２０１９年度 西目高校 進路情報(ｗｅｂ版)
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西目高校

進路指導部

新型コロナウイルス感染拡大防止のため，春休みまでの全ての公立小中学校と高等学校
が臨時休校となっています。本来は年度末までに１・２年生の皆さんに連絡する予定だっ
た内容と，今回の事態に関連して考えておかなければならないことについてまとめました。
１ ３年生の進路決定状況について…３月１０日段階ではまだ確定していない生徒もいま
すが，以下の通りの状況です。
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2020/3/10 現在
［県内就職］

日本郵便東北支社

アルビオン

［県外就職］

マックスバリュ東北

社台ファーム

秋田キャッスルホテル

ホテル佐勘

第一建設工業

第一建設工業

秋田ビューホテル

フジパン(2)

石川技研コンサルタント

ユニオン建設

秋田海陸運送

新日本無線

共進

ＳＵＢＡＲＵ群馬製作所

秋田新電元(2)

葉っぱやファーム

創和技術(2)

日立建機日本

三共

アストリア(2)

株式会社(1)

TDK にかほ工場北サイト(10)

コモディイイダ

TDK 秋田(24)

ロピア

木内組土建

三笠会館

ダイワ工業

成城石井

ペイントリフォーム池田

日立ビルシステムエンジニアリング

プレステージ・インターナショナル(2)

山崎製パン

大内モーター（ホンダカーズ本荘）

東日本旅客鉄道

有限会社なるほど舎

浅草ビューホテル

くらた

スマートテックシンク
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［公務員］

秋田情報ビジネス専門学校 医療福祉ビジ

自衛官候補生

ネス科

国家公務員（東北・土木）

秋田情報ビジネス専門学校 総合ビジネス

［四年制大学］

科

ノースアジア大学 法学部法学科

国際外語観光エアライン専門学校 アジア

駒沢女子大学 人間総合学群人間文化学類

言語科

仙台大学 体育学部運動栄養学科

山脇美術専門学校 ジュエリーデザイン科

［短期大学］

東京モード学園 インテリア科

聖園短期大学 保育科

東京モード学園 モード基礎科

日本赤十字秋田短期大学 介護福祉学科

新潟食育保育専門学校えぷろん 調理技術

［専門学校］

科

花壇自動車大学校 自動車科

ＥＳＰエンタティメント東京 音楽アーテ

大曲技術専門校 電気システム科

ィスト科

日本工学院専門学校 IT カレッジ情報処理

MCL 盛岡ペットワールド専門学校 ペット

科

マスター科（２）

岩手県立農業大学校 農産園芸

仙台リゾート＆スポーツ専門学校 スポー

秋田県農業研修センター

ツインストラクター科

秋田林業大学校

仙台総合ペット専門学校 ドッグトレーナ

新潟農業バイオ専門学校 バイオテクノロ

ー科

ジー科

東北愛犬専門学校 トリマー科（２）

秋田県理容美容専門学校 美容科(2)

JAPAN サッカービレッジ マネージャー･

仙台医療福祉専門学校 介護福祉

トレーナー科

秋田社会福祉専門学校 社会福祉学科

［医療系専門学校］

秋田社会福祉専門学校 総合福祉学科

仙台保健福祉専門学校 理学療法科

国際マルチビジネス専門学校 販売ビジネ

東北保健医療専門学校 理学療法科

ス科

酒田市立酒田看護専門学校 看護科

仙台医療秘書福祉専門学校 医療保育科

秋田リハビリテーション学院 理学療法学

仙台医療福祉専門学校 医療事務科(2)

科

東京医療秘書福祉専門学校 医療秘書科

秋田県歯科医療専門学校 歯科衛生士科

秋田コアビジネスカレッジ ホスピタリテ

由利本荘看護学院(5)

ィマネジメント科

湘南平塚看護専門学校

秋田コアビジネスカレッジ 医療事務科
２ 春休み明けの課題テストについて…今年度の一回目・二回目と同様に benesse の基礎
力診断テストを行います。新１年生は入学書類と一緒に送付できるので新学期がはじま
った４月９日（木）に実施しますが、新２・３年生は全国一斉休校措置のために配付で
きなくなってしまいました。課題となる OneWeek トライアルは３月２日に届いていま
す。４月に新学年が始まったら配付しますので４月１６日（木）に課題テストを実施し
ます。課題を解くときは安直に解答を見るのではなく，時間をかけてできるだけ自力で
解答を作るようにしてください。また，自己採点した後で自分がわからなかったところ
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や正解できなかったところは辞書や教科書などで調べて確実に理解しておいてくださ
い。基礎力診断テストは OneWeek トライアルから一定の比率で同様の（全く同じでは
無いですが）問題が出題されます。
３ 進路に関する情報収集について…感染拡大を防ぐために休校になるわけですから，不
要不急の外出は避けなければなりません。家庭によってネット環境に環境に違いはあり
ますがネット上で調べることができるリンクをいくつか紹介しておきます。
①進学に関して
・benesse マナビジョン

