
 

平成２９年度 進路通信（第６号） 

夢 拓 く 舞 鶴 

平成２９年１０月６日(金) 

大分県立大分舞鶴高等学校 

進路指導部 

【２年生へ】 

２学期が始まり、すでに１ヶ月が過ぎました。柏葉祭からうまく気持ちを切り

替え、中間考査を終えることができましたか？多くの生徒は反省すべき点が多々

あったはずです。やり直しの大切さも、もう気づいていますよね。自分自身のい

ろんな課題を先送りにしてしまっている人も、今なら、2 年 2 学期の今ならまだ

間に合います。学年集会で話した「自分にとっての 2年 2学期とは」を明確にして

前進することが大事です。一緒に頑張っていきましょう。 

さて、いよいよコース選択の決定をする時期となりました。先日の予備調査では、

志望校に威勢のいい大学名が並んでいました。しかし、それに見合う努力はでき

ていない人が多いです。でも頑張らねばと思っている人だらけですよね。みんな

の選択基準は何ですか。そこに、自分なりの大義がありますか。幸いにも、10月

21日（土）、「夢ナビ」への参加が企画されています。主体的そして積極的な姿勢

での参加は、きっとみんなのモチベーションのアップに必ず繋がります。「何が何

でも絶対にここに行きたい！」が具体的に見えてくれば、「何を具体的にすればい

いか」も見えてきます。しっかりと自分自身と向き合って、前進あるのみですね。 

「いい準備をすれば、偶然はない」先日サッカーワールドカップの出場を決めた

ハリルホジッチ監督の言ですが、我々は偶然の結果を期待しているわけではないで

すよね。自己分析を怠らず、来る決戦の日に向けて、66回生一丸となって、いい

準備をかさねていきましょう。 

「準備なきは戦えない」、ですよね。「実力考査」、そして「進研模試」（デジタル

サービスへの入力）への準備が当面の課題です。1学期に配布した冊子、『合格ラ

イン』を活用してくださいね。）に向けて、しっかり計画を立て、取り組んでいき

ましょう。2 年生も、職員室に質問に来る姿が増えてきました。みんなの頑張り

に負けてられません。（Ｋ.Ｏ） 

【３年生へ】 

 センター試験まで１００日を切りました。先日の 100日前集会での学年主任の

話にもありましたが、この時期のキーワードは「リアル」です。現実を認識して

真の受験生になりましょう。常に本番のような緊張感を持って、第一志望校の合

格へ向けて取り組みましょう。現役生が伸びるのはここからです。自分を信じ、

やるべきことを妥協することなく完璧に行っている者は必ず伸びます。やはり学

習の中心は授業です。そして、復習で知識の完璧な定着を図ることです。特に二

次力を高める演習に、分かったふりは通用しません。10月14日(土)から11月19

日(日)まで各大学オープン模試を含め連続して模試があります。模試は受験のた

めの最高の教材です。本番のような緊張感を持って受験しましょう。授業でも解

説は行う教科もありますが、自ら進んで先生方のところへ質問に行きましょう。 

 大事なのは「合格するぞ」という強い気持ちです。この強い気持ちと、綿密な

計画、そしてそれを継続する精神力が勝負を左右します。しかし、なかなか結果

が出なかったり、思うように学習が進まなかったりと不安を感じることもあるで

しょう。そんな時は周りを見てください。君たちは一人ではありません。クラス

メート、友達みんなが必死に努力をしています。その姿が、最大の励ましになる

はずです。そして、何よりも君たちの合格を願って応援している保護者の方がい

ます。もちろん我々教員もできる限りのサポートをしていきます。チーム舞鶴で

闘って行きましょう。（ＴＡ） 

 

１０・１１月行事予定 

日 曜 学校行事、１・２年進路行事 ３年進路行事 

10 火  センターまで100日を切る 

３年生模試月間 

頑張れ！ ６５回生！ 
  

  

