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進路決定状況（進路別）

＜大
学＞
○私立
東北学院大学 文学部英文学科(２)
東北学院大学 教養学部地域構想学科
東北学院大学 経営学部経営学科
東北学院大学 教養学部言語文化学科
石巻専修大学 理工学部生物学科
東北工業大学 工学部建築学科
東北福祉大学 総合福祉学部社会福祉学科
仙台白百合女子大学 人間学部心理福祉学科
尚絅学院大学 総合人間科学部健康栄養学科
尚絅学院大学 総合人間科学部子ども学科
尚絅学院大学 総合人間科学部現代社会学科
東北生活文化大学 家政学部家政学科
仙台大学 体育学部体育学科(２)
東北芸術工科大学
デザイン工学部コミュニティデザイン学科
東北芸術工科大学
デザイン工学部グラフィックデザイン学科
東北芸術工科大学
デザイン工学部建築･環境デザイン学科
東京富士大学 経営学部経営学科
神田外語大学 外国語学部アジア言語学科韓国語専攻
千葉科学大学 薬学部生命薬科学科
東海大学 農学部応用植物科学科
北里大学 獣医学部生物環境科学科
大東文化大学 法学部法律学科
＜短期大学＞
○国公立
大月短期大学 経済学科
○私立
聖和学園短期大学 保育福祉学科保育専攻(３)
聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科
仙台青葉学院短期大学リハビリテーション学科（２）
東北生活文化大学短期大学部
生活文化学科子ども生活専攻
修紅短期大学 食物栄養学科
聖徳大学短期大学部 保育第一学科
愛国学園短期大学 家政科家政専攻
＜看護専門学校・准看＞
花巻高等看護専門学校
気仙沼市立病院附属看護専門学校（５）
旭中央病院附属看護専門学校
気仙沼市医師会附属准看護学校(２)

一関医師会付属一関准看護高等専修学校

平成２６年２月２５日現在

＜専修･各種学校＞
○工業･情報処理系
宮城県立気仙沼高等技術専門校 自動車整備科（２）
東北電子専門学校 ゲームエンジニア科
東北文化学園専門学校 環境エクステリア科(２)
仙台医療福祉専門学校 医療情報管理学科
○医療･衛生系
東京メディカル･スポーツ専門学校 理学療法科
仙台リハビリテーション専門学校 理学療法科
東北文化学園専門学校 視能訓練士科
仙台ヘアメイク専門学校 美容本科
仙台ヘアメイク専門学校 美容本科総合コース
ミスパリビューティ専門学校大宮校
トータルビューティ科
東北ヘアモード学院 美容科
仙台カフェ＆スイーツ専門学校(２）
○商業･実務系
総合学園ヒューマンアカデミービジネスカレッジ
ビジネスコース
仙台医療福祉専門学校 医療事務学科
仙台医療福祉専門学校 医療秘書学科
東北保健医療専門学校 医療秘書科
仙台医療秘書福祉専門学校 秘書科
仙台総合ビジネス公務員専門学校 経理ビジネス科
仙台ウェディング＆ブライダル専門学校
ウェディングプランナー科
仙台ウェディング＆ブライダル専門学校
ブライダルコーディネーター科
仙台大原簿記情報公務員専門学校 事務職総合コース
東京法律専門学校仙台校 公務員初級コース
○服飾家政･文化教養系･その他
仙台リゾート＆スポーツ専門学校 健康スポーツ科
総合学園ヒューマンアカデミーマンガカレッジ
イラストコース
東北動物看護学院 動物看護総合学科
仙台総合ペット専門学校 トリマー科
○教育･福祉系
仙台こども専門学校 保育科
盛岡社会福祉専門学校 介護福祉科
○農業系
宮城県農業大学校 アグリビジネス学部
※就職は裏面になります。

＜公 務 員＞
気仙沼･本吉広域行政事務組合(消防吏員)
陸上自衛隊 一般曹候補生
陸上自衛隊 候補生
＜民
間＞
○管 内
有限会社 海洋館
株式会社 ヤマサカ
Mio テクノロジー 株式会社
株式会社 小野良組(２)
株式会社 小野万（３）
株式会社阿部長商店 気仙沼プラザホテル
梅村マルティナ気仙沼 FS アトリエ株式会社
社会福祉法人キングス･ガーデン宮城(５)
医療法人社団 湖聖会
株式会社 パルポー
株式会社ライフクリーンセンター気仙沼

