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平成２６年６月３０日（月）
進 路 指 導 部 発 行

実在する「人財」
進路指導主事

石原

俊明

ある企業を訪問した時に本校の卒業生で「製造部」から「経理部」への配属を薦められた人がい
ました。有能で人柄が良いだけでなく簿記の資格も持っていたので、そのような流れになったらし
いのですが「製造部」が彼をその「実力」と「人柄」から「離さなかった」そうで す。「財産」と
呼べる「人」を「人財（会社にとって財産のような人）」と呼ぶ場合があります。本校の卒業生に
はそのような人が実在します。また残念なことにその逆の人もいます。高校時代の「生き方」がそ
のまま就職後の「生き方」となる場合が極めて多いです。ですから、今こそ自分に厳しく、少なく
とも利根商の「人財」と呼ばれる生徒を目指しましょう。さて、今月号では６月１８日（水）に行
われた３年生進路セミナーの記録を中心に記事を掲載します。このセミナーの特徴は「職種」をテ
ーマに設定しました。大学も「県内大学」「県外大学」という括りで成功した学生の特長を述べて
いただきました。必ず「目から鱗」の内容がありますので進路選択の参考にして下さい。

３年生進路セミナー
県内大学

講師：関東学園大学

山田

真宏

様

就職に成功した学生の共通点は「絶対にこの職に就きたい」という強い思いをもって積極的に行動
していた。いくら良い講師がいてもどんなに良い環境が整っていても本人の意志とやる気がなけれ
ば成功しない。また大学を選ぶ時、学ぶ内容の判断は学部や学科名ではなくコース名を手掛かりに
すること。同じ学科名でも大学によって扱う内容や取得できる資格などに違いがあることが多い。

県外大学

講師：東洋大学

栗原

泰

様

「学生時代何に力を注いだ」「どうやって目標達成に臨んだか」「この会社で成果がだせるのか」
等が就職の面接で聞かれることが多い。自分のやりたい仕事で絶対必要な資格は取得する。「こい
つと一緒に働けたらおもしろい」と思わせることが大事。就職で苦労するタイプは口が「ヘ」の字
の人。つまらなそうにしていると、口が下がる。

製造

講師：大同特殊鋼（株）

秋山

浩行

様

企業の採用の基準で一番に上がる項目が「コミュニケーション能力」である。本社では４人１組の班で仕
事を行うため世代を大きく隔たった人たちとのコミュニケーション能力が大事だといえる。
就職先に製造業を選択する上で、「モノづくりが好きである」ことがとても大事。だからこそ、やりがい
を感じることができるし自分たちが作ったモノが使われていることに対して誇りを持てる。
何が社会に出て役立つかわかりません。だからこそ、日々の学校生活での勉強や検定取得など積極的に取
り組んでいってほしい。

販売・接客

講師：ドコモショップ沼田店

相澤

公子

様

企業の採用の基準で一番に上がる項目が「コミュニケーション能力」である。お客様に対して目と目を合
わせてあいさつをすることで、相手に良い印象を持っていただける。販売業の魅力のひとつは、お客様と
直接触れ合うことができる。お客様から「あなたでよかった」と言ってもらえることが何よりの励みや意
欲になる。しかし、横柄な対応をするとお客様からご意見（クレーム）を頂き精神的につらい時もある。
給料をもらう社会人として、体調不良による欠席は一緒に働く仲間から信頼をなくしていく。また、先輩

からのアドバイスを真摯に受け止め、素直に聞き入れることも重要である。両親をはじめ今まで関わって
くれた人々に感謝の気持ちを忘れない心が大事。

介護士・福祉

講師：群馬社会福祉専門学校

鈴木国泰様

福祉＝高齢者の仕事ではなく、障害者の支援や、保育など子供関係の仕事も含まれている。
福祉とは、保育・介護・障害関係をすべて含めたものである。
介護の資格には段位がある。国が指定している資格は以下の順番で上がっていく。
１．介護職員初任者研修の資格（２０１３年ヘルパー２級から移行

