
進学決定 ７９人 (進学希望者 ８５人 : 進学決定率 ９２．９％)

※同一学校学科等に複数進学者あり

就職決定 ７２人 (就職希望者 ７２人 : 就職決定率 １００．０％)
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関西 ※同一企業に複数内定者あり

国公立
大学

鹿児島大学法文学部人文学科

亜細亜大学・法部・法律学科

鹿児島国際大学経済学部経営学科地域創生専攻

ドリカム通信
～挑戦・感動 そして愛～

鹿児島純心女子大学・こども学

防大

専門
学校

各種
学校

関西学院大学・理工学部

九州共立大学経済学部経済学科

岡山大学文学部文学科

鹿児島大学農学部環境科学科

都留文科大学・文・比較文化

長崎大学・教育学部・小学校教育コース

広島大学文学部人文学科日本・中国文学語学コース

防衛大学校理工学部

流通経済大学スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科

鹿児島県立短期大学商経学部経営情報
鹿児島県立短期大学文学部英語英文学科
鹿児島女子短期大学，教養学科
鹿児島女子短期大学，児童教育学科

九州保健福祉大学保健科学部臨床工学科

城西大学経営学部・マネジメント総合学科

第一工業大学工学部自然環境工学科

東京農業大学農学部畜産学科
福岡大学スポーツ科学部スポーツ科学科

第一幼児教育短期大学
鹿児島県立農業大学校畜産学部肉用牛科
鹿児島県立農業大学校農学部花卉科
鹿児島県立農業大学校農学部果樹科
鹿児島県立農業大学校農学部野菜科

KCS鹿児島情報専門学校情報メディア科システムデザインコース

鹿児島女子短期大学生活科学科
環太平洋大学短期大学部
香蘭女子短期大学 保育学科
小松短期大学生産システムステージ

鹿児島ホテル短期大学校ホテルビジネス学科

今村学園・調理師科

大阪あべの辻調理師専門学校

鹿児島医療技術専門学校保健看護学科

鹿児島医療福祉専門学校介護福祉士科

麻生医療福祉専門学校こども未来学科

麻生工科自動車大学校

麻生情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 福岡校 ｹﾞｰﾑｸﾘｴｰﾀ専攻科

出水郡医師会准看護学校

神村学園・看護
神村学園・理学療法
神村学園専修学校保育学科
タラ看護専門学校看護学科
辻調理師専門学校

鹿児島医療福祉専門学校歯科衛生士科

鹿児島建築専門学校建築デザイン科

鹿児島高等看護学院看護科

鹿児島公務員専修学校

鹿児島情報ビジネス専門学校医療秘書科診療報酬請求事務コース

東京アニメーター学院声優タレント科
土佐リハビリテーションカレッジ作業療法学科
中日本航空専門学校航空整備科
原田学園こども・医療福祉専門学校 医療福祉秘書科

原田学園ﾊｲﾃｸ専門学校 ｼｽﾃﾑ開発工学科
聖ヶ丘教育福祉専門学校

福岡南美容専門学校

平岡調理・製菓専門学校
福岡医健専門学校医療専門課程理学療法学科
福岡医療専門学校柔道整復科
福岡エココミュニケーション専門学校
福岡カレッジオブビジネスワーキングスタディ科
福岡美容専門学校

