
合格体験記合格体験記合格体験記合格体験記    

合格するまで合格するまで合格するまで合格するまで    

山梨学院大学 スポーツ科学部 

教養系列 人文科学コース 飯野 あずさ 

 

 私は２年生の途中から山梨学院大学に進学したいと思い始め、合格できるよう定期試験などに力を入れ

てきました。しかし、成績は伸びず３年生になり、本格的に進路の活動が始まり、将来の夢や進路への考

えが強くなってきてこの大学に行きたいと思う気持ちも強くなりました。そこからは、大学のことを調べ

たり学科や学部のことを調べ、自分にはどの受験方法が合うのかを考えたりしました。その後は、先生に

文章や面接の指導をしていただきました。文章などの力がないため、たくさんの先生に指導していただき、

熱心に考えてくださる先生方を見て、前よりもさらに入試の大切さや行きたいと思う気持ちが強くなりま

した。合格したときも、私もとても喜びましたが、お世話になった先生方や友達・家族がとても喜ぶ姿を

見て大学への入学後も感謝しながら頑張っていかないといけないと改めて感じました。 

 これからは高校生活での私の良くなかった諦めやすい性格を見直し、将来の夢のために努力していきた

いです。そして今までお世話になってきた先生方のようになれるよう全てのことに努力し夢を叶えられる

ようにしたいです。大学の４年間を充実させ、自分の力にできるように頑張ります。 

 

 

やってきたことやってきたことやってきたことやってきたこと    

健康科学大学 理学療法学科 

建築デザイン系列 梶原 花鈴 

 

 私は理学療法士という夢を追い、健康科学大学を受験しました。将来の夢が１本に定まったのは高校２

年生の冬でした。怪我の経験が夢を決めるきっかけとなり、今まで考えていた夢とはまったく別の方向の

理学療法士を選びました。進学するにあたり志望理由を書くことは必須となります。私は文章を書くのが

苦手なのでまずは小論文の指導をしてもらいました。何度も何度も書き直して嫌になった時もありました

が、次第に良くなっていく文章を見て達成感がありやっていてよかったと思いました。 

健康科学大学の指定校推薦では、グループ討論をします。グループ討論をする学校は少なく何を聞かれ

るのかもわからないので、面接練習は数多くやりました。討論は何度も練習してコツをつかむことが大切

だと知り、学校以外に友達や家族とも練習をしました。ニュースも今まで以上に見るようにして受験に向

けて準備をしました。本番はとても緊張していて、努力してきたことを発揮できるのか不安でしたが積極

的に意見を言い、無事に合格することができました。 

 私のように遅くに夢や目標が決まった人でも、そこからの努力次第で挽回できるので頑張って欲しいと

思います。 

 

 

    



努力することの大切さ努力することの大切さ努力することの大切さ努力することの大切さ    

山梨県立大学 人間福祉学部 福祉コミュニティ科 

教養系列 自然科学コース 刑部 花蓮 

 

 私が山梨県立大学を受験しようと決めたのは高校３年の夏でした。私は将来したい事が全くなく、高校

１年の頃から親に勧められていた看護の道に行くしかないのかと思っていました。しかし、やはり自分の

道は自分で決めたいと思い、様々な職業について調べました。そうしていくうちに社会福祉士という職業

に興味を持ちました。これは日常生活を送ることが困難な人への助言・指導をする職業です。私は幼い頃

から高齢者と関わる機会が多く、また人と話すことも好きなので自分に合っていると思いました。そこか

ら私の受験は始まりました。８月下旬から毎日小論文を書き、先生に添削してもらいました。10 月から

は毎日面接練習をし、多い時は 1 日３回するときもありました。最初は小論文も赤ばかりで面接もダメ

出しばかりでした。私はとても負けず嫌いなので毎日必死に頑張りました。模擬面接も２回受けたのです

が２回目には満点を取る事ができました。面接はいかに自分をアピールできるかを考え、何故この大学に

入りたいのか何度も考え、志望理由書も９回書き直しました。また毎日図書室に通い新聞を読み情報収集

をしました。これらを毎日「絶対合格」するために一生懸命頑張りました。その結果、志望校である山梨

県立大学に２位で合格することができました。努力は必ず報われる訳ではないけれど努力しなければ絶対

に報われないと思います。大学では社会福祉士の国家資格取得に向けて精一杯努力していきます。 

 

