
進路Ｎｅｗｓ 船橋法典高校進路指導部(2018.9.25)

夏季休業中の企業見学と応募状況(9/21現在）
9 月 16 日（日）から各企業の採用試験が始まりました。３年生の学校斡旋による就職

希望者は、夏休み中、毎日 9 時に登校し、会社見学のための準備、応募先企業に提出する
履歴書の作成、面接練習、SPI 試験対策を中心とする就職活動と忙しい毎日を送っていま
した。生徒も 3学年の職員、進路指導部の先生方も大変忙しい夏休みでした。
求人票は 900 件以上になっています。学校斡旋による就職を希望する生徒は、２年生の

うちから求人票の見方や「どのような仕事をしたいのか」「どのような仕事に自分が合っ
ているか」を考えておくことが大切です。求人票を実際に見てみたい人は、ぜひ進路指導
室に来て下さい。求人票の見方やわからないことは丁寧に教えます。

2018年度 2017年度 2016年度
企業見学 71人 延147社 63人 延135社 67人 延137社
応募生徒 70人 80社（男28女42） 57人 45社（男25女32） 65人 53社（男29女36）

合格・内定速報！（9/21現在）
区分１ 区分２ 区分３ 学校名 学部／学科 学科／専攻･コース 男 女
進学 大学 ＡＯ 江戸川大学 社会学部 人間心理学科 1
進学 大学 ＡＯ 淑徳大学 人文学部 歴史学科 1
進学 大学 ＡＯ 聖徳大学 文学部 文学科 1
進学 大学 ＡＯ 中央学院大学 法学部 法学科 1
進学 大学 ＡＯ 帝京平成大学 健康スポーツ学部 医療スポーツ学科／トレーナー・スポーツコース 1
進学 大学 ＡＯ 東京情報大学 看護学部 看護学科 1
進学 大学 ＡＯ ヤマザキ動物看護大学 動物看護学部 動物看護学科 1
進学 大学 ＡＯ 和洋女子大学 看護学部 看護学科 1
進学 大学 ＡＯ 和洋女子大学 人文学部 国際学科 1
進学 短大 ＡＯ 昭和学院短期大学 人間生活学科 生活クリエイション専攻 1
進学 短大 ＡＯ 千葉経済大学短期大学部 こども学科 保育コース 1
進学 短大 ＡＯ 千葉経済大学短期大学部 ビジネスライフ学科 1
進学 短大 ＡＯ 東京経営短期大学 こども教育学科 1
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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 日本工学院専門学校 コンサート・イベント科 1
進学 専門 ＡＯ 日本工学院専門学校 放送芸術科 1
進学 専門 ＡＯ 日本電子専門学校 コンピューターグラフィックス研究科 1
進学 専門 ＡＯ 日本電子専門学校 電気工学科 1
進学 専門 ＡＯ 新宿医療専門学校 柔道整復学科 1
進学 専門 ＡＯ 千葉・柏リハビリテーション学院 作業療法学科 1
進学 専門 ＡＯ 了徳寺学園医療専門学校 柔整科 2 1
進学 専門 ＡＯ ハッピー製菓調理専門学校 調理師科 1
進学 専門 ＡＯ 彰栄保育福祉専門学校 保育科 1
進学 専門 ＡＯ 竹早教員保育士養成所 幼稚園教員・保育士科 1
進学 専門 ＡＯ 千葉こども専門学院 保育科 2
進学 専門 ＡＯ 東京こども専門学校 保育科 1
進学 専門 ＡＯ 大原簿記公務員医療情報ビジネス専門学校津田沼校 医療事務・医療秘書コース 1
進学 専門 ＡＯ 国際トラベル・ホテル・ブライダル専門学校 ブライダル科 1
進学 専門 ＡＯ 東京観光専門学校 ホテル学科 1 1
進学 専門 ＡＯ 東京スポーツ・レクリエーション専門学校 スポーツビジネス科 1
進学 専門 ＡＯ 東京ブライダル専門学校 ブライダル科 1
進学 専門 ＡＯ 千葉リゾート＆スポーツ専門学校 健康スポーツ科 1
進学 専門 ＡＯ 東京デザイナー学院 映像デザイン科 1
進学 専門 ＡＯ 東洋美術学校 マンガ科 1
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区分１ 区分２ 区分３ 企業名 職種 男 女
就職 斡旋 (株)ケイズグループ 整骨院コンシェルジュ業務 1
就職 斡旋 (株)サカイ引越センター(船橋) 引越スタッフ 1
就職 斡旋 (株)タキガワ・コーポレーション・ジャパン 製造補助業務､検査業務 1
就職 斡旋 (株)玉屋 販売職（ファッションアドバイザー）首都圏 2
就職 斡旋 (株)銀座コージーコーナー 洋菓子販売　接客職 1
就職 斡旋 (株)東武百貨店　船橋店 一般職(接客、販売業務) 1
就職 斡旋 FVジャパン(株) 自動販売機オペレーション担当 1
就職 斡旋 ＭＸモバイリング(株) 販売職千葉エリア 1
就職 斡旋 コントラクト(株) 倉庫内軽作業 1
就職 斡旋 フジッコ(株)　東京工場 食品製造 1 2
就職 斡旋 芝浦シヤリング(株) 技能職/船橋市 2
就職 斡旋 新葉瓦斯機器(株) ガス器具･住宅設備の販売 1
就職 斡旋 東京ガスライフバル千葉(株) ガスサービス・ガス機器をはじめとする住宅設備機器のご提案 1
就職 斡旋 日本通運(株)　海運事業支店 技術系スタッフ(東京) 1
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「仕事の学び場」６名参加！
美容・ブライダルの仕事を探検しよう！(１年女子)
１日目の午前中はエステの体験をしました。午後はネイルについて教えてもらいました。