○県 内
株式会社 仙台銀行
アイリスオーヤマ株式会社
株式会社 ジオラ
株式会社 ドリームジャパン
株式会社 ハンサム仙台事業所
株式会社 一の坊
社会福祉法人 幸生会
日本郵便株式会社 名取郵便局
○県 外
株式会社 東京美々卯
株式会社 加和喜フーズ 岩手
サイシンフードサービス
株式会社 ベルプラス
株式会社 かわむら岩手工場
株式会社 マイヤ
社会福祉法人 大桜会

「より豊かな人生を！」
キャリアアドバイザー 小野 喜男
三年生の皆さん、卒業おめでとうございます。これから、進学して勉学を続ける人、就職して社会へと出て行く人と、進路は
様々ですが、気仙沼西高校で培った人間力を更に伸ばしていって、それぞれの場で活躍していって欲しいと思います。
現在、社会は変化が激しく、色々な局面で流動的な様子を呈しています。そのことに不安を感じている人もいることでしょう。し
かし、そのような状況は、見方を変えれば、若い皆さんにとってチャンスでもあります。自分が属する組織にとって、必要不可欠な
存在となれるよう、自分の得意分野で、スキルアップを目指して常に努力を続けていって下さい。そのように常に自分を磨いていく
ことは、社会的な成功への道というだけではなく、自分の人生をより豊かなものにしていくことにもつながると思います。
人生は、順風満帆な時だけではなく、何度も壁に遮られるかもしれません。しかし、それらを乗り越えていってこそ更に、ひとまわ
り、ふたまわりと成長していくことになります。皆さんは、きっとそれができると思います。皆さんの豊かな人生を祈念しています。

３年間の努力に輝かしい賞が贈られます。
＜皆勤賞＞
＜皆勤賞＞
２組：菅原
２組：菅原駿、中澤
駿、中澤良輔、梶原
良輔、梶原茉子、白幡
茉子、白幡光光
３組：畠山
直己、西條
佑佳
３組：畠山 直己、西條 佑佳
４組：小野寺
４組：小野寺達彦、工藤
達彦、工藤大地、畠山
大地、畠山瑞希、津田
瑞希、津田純奈
純奈
＜向学賞＞
＜向学賞＞
１組：小野寺
１組：小野寺春花、佐藤
春花、佐藤博映、村上
博映、村上香菜
香菜
２組：三浦
２組：三浦真奈
真奈
３組：久保
３組：久保悠悠
＜功績賞＞
＜功績賞＞
1 組：西城
1 組：西城綾乃
綾乃
２組：濱登
２組：濱登太駆、小山
太駆、小山志緒里
志緒里
３組：佐々木
３組：佐々木裕太、遠藤
裕太、遠藤里美
里美
４組：畠山
４組：畠山瑞希、及川
瑞希、及川千穂
千穂
＜多読賞＞
＜多読賞＞
1 組：小梨
1 組：小梨麻衣
麻衣
２組：三浦
真奈
２組：三浦 真奈
３組：西條
３組：西條佑佳
佑佳
４組：津田
４組：津田純奈、高橋
純奈、高橋優優

★☆ 予 餞 会 ★☆
２月７日（金）に本校佒育館で予餞会が行われました。
当日は、吹奏楽部の演奏や、部活動の後輩からのメッセ
ージ、そして３年間
を振り返るムービ
ーを鑑賞するなど、
大いに盛り上がり
ました。
後輩たちから３年
生へ感謝の気持ち
が伝えられました。

●○先輩の話を聞く会●○
２月１４日（金）総合的な学習の時間に、今年度卒業の１２
名の先輩方から、進路についての話をして頂きました。進
路選択から合格ま
での過程、面接で
の言葉遣い等、身
近な存在である先
輩の貴重な経験に、
１・２年生は真剣に耳
を傾けていました。