 

前号で「全てを通して成長するのが舞高生」と記しましたが、今年

の柏葉祭の準備、そして本番の３日間を通してあなたたちが成長す

る姿を見ることができました。特に今年は、内部改装工事のため二

日間グランシアタでの開催となり、昨年までと異なる形となりまし

たが、こういうときに力を発揮するのが舞高生だと実感しました。

実行委員の臨機応変な対応は見事でした。また、体育の部で必死に

応援をする３年生の姿も輝いて見えました。二年目の陸上競技場開

催を全校が一丸となる素晴らしい体育の部にすることができまし

た。あらためて舞高生のすばらしさを感じることのできる３日間で

した。あなたたちは、舞高生の伝統を立派に継承できています。胸を

張ってください。この秋、このエネルギーを学業の方に向け将来の

夢に近づいてください。 

 

【１年生へ】 

 中間考査の結果が出ました。部活で忙しかった人を中心に点数が

取れていないような気がしています。３年生は模試を受けながら自

らの学力を高め、目標達成のために闘っています。結果が順調に出

ている人もいますし、そうじゃない人もいます。君たちも７月の進

研模試を受けてみて、分かったはずです。結果が出なかったのにはど

んな理由があるか改めて考えてみると、君自身に足りない点が見えて

きます。 

今の自分の学年順位、満足していますか。今の順位が自分の定位

置になっていませんか？今の平均点が自分のスタンダードになって

いませんか。そしてこのままでもいいかと諦めていませんか。部活

を言い訳にしていませんか。入学してから、ここまでの半年間あっ

という間ではなかったでしょうか。舞鶴にいるとあっという間に時

間が過ぎていきます。すぐに 2 年生になってしまいます。次、頑張

ろう、明日頑張ろうじゃいつまでたっても進歩のないままです。苦

手科目は＝伸びしろがある科目とも言えます。苦手なこと、苦しい

こと、面倒くさいことは、誰もしたがりません。だからこそ、そこに

チャンスが転がっています。11月進研模試まで1ヶ月切りました。

自分は今何をすべきか、67回生ならそれはわかっているはずです。

苦手な科目があるなら、自分ひとりでは立ち向かえないなら、職員

室に質問に来てください。苦手科目の克服こそが67回生が2学期に

すべきことです。いつやるの？Just right nowです。（ＴＳ） 

11 水  

12 木 第２回専門委員会 

13 金  ３年第２回学力検討会 

14 土 サタセミ（１・２年） ３年進研記述模試 

15 日  ３年進研記述模試 

16 月    

17 火   

18 水 第４回学習時間調査  

19 木   

20 金 １年ビブリオバトル 公募制推薦受験者集会 

21 土  ３年全統記述模試 

22 日  ３年大学別プレテスト 

23 月   

24 火 １・２年実力考査  

25 水 １・２年実力考査  

26 木   

27 金 生徒会議案審議  

28 土 １・２年進研模試  ３年全統マーク模試 

29 日 ２年進研模試 ３年全統マーク模試 

30 月   

31 火   

1 水   

2 木 生徒大会  

3 金 文化の日・サタセミ・科学の甲子園県予選  

4 土  ３年進研マーク模試 

5 日  ３年進研マーク模試 

6 月   

7 火 第２回中高連絡会  

8 水   

9 木   

10 金   

11 土 花いっぱい運動 ３年大学別プレテスト 

12 日 サタセミ（１・２年）花園予選決勝 ３年大学別プレテスト 

13 月 ２年繰替休業（期末考査２週間前）  

14 火 修学旅行①１７日まで  

15 水 修学旅行②１８日まで  

16 木   

17 金   

18 土  ３年駿台センタープレ（分大） 

19 日  ３年駿台センタープレ 

【お知らせ】１・２年期末考査、３年卒業考査は 

      １１月２７日（月）～３０日（木）です！ 



 