 

 

合格までの道のり合格までの道のり合格までの道のり合格までの道のり    

山梨学院短期大学 保育科 

教養系列 人文科学コース 天野 栞太 

 

 私は高校２年の就業体験で、子ども達のために努力する保育士の姿に憧れました。山梨学院短期大学の

オープンキャンパスに参加した際に男子生徒の対応がとても丁寧で学校の雰囲気も良く、多くの実習があ

ることや保育士だけでなく幼稚園教諭や小学校教諭の資格取得が可能であることを知り、山梨学院短期大

学を受験することを決めました。 

 志望校に合格するため私は面接練習と自己表現の練習を夏休み前から始めました。夏休み中に面接の過

去問を調べ、面接ノートを作り担任の先生や副担任の先生にチェックしてもらいました。面接練習は自分

と関わりのない先生に何回も見てもらい、自分の考えを相手にしっかり伝えるために努力しました。私の

志望校の面接は集団面接だったため同じ大学を志望していた人たちと集団面接の練習も何度かしました。

面接練習を何回も重ねていくと焦りや不安はなくなり本番では自分の考えを面接官に伝えることができ

ました。自己表現文は進路の先生に見てもらいました。夏休み中に初めて書いた時は何時間もかかってし

まい不安になりましたが、進路の先生にアドバイスをもらい何十枚も書いていく内に時間通りに自分の意

見を実体験をもとに書けるようになりました。合格が決まった今は残りの授業に集中し、大学に向けてピ

アノを練習しながら自分なりに保育の勉強を始めています。 

 

 



ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました    

日本歯科大学東京短期大学 歯科衛生学科 

教養系列 人文科学コース 羽田 彩夏 

 

 私は幼少の頃から歯科衛生士を目指していました。そこで最初は専門学校へ進学しようと考えていまし

たが、両親や先生に相談する内にカリキュラムや設備のしっかりとしている短大に行きたいと考えを改め

ました。進路を決める点において、両親や先生に相談するということは本当に大切なことだと思いました。 

 進路を決定してからは徹底的にその学校のことを調べ、オープンキャンパスや説明会に参加しました。

オープンキャンパスでは在校生との会話が印象的で、これからの自分にとって役に立つことばかり教えて

くれました。また、面接で、オープンキャンパスに参加したときの様子を聞かれることもあります。 

 私は AO 入試での合格を狙いました。AO の内容として書類審査から始まり次に面接、最終面接となり

ます。まず夏休み前から書類審査で必要な志望理由書と自己 PR 文を書きました。夏休みも学校へ行き担

任の先生に何度も見直しとダメ出しをもらい、完成させることができました。書類と並行して面接練習を

行いました。たくさんの先生方の協力のおかげで、納得できるまで練習ができました。面接練習につきあ

ってくれた先生方、本当にありがとうございました。 

 私が志望校に合格できたのは、家族を始めたくさんの人たちの支えがあったからこそだと思います。そ

のことを忘れずに、夢を叶えるため日々努力していこうと思います。 

 

 

 

合格までの道のり合格までの道のり合格までの道のり合格までの道のり        

戸板女子短期大学 国際コミュニケーション学科 

教養系列 人文科学コース 舟久保 志帆 

 

 私は、外国人に道案内をしたことをきっかけに英語を話すことは楽しいと知り、将来は英語を使った仕

事に就きたいと思うようになりました。しかし、就きたい職業が具体的に決まっていなかったため、英語

だけでなくビジネスマナーや IT などを学ぶことが出来る戸板女子短期大学を受験しようと決めました。

オープンキャンパスに参加し、先輩方の明るく品のある姿を見て、進学したいという気持ちがいっそう強

くなりました。 

 私は指定校推薦で受験しました。試験は個人面接だけだったので試験当日までの１ヶ月間は面接練習に

力を入れました。放課後学校に残って志望理由や自己 PR を自分が納得いくまで考え、いろいろな先生方

と１０回以上面接練習をしました。最初は担任の先生や話しやすい先生と練習をし、慣れてきたら関わり

の無い先生や年配の先生と練習をしました。初めは噛んだり思っていることが上手く言えず何度も挫けそ

うになりましたが、練習を重ねる内にだんだん話せるようになり面接が楽しいと思えるようになりました。

練習の分だけ自信に繋がり、本番は少し緊張しましたが笑顔で自信を持って面接することができました。

担任の先生から合格したと伝えられたときは本当にうれしかったです。 

 今後は英語の勉強に励み資格取得に力を入れていきたいと思います。将来の夢を叶えるために今まで以

上に努力し、充実した大学生活を送りたいです。 

 