１３０時間ほどでとれる）２．実務

者（４５０時間）３．介護福祉士（１８５０時間勉強しないと取れない）一番段位が上である介護福祉士
は、リーダという立場で仕事をしていく。現場では介護職員初任者研修修了者の４０～５０代のパートの
方が多い。介護福祉士の資格を持つと勤められる企業は高齢者施設（特養「特別養護老人ホーム」、老健
「介護老人保健施設」）障害者関係の施設、グループホーム、老人ホーム、病院など。給与面では、高卒
と短大卒では初任給も違うが、給与の上昇率も違うため、２年・３年勉強するための費用がかかっても専
門 的な 知識 を身 に付 けた方 がよ い。 求人 票の 諸手当 など を加 算し てい くと資 格を 持っ てい る場 合大体
20 万円
高卒で無資格で働くと（高卒の介護職員）

16～18 万円

短大卒と専門学校卒では月の給与が約 5,000 円違う（1 年で 6 万円）

ホテル・旅館

講師：ホテル松本楼

山口なつみ様

受付、部屋の案内、部屋への食事だし等の仕事をする。やりがいは「お客様と接して名前を覚えて
もらう」「 アンケートで～さん良かったとか、楽しかった、来てよかった、また来たい と書かれ
る」といったこと。活躍する社員は、あいさつができ、特に従業員同士のあいさつができるという
ことは従業員同士の信頼が生まれ、それが、お客様への信頼にもつながる。第１印象は重要で、言
葉使い、表情に気を配り、お客様の顔をみて話すことが大事。金曜、土曜は忙しいので休みはない
が平日に休みがある。忙しい月は月６日程度休みだが、それ以外は月１０日程度休み。

ブライダル

講師：東日本ブライダルホテルトラベル専門学校

中野美由紀様

結婚式は普通は人生で 1 回だけの大イベントであるため、新郎新婦と式場スタッフは何か月も
前から綿密な打ち合わせを繰り返す。特に新婦にとってはかなり思い入れのあるイベントのた
め式場スタッフはミスが絶対に許されない仕事である。群馬県の結婚式費用の平均は３５０万
～４００万円、結婚平均年齢は新郎が３０歳、新婦が２８歳であり、ある程度社会人として経
験を積んでから結婚する傾向にあり、身内婚や海外婚など、結婚式も多種多様になっているた
め、式場スタッフの仕事も多様化している。プランナーは新郎新婦と何回も打ち合わせをし、
希望の結婚式にできるように何か月も付き合うため、人間関係形成が非常に重要である。合う
合わない関係なく良い式にできるように働かなくてはならない。ウエディングムービーを撮り
忘れてしまった、テーブルクロスの色が希望していたものと違った、ドレスが当日に届いてい
ない…絶対に起きないであろうと思えるようなミスも起きる。結婚式の準備には多大な時間と
労力を要するので大変であるが、成功すれば非常に感動的でやりがいのある仕事である。

一般事務

講師：中央情報経理専門学校

奥木健太郎様

「３秒のプレゼント」はお客様がきたら事務職全員で立って挨拶し、相手にインパクトを与えること。
挨拶はとても重要である。相手を気持ちよくさせる、心を開かせる効果がある。事務職のやりがい は、
毎日その日に処理しなければいけない仕事があり、その達成感を得られる喜びを感じることができる。
仕事には「納期」という締め切りがある。それは、絶対に間に合わせなければならな い大切なものである。
学生にとっての締め切りは「試験日や定期テスト」。今は締め切りに間に合わせるための練習をしている
時期である。 進学することのメリットは、職場・仕事の情報を事前にたくさん得ることができ（過去