 

 

 

 

志望理由書は、推薦入試やＡＯ入試を受験するときに必ず提出

するものです。３年生においては、志望理由書を書き上げ出願した

生徒やちょうど今、志望理由書と格闘している生徒もいます。しか

し、志望理由書が必要なのは３年生だけではありません。１・２年

生もこれから自分の進路を考えていく上で重要となってきます。

進みたい進路に対してどのくらい強い思いを抱いており、どのよ

うに研究しているのか。また、社会に出たらどのような分野で就職

し活躍できるのかを考えていくことはとても重要なことです。 

２年生は修学旅行を終えたら、受験生へと

変貌していかなければなりません。ここから

学習意欲を高めて行くには、「志望校へ絶対に

合格するぞ」という強い意志が必要です。その

ためには、どれだけ深く進路研究をしている

のかが問われます。きちんとした志望理由書

が書ければ、気持ちも定まってきます。２年生

は１年次からこれまでに三度志望理由書を書

いてきています。中身の濃いものへと、また強

い思いが込められたものへとなっているでし

ょうか。 

１年生は１学期の「フューチャーファクトリー」で２講座に参加

したことにより、２名の方の生き様に触れたことだと思います。あ

なたたちもいつかは社会人となっていきます。そのときにどのよ

うな生き方をしたいのかを漠然とではあるけれど、考え始めてい

ると思います。また文理選択を考えるときに、より具体的に次の進

路を探っていることだと思います。１年生もこれから進路研究の

仕上げとして志望理由書を書いてもらいます。 

また、良い志望理由書には次のような点が書かれています。 

１． 目指したきっかけは何か。 

それがどのようにして確固たる理由になったかがある。 

２．実現のためにどのような努力をしているか。 

３．社会で何をするためにこの学部を選んだのか。 

社会状況や社会問題との関わりを掴んでいる。 

４．自分の経験、思いが具体的である。 
 

 

 

 

看護師希望の志望理由書の例 

私が看護師を目指す直接のきっかけになったのは、震災の報道番組を見た

ことでした。そこで紹介された被災地の病院では、大きな被害を受け、震災直

後に多くの看護師が離職していきました。悪化する勤務状態に耐えられなく

なる人、家族の将来を考えて決心する人、病院の回復の見通しが見えないこ

とに不安を持つ人、理由はさまざまですが、だれもが申し訳ないという気持

ちをかかえたまま去っていったのです。やがて、ある程度病院の機能が戻っ

て、自分の気持ちを入れ直した看護師さんが、次々に病院に戻ってきます。お

互いに再会を喜び、励ましあって病室の患者さんに向かっていく様子はとて

も感動的でした。小さいころから、病院に通うことが多かった私は、いつも優

しく接してくれる看護師さんに漠然と憧れていましたが、この番組に接して、

少しでも人の役に立てる看護師になろうと決心しました。 

 具体的に看護職について知る必要があると思ったので、近くの総合病院の

看護体験に参加しました。２・３日の実習で、アシスタントとして看護師の領

域に踏み込んだだけでしたが、医療従事者の心構えや接し方ひとつで、人の

人生の一時を共有すると同時に大きく左右する重い職業であることを身をも

って経験しました。またチーム医療の大切さも知りました。現在の日本では、

看護師の離職率が高く、慢性的な看護師不足になっています。これを職場環

境が厳しいためだと言う人もいますが、単に資格が取れるというだけで、こ

の仕事の意義をきちんと実感しないまま就く人が多いことも理由だと思いま

す。それを改善するには、大学での教育が重要です。 

 その点で、貴学は自発的な学習態度を推奨するとともに、困ったときのサ

ポート体制もしっかりしていると先輩から聞きました。カリキュラム内容も

医学・薬学・看護の各学部が結びついた専門職連携教育が展開されており、在

学中からチーム医療を経験できるという点も大きな魅力です。私は震災以来、

被災地で起きた健康・医療問題の新聞記事を読むようにしています。貴学の

医療チームも被災地に何度か向かったことをオープン・キャンパスで聞きま

した。ぜひ入学して、看護師に必要な知識と技術を身につけ、被災地の復興に

少しでも役に立てるようになりたいと思っています。これが私の志望理由で

す。 

 

