
 
 

The Occasion We Can Get a Job 
Hiroto Yoshii, Vice-homeroom Teacher 

   Recently, I have been thinking how students like you and adults like me can get a job and keep 

working in today’s society.  The occasions we can get a job can be roughly classified into two 

occasions; when we impress someone, or when we take away someone’s troubles.   

   First, take a look at the former.  In the field of show business, people tend to have the 

willingness to pay for works (music, movies, novels etc.) or matches (the Olympics, World Cup etc.) 

which inspire people.  Sometimes the efforts they pay through the process may move people.   

   Also, in the field of manufacturing or service industry, when a business person can supply a 

high quality product or service that is beyond his or her customers’ expectation, they may show 

their willingness to pay for it.  In other words, it is when you find a job where a person wants to 

pay for someone’s story, works, product or service.   

   For the latter, someone who takes other’s troubles may get a job, too.  Most people want to 

leave work to someone which has laborious but avoidable procedures.  For example, we want 

someone to deal with the disposal of daily garbage or massive amount of documents on tax and 

social security expenses, which creates the opportunity to get a job.  We already know such a 

worker.  That’s right! – an outsourcing garbage-collecting staff or an office worker.   

   However, less and less people can make their living with this kind of trouble-taking business 

in the future.  A lot of predictions written in recently published books about AI support this idea.   

   Therefore the ability we should cultivate is to find and solve troublesome problems or the ability 

to operate these systems.  Moreover, we should cultivate a kind of humanity which is charming 

enough to inspire others.  The former ability must come from basic efforts you pay during your 

school days.  If you come to deal with everything related to schoolwork, you can say you have this 

ability.  The latter ability must come from mental toughness where you can manage to see 

something all the way through, as well as the gentleness to cooperate with and support others.   

   It is likely that the key to getting a job is to improve these abilities as much as possible during 

your schooldays.   

 

 

終業式までの予定です  

 期末考査が終わりました。手応えはどうでしたか？２４日の終業式までは特別時間割になります。講演

会などの行事も入りますので下の予定表をよく確認しておいてください。 

 

 11日 14日 15日 16日 17日 

校時 金 月 火 水 木 

1校時 1限の授業 

進路別学習 

（キャッスルプラザ） 

防災LHR 1限の授業 1限の授業 

2校時 2限の授業 
総合 

ゼミ内 

発表会 

2限の授業 2限の授業 

3校時 3限の授業 3限の授業 3限の授業 

4校時 4限の授業 4限の授業 
総合 

年次発表会 

 18日 21日 22日 23日 24日 

校時 金 月 火 水 木 

1校時 1限の授業 
小論文 

講演会 
1限の授業 1限の授業 終業式 

2校時 2限の授業 小論文模試 2限の授業 LHR LHR 

3校時 LHR 3限の授業 3限の授業 年次集会  

4校時 
総合 

年次発表会 
4限の授業 4限の授業 大掃除  

 

  ※８：３０から朝読と健康チェック、８：４０から１、２、３、４限の授業を実施します。 

  ※今後、予定が変更になる場合もあります。担任の先生や日番の連絡に注意しましょう。 

  ※成績不振者は２２日（火）夕刻家庭への連絡があります。翌２３日（水）指導を行います。 

 

