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櫻井明社長のご講話と進路
進路指導主事 石原 俊明
先日行われた全人教育講演会での櫻井明様（ハートマーケット代表取締役）の講演を拝聴し、進路
選択と関係があるのではないかと感じたことについて述べたいと思います。「ウサギとカメ」の話
で、ウサギの申し出で再レースを２回行い、２回ともウサギが快勝したにも関わらずカメは悔しがる
どころか喜んでいたという話です。理由は、完走タイムが回を追うごとに縮まったからということで
した。進路決定についても「ウサギの目線」は多く存在します。他人の目線と言ってもよいでしょ
う。今、人気のある仕事、学校、他人が高く評価する仕事、学校が自分にとっても最高、最善のもの
であれば問題ないでしょう。でも自分の真の満足を得ることができる進路選択をすることが大切だと
思いました。なお今月号の特集は、３年生の合格者から２年生に向けて行われた進路体験報告会の内
容の紹介をさせていただきます。

特集

進路体験報告会

２月５日（金）の５時間目に、３年生の代表者が、自分の進路決定についての体験を、進学・就職
に分かれて２学年の皆さんへ発表しました。貴重な体験や、やっておいた方が良いことなど、皆さん
へのアドバイスもたくさんありました。この時の報告について、いくつか紹介します。

進学
３年２組 三池知也
進路先： 群馬日建工科専門学校 建築学科
① 学校の紹介
前橋駅から徒歩で約５～１０分の所にあります。
資格は主に２級建築士や建築ＣＡＤ検定などで、仕
事に欠かせないものです。
② 進路先を選択・決定した理由
建築関係の専門学校が前橋に２校あり、とても悩
みました。なぜこちらを選んだかというと、学校の
雰囲気が良く、２級建築士の取得が高いので選びま
した。駅からの移動距離も少なく、交通の便が良い
所もポイントでした。
③ 進路先を選択・決定した時期
だいたい４月から６月にかけてでしたが、それだ
と遅いと思います。もっと早く考え始めて、学校を
調べて夏休みなど使ってオープンキャンパスに行く
といいと思います。
④ 合格に向けて取り組んだこと
指定校推薦で受験したので、１学期～２学期の評
定を少しでも上げて、ギリギリで受けるのでなく、
しっかり余裕をもって受験をした方がいいと思いま
す。
⑤ 進路決定に向けて悩んだ点
学校を選ぶ時に一番迷いました。オープンキャン
パスに最低３校以上は行き、判断した方が良いと思
います。
⑥ 試験内容とその対策について
指定校で受ける場合は書類審査と面接でした。面
接では志望理由や通学方法を聞かれました。学校で
配られる面接シートをしっかりとやっておけば問題
はないです。
⑦ 合格後、頑張っていること
合格後にチャレンジ学習というものがあり、漢字

検定や簿記検定、ＩＴパスポートなどの種類があり
ます。自分で取っていない検定があったら受けてく
ださい。
⑧ 後輩へアドバイス
今、自分が後悔していることは、特待で受ければ
よかったと思うことです。特待で受けると授業料が
安くなるなど、お金の負担が減ってとても楽です。
しかし、国・数の試験があるので、しっかりと勉強
しないと入れません。早くから勉強に取り組んだ方
がいいと思います。
３年４組 市川美沙希
進路先： 独立行政法人国立病院機構
高崎総合医療センター附属高崎看護学校
① 学校の紹介
高崎駅から徒歩１５分の所に位置し、自然に囲ま
れ国立病院機構である高崎総合医療センターと隣接
しています。少人数制できめ細やかな指導をしてく
ださり、看護師をしっかりと育成してくれる学校で
す。
② 進路先を選択・決定した理由
オープンスクールに行った際、学校説明や学生交
流会を通して少人数制で楽しそうな雰囲気、国家試
験の合格率の高さ、病院と隣接している環境などの
良さにひかれ、技術や知識をしっかりと身に付けら
れると思い、この学校を受験することに決めまし
た。
③ 進路先を選択・決定した時期
２年生の春休みに進路を考え始め、学校を選択し
たのは３年生になってからです。オープンスクール
などを通して最終的に決定したのは夏休みに入る前
位です。