販売

サービス

医療法人ｸｵﾗｸｵﾗｸﾘﾆｯｸせんだい 福祉

株式会社コモディイイダ

後呂和裁学院

福祉
いわさきホテルズオペレーション株式会社 農業

株式会社指宿白水館

（株）九州電力 事務
赤鶏農業協同組合 技能
阿久根石油株式会社

株式会社トリーカ高尾野工場 製造

医療法人昴和会 福祉
医療法人誠心会

サービス

技能
鹿児島いずみ農業協同組合 事務
株式会社石武造園 技能
株式会社かぶと 販売

株式会社湯元舘 サービス

販売
株式会社三九 製造
株式会社宣翔物産 サービス

株式会社ツジテック 製造

株式会社ニシムタ

株式会社ブランドア 技能

株式会社マキオ 販売
株式会社美坂屋 製造

株式会社 さかい サービス

株式会社 三九 事務

北さつま漁業協同組合 製造
北さつま農業協同組合 事務
京セラ川内工場 製造
康正産業株式会社 調理
小原鉄筋工業 福岡支店 製造
佐川急便 運送

社会福祉法人福寿園 福祉
スターゼンミートプロセッサー 製造

ジェムケリー 販売
社会福祉法人城陽福祉会 福祉
社会福祉法人野の花会 福祉

東武ステーションサービス株式会社 サービス

特別養護老人ホーム桜ヶ丘荘 事務

千房株式会社 調理
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農業
大学

私立
短大

国公立
短大

私立
大学

日山株式会社 技能

中野水産(有) 製造
日栄食品株式会社

ヤマト運輸株式会社 鹿児島主管支店 運送

企
業

日本ニューホランド株式会社 技能
ビューテック株式会社 製造

製造

東京ガス 製造

合格おめでとう！！ 五期⽣の主な進路先



Ｓさんは上司から，周囲に気遣いできない人はよいサービスができないと言われた。周囲を
気遣う行動について，Ｓさんが考えたことである。次の(1)～(5)のうち不適当なものを1つ選びな
さい。
(1) 入場券などを買うときに人が並んでいたら，次の人を待たせないように財布からお金を

出しておくようにする。
(2) 雨の日に店を出るドアの前でこれから入ろうとする人と出合ったときは，待たせないよう

に素早く出てあげる。
(3) エレベーターに乗り操作盤の前に立ったときは，周りの人が階数を言いやすいように，

周りの人を見るようにする。
(4) 切符を買うために駅名や金額を案内板で確認するときは，邪魔にならないように券売

機の前から離れて確認する。
(5) 駅のホームや通路など混雑している所でキャリーバッグを引くときは，できるだけ自分

に近づけて引くようにする。
※答えはこのページの下

☆☆ チャレンジ！！ビジネスマナー ☆☆

チャレンジ！！ビジネスマナー の答え

正答は(2)。雨の日は少しでも早く店の中に入りたいと誰でも思う。このような場合は，ドアを開けて先

に店に入ってもらうのが相手を気遣った行動になる。待たせないように素早く出るといっても，出る間相

手を待たせることになるので不適当ということ。

なんのために勉強するの？？ 先生方からのアドバイス その３

常に私は生徒たちに「自分で立って，一人で歩いていけるように」と伝える

と共に，そうあってほしいという願いを込めて日々指導にあたっています。

高校生の大半は，当たり前のようにご飯を食べ，風呂に入り，教科書があり，

勉強する机があります。そのことに慣れてしまい，「今やらないと！ 今頑張

らないと！」という気持ちが薄れ，なんとなく今日一日が楽しければいいと

思っているように感じます。そんな人たちに一つ，考えてほしいことがありま

す。それは，ご飯を作ってくれたり，教科書やノート，勉強できる環境を与え

てくださる保護者が「今日」いなくなってしまったらどうしますかということ

です。

私は父と祖母に育てられました。父は仕事が忙しく，家のほとんどのことは

祖母が面倒を見てくれました。幼い頃から兄と二人，庭掃除や風呂掃除は毎日

課せられ，サボった時は夜であろうと外に放りだされたこともあります。もの

すごく厳格な父で帰ってくる車の音がする度に二階へ逃げたものです。２０歳

を過ぎ，父も５０代を過ぎた頃，ふと，なんとなく父の背中を小さく感じる瞬

間がありました。あの厳格な父の背中が小さい。そう思った時，寂しいという

感情がしたのを覚えています。そんな父も３年前に亡くなりました。本当に急

なことで，正直，今も「現実」として受け止めきれていません。「親孝行した

い時に親はなし」ということわざがあります。言葉のどおりには受け入れられ

ませんが，そのとおりです。

だから，勉強したくない，親なんて，と思っている人たちに伝えたいのです。

今，勉強ができる環境があるうちに，できるだけ多くの知識・技術を身に付け，

磨いてください。それは，将来のあなた自身のためでもあり，今あなたを支え

てくれている全ての人たちへの今できる精一杯の孝行となるはずです。