冬季補習について 

 １２／２４（木）、２５（金）、２８（月）の３日間、予備校等外部講師による補習を実施します。７３

回生も昨年度冬休みに同様の講座を実施しましたが好評でした。開講する講座は「大学進学コース（英語・

古文）」「看護・医療コース（小論文・面接、等）」「公務員コース（受験対策全般）」「自学自習コース（英

検、数検対策を含む）です。年末のあわただしい時期ですが、各自の進路実現に向けて積極的に取り組み

ましょう。 
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進路LHRのまとめ 

 １１／３０（月）の LHR で進路指導部の先生方にお話ししていただいた内容をまとめてみました。各

自の進路実現に向けて今後のスケジュールや受験方法等の把握に努めてください。公務員希望者は予備校

の無料セミナーへの参加も検討してみましょう。 

■進学 

 「総合型選抜」、「学校推薦型選抜」、「一般選抜」の３通りの受験方法がありましたね。「総合型選抜」で

は①「今までの自分の実績」と②「これからの自分の可能性」を評価してもらい、評価の方法は面接や小

論文など多岐に渡ります。「学校推薦型選抜」では今の自分の実力を重視し、「総合型選抜」とでは評価さ

れるポイントに違いがありました。この２つの選抜方法は一般選抜より早く始まり、君たちに残された時

間は１年を切っています。近年「総合型選抜」、「学校推薦型選抜」の募集人数が増加していることから、

君たちもこの２つの入試方式に果敢にチャレンジすることになると思います。もう残された時間はそう多

くありません。そろそろ本格的に志望校を決めていく必要があります。 

志望校を研究するにあたって上田先生から 

「知識がないとチャンスを逃す」 

と言われたことを覚えているでしょうか？受験方式は数多く存在することから、志望校がある程度決まっ

ている人は各大学の入試形態を徹底的に調べなければなりません。入試科目・配点・方式・各教科の難易

度など山ほど調べることはあります（「総合型選抜」、「学校推薦型選抜」は各大学で大幅に受験内容が違う

ため要チェック！！）。先生が調べてくれるはず…といった甘い考えはやめよう。毎年入試方式は変化して

いるので、我々もある程度の入試方式は把握していますが完璧ではありません。君たちから「こんな受験

方式で受けたい！」と言われて初めて気づかされることもよくあります。勉強の知識もそうですが、受験

で戦略を立てられるように受験の知識も身に着けよう。 

■公務員 

 最も重要だったお話はどこだったでしょうか？受験日？どこの自治体を受けるか決める？確かにこう

いったことも大切ですが、個人応募が原則！！が一番大切なところです。出願は各自の責任になります。

ここを必ず押さえておいてください。また、公務員は受験日が大学入試よりも早い時期にありましたね。

他の生徒よりも早め早めに動かなければいけませんが、危機感を持てているでしょうか？まだ何も決まっ

ていない人は遅すぎます。冬休み中には①職種、②自治体を決めよう。出願する自治体を決めたら公務員

試験対策問題集を入手するように家現先生からお話がありました。この冬休み、必ず過去問を分析してみ

ましょう。また「大原学園」や「立志舎」では無料セミナーを随時開催していますので参加するのもよい

方法だと思います。まずはネットで検索してみてください。 

 「大原学園」無料セミナー ➡ https://www.o-hara.ac.jp/osaka/senmon/seminar/public/ 

 「立志舎」無料セミナー ➡ https://www.all-japan.ac.jp/seminar/#/genre/1 

■就職 

 大まかには「公開求人」、「指定校求人」の２種類から選択することとなります。「指定校求人」だからと

いって必ず採用されるわけではありません。単に倍率が３倍までに制限されるだけでしたね（「公開求人」

は倍率に制限なし）。公務員にも同じことが言えますが、不合格だった場合の進路も考えられていますか？

進路を考えるときは最悪の場合も想定する必要があります。そのあたりもきっちり考えておこう。 

学校行事 模試 進学 就職・公務員

期末考査

冬季補習

令和３年 修学旅行 1/22・23　１月模試（記述）

1月 総合学科発表会

2月 2/6・7  大学入学共通テスト対策模試（マーク）

スタディーサポート 卒業生を囲む会 卒業生を囲む会

就職希望者保護者説明会

課題考査 就職ガイダンス・公務員ガイダンス

個人面談 就職校内登録

就職模試開始

5月 中間考査 学生支援機構奨学金説明会 就職希望者面談

６月模試（マーク） 公務員試験出願準備開始

看護模試

期末考査 ７月模試（記述） 求人票閲覧開始

就職希望者保護者会

夏季補習 就職試験対策講座・面接指導

夏季補習 総合型選抜入試出願開始 就職申込票提出

就職校内選考会

履歴書等応募書類作成

９月模試（マーク） 指定校推薦エントリー 就職応募書類提出

国公立大学推薦入試エントリー 就職試験開始

大学入学共通テスト出願ガイダンス 公務員試験開始

10月 中間考査 10月模試（記述） 新規就職希望者面談

11月 11月模試（マーク） 学校推薦型入試出願開始

12月 期末考査 面談（私立大学出願校検討） 就職内定者事後指導

令和4年 卒業考査 大学入学共通テスト

入試直前補習 面談（国公立大学出願校検討）

入試直前補習

入試直前補習 私立大学入試

卒業式 国公立大学入試前期日程

3月 国公立大学入試中期・後期日程

12月

3月

4月

進路決定に向けてのスケジュール

【注】例年のスケジュールです。新型コロナの影響で変更する場合があります。

6月

8月

9月

1月

2月

7月

https://www.o-hara.ac.jp/osaka/senmon/seminar/public/
https://www.all-japan.ac.jp/seminar/#/genre/1

