習をしました。実際の職

場や学校を訪れて職場環境や学習環境を目にすることは大変勉強になります。今後は自分
で気になる学校などに出かけていき進路選択をすることとなります。
【生徒の感想】
★「淑徳大学」の中でも 4 つの学部に別れていて、それぞれ取れる資格やカリキュラムが

区分１ 区分２ 区分３ 企業名 職種 男 女
就職 斡旋 アートコーポレーション(株)(アート引越センター) 受付職(関東コールセンター) 1
就職 斡旋 (株)カスミ 販売職及び商品の製造･加工等 1
就職 斡旋 日本ピュアフード(株) 製造職／船橋市 1
就職 斡旋 生活協同組合　パルシステム千葉 配送スタッフ 1
就職 斡旋 (株)木村屋総本店　東京工場 パン・和洋菓子の販売 1
就職 斡旋 (株)日商機械 営業事務(電話応対、伝票・請求書発行業務) 1
就職 斡旋 (株)シグナル ファッションアドバイザー(千葉市) 1

3 4
就職 公務員 自衛官一般曹候補生 2

2

違うこと、実際に通っている学生さんに学校案内をしてもらえて、施設の充実さを教えて
もらい本当に楽しかったです。大学に行けば自分の夢に近づけること、やっぱり勉強をし
っかりやらないといけないことを改めて思い知らされたような気がします。
★私は今回保育のことを重点的に学ばさせてもらいました。私がすごく印象的だったのは
どちらの学校も設備がとても良いことです。特に「彰栄保育福祉専門学校」は、ピアノの
数がすごく多く、個室で練習できる場所もありました。他にも図書室があり、たくさんの
本が用意されていて、絵本もありました。「船橋情報ビジネス専門学校」は、保育園と繋
がっている学校なので、子供たちと関わることがとても多いというのが印象的です。法典
高校の校則は厳しいと思いますが、保育士も身だしなみにはすごく厳しいことがわかりま
した。子供たちの将来に直接関わる大事な仕事なので厳しいそうです。この話を聞いて私
も普段から身だしなみには気をつけて毎日を過ごそうと思いました。
★「エフピコダックス」では、全国総従業員約 5000 人の内 600 人程の障害者の方が働い
ており、その数は日本一を誇っているということでした。「健常者と障害者の壁なんてな
い」と言う言葉を聞いた時、すごく良い会社だと思いました。食肉製造の「ピュアフード」
では、従業員の皆さんが凄く一生懸命に働いていたのと、どんなに忙しくても一人一人に
挨拶をしてくれたので、とても良い会社だと思いました。「成田空港警備」では、成田空
港内の普段行けない様な場所や日本に 2 台しかない消防車を見せてもらったり、また法典
高校卒業の先輩が警備の仕事の説明をしてくれて、話を聞く限りとてもやりがいのある仕
事だと感じました。会社内で会った人達が、全員快い挨拶をしてくれてとても気持ちが良
かったので、自分達も働くようになったら、来てくださったお客様に快い挨拶が出来るよ
うにしたいです。

2年生進路ガイダンス！（11月26日）（月）5･6限を終えて
今回のガイダンスは、体験授業を中心としたものでした。就職については、卒業生の伊

藤さん(販売)清原さん(販売）西君(製造）古賀君(配送)大日向さん(事務)市澤さん(事務)
の６名が就職希望者に対して貴重なアドバイスをしてくれました。

私の受験生時代（３年Ｆ組担任瀧本寛美）
この時期、皆さんと面接練習をしていると私が受けた面接を思い出します。教員採用

試験での面接です。私の前の人が部屋を出てくると、ハンカチで顔を覆い、泣き始めて
しまったのです。どうしたんですか？と聞く間もなく、「次の方どうぞ」一瞬にして頭
が真っ白になりました。（うっ…泣かされる、でも何で泣いてるの？？）しかも面接会
場の入り口が襖（ふすま）、そこを開けると約四畳半ほどの和室。（何これ？？）面接
官は長机に座布団に正座。（座布団の座り方って練習してないし、絶対足痺れるし）そ
の時どうやって座ったのか、緊張で覚えていません。
淡々と面接が進んで行く中、突然「あなたは何でそんなに日焼けをしているのです

か？」と聞かれました。ゴルフ部に所属していた私、最後の大会に向けての合宿４泊５
日を終えた３日後が面接だったと思います。自分に合うファンデーションが無かったく
らい日焼けしていたので（今も息子の野球に付き合ってかなり日焼けをしていますが）
面接官も気になったのでしょうね。「ゴルフ部に所属しておりまして、先日も合宿が～
～」と話始め、気が付いたらゴルフ談義でかなりの時間を費やし、途中からリラックス
している自分を感じました。無事終了…（泣かされなかった）。
当時授業終了後、スーパーのカゴ１杯分のボールを打ち、それが終わると教職の勉強

会に遅くまで参加、合間にバイト。毎日バタバタしているので、先生には「いい加減に
部活引退したら？」なんて言われる始末。最後の試合は勝ちたかったし、教員にもなり
たかったですしね。勿論日焼けしていたから合格したとは思っていません。ただ、がむ
しゃらに頑張っていたことを認めていただいたような気がして、清々しい気持ちになっ
たことを覚えています。

次回は３Ｇ担任山田(忠)先生の巻