https://manabi.benesse.ne.jp/

…ポートフォリオでユーザー

登録してあるはずなので，自分のＩＤでログインして会員向けサービスを使うこ
ともできます。
・Kei-Net（河合塾）

https://www.keinet.ne.jp/

…こちらも会員登録をすると詳細

な情報を見ることができます。
・Toshin.com（東進ハイスクール）

https://www.toshin.com/index.php

…大学入試

問題過去問データベースというのがあります（登録必要）。主要な私立大学の入
試問題や国公立大学の二次試験問題を見ることができます。
②就職に関して
・公務員試験総合ガイド

https://90r.jp/

公務員試験に関する情報が集約されてい

ます。
・高卒生の就職に関しては必ずハローワーク→学校を通すことになっているため，
求人情報などを家庭から見ることはできません。高校生の就職に関してまとめた
サイトを載せておきます。
・高校生のための就職マップ

https://www.sanpou-s.net/find_job/about/

４ 家庭での話し合いについて…職場によっては自宅待機期間が設けられ，家族が揃う時
間も増えると思われます。自分の目指している進路に関して（就職したい地域や職種・
進学の場合にどのくらいの経済的な負担が可能か）保護者の方と話し合いましょう。就
職はその段階である程度独立した家計になることもできますが，進学の場合は家庭から
の経済的な支援がどうしても必要です。自分の目標を保護者に説明してその価値を理解
してもらわなければなりません。情報を集めてじっくり話し合ってください。
５ 時間ができたので家庭でやって欲しいこと
①新聞を読みましょう…家庭で購読していない場合はネットニュースでもかまいません
が，いわゆる「まとめサイト」（一定の政治的・経済的な意図で誘導される可能性が
あります）では無く，ニュースの一次情報が載っている新聞社や専門ニュースサイト
を読んでください。なぜこの様な状況になっているのか，この状況は社会のどの部分
にどのような影響をもたらすのか，これからどういう選択をすればいいのかについて
全く無知のまま流されるようではいけません。こんな状況であるからこそ世の中のこ
とをよく知り，考えてください。
②本を読みましょう…外出にもリスクがありますが，今は電子書籍を読むこともできま
す。マンガやライトノベルではなく，専門家が自分の専門分野に関して一般の人にわ
かりやすいようにまとめた本がいろいろな分野で存在しています。「論理的に書かれ
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た活字の本」は思考力を鍛えます。時間はたくさんあるので，自分の知識と思考力を
鍛えてください。先が見えない状況の中で自分や社会の選択を決めていくのは「今役
に立つノウハウ」では無く「教養」です。
③もちろん勉強もしましょう…今年度分の授業は終わりましたが，進路に向けての学習
は必要です。進学希望者も公務員・就職希望者も本屋に行って問題集を買い，自分で
調べたり考えたりして問題演習をしましょう。
６ 産業構造への影響について
①中国に対する経済的打撃…日本の製造業は「精密部品」を生産し，中国に輸出して「製
品」に加工して世界に輸出する仕組みになっています。また，日本で完成品を作って
いる場合でも中国からの部品供給が必要ものあります。世界中の工業生産は全てがつ
ながった「サプライチェーン」となっているのでどこかが壊れると全体に影響が及び
ます。
②マーケットとしての中国…世界最大の人口と高い経済成長率を維持していた中国は世
界最大の市場であり，世界中の経済活動に資本を供給しています。中国が購買力を失
うことも世界経済に大きな影響を与えます。
③日本の問題…娯楽や観光といった経済活動は，現在のような危機的状況では需要が急
減します。この様な消費のマインドは「事実」よりも「将来の不安」に影響を受けま
す。自然災害の場合は「破壊」に対する「復興」の需要も生じます（しばしば大火に
あった江戸が復興需要で拡大したように）が，疾病が社会と経済に与える打撃はこれ
とは質が異なります。この時代に生まれ合わせたという「運命」はどうしようもない
ですが，「自分の知的な価値を高めて行くことができるか」がこのような危機を乗り
越えることができるかどうかを決めていくでしょう。
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