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平成２６年度
＜大

進路決定状況（進路別） 平成２６年１２月１５日現在

学＞

福島大学 経済経営学類企業経営専攻

○商業･実務系

弘前大学 農学生命科学部地球環境工学科

東京法律専門学校仙台校 法律学科公務員上級･中級コース

宮城大学 看護学部看護学科

東京法律専門学校仙台校 法律学科

東北学院大学 経済学部

東京法律専門学校仙台校 法律ビジネス公務員初級コース(2)

東北福祉大学 健康科学部保健看護学科

東京 IT 会計専門学校仙台校 IT ビジネス学科

東北工業大学 工学部建築学科

東京 IT 会計専門学校仙台校 情報経理学科情報経理コース

仙台大学 体育学部体育学科(2)

総合学園ヒューマンアカデミー仙台校 ビジネスカレッジビジネス専攻

宮城学院女子大学 学芸学部食品栄養学科

仙台医療福祉専門学校 医療秘書学科

宮城学院女子大学 学芸学部日本文学科

仙台医療福祉専門学校 医療事務学科

石巻専修大学 理工学部食品環境学科

仙台医療秘書福祉専門学校 医療秘書科(2)

石巻専修大学 理工学部生物科学科

盛岡情報ビジネス専門学校 IT エキスパート科

東北芸術工科大学 美術科洋画コース

○教育･福祉系

東京経済大学 コミュニケーション学部

仙台幼児保育専門学校 こども保育科(2)

女子美術大学 芸術学部美術学科芸術文化専攻

仙台こども専門学校 保育科(4)

＜短期大学＞

仙台医療福祉専門学校 社会福祉学科(2)

聖和学園短期大学 保育福祉学科保育専攻(3)

仙台医療福祉専門学校 介護福祉学科

聖和学園短期大学 キャリア開発総合学科

仙台医療秘書福祉専門学校 介護福祉科(2)

仙台青葉学院短期大学 リハビリテーション学科理学療法専攻
修紅短期大学 食物栄養学科
國學院大學栃木短期大学 人間教育学科健康フィールド
上智大学短期大学部 英語学科

＜公 務 員＞

(最終内定先)

気仙沼市職員
特別区(東京 23 区)職員 Ⅲ類

＜専修･各種学校＞

気仙沼･本吉広域行政事務組合(消防吏員)

○医療･衛生系
東京製菓学校 パン本科
エコール辻東京

＜民

間＞

○管 内

ミスパリエスティティックスクール スパ･セラピストコース

株式会社阿部長商店サンマリン気仙沼ホテル観洋

仙台ビューティアート専門学校 美容科ヘアスタイリスト

医療法人 あさひ会 おだか医院（２）

東北医療専門学校 理学療法科

株式会社 横田屋本店

○工業･情報処理系

気仙沼信用金庫(２)

日産栃木自動車大学校 一級自動車工学科

コスモ企画株式会社

日産栃木自動車大学校 自動車整備科(2)

気仙沼ほてい株式会社

仙台工科専門学校 大工技術科

医療法人社団

東北電子専門学校 CG クリエーター科

株式会社 菅野ビジネスセンター

○服飾家政･文化教養系･その他

湖聖会

○県 内

文化服装学院 ファッション流通科

株式会社 ユアテック

東京環境工科専門学校 自然環境保全学科

株式会社 佐沼葬儀社

専門学校デジタルアーツ仙台 デザイン学科

株式会社 わかさ生活東北支社

仙台デザイン専門学校 グラフィックデザイン科

アイリスオーヤマ株式会社

日本デザイナー芸術学院仙台校 グラフィックデザイン科

株式会社 ハンサム

日本デザイナー芸術学院仙台校 デザイン芸術学科

株式会社 一の坊

デジタルアーツ仙台 ミュージックスタッフ科サウンドディレクターコース
ESP ミュージカルアカデミー アーティストスタッフ科

社会福祉法人 共生福祉会 萩の郷福寿苑
○県 外

ESP ミュージカルアカデミー 管楽器リペア科

株式会社東京會舘 日本料理八千代

東北電子専門学校 クリエイティブ分野マンガ・アニメ科

AB アコモ株式会社

仙台総合ペット専門学校 ドッグトレーナー科
仙台アニマルインターカレッジ

合格体験記～公務員編～
私は東京都特別区職員Ⅲ類試験に合格し、来年度から杉並区役所の職員として勤務します。中学三年生の頃から公務員
になりたいと考えていた私は、高校入学後、早い段階から試験対策に取り掛かりました。つらいこともありましたが、合格が決まった時は、
本当に嬉しかったです。お忙しい中、試験に合格するまで指導してくださった先生方、ありがとうございました。
３年３組 熊谷 眞瑚 （特別区（東京２３区）職員Ⅲ類 合格）
私が本格的な勉強を始めたのは三年生になってからでした。二年生からの模擬試験・適性試験の練習には参加していましたが、
受けた後に復習などはしていませんでした。その遅れを取り戻すために、三年生からは猛勉強の日々でした。特に夏休みは一日中机
に座り、模擬試験の解き直しや市販の問題集を解き続けました。二次試験の面接・小論文は先生方に手伝ってもらい、できるだけ多
くの質問・題材に対応できるようにしました。勉強をしていてつらくなるときもありましたが、自分の決めた進路を実現することができて本当に
良かったです。
３年３組 坪井 優太 （気仙沼市職員 合格）
私が今回合格することができたのは、競い合って勉強していたことが大きいと思います。適性試験の練習や模擬試験、学校の定期
考査に至るまで、常に上位を目指し勉強していました。公務員試験の勉強は、学校の授業を通して一般知識分野の対策をし、一
般知能分野は家庭学習を中心に行い、自分一人で分からない問題は先生に質問することで、効率良く学習できました。これまで多
くの方々にお世話になったので、これから人を助ける仕事を通じて恩返ししていきます。
３年２組 坪井 健太 （気仙沼・本吉広域行政事務組合（消防吏員） 合格）
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新しく生徒会会長になりました、２年４組の小松ちはるです。
新生徒会では「向上心を持ち、結束力のある生徒会」をスローガンに、
一人ひとりの活動を活発化していく集団を目指します。今まで以上に生
徒の意見を反映し、より良い学校を作れるように、活動や話し合いを積
12 月１０日 生徒会サミットの様子
極的に行っていきます。これからの生徒会に期待していてください。

☆高校生地産地消お弁当コンテスト☆
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初めは「地元の食材を使った
お弁当」のメニューを考えるこ
とに苦労しましたが、実際にメニューが完成し、練習と試食を繰り
返すうちに、より良い作品を作りたいと思うようになりました。和
美先生に放課後や休日に練習を手伝っていただいたおかげで、本番
では緊張することなく、手際よく調理できました。結果は、お弁当
の完成度や手際の良さを評価され、県知事賞をいただきました。男
子でも作れるので皆さんもぜひ、お弁当を作ってみてください。

私たちは、いつもとは違った視点で地元の特産品の素晴らしさを表
現することに挑戦しました。試行錯誤を重ね、鮭とかんぴょう風に味
付けをしたわかめの裏巻き、ゆずの香る秋刀魚のシュウマイを完成さ
せました。その他にも、ふのりの出し巻き卵、大根のお浸し、茶豆を
使ったスイートポテトも地元の食
材をたっぷりと使ったものになっ
ています。このお弁当を通して地
元の特産品の様々な食べ方を知っ
ていただけたら嬉しいです。
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