のデータの蓄積等）、その結果、離職する確率が低くなる。

医療事務

講師：前橋医療福祉専門学校

田中美子様

医療事務の仕事は大変なこともあるけど色々な人とコミュニケーションがとれ、人の役に立つ。
責任感も問われる仕事なので周りの人のことも考えられる人であることが大事。医療事務の人は、
最初に患者さんに会うので「病院の顔」になる存在なので、清潔感や接客マナーが問われる。患者
さんはお年寄りから子供まで、また緊急で来院する人などいろいろな人が来るので印象が良くない
と病院の信頼まで失われかねないので責任重大である。

消防士・公務員

講師：群馬法科ビジネス専門学校

瀬尾昌央様

公務員の魅力は、給与が安定し、人生にとって大事なところで休暇が取れる。
例）給与（高卒）東京消防庁

月 20 万円

+

ボーナス 2 ヵ月分

年間約 320 万円

国家公務員は月 14 万円
休暇（消防）出勤日 10 日（1 日の勤務が 24 時間）残りは休日となる
（事務職）出産、育児、介護休暇がきちんととれる
公務員になるためには、『公務員になる』という強い気持ちが大切でひたすら努力すること。
目標の公務員について受験内容や仕事内容など調べる。地域によって倍率の低い所、高い所が見え
てくる。（群馬県は比較的倍率が高い。刑務官と市町村事務の受験日が同じ。）
大卒
or
高卒については、公安職（警察・消防）は大卒が有利（採用枠が広い）
例：高崎の場合 29 人中約半数が大卒。大卒者も試験内容は高卒レベルで対応できる
事務職（学校事務、行政）については、高卒が有利。大卒者が受験する試験内容と高卒者が受験す
る試験は、内容に大きな差がある

スポーツトレーナー・専門学校全般

講師：大原学園高崎校

矢葺大地様

専門学校のパンフレットで見るべきポイントは就職率と主な企業先。就職率は大体の学校が９０％
越えをしているが、その数字が全校生徒を分母としているかをチェックする。９０％でも１０人中 9
人と１００人中 90 人では違うとのこと。スポーツトレーナーは実績が問われるので就職は厳しい。
自動車は大手メーカーの学校か独立の学校にいくのかで就職の幅が決まる。音響系、デザイン系は
実力の世界になるため東京にでて最先端の技術、知識等を学んだほうがよいとのこと。 経費につい
ても実習費等、表に出ていない費用もあるので実際に学校説明会に参加し、直接聞くことが重要。

保育

講師：育英短期大学

湯本亜希子様

保育士になるには
①高校 → 厚生労働大臣指定の養成施設
時に保育士資格取得）→
②高校

→

保育士資格取得（指定養成施設の場合、卒業と同

保育士

→

受験資格 → 保育士試験 → 保育士
↓
・大学に 2 年以上在学して 62 単位以上取得した者。・短期大学または短期大学卒業見込みの者。
・高等学校を卒業し、福祉施設で 2 年以上児童の保護に従事した者。
保育園と幼稚園の違い
①対象児童：保育園 0 歳児から就学前まで、幼稚園は満 3 歳から就学前
②開設日数：保育園 300 日以上（長期休業なし）、休日も対応可。
幼稚園 39 週以上（長期休業あり）
③保育時間：保育園 8 時間を原則（延長保育あり）
幼稚園 4 時間を標準（預かり保育あり）
保育園は年々増加傾向、幼稚園は年々減少傾向にあり。理由は近年女性の社会進出が頻繁になり、
保育園は０歳児から預かってくれ、しかも保育時間も長く、年間の休みがないから。またピアノが
弾けないダメということはないが、練習をして弾けるように努力しましょうということでした。