苦労苦労苦労苦労    

富士吉田市立看護専門学校 看護学科 

教養系列 人文科学コース 渡邉 健太 

 

 私が、富士吉田市立看護専門学校を受験すると決めてから努力したことは、面接・英語・小論文です。

私は英語が得意だったので、面接と小論文に特に力を入れました。面接は初めてのことなので最初は全然

できませんでした。しかし、小論文はどんどんできるようになりました。私は今まで何かができるように

なれば、別の何かができなくなってしまうことが多くありました。今回も面接ができるようになれば、小

論文ができなくなり、英語を勉強し始めたら、面接や小論文ができなくなり小論文指導の先生に全然ダメ

だと言われ、一生懸命書いてきたものが一言で返されて、とても悔しくてまだ一生懸命さがたりないのか

と感じ、その日から勉強方法を変えました。１日に１つのことしかやっていなかったのを、１日に英語・

面接・小論文の３つをするようにしました。１日に３つのことをすると時間が全然足りず、もっと早くか

らしておけばよかったと思いました。段々と面接・小論文ができるようになってきた頃に、英語ができな

くなってしまい、急いで英語科の先生の元へ行きました。北稜高校の先生方はとても優しく自分の時間を

割いてまで熱心に教えてくれました。これらのことが実り無事合格することができました。受験を通して

思ったことは信頼できる先生を多く作り、自分を甘やかさないでできることは早い時期から始めた方が良

いということです。進路の活動を通して自分自身を成長させることができました。 

 

 

    

合格までの道のり合格までの道のり合格までの道のり合格までの道のり    

富士吉田市立看護専門学校 看護学科 

教養系列 自然科学コース 堀内 菜々子 

 

 私は高校１年生の頃から将来は看護師になりたいという目標がありました。富士吉田市立看護専門学校

を以前から受験したいと考えていましたが、競争率も高く私の今の学力では足元にも及ばないような状態

でした。高校３年生になってからは人一倍努力しなければ目標を達成できないと自分に何度も言い聞かせ

日々勉強を怠ることなく続けてきました。途中挫けそうなこともありましたが応援してくれている人がい

たので諦めずに頑張ることができました。その努力が実を結び第一志望校を受けられる権利を得ることが

できました。しかし受験できるからといって合格するとは限らないので小論文は夏休み前から書き続け、

いろいろな課題に挑戦しました。面接練習も私はあがり症ということもあったので１日に１回は必ず行う

ようにして言えなかったところをメモするなどの工夫をたくさんしました。やった数だけ自分の身になっ

ていったので自信も自然とついていきました。幾度となく不安な気持ちになりネガティブに考えてしまう

こともありましたが、努力は裏切らないと信じ最後までやり遂げることができ、そして無事合格すること

ができました。 

 私はこの体験を通じ、努力すれば結果が必ずついてくるということを実感しました。はじめから諦めて

いては何も始まりません。自分のやる気次第で今後の人生は大きく変わってくると私は思います。 

 

 



合格するまで合格するまで合格するまで合格するまで    

杉野服飾大学 服飾学部 

教養系列 自然科学コース 小池 美波 

 

 私は幼い頃からものづくりが好きで、将来は洋服を作る仕事がしたいと思っていました。進路実現に向

けて、オープンキャンパスに積極的に参加して学校の情報を集めました。また、職業適性試験を行い、自

分にあった職業を見極めました。進路実現に向けた活動は２年生の頃から始めたことで３年生ではスムー

ズに学習や受験に取り組むことができました。 

 私は第一志望の学校を一般常識の試験で受験しました。結果は不合格でした。数ヶ月前から勉強してい

たので自信もあったのですが良い結果が出せなくて落ち込みました。周囲の友人はほとんどが進学先、就

職先が決まっていたので不安と焦りで夜も眠れない日々が続きました。それでも家族、担任の先生、友人

に支えられて立ち直ることができました。２度目の受験をするため様々な学校を見学したり、オープンキ

ャンパスに参加したりしました。自分が特に興味を持った大学には授業を見せてもらいました。実際の授

業を見ることで受験に向けてやる気を出し、前向きに取り組むことができました。その後、一週間という

短い時間でしたが放課後の面接練習や書類作成を行い無事に大学に合格することができました。 

 私は受験を通して、失敗しても諦めずに取り組むことが大切だと思いました。努力して大学に合格する

ことができたので入学後も諦めずにいろいろなことに挑戦していき、大学を卒業できるように頑張りたい

と思います。 

 

