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千葉県立保健医療大学に合格！
１ 進路決定状況（平成28年12月21日現在）
〈公務員〉
12 月に入り最終結果が出て、5 名が合格しました。
山武市役所 自衛隊一般曹候補生 自衛官候補生

千葉県警察（２)

〈就 職〉
学校斡旋と縁故で就職内定をいただいた生徒は 40 名です。
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なお、(

ジェイフィルム

)内は内定した人数。

〈大 学〉
進路指導部では、冬休みも進学講習を予定しています。日程は
12 月 26 日(月)から 12 月 30 日(金)までと、1 月 4 日(水)から 1 月
6 日(金)までの 8 日間です。受講する生徒は約 20 名。センター試
験や一般入試を予定している生徒はもちろん、進学先は決まってい
るが更に学力向上を目指す生徒も参加します。これまでにＡＯ入試
や公募推薦、指定校推薦等で大学に合格した生徒は 26 名です。
これまでに本校の生徒で合格をいただいた大学は以下のとおりです。
千葉県立保健医療大学

法政大学

大妻女子大学

亀田医療大学

植草学園大学(2)

江戸川大学

敬愛大学(2)

国際武道大学(2)

淑徳大学(6）

城西国際大学

拓殖大学

千葉科学大学

千葉商科大学(2)

帝京平成大学

東京情報大学(2)

和洋女子大学

なお、(

)内は合格した人数。
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また、12 月 26 日(月)と 27 日(火)は「センタートレーニング」を実施します。こ
れは、1 月 14 日(土)、15 日(日)に実施されるセンター試験の練習で、当日と同じ時
間帯で実施し、参加者約 30 名です。
一般受験で大学を目指している生徒が 20 名ほどいて、今その
準備を一生懸命しています。
〈短期大学〉
これまでに、ＡＯ入試や特別推薦、指定校推薦で短期大学に合
格した生徒は 9 名です。合格をいただいた短期大学は以下のとお
りです。
植草学園短期大学
千葉明徳短期大学

なお、(

昭和学院短期大学

千葉敬愛短期大学(4)

千葉経済大学短期大学部(2)

)内は合格した人数。

〈専門学校〉
これまでに、一般入試の他、ＡＯ入試や自己推薦、公募推薦、指
定校推薦で専門学校に合格した生徒は 43 名です。合格をいただいた
専門学校は以下のとおりです。
旭中央病院附属看護
窪田理容美容
ｽｶｲ総合ﾍﾟｯﾄ
千葉ﾘｿﾞｰﾄ&ｽﾎﾟｰﾂ
東洋美術学校
藤ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院（２）

なお、(

エビスビューティカレッジ
国際理工情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ（７）
千葉県障害者高等技術
東京ＩＴ会計法律（５）
東洋理容美容（４）
文化服装学院

大原医療秘書福祉（２）
山王看護
千葉調理師（４）
東京動物
日本工学院
ﾍﾞﾙｴﾎﾟｯｸ美容

大原簿記公務員（２）
新東京歯科技工士
千葉美容
東京文化美容
日本ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ
ﾐｽﾊﾟﾘﾋﾞｭｰﾃｨ

)内は合格した人数。スペースの関係で「専門学校」を略しました。

２ 公務員試験最終結果出る
昨年度は 7 名の生徒が公務員試験にチャレンジし、千葉県一般行政 1 名、千葉県
警察事務 1 名、千葉市職員 1 名、東総地区高卒事務 1 名が合格しました。
そして、本年度は 10 名の生徒が公務員試験にチャレンジし、山武市役所 1 名、山
武郡市広域行政組合（消防）1 名、自衛隊一般曹候補生 1 名、自衛官候補生 1 名、
千葉県警察 2 名が 2 次試験に臨みました。そのうち、山武市役所と自衛隊一般曹候
補生、自衛官候補生、千葉県警察の 5 名が合格しました。
３