④ 合格に向けて取り組んだこと
オープンスクールは２回しかなかったので、積極
的に参加しました。資料は進路閲覧室から今までの
先輩方が書いた受験報告書をまとめて、自分の勉強
に生かしました。
⑤ 進路決定に向けて悩んだ点
私は大学か専門学校かで迷っていました。ですが
私は看護師として、より知識や技術を身に付けたい
と思ったので、専門学校にしました。
⑥ 試験内容とその対策について
小論文と面接でした。小論文は先生に指導しても
らい、今年話題になった事や人間関係などを題とし
てやりました。面接は今までの質問内容を全てまと
めてたくさんの先生と練習をしました。
⑦ 合格後、頑張っていること
看護師なので、たくさんの人たちと関わり合いコ
ミュニケーションを深めたり、入学してから忙しく
なるらしいので基礎をしっかりと固めて入学できる
よう理数系などの復習をしたりしています。
⑧ 後輩へアドバイス
気になった学校のオープンキャンパスには積極的
に参加をした方が良いと思います。まだやりたいこ
とが決まっていない人は、たくさんの学校のオープ
ンキャンパスに行くことで将来の視野が広がり、自
分に合った学部・学科・職種が見つけられると思い
ます。面接を受ける人がほとんどだと思うので、た
くさんの先生と練習して様々なパターンを身に付け
られると良いと思います。
３年４組 星野若奈
進路先： 東洋大学 文学部 英米文学科
① 学校の紹介
東洋大学の文学部のキャンパスは東京都にありま
す。駅から徒歩５分程度でアクセスが良好です。ま
たキャンパス内は落ち着いているうえ、明るい雰囲
気で安心して勉強に取り組めると思いました。
② 進路先を選択・決定した理由
私は英語が好きで、もっと英語の知識を身につけ
留学にも挑戦したいと思ったので、この大学を選び
ました。上京したいと思っていたので、県内にある
英語系の大学ではなく、東京にある英語系の大学を
選びました。
③ 進路先を選択・決定した時期
１年生のころから大学に行きたいと考えていまし
た。学部を決めたのは３年生になってからです。決
まるまではいろいろな大学のオープンキャンパスに
行ったり、大学の資料をたくさん集めたりしまし
た。
④ 合格に向けて取り組んだこと
東洋大学は学校案内のパンフレットなどはなく、
全て大学のホームページで情報を得ました。また常
に最新の情報を得られるように、大学からメールが
届くように設定しました。
⑤ 進路決定に向けて悩んだ点
私は指定校推薦でこの大学の入試を受けたので、
合格までの流れは比較的楽でした。ですが、入学後
は講義についていけるかなど不安になりました。
⑥ 試験内容とその対策について
試験内容は、書類審査と面接でした。面接は１０
～１５分程度でした。内容は学校生活のことや入学