 

 

私の未来私の未来私の未来私の未来    

帝京福祉専門学校 介護科 

福祉健康系列 三浦 由梨乃 

 

 私は、小学校６年生の時から叶えたい夢がありました。昔からおばあちゃん子でもあったため、高齢者

を支える仕事に就きたいと考えていました。私がこの富士北稜高等学校に入学したのも多くの系列の選択

ができたから入学を希望しました。 

 私は、元々叶えたい・なりたい夢があったので系列もすんなりと決まりました。系列が決まってからよ

り一層夢を叶えたいという思いが強まり一生懸命勉学に力を入れました。 

 この進路先にしたのは専門学校で深く学ぶためであり、１年生の時も２年生の時も常に先を見ながら行

動をしてきました。私は特にコミュニケーションに力を入れようと頑張りました。どの仕事であっても人

と人が関わることになるとコミュニケーション力が必要だと考えたため１番に力を入れてきました。進路

が決まるまではたくさん泣いたし、不安に胸が押しつぶされそうになっていました。周りにいる友達や先

生方にたくさん面接練習をしてもらい、人との繋がりは大切だと改めて思える良い機会でした。 

 今、すべてを見返すとしっかりと自分の努力に対して結果が返ってきたのだと思います。 

 

 



合格への道のり合格への道のり合格への道のり合格への道のり    

山梨県立産業技術短期大学校 情報技術科 

情報系列 小笠原 怜 

 

 私は１年生の頃からコンピュータ系の仕事に就きたいと思っていました。しかし、その仕事をするため

には現時点での自分の実力では到底無理だろうと判断し、それならば高校卒業後にもう一度進学し情報技

術を身につけてから自分に合った仕事を探そうと思い、進学することを決めました。進学するにあたって

私は進学先は学校見学等で調べていて一番自分に合っていると感じた産業技術短期大学校を受験しよう

と決めていました。 

 受験に向けて面接の練習と筆記試験の対策に取り組みました。私は面接が苦手だったのでいろいろな先

生に面接練習の相手をしてもらい試験１日前まで何度も繰り返し練習しました。筆記試験は私の苦手な数

学だったので面接同様試験前まで何度も何度も問題を解いて、苦手な部分を減らせるように本番まで勉強

を続けました。途中、難しい問題もいくつかあり、その問題でつまずいて解けなくなる度に挫けそうにな

ったけれど、担任の先生や父が時間を作ってくれてわからないところや苦手なところの解き方を分かりや

すく教えてくれたおかげでなんとか立ち直り本番まで頑張ることができました。 

 受験は私にとって辛いことばかりでしたが、それでもここまでこれたのは周りの人たちの協力があった

からだと思います。これからは自分のためだけでなく協力してくれた人たちの為にも進学先で夢を叶えら

れるように頑張っていきたいです。 

 

    

就職内定を勝ち取るために就職内定を勝ち取るために就職内定を勝ち取るために就職内定を勝ち取るために    

日本郵便 窓口コース 

福祉健康系列 荒井 初穂 

 