後期の公務員講習会始まる
公務員試験の合格を目指す 1･2 年生を対象に後期の公
務員講習会が 11 月 8 日(火）から始まりました。
講習の内容は、東京ＩＴ会計法律専門学校の先生が
「判断推理、空間把握、数的推理」、大原簿記公務員専
門学校千葉校の先生が「一般知識」です。それぞれの分
野について各 10 回の講義が行われます。
期間は 11 月から 3 月までで､ 2 年生 11 名､ 1 年生 12 名の合計 23 名が受講してい
ます。今年の 1 学期に行われた前期の公務員講習会での受講者は 33 名でしたが、そ
のうち 3 年生が 13 名でしたので、3 名ほど増えました。
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４

進路関係行事（総合的な学習）一覧（11～12月）

月 日 曜
特記事項
１学年
２学年
３学年
11 10 木
ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ(ｸﾗｽ)
校外進路学習事前学習 進学・就職講演会
17 木 防災訓練
(防災訓練）
(防災訓練）
(防災訓練）
24 木
クリティカルシンキング 校外進路学習(1 日)
がん予防講座(5･6 限)
12 1 木
進路講演会
進路講演会
進路講演会
8 木 期末考査
(期末考査）
(期末考査）
(期末考査）
15 木
GPS(30 分・10 分) GPS(30 分・10 分) GPS(30 分・10 分)
16 金
GPS(45 分)
GPS(45 分)
GPS(45 分)
※ GPS については、次号で説明します。
○2学年進路学習（進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ）
11 月 24 日（木）、第 2 学年生徒は、それぞれの進路希望に応じて
大学・専門学校・企業等を見学することにより、生徒が自らの適性を
考え的確な進路選択をする上での参考にすることを目的に、以下の 5
コースに分かれて、午前 1 校（社）、午後 1 校（社）を選び、進路学
習を行いました。
（見学場所）
コース
大学・専門学校・企業等の見学先
① 大学
学習院大学 専修大学 東京理科大学
② 看護・医療 千葉県立保健医療大学 国際医療福祉大学 千葉中央看護専門学校
③ 女子大学
大妻女子大学 和洋女子大学
千葉県自動車大学校 東洋理容美容専門学校 国際理工情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校
④ 専門学校
千葉調理師専門学校 東京 IT 会計法律専門学校 中央介護福祉専門学校
ﾐｽ･ﾊﾟﾘ･ﾋﾞｭｰﾃｨ専門学校 大原簿記公務員専門学校 大原医療秘書福祉専門学校
⑤ 就職
(株)千葉ヤクルト工場 ワールドエンタプライズ(株)
（生徒の感想）
Ａさん：自分が想像していた大学の授業を実際に見学し、雰囲気がわかりとても良い経験ができまし
た。「コミュニケーション力」がとても大切だということを学び、今後身につけていきたい。
Ｂさん：午前と午後全く違う職場を見学しましたが、どちらの職場も利用してくれる人や買ってくれ
る人のことを 1 番に考えて仕事をしていることがわかりました。
○NHK千葉放送局、がん予防講座を取材
文部科学省は平成 27 年 3 月に出された「学校におけるがん教育の在り
方について」の報告書をうけて、①がんについて正しく理解することがで
きるようにする②健康と命を大切さについて主体的に考えることができる
ようにするという目標を掲げて動き始めています。また､本校は 11 年前か
らがん予防講座を実施するなど先進的な取組を行ってきました。そこで、
NHK 千葉放送局が 11 月 24 日(木)に本校の取組を取材にきました。この
講座の様子は 12 月 1 日(木)夕方 6 時 10 分からの「首都圏ネットワーク」の中
で放送されました。
（がん予防講座の内容）
本校 3 学年生徒全員を対象に、「がんについての知識を広めるとともに、その予防の啓発をは
かる」ことを目的に、本校柔道場で行われました。講師は千葉県がんセンター研究所所長の永瀬
浩喜先生と若年者がん患者会の簑輪惠先生です。「体験から得た高校生に伝えたいこと」（簑
輪）と「予防できたり、リスクを減らしたりできるがんについて」（永瀬）の２つの講演のあと
「視触診体験」を行い、最後にピンクリボンの贈呈がありました。
（生徒の感想）
Ａさん：24 時間テレビなどでがん患者の再現ドラマを見たことがありますが、実際に体験した方の話
を聞き、その辛さを身に染みて感じました。たった 2 人で始まった「がん患者の会」が今では
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たくさんの仲間が増え、自分のことのように嬉しかったです。私の祖父もがんで苦しんでいた
ときがあり、あの時祖父はどんなに辛かっただろうかと考えさせられました。講師の先生は若
年性のがんということで精神的にも身体的にも苦しい日々が続く中、それでも負けずに頑張っ
て諦めない姿勢は私たちも見習うべきことだと思いました。とても感動するすばらしい講演で
した。
Ｂさん：「がん」という病気は治る確率がほぼ０％に近いと思っていましたが、今日のお話で治療方
法が増えてきて、決して治らない病気ではないと改めて感じました。お話の中で「あなたしか
できないことがある。」という言葉が印象に残っています。今私の周りにはがん患者の方はい
ませんが、これから現れたら「気を遣いすぎず、どんな話でも受け止め、聞いてあげよう」と
思いました。また、将来私ががんを患ったときには絶望的な気持ちになるかも知れませんが、
絶対に 1 人で抱え込まず、心を開くことができる仲間を作りたいと思います。少し話は違いま
すが、私は最近第 1 志望の大学に合格できました。共に頑張る仲間がいたから合格することが
できたと思うので、この仲間を大切にしたいと思います。