 

教員希望の志望理由書の例 

 私は将来、小学校の教員になりたいと考えている。その契機とな

ったのは、出身小学校の吹奏楽団への訪問だった。私はトランペッ

トのパート指導と、全体合奏の見学をした。そして、物事を分かり

やすく教えることの難しさと伝わった時の充実感を味わうととも

に、前に立って全員をまとめる顧問の先生に憧れを抱き、教員とい

う職業に興味を持ったのである。そこで私は少しでも多くのこと

を学ぶため児童センターでボランティア活動をした。それはさん

さ踊りの太鼓を練習する会で、私は主に低学年の面倒を見た。初日

では全く叩けず泣いていた女の子が、ゆっくり練習して叩けるよ

うになり、私に笑顔を向けた。「できた！」という表情を見られた

こと、その成長に立ち会えたことへの喜びは大きかった。後に私

は、子ども達と話す際に難しい言葉を避けていたことに気付いた。

「水分補給」を「水を飲む」に、「出席簿」を「名前に丸をする表」

にするなど、あまり意識せずとも分かりやすい言葉に変換してい

たのである。また、初めの頃はみんな恥ずかしがって私の方をチラ

チラ見るだけだったが、毎日積極的に話しかけると徐々に心を開

いていくのが分かった。私の手を引いたり、私をからかったり、私

が他の人と話していると焼きもちを焼いたりするようになった。

私の動作一つで子ども達の心情が変わるのが不思議であり面白か

った。そしてコミュニケーションの原点は言葉なのだと感じた。大

学に進学したら、私は教員になるための知識は勿論、言葉からつく

られる人と人との関わりや言葉と感情について深く学びたい。心

理学など他学科の授業も学ぶことで幅広い知識を持った教員を目

指したいとも考えている。貴学でなくてはならない理由は、高い教

員採用率と、多くの人との出会いが見込まれる環境である。特に後

者に関しては、九つもの学類があることや、様々なゲストを迎える

学芸カフェテリアなどが私にとって魅力的だ。沢山の出会いを通

して自分の視野を広げることで、それぞれのものの考え方を研究

に役立てたい。また私は国語選修で盛んな自主ゼミで日本語学を

選択し、日本語の専門知識や言葉とコミュニケーションまたは感

情の変化との関係を学びたい。そして将来は、貴学で学んだ知識を

活かし、自信を持って指導をし、生徒間のコミュニケーションをサ

ポートできる教員になりたい。以上が貴学を志望する理由である。 

 

～しまれ  がんばれ  ねばれ  おしきれ～ 

 １・２年生のみなさん。表の行事予定を見て何か感じたことはありませんか？ それは３年生の模試の多さです。この１０月から１１月にかけては、通称「模試月間」と呼ばれ、ほとんど毎週、模試を受験し続けます。

夏休みの努力が、どれくらい自分の力として定着しているかの確認と、志望校の分析、そして実力定着が主な目的です。サタセミまで入れるとこの２か月はほとんど休みがありません。でも、３年生は、先輩方がそうして

きたように、歯を食いしばってでもこの２か月を乗り越えます。そして、自分の「夢」へ近づいていくのです。休み時間など廊下等ですれ違ったときに、「先輩、頑張って下さい！」と、声をかけてみて下さい。会った時は

厳しい表情かもしれませんが、きっと笑顔で応えてくれるはずです。「受験は団体戦」と言われますが、当事者だけの団体ではありません。舞鶴高校全部が１つのチームであることが大切なのです。頑張れ！ ６５回生！ 