 私は、三年生になってからも進路で悩んでいました。そんな時に系列の先生に相談をしました。正直、

福祉健康系列に所属していたため、福祉関係以外の進路の相談をしていいのかと考えました。しかし、系

列の先生はとても親身になって、相談に乗ってくれました。その先生には、面接で一番大切だと言われて

いる志望動機も一緒に考えて頂き、面接練習も何度もして頂いたのを覚えています。一つ一つの言動に丁

寧に細かくアドバイスをしてくださり、そのおかげで今の私が笑顔でこの場に居れるのだと思っています。 

 就職内定を勝ち取るには、まず自分自身を深く知ることです。長所・短所はもちろんですが、癖や仕草

にも注意して、日頃の生活から直すようにしていくことが鍵になってくると思います。後は、面接や作文

に関しては、ひたすら練習をして自分を信じ、自信を持つことが大切だと思います。初めは、頭が真っ白

になって全く面接になりませんでした。この状態で本当に内定を勝ち取ることができるのか、そんなこと

ばかり考えてしまいました。しかし、日々の練習の積み重ねで少しずつ自信がつき、はきはきと大きな声

と笑顔で前を向いて面接することができるようになりました。 

 毎日の積み重ねが本番で上手くいくかいかないかを左右すると思います。今から進路決定を控えている

皆さん、途中で心が折れそうになっても踏ん張って下さい。最後には良い結果が待っています。そう信じ

て頑張って下さい。 

 



進路実現に向けて進路実現に向けて進路実現に向けて進路実現に向けて    

牧野フライス製作所 

情報系列 舟久保 妃美 

 

 私は、２年生の後半頃から進路室へ足を運ぶようにしていました。どういう企業から求人が来ているの

かチェックしたり、興味のあるところに目星をつけたりしました。３年生の７月１日から毎日のように求

人票をチェックして、内容を比較したくさん悩みました。牧野フライスは、校内でも１人しか企業見学に

行けなかったので、企業見学の時から校内選考がありました。通ったからには、もうほとんど気持ちは固

まっていました。企業見学の時から面談があったので少し準備をしておくと良いと思います。そこからは、

志望動機や自己 PR を考えるのに苦労しました。自分の長所・短所は基本なので自分のことを見つめ直し

ておくと良いです。面接練習は１０回以上しました。大変な分、力にも自信にもなるし、先生方も熱心に

指導してくれます。本番で緊張しないためにも、たくさん練習するべきだと思います。牧野フライスは、

試験が２日間で、筆記試験があります。SPI、数学、英語、性格診断、作文と多くの試験があり大変でし

た。数学で落とされてしまうことがあるそうなので数学は特に勉強しておくと良いです。私は進路室の

SPI の参考書を借りて勉強しましたが、SPI はそれで充分でした。繰り返しになりますが、特に数学です。

面接練習もたくさんして、自信をつけて頑張って下さい。努力は結果になります。 

 

 

 

合格への道のり合格への道のり合格への道のり合格への道のり    

都留信用組合 

ビジネス系列 宮下 実育 

 

 私は都留信用組合の就職試験を受け、内定をいただきました。都留信用組合から求人がきたのは昨年か

らで情報が少なく、試験の対策や取り組みを不安ながらにやっていたことを覚えています。 

 試験内容としては一般常識を含む学科テストと個人面接を受けました。内定をいただくまでには、辛い

ことがいくつかありました。まず、志望動機でした。明確な理由と文章をまとめることが想像以上に難し

く、放課後は遅くまで残り先生の力を借りながら考えました。履歴書を仕上げた次は面接練習に苦しめら

れました。始めた頃は自分が何を言っているのかもわからないくらいでした。面接練習をしたくないと思

うことが何回もありました。しかし面接は数をこなさなければ上達しないと自分が身をもって感じていた

ので、多くの先生に時間をもらい取り組みました。学科も同様に SPI を何度も解いて試験日を迎えまし

た。実際に試験を受けて言えることは、取り組みはやった分だけ実になるということです。本番で良い結

果を出すには、それまでの時間を有意義に使うことが大切であると感じました。またこのような経験を通

して、家族や友人、先生方が自分にとっていかに大きいか感じさせられました。就職活動において早い内

から動き、一緒に戦って下さった先生はもちろんのこと、周囲の人がいるだけで精神的にも支えられまし

た。そのような人のためにも社会人として頑張ろうと思います。 

 

 

 



ファナックに向けてファナックに向けてファナックに向けてファナックに向けて        

 ファナック株式会社 

電気情報系列 電気エネルギーコース 宮下 真 

 