○進路講演会
進路講演会が 12 月 1 日(木)に本校体育館で行われました。講師は
倉部 史記様（NPO 法人 NEW VERY）でした。テーマは「15 年後
の社会を生き抜くために」。
(1)15 年後の社会はどうなる？
(2)考えておきたい、進学後の自分
(3)15 年後を見据えた学校・分野選びのヒント
この講演の中の「もしも大学生が 100 人の村だったら」では、卒業して就職後 3 年以上勤める
人は 30 人くらいということです。(少ないですね！)
（生徒の感想）
Ａさん：進路とは、ただ合格すればいい、就職できればいいという考えでした。しかし、その後の 10
年・25 年先のことをしっかり考えて、現状に満足することなく、日々新しいことへチャレン
ジし、向上心を持って取り組んでいきたいと思いました。
Ｂさん：今回の講演を聞いてすごく頑張ろうと思いました。何十年も同じ職業について働いていくに
は、自分で得意なことや興味のあることを「かけ算」して、その道のプロになれたら良いなと
思いました。ただ資格をとって保育士になることを目標にするだけでなく、その先のことまで
考えようと思いました。
Ｃさん：進路について今までと全く違った視点で考えさせられる機会になりました。自分には自分が
思っているよりもいろいろな可能性があり、今のままではいけない、今の勉強のしかたや考え
方ではいけないのかなと思うようになりました。私は英語を頑張りながら、大学までではな
く、もっと卒業後の進路まで考えていきたいと思いました。

５

今月のおすすめ「本」
今月のおすすめの「本」は「コンビニ人間」（著者：村田沙耶香、発行
：文藝春秋）。第 155 回芥川賞受賞作！ 36 歳未婚女性、古倉恵子。大学卒
業後も就職せず、コンビニのバイトは 18 年目。これまで彼氏なし。
オープン当初からスマイルマート日色駅前店で働き続け、変わりゆくメン
バーを見送りながら、店長は 8 人目だ。
日々食べるのはコンビニ食、夢の中でもコンビニのレジを打ち、清潔なコ
ンビニの風景と「いらっしゃいませ！」の掛け声が、毎日の安らかな眠りを
もたらしてくれる。
仕事も家庭もある同窓生たちからどんなに不思議がられても、完璧なマニュアルの存在するコ
ンビニこそが、私を世界の正常な「部品」にしてくれる――。
ある日、婚活目的の新入り男性、白羽がやってきて、そんなコンビニ的生き方は「恥ずかしく
ないのか」とつきつけられるが……。
現代の実存を問い、正常と異常の境目がゆらぐ衝撃のリアリズム小説(文藝春秋の作品紹介より)
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