後にやりたいことなどを聞かれました。面接練習は
５回以上行い、先生方から細かいアドバイスをもら
いました。
⑦ 合格後、頑張っていること
東洋大学の合格後の課題は、すべてインターネッ
ト上で行われています。入学するまでの課題の学習
予定が立てられているので、毎週取り組んでいま
す。
⑧ 後輩へアドバイス
やっておいてよかったことは、定期テストに手を
抜かず取り組んだことと、学校に休まず登校したこ
とです。学内選考は評定平均の０．１の差で選考に
通るか通らないかが決まってしまうので、定期テス
トはもちろん、普段の授業から真剣に取り組んだ方
が良いと思います。たくさん面接練習をすると、そ
の分自信が付くので本番も落ち着いて迎えられま
す。
３年５組 干川佳純
進路先： 群馬医療福祉大学 社会福祉学科 子ども
専攻
① 学校の紹介
前橋市川曲町というのどかな場所にあります。少
人数教育なので先生と生徒の距離が近く、アットホ
ームな雰囲気でみんな生き生きとしています。群馬
医療福祉大学には７つの特色があります。特に地域
貢献活動というものがあり、ボランティア活動にと
ても力を入れている学校です。
② 進路先を選択・決定した理由
今は少子高齢化が進んでいるので、幼稚園教諭や
保育士の免許の他に、福祉関係に資格が取得でき
て、将来に役立てることができると思ったからで
す。また中学や高校のようにクラスがあり、１クラ
ス２０人という小人数教育なので、学習環境が整っ
ているところに魅力を感じました。
③ 進路先を選択・決定した時期
私は将来やりたいことが分からなくなり、３年生
の夏休みになって、約１０校近くの県内の大学のオ
ープンキャンパスに行きました。情報系や国際系や
デザイン系や生物系など様々な分野の大学を見て、
最終的にやはり幼稚園教諭になりたいと思い、夏休
みが終わる１週間前にこの大学に決めました。
④ 合格に向けて取り組んだこと
自分の行く大学のオープンキャンパスにたくさん
参加して、その大学の先生に顔を覚えてもらいまし
た。学校生活では、検定取得や定期試験に向けて勉
強を頑張ったり、服装やあいさつなども心がけたり
しました。
⑤ 進路決定に向けて悩んだ点
私は高校２年生の３月くらいから進路に悩み始め
たのですが、やはり少し遅かったです。親に自分の
進路の話をしてもうまく理解してもらえず、最終的
にどうしたらいいかわからず、結局夏休みの指定校
推薦の申し込みの３日前くらいに決めて忙しくなっ
てしまいました。
⑥ 試験内容とその対策について
試験は面接と書類審査でした。大学のオープンキ
ャンパスで、模擬面接指導というイベントがあり、
そこで出された質問が本番でそのまま出るので、必
ず模擬面接指導は受けた方がいいと思います。

⑦ 合格後、頑張っていること
合格１週間後に、大学の学園祭が行われ、そこで
の講義を聞いてのレポートが出されました。そのほ
かに１月に１回、３月に２回の入学事前指導が行わ
れ、実力テストやグループワーク、講義などがあ
り、それに伴ってレポートと課題のワークが出され
ます。今は次の事前指導での実力テストに向けて課
題のワークを頑張っています。
⑧ 後輩へアドバイス
定期テストや検定勉強はやはり大切だと思いまし
た。また群馬医療福祉大学は人と直接接する機会が
多い職種に進む人がほとんどなので、今のうちから
コミュニケーション能力は高めておいた方がいいと
思いました。面接については学校での面接練習を沢
山やることと、大学のオープンキャンパスの模擬面
接は必ず受けた方がいいです。もし私みたいにまだ
やりたいことが無い、見つからない人は今からでも
遅くないので、とにかくたくさんの進路ガイダンス
やオープンキャンパスに行ってみてください。

就職
３年２組 宮田拓海
進路先： 日本郵便株式会社（配達員）
① 企業の紹介
日本郵政グループの日本郵便株式会社に就職しま
す。日本郵便株式会社では国の一人一人をつなげる
ということを目標に業務をしている会社です。
② 進路先を選択・決定した理由
最初のころは製造業に就こうと思っていました
が、人との関わりがある仕事に就きたいと思い、調
べていたところ、日本郵便のホームページにあった
「国の一人一人をつなげる」というところに共感
し、日本郵便株式会社に決めました。
③ 進路先を選択・決定した時期
部活動を引退してから本格的に考えました。企業
見学に行って職場の雰囲気などに重点を置いて見学
してきました。今になってからもっと選択肢を広く
進路を考えておけばよかったと思っています
④ 内定に向けて取り組んだこと
先輩方の受験報告書などを見て、面接の練習をし
たり、国語、数学の補習をしたりしました。進路指
導室に多くの資料があったので、他の企業で聞かれ
ている質問も調べたりしました。
⑤ 進路決定に向けて悩んだ点
就職はこれから長い間そこで働くと思うので、長
く続けられる仕事かどうかを見極めることが大変で
した。自分は町の人との関わりというところが製造
業と比べると多いと思ったので、この仕事を選びま

