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平成２７年度 進路決定状況（進路別） 平成２８年２月２６日現在
＜大

学＞

東北学院大学 経済学部経済学科 ・ 経営学部経営学科

○商業･実務系

東北福祉大学 教育学部教育学科 ・ 健康科学部医療経営管理学科

宮城県立気仙沼高等技術専門校 オフィスビジネス科（２）

尚絅学院大学 総合人間科学部人間心理学科

東京法律専門学校仙台校 行政学科

仙台大学 体育学部体育学科

仙台大原簿記情報公務員専門学校 総合公務員学科

宮城学院女子大学 学芸学部人間文化学科 ・ 学芸学部日本文学科

上野法律ビジネス専門学校 行政学科

宮城学院女子大学 教育学部教育学科（２）

仙台ウエディング＆ブライダル専門学校
ブライダルコーディネーター科

仙台白百合女子大学 人間学部健康栄養学科 管理栄養専攻
岩手医科大学 薬学部
いわき明星大学 薬学部薬学科
茨城キリスト教大学 経営学部経営学科

仙台医療秘書福祉専門学校 医療事務科
仙台大原簿記公務員専門学校ビジネス学科
○服飾家政･文化教養系･その他

城西国際大学 メディア学部メディア情報学科

宮城文化服装専門学校 ファッションビジネス科

女子美術大学 芸術学部アート・デザイン表現学科

専門学校日本デザイナー芸術学院仙台校 デザイン芸術学科

関東学院大学 法学部法学科

アニマルインターカレッジ専門学校 愛犬美容専修学科（２）

東北文化学園大学 医療福祉学部保健福祉学科（２）

日本工学院専門学校 コンサートイベント科

盛岡大学文学部英文学科

仙台リゾート＆スポーツ専門学校 スポーツ保育科

＜短期大学＞
山形県立米沢女子短期大学 国語国文学科（２）

仙台リゾート＆スポーツ専門学校健康スポーツ科
日本工学院八王子専門学校ミュージックカレッジ
ミュージックアーティスト科

聖和学園短期大学 保育学科（２） ・ キャリア開発総合学科（２）
仙台青葉学院短期大学 こども学科

日本工学院八王子専門学校クリエイターズカレッジ
マンガ・アニメーション科

仙台青葉学院短期大学 歯科衛生学科 ・リハビリテーション学科
盛岡大学短期大学部 幼児教育科（３）

ESP ミュージカルアカデミー ミュージシャン科

修紅短期大学 食物栄養学科

東北外語観光専門学校 エアライン科

＜看護専門学校＞ （延べ人数 ※実人数）

＜公 務 員＞

気仙沼市立病院附属看護専門学校（５ ※５）

国家公務員税務職員

石巻赤十字看護専門学校（２ ※１）

神奈川県警察官

仙台徳州看護専門学校(２ ※０)
さいたま赤十字看護専門学校（１ ※０）
＜専修･各種学校＞
○医療･衛生系

自衛官候補生（２）
＜民

間＞

○管 内
株式会社 角萬

気仙沼市医師会附属准看護学校（７）

医療法人 あさひ会 おだか医院（２）

新東京歯科衛生士学校 歯科衛生士科

株式会社 モリヤ

宮城調理製菓専門学校 調理師科

有限会社 三雄商会

仙台医療秘書福祉専門学校 医療保育科

医療法人社団 齋藤外科齋藤外科クリニック

東日本医療専門学校 鍼灸スポーツ科学科

株式会社 かわむら

宮城高等歯科衛生士学院 歯科衛生士科

医療法人社団

国際メディカルテクノロジー専門学校 臨床工学技士科

株式会社 菅野ビジネスセンター

東北保健医療専門学校 理学療法科
日本美容専門学校 専門科

湖聖会（２）

社会福祉法人 なかつうみ会
○県 内

東京メディカル・スポーツ専門学校柔道整復師科

株式会社 モトキ

城西放射線技術専門学校

株式会社 東北セイムス

○工業･情報処理系

アイリスオーヤマ 株式会社

宮城県立気仙沼高等技術専門校 自動車整備科

株式会社 一の坊

東北電子専門学校 システムエンジニア科

社会福祉法人 幸生会

○教育･福祉系

○県 外

盛岡社会医療福祉専門学校 介護福祉科

花巻温泉 株式会社

仙台医療福祉専門学校 介護福祉科

学校法人愛泉学園認定こども園 千厩小羊幼稚園・千厩こひつじ園
東京ヤサカ観光バス 株式会社
株式会社 ベルーナユナイテッド