どちらもとても難しく、力の加減がわからず大変でした。２日目の午前中はメイク、午後
はウェディングドレスも着る体験もさせてもらいました。メイクは10項目ぐらいあり、順
番もあって初めて教えてもらいましたがとても楽しかったです。最後は自分で選んだウェ
ディングドレスを着せてもらい、ヴァージンロードで友達と写真を撮りました。
保育のお仕事を学ぼう！(１年女子)
幼稚園と保育園の違いやピアノ、紙芝居、保育園の見学をしました。幼稚園や保育園は

「遊びながら学ぶ」を意識していました。食事の前に食べ物に関する本を読み、食べ物へ
の安心感を持たせていました。保育園の見学では、広い保育園でなくても、子どもがのび
のびと遊べる工夫などがされていました。
デザイナー、イラストレーターの仕事を体験しよう！(２年男子２名、女子２名参加)
１日目は、お菓子の「パイの実」のパッケージデザインをしました。「パイの実」の文

字、背景などをデザインしました。２日目は最新の機器で学校のパンフレットに紹介して
いるポーズの人を描きました。ただ絵を自由に描くだけでなく、デザイン分野に進むとい
うことは、人に依頼され、依頼人からの要望などもあり、その仕事の責任や大切さ、お金
をもらうことの大変さを学ぶことができました。

私の受験生時代（３年Ｄ組担任段木賀津也）
高校３年の春、私が大学受験を決めた１番の理由は、親友が受けるからと曖昧なもの

でした。ただ、受験校を決めた日に試験日程と科目を調べ、受験日から逆算してこの日
までにこの勉強を終わらそうと計画を立て、着実にこなしていきました。思い返せば不
思議なことに、その日以来、授業は普段よりずっと集中できていたし、テストの点数も
伸びていきました。おそらく、受験勉強を夢中でやる最中に自分に合った勉強のやり方
を、自分が分かるようになっていったからではないか。と考えています。
きっと、法典高校のみんなもこれまで生きてきて、何かに夢中になって取り組んだこ

とがありますよね？その時の姿勢で学習に向かうことができれば「わかった！」という
喜びを味わうのはもう目の前なんじゃないかと思います。もし、あなたが勉強に取り組
む決心がついたら、周りの友人に「急にどうしたの？」って思われるくらい本気でやる
ことが大切です。実際にどんな勉強の方法が自分に合っているかなんて、自分自身がや
ってみないとわからないからです。洋服も同じです。白、黒、緑、赤と様々な色がある
中で、自分に似合うのはどれかと試着するはずです。だけども、なかなか見つからない
こともあるでしょう。だからまずは、法典のみんながトライすることを私は望んでいま
す。みんなだって何かに夢中になって取り組むに至るまで、全てを簡単に成し遂げてき
たわけではないでしょう？ 次回は３Ｅ担任松田先生の巻