した。
⑥ 試験内容とその対策について
受験内容は国語、数学、適性検査、面接でした。
自分はとにかく面接練習を多くやりました。面接
ノートを作ることによって、質問で答えられないも
のを無いように対策しました。
⑦ 内定後、頑張っていること
四輪の免許取得です。四輪は仕事でも使うので、
早く取得したいです。
⑧ 後輩へアドバイス
まずは進路先について早く考える方が良いと思い
ます。考える時間が長ければ長い方ほど良いです。
やっておいて良かったことは、面接練習を多くやっ
たことです。面接指導で自分がどのような人か知っ
てもらうことが第一だと言っていたので、自分のこ
とを理解しておくことも大切だと思います。
３年５組 澤口 司
進路先： 藤森工業株式会社（製造マシンオペレータ
ー）
① 企業の紹介
東京に本社があり、日本各地に伸展して進展して
いる企業です。群馬県には沼田と昭和に事業所があ
ります。社員の方々は明るく、優しく、とても働き
やすい雰囲気です。コンセプトは製品を第一に考え
ることで、勤務形態は３交代制です。
② 進路先を選択・決定した理由
私は藤森工業の普段とは違う不規則な３交代制の
勤務形態に、部活動で培った忍耐力、精神力、体
力、向上心を活かせると思い、自分に合っている企
業だと思いました。給与も他の企業に比べてよいの
で、そういった面にも魅力を感じ、この企業にしよ
うと決定しました。
③ 進路先を選択・決定した時期
私は公務員を目指していましたが、受験者が多
く、争うのが嫌だったので、夏休みの１か月前にこ
の企業に見学に行くことを決定しました。見学を終
えて、本格的に藤森工業を受験することを決めまし
た。
④ 内定に向けて取り組んだこと
ＳＰＩ試験の勉強は、自分でテキストを買って空
いている時間になるべく勉強しました。面接は過去
の先輩方の資料を進路指導室から集め、多くの先生
方に厳しい面接練習をしてもらい、アドバイスをい
ただいて、いい面接ができるようにしました。
⑤ 進路決定に向けて悩んだ点
商業高校生なので工業高校生が受験した場合に不
利になるのではないかと心配になりました。保護者
が消防士を目指してほしいと自分の進路に反対だっ
たので、説得するのが大変でした。自分の意志が固
ければ大丈夫です。
⑥ 試験内容とその対策について
試験は書類審査とＳＰＩ試験（これは全企業共通
です）と面接です。面接は面接官６人対自分１人な
ので、とても視線を感じます。ですが、なるべく目
を合わせ、ハキハキと話すようにしてください。
⑦ 内定後、頑張っていること
不規則な３交代制なので、冬休み中に不規則な生
活に対応できるよう工夫しました。また、たるんだ
生活にならないように難しい検定に取り組むなど自