「進路達成のために」
３学年主任
村上 博美
おかげざまで，３学年１１１名の生徒が学びの舎を旅立つときを迎えました。進路先については，一覧の通り
となっておりますが，ここまで多くの方々にご指導いただき，進路目標を達成することができましたことに心か
ら感謝申し上げます。生徒たちは，受験で多くのことを学び，今後の糧となる力を身につけることが出来ました。
全体的に 1 年次より看護医療系を目指す生徒が多い学年でしたので，地元の気仙沼市立病院付属看護専門学校
に進学する生徒が例年より多くなっています。特に，震災後の気仙沼で医療に携わりたいという熱い気持ちから
地元志向者が多く，将来は地域医療に根ざした訪問看護に尽力したいという具体的なビジョンまで持っているこ
とに驚かされました。また，リハビリや介護にも興味関心が高い生徒が多かったので，早い段階から資格が取得
できる学校へどのような入試で臨んだらよいのかを担任と相談し，受験に備えました。気仙沼市立病院の整形外
科で理学療法士の方にお話を伺ったことや，福祉施設への訪問は面接や小論文対策にとても参考になったと聞い
ています。実際，現場を自分の目で見ることは，資料や HP ではわからない大切なことに気付くチャンスなのだ
と思います。また，面接では個人面接だけでなく，テーマを与えられてグループディスカッションするという形
式が増えてきているようです。直前の対策では間に合わないので，日頃から新聞や本，テレビのニュース等の話
題に対して考える習慣を身につけることが必要だと思います。他者の意見を傾聴し，自分の考えを発表する機会
は，日常の活動の中にもあります。クラスの HR 活動や委員会または部活動でも問題に対しての解決策を考えた
りすることで，必要な力は磨かれていくと思います。小論文においても同じ事が言えます。目的意識を持つこと
で，自分がやるべき事が見えてくると，生徒の姿をみて感じました。
また，民間就職については，キャリアアドバイザーの方のきめ細かいご指導により，希望の職種に多くの内定
をいただきました。公務員採用試験も年々厳しくなっていますが，国家公務員税務職員の採用試験で難関を突破
し合格しました。その他にも県職や市役所等複数の合格をいただいた背景には，徹底した受験対策があったよう
です。授業を大切にする基本的な部分と，講習や適性検査の練習に欠かさず参加する姿勢が合格へと導きました。
これからもどんどん多様化する社会に対応していくためにも，高校生活での学びが大切になってくるはずです。
在校生のみなさんには，日頃の学習活動だけではなく，進路達成のために部活動やボランティア活動に積極的に
取り組むことをおすすめします。いざという時に，そこで学んだことが自分を助けてくれるはずです。

「先輩の話を聞く会」 ２月１０日（水）
１・２年生対象に，３年生の進路先決定者１２名から進路決定に向け
てのアドバイスをいただく，
「先輩の話を聞く会」が行われました。
受験勉強のポイントや，高校生活でやっておくべきことをメモしなが
ら熱心に聞いていました。
～感想の抜粋～
コミュニケーション能力を高めるために，ボランティア活動に参加
したり，非言語的表現力を高めることが大切であると考えました。ま
た早めの対策が必要であることや，オープンキャンパスへの参加が大
事であることも知ったので，私も志望大学に合格できるように頑張っ
ていこうと思います。
（２年生女子）

３年間の努力に
輝かしい賞が贈られます
＜皆勤賞＞

菊田愛吏 熊谷文菜
藤村朱音 水上奈緒

熊谷未来 佐藤梨乃
鈴木広洋 熊谷里奈

＜向学賞＞ 岩槻千恵理 小野寺ことみ

熊谷琴美 熊谷実紗
齋藤明奈 横山美咲

熊谷実紗 水上奈緒

庄子沙来
軍司恭太

髙橋里沙
芳賀沙耶加

本田樹里 村上菜月

＜功績賞＞

佐藤 晴菜 【陸上競技部】２年・３年 東北総体出場（女子混成七種）
藤 村 綾 【陸上競技部】３年 東北総体出場（走り高跳び）
小野寺裕香 【情報科学部】全商主催検定で５種目１級取得
吉田 美優 【家 庭 科】県主催の高校生地産地消お弁当コンテストで
村上 菜月
宮城県知事賞受賞

＜多読賞＞

畠山美咲

大谷萌子

伊東

希

村上

瞳

庄子沙来