 私がファナックに入りたいと思ったのは、中学２年生の時でした。当時はファナックという企業は何を

している会社なのか、どのくらいの規模の会社なのか正直知らなかったけれど、親に勧められ、入りたい

と思っていました。そして中学３年生の進路選択で、私はファナックに入る為に富士北稜高校を選びまし

た。 

 私がファナックの内定を頂く為に努力したことは大きく２つあります。１つ目が勉強です。勉強を頑張

ることは当たり前ですが、これを３年間継続することはとても辛く大変なことです。私自身何度も挫けそ

うになりました。でも、そんな時に心の支えになったのが、友人の存在です。１人で勉強するよりも２人

で、２人で勉強するよりも３人でわからない所を教えあったりしている何気ない時間が心に余裕をつくり

勉強を頑張る原動力になったと思います。２つ目が部活動です。私は陸上部の部長という立場を経験させ

ていただきました。人の前でも相手の目を見て自分の考えを伝えるという当たり前のことを当たり前にし

てくれた部活動での多くの経験によって就職面接の時も緊張せずに自分の意見を言うことができました。 

 私は就職活動を通して｢気持ち｣が大切だと思いました。自分はこういう仕事に就きたい、ここで働きた

いという気持ちを強く持っていれば努力を続けることが出来ると思います。後輩の皆さん、自分の将来に

ついて具体的に考えることに早すぎることはありません。今、自分に出来ることを１つ１つ取り組み、自

分の力にすることが大切です。皆さんの進路が無事に決まるように応援しています。頑張って下さい。 

 

 

合格への道のり合格への道のり合格への道のり合格への道のり    

第一測量株式会社 

ビジネス系列 渡辺 玲海 

 

 私は高校に入学する前から事務に関する仕事に就きたいと思っていました。事務の仕事に就くために勉

強はもちろん、日常生活の中でも皆勤やボランティア活動にも積極的に参加するようにしてきました。 

 ３年次になり、ビジネス系列で初めての面接練習が行われました。人前で話すことは苦手で緊張もする

ので思い通りに答えることは出来ませんでした。しかし、嫌でも自分のためだからと思い試験までに何回

も練習をしました。練習を積み重ねるたび、言葉がスムーズにでてくるようになりました。学校では先生

に面接練習を見てもらい、家では両親に頼んで練習に付き合ってもらいました。 

 試験当日になり、緊張する気持ちもありましたが緊張よりも自信の気持ちのほうが大きかったです。こ

れまでの練習の積み重ねが今の自信につながっていることを確信した時でした。試験では面接、作文、一

般常識の三つでした。面接では、練習して来たことを活かし落ち着いて答えるように心がけました。また、

笑顔でいることを一番大切にしました。作文では、練習では書いたことないような難しい題だったけれど

落ち着いて、自分の思うことを正直に書くようにしました。練習をしたからこそ、落ち着いて行動するこ

とができたのだと思います。 

 私が合格することができたのは、練習に付き合ってくれ支えてくれた、先生方や家族のおかげだと思い

ます。感謝の気持ちを忘れず社会人として一生懸命努力していきたいです。 



合格合格合格合格への道のりへの道のりへの道のりへの道のり    

芙蓉実業株式会社  

電気情報系列 電気エネルギーコース 駒井 喬将 

 

 私は、電気情報系列に入った時に、まさか自分が電気工事士になるとは思ってもみませんでした。２年

生の時には、何かしらの製造の仕事など細かい進路は決まってなく、とりあえず工業系の仕事に就きたい

とだけ考えていました。３年生の７月に求人票が解禁になり製造系の職種と現在、私の入社予定である芙

蓉実業株式会社に見学を申し入れしました。 

 そして見学をする中で、電気工事士という職業に興味を持ち、この会社に入社して電気工事士として働

きたいと思うようになりました。しかし、電気工事士になるには、電気工事士２種または１種が必要です。

その時に私は電気工事士免許を取得していませんでした。正確には、試験は受けているのですが、その結

果がまだ出ていないという状況でした。 

企業の方は、取得見込みでも志望はできると言って下さったので、資格取得ができていないなかでもで

きる事をやろうと思い面接練習や、筆記試験対策を人一倍しました。その時に面接は回数をかさねていけ

ばできるようになるという事がわかりました。幸い、資格も取得する事ができましたので、面接で取得し

た事を伝えられました。私は、１・２年生の頃の準備不足が３年生の時につけとして出てきてしまい進路

決定直前で慌てたり、焦ってしまいましたが、今から就職や進学する生徒は早めの準備を意識して行動し、

私のようにギリギリで間に合ったというようにならないようにして下さい。 

 

 

準備の大切さ準備の大切さ準備の大切さ準備の大切さ    

     矢崎エナジーシステム株式会社 

 機械テクノロジー系列 古屋鴻志郎 

 