ら率先して頑張るようにしました。
⑧ 後輩へアドバイス
とにかく面接練習は毎日、朝・昼・放課後とやっ
ていました。おかげで６対１の面接にも焦ることな
く、ハキハキと受け答えができました。ＳＰＩの資
料をやっておいたおかげで、試験当日も変に考え込
むことなくできました。今からでも成績を上げる努
力をして、検定なども多く取得し、書類内容を良く
して、書類審査で企業側にいい印象を与えられるよ
う努力した方がいいです。すべて全力で取り組んで
いたので、試験後に悔いはなかったです。
３年５組 山田桃華
進路先： 利根郡信用金庫（事務）
① 企業の紹介
私の進路先の企業は利根郡信用金庫です。利根郡
信用金庫は、本店が沼田市にあり、利根沼田を中心
に支店が１７店舗あります。地域貢献に力を入れて
いて、沼田まつり巡視や献血など、積極的に行って
います。業務内容は預貯金業務や貸出業務などがあ
ります。
② 進路先を選択・決定した理由
私が金融機関を選んだ理由は、３年間学んできた
商業科目を生かすことができるからです。また、そ
の中で、利根郡信用金庫を選んだ理由は、事業所見
学に行った際、社員の皆様が真剣に取り組む姿や、
お客様に笑顔で接する姿を見て、私もそんな雰囲気
の中で仕事をし、地域に貢献したいと思ったからで
す。
③ 進路先を選択・決定した時期
金融機関を考え出したのは、２年生の冬です。そ
れまでは介護の仕事を考えていましたが、母から金
融機関を勧められ、春休みと夏休みに事業所見学に
行きました。春休みに見学に行って、「ここで働き
たい」と思い、利根郡信用金庫に決めました。
④ 内定に向けて取り組んだこと
進路先の内定に向けて取り組んだことは、なるべ
く事業所見学へ行き、たくさん質問するようにしま
した。また先輩方が残してくれた報告書を元に、問
題集で勉強をし、作文と面接の練習もたくさんする
ようにしました。
⑤ 進路決定に向けて悩んだ点
私は、運動部に所属していて、体を動かす仕事を
したいと思っていたので、金融機関の仕事は私に合
っているのかと悩みました。
⑥ 試験内容とその対策について
利根郡信用金庫の試験内容は、筆記試験・面接・
作文です。筆記試験は主に漢字・英語・時事問題が
出ます。漢字の問題が多く出ていました。時事問題
は、ニュースを見たり、金融機関のことについて学
んでおいた方が良いと思います。
⑦ 内定後、頑張っていること
欠席・遅刻をしないことです。また内定先から、
課題が出ているので、提出期日に気を付けて計画的
に取り組んでいます。
⑧ 後輩へアドバイス
就職するにあたって、欠席の日数は重視されるの
で、なるべく欠席をしないで、無遅刻・無欠席を目
指すといいと思います。また事業所見学には積極的
に行き、質問を沢山してアピールできるといいと思

います。筆記試験の時事問題は難しかったので、ニ
ュースをしっかり見た方が良いと思います。
３年４組 安倍衣月
進路先： 海上自衛隊（自衛官候補生）
① 企業の紹介
海上自衛隊と言っても様々な職種に分かれてい
て、船の上で勤務する人もいれば、広報官として私
たちの受験をサポートしてくれる人もいます。災害
が起きた時などに国民の命を守れるように、普段か
ら過酷な訓練をしています。
② 進路先を選択・決定した理由
中学生のころから公務員になりたいと考えてい
て、警察官や消防士などいろいろ悩んでいました
が、ある時女性海上自衛官の密着ドキュメンタリー
番組を観て、直感的に「この職業に就きたい！」と
思い、決定しました。
③ 進路先を選択・決定した時期
ドキュメンタリー番組を観たのは、高校１年生の
夏休み前でした。そして夏休みに横須賀へ基地見学
へ行き、目指すことを決めました。
④ 内定に向けて取り組んだこと
自衛隊の試験の出題内容は、利根商で習わないも
のばかりだったので、各教科の先生に補習をしても
らったり、去年自衛隊を受験した先輩から情報をも
らったりして勉強しました。
⑤ 進路決定に向けて悩んだ点
両親はすぐに賛成してくれたので、その点は問題
ありませんでしたが、入隊してからは県外で寮生活
をするという事だったので、少し不安がありまし
た。また、過酷な訓練についていけるのかというの
も心配です。
⑥ 試験内容とその対策について
国・数・社（一教科１５問で、全て５択）、面接
（個人面接、面接官２人）、身体検査
⑦ 内定後、頑張っていること
入隊してからはとにかく体力勝負らしいので、走
ったり、筋トレをしたりしています。
⑧ 後輩へアドバイス
本格的な勉強をやり始めたのは３年生なってから
で、第一希望だったもう一つ上の階級の試験には落
ちてしまいました。もう少し早くから対策をしてい
ればととても後悔したので、早めに受験勉強は始め
た方がいいと思います。また、どの公務員試験で
も、女子の倍率は高くなっているので、さらに早い
対策が必要です。