美容・理容

講師：プロートン

金子好雄様

どんな美容師になりたいのか。どんな人を相手にするのか。どこで美容・理容の仕事したいのか。店を出
したいのかなど、目標を明確に出来ないならこの仕事は続かない。美容師の離職率は２年目までに３０％、
５年目までに５０％、１０年間続けられる人は５％切っているのが現状。また、専門学生も１年目で５％、
２年目でさらに５％が学校を辞めている。美容師は技術の仕事。技・道具・薬によってお客様をきれいに
する仕事。技術で稼がなければいけない仕事。美しさを求められ、現在では、さらに快適さ、個性的、か
っこよさを求められる。憧れだけで東京の学校に行きたいと考えている人は成功しない。学校が技術を作
るのではなく、自分が技術を作る。群馬で美容の仕事に就きたいのなら群美がおすすめ。聞くことが大事。
美容師に聞いて、自分の人生を自分で切り開くことが大事。寝る間を惜しんで技術 をみがく姿勢が大事。
話術を学ぼうとしない人はダメで話術は、お客さんと接する上で極めて需要である。

看護

講師：渋川看護専門学校

町田理恵様

看護師は国家資格であり、生涯を通して働くことのできる専門職で、患者にとって最も身近な医療
スタッフである。准看護師は、「医師、歯科医又は看護師の指示を受けて業務を行う者」となって
いる。准看護師の資格は国家資格ではなく都道府県知事免許で、中学卒業後２年間の勉強で受験資
格が得られる。看護師とは可能な業務内容が異なる。就職については、群馬県看護職員需給見通し
では、平成２７年には９２５．２人の供給不足が見込まれており、求人数が看護学校卒業者を上回
る。就職率１００％。看護師になるために高校時代に準備できることは、まず、基礎学力をつける
ことである。特に、基礎的な計算力や、他者に正確に伝えるための表現力が重要視されている。ま
た、職場ではスタッフ・患者ともにさまざまな年代の人がいるため、どんな相手とも話せるコミュ
ニケーション能力が必要とされる。（ＴＰＯをわきまえた言葉遣いなどの能力も含まれる。）
学費は、国公立：１４５万～１９３万円、私立：２３６万～３２０万円＋ａ、
渋川看護専門学校は、学費・諸経費（３年間）合計３，１４５，０００円

理学療法・作業療法

講師：前橋医療福祉専門学校

阿部誠様

理学療法士は、起き上がる、立ち上がる、歩くなどの日常生活を行う上で基本となる動作の改善を目指す。

作業療法士は、人間として生きていく上での（作業）活動を理解・分析し、利用できるよう力を身
につけられように、入浴や摂食などの日常生活動作から職場復帰に至るまでの動作の改善を目指す。
大きく分類すると老人、成人、子どもに分けられる。道具は自分の体を使って扱うものもある。
国家試験合格までに覚えるべき専門用語はたくさんある。人の役に立つとてもやり甲斐がある仕事。

調理

講師：群馬調理師専門学校

田中和子様

西山加奈子様

星野浩史様

各国の言葉でメニュー等が表記されるので用語等も覚えなければならない。本校の卒業生でホテル
オークラ洋食部門料理長や芝パークホテル日本料理部門料理長もいる 。求人は都内から県内までさ
まざまな所からの求人がある。個人経営のお店から都内であれば帝国ホテル、インターコンチネン
タル、オリエンタルランドなど。選ばなければ洋食部門では一人２社。和食部門では一人１０社位
の求人あり。東京五輪もあり都内などに就職すれば五輪時に調理で活躍できる可能性が高い。

製菓

講師：東日本製菓技術専門学校

大崎綾香様

卒業後の就職については、洋菓子店・和菓子店・製パン業に就く者が多数であるが、それ以外にホ
テルでの調理担当、製菓を伴わない販売業へと就く者もいる。求人は比較的多く、特に今後日本で
のオリンピック開催されることから東京およびその近郊のホテルでの調理担当 (特に製パン部)の求
人が増えるとされている。国家資格「製菓衛生師」が 2 年次に試験を受け、取得可能。１年次に資
格取得に向けた学習を行うため２年の「製菓衛生師」資格取得率は 98.9％となっている。資格を取
るにあたり、労働時間や労働基準法などの学習も行う。マーケティングや情報処理の知識や学習も
必要。面接では「高校生活で頑張ったこと」「欠席、遅刻日数」は必ず聞かれる。