私の就職活動は進路室に通うことから始まりました。７月に求人票が解禁になってから毎日どんな会社

があるのか欠かさず見に行くようにしていました。私は自分の中でねらっていた会社があったので３つ程

候補を出し、夏休みを使って企業見学に行きました。企業見学では、仕事の内容、方向性、雰囲気に自分

が一番興味のある会社を一つ選びました。 

 試験を受ける会社が決まってから、その会社に行った先輩の話を聞いた上で、面接練習や筆記試験の勉

強を始めました。面接練習では、あまり私と関わりのない先生にあえて練習を頼んで本番に近い緊張感を

出すように工夫し、何を聞かれてもすぐ答えられるようになり、自信を持てるようになりました。筆記試

験の勉強では、放課後面接練習のあき時間などに先生に頼んで自分の分からないところを詳しく教えて頂

きました。また家庭学習では教えてもらった箇所の復習や自分の苦手を無くし、どの問題がでても対応で

きるように努力しました。 

 私が試験を受けに行く矢崎エナジーシステム株式会社さんは静岡県なので、当日なにがあってもいいよ

うに近くのビジネスホテルに泊まり当日を向かえました。 

 無事に内定を頂き支えてくれた親や先生方、友達に感謝の気持ちでいっぱいでした。就職後は、社会人

としての責任をもち、一生懸命働いていこうと思います。 

 



私の挑戦私の挑戦私の挑戦私の挑戦    

山梨中央銀行 

ビジネス系列 田中 那奈 

 

 私が山梨中央銀行に挑戦しようと決めたのは、高校３年生の夏休みです。私はビジネス系列で簿記につ

いて学び、これを生かした仕事に就きたいと思い、昨年の求人票を見て、福利厚生がしっかりしていて安

定した金融関係の仕事に興味を持ちました。今年の求人票の中で金融関係の会社は、山梨中央銀行と都留

信用組合の２つがありました。山梨中央銀行の企業見学はなく、都留信用組合にだけ企業見学に行きまし

た。どちらかを選択しなければいけに状況の中、私は、企業見学に行っていない山梨中央銀行を選択しま

した。なぜ山梨中央銀行を選んだかというと、私は、今までバスケットボールを通して、常に上を目指し

努力してきました。山梨中央銀行はとてもレベルが高い銀行で、そこに挑戦したい気持ちがあったからで

す。しかし企業見学もなく受かった例も無かったので不安ばかりでした。だからこそたくさん努力をしま

した。まずは山梨中央銀行を知り、仕組みや活動を調べました。また、毎日２～３人面接をしました。校

長や教頭、事務長まで協力してくださり、不安がなくなるまで努力を積み重ねました。最後まで諦めずに

頑張ってきたからこそ、内定を頂くことができたと思います。 

 これから進路を決める人、最後まで諦めず努力を積み重ねて下さい。多くの人に協力してもらい、不安

がないように全力で頑張って下さい。 

 

 

 

合格に向けて合格に向けて合格に向けて合格に向けて    

いすゞ自動車株式会社 

機械テクノロジー系列 加々見 徹 

 

 私は、自分の進路実現のために様々な情報を得るということから始めました。しかし、私の希望の企業

は、今年度に初めて北稜高校に求人を出していてだいたということもあり、試験の内容や流れも当日まで

分かりませんでした。だからこそ、面接や筆記試験に向けて十分な準備をしていきました。 

 私が内定をいただくまでに、力を入れて取り組んだことは面接練習です。様々な先生方にご協力してい

ただき、自分の気持ちを伝えることを第一に取り組んでいきました。初めのうちは、うまく自分の言葉が

出てこなく、とても苦労しました。面接に慣れるまで時間はかかりましたが、先生方のアドバイスなども

参考に、試験当日には自信をもって面接にのぞむことができました。本番でも練習以上に落ち着くことが

でき、自分の気持ちを最大限伝えることができました。筆記試験でも、準備してきたことを生かすことが

できました。 

 私が内定をいただくことができたのは、これまで支えてくれた家族や先生方、いっしょに取り組んでき

た友人たちのおかげだと思っています。これからは富士北稜高校の卒業生として自覚をもって、今まで以

上にがんばっていきたいと思います。そして将来は会社の一員としてではなく、一人の人間として社会に

貢献したいと思います。 

 


