
■体育コース

■総合ビジネスコース

ハローワーク ガイダンス、面接指導、就職相談
ジョブカフェ ガイダンス、面接指導、就職相談
 ビジネスメイクアップ指導、事業所訪問
市内洋服店 スーツ着こなし指導
市内事業所 インターンシップ
 課題研究授業での職場実習
 （通年週１回、総合ビジネスコース）

外部機関との連携で
手厚い就職指導！

県内外の希望企業に内定！

これまでの主な就職先（全コース対象）

【一関管内】一関信用金庫/いわて平泉農協/アズマプレコート/アロン社/一関製箔
/ウェーブロックインテリア/佐原/SHOEI/スガワラ製作所/千住電子/大昌電子/高
木工業所/東北オカヤ/長島製作所/ニットーハイ/日ピス岩手/日本端子/伸原工業
所/富士通ゼネラルエレクトロニクス/フタバ平泉/川嶋印刷/朝田建設/千葉建設/
丸紅建設/佐藤工夢店/日本ビルコン/古戦場商事/斎藤松月堂/世嬉の一酒造/オ
ヤマ/スポーツアカデミー/バイタルネット/フジ・コーポレーション/マイヤ/マリアー
ジュ/丸江/一関病院/昭和病院/いちのせき会/二桜会/柏寿会/室根孝養会など
【岩手県内】東日本旅客鉄道/宮古信用金庫/新岩手農協/イーエヌ大塚製薬/岩手
製鉄/キオクシア岩手/JX金属プレシジョン/ジュピター工業/TDK秋田北上工場/ト
ヨタ自動車東日本/東北日東工業/平野製作所/盛岡セイコー工業/吉川化成/A
コープ北東北/ツルハ/みちのくコカ・コーラ/ALSOK岩手/岩手ホテルアンドリゾー
ト/盛岡ターミナルビル/共栄薬品（カーブス事業部）/日進医療食品/トヨタレンタ
リース岩手/釡石瓦斯/釡石森林組合/阿部繁孝商店/アマタケ/岩手ニチレキ/小田
島組/いすゞ 自動車東北/北上運輸/佐川急便/白金運輸/衣川会/つつじ会など【宮
城県内】仙台農協/みどりの農協/北上川沿岸中田地区土地改良区/登米村田製作
所/豊田合成東日本/トヨテツ東北/YKKap/近代建設/前川製作所/ニチイ学館（気
仙沼市立病院）/イオンリテール/カメイ/仙台トヨペット/日産プリンス/南三陸ホテ
ル観洋/鳴子ホテルマネジメント/松島観光物産館/足利本店/愛工大興/佐川急便/
山九仙台事業所/三陸運輸など【関東・その他】東京ガス/小田急電鉄/九州旅客鉄
道/京浜急行電鉄/京成電鉄/朝日信用金庫/城南信用金庫/シード/SUBARU/トヨ
タ自動車/山崎製パン/横浜ゴム/など【公務員】盛岡地区消防/宮古地区消防/奥州
金ヶ崎地区消防/岩手県警察/秋田県警察/警視庁/自衛隊など

　私が進路達成に向けて努
力したことは、まずルールとマナ
ーを徹底することです。いつ社
会に出ても対応できるように
規則正しい生活を心がけ、目
上の方に対する言葉遣いや、
身だしなみを整えることを大切
にしてきました。就職活動に関
しては、特に面接練習に力を
入れました。なぜかというと、面
接が苦手だったからです。面接
官の先生の指導のもと、何度
も練習を重ねることで、本番に
は自信を持って臨むことができ
ました。後輩の皆さん、練習は
嘘をつきません。十分な準備を
重ねて試験に臨んでください。

　私は事務職員を目指していたため、総合ビジネスコースを選択し、簿記や
Excel等、仕事に役立つ資格を取得するために日々勉強に励んできました。
その結果、学校で受験ができる資格は全て取得しました。これまで私は、物
事に本気で打ち込み努力をするという経験がありませんでした。取得した資
格はもちろん財産になりますが、それ以上に物事に本気で打ち込み努力を
するという経験が私にとって大きな財産となりました。この経験を糧に、１人
の社会人として成長していけるように、何事にも努力を重ねていきたいです。
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商業部
ニットーハイ株式会社 東北事業所［一般事務］

　私が希望進路を実現するために特に力を入れて取り組んだのは面接
練習です。硬式野球部で3年間大切にしてきた礼儀や挨拶、コミュニケー
ション能力を発揮する絶好の場であると考えたからです。後輩の皆さんの
中には面接に苦手意識がある方もいるかもしれません。しかし、面接は練
習すればするほど、自分が思っていることを上手に伝えることができるよう
になります。様々な進路ガイダンスの中で学んだことですが、企業の人事
担当者が求める力はコミュニケーション能力だそうです。面接練習を重ね、
コミュニケーション能力を磨いてください。きっと試験にも、社会に出てから
も生かされるはずです。

　私が就職試験にむけて一番努力したことは面
接練習です。どのような質問をされてもいいように
回答内容を考え、模擬面接を繰り返し行うことで自
信をつけることができました。同様に筆記試験や適
性検査の対策も毎日継続することで自信をつける
ことができました。自信を持って臨んだ試験当日は、
やってきたこと全てを出し切る事ができました。後輩
の皆さん、十分な準備によって自信を持って試験
に臨んでください。必ず、その準備は報われます。

硬式野球部
東日本旅客鉄道株式会社［鉄道職・乗務員］

　高校生を対象とした岩手県内の公務員試験は9月に実
施されます。私は硬式野球部に所属しており、8月に行われ
た東北大会が終わってから最終的な追い込み学習をしまし
た。試験問題では普段の授業では習うことのない分野の問
題も多く出題されます。一から学ぶ必要があるため、昼休み
に週3回行われている公務員課外に2年生の時から通いま
した。部活動と勉強の両立は、時間調整という意味でも、体
力的にも大変なことだとは思います。後輩の皆さん、強い意
志を持って目標の実現に向けて頑張ってください。

硬式野球部
盛岡地区広域消防組合［消防職］

硬式野球部
小田急電鉄株式会社［鉄道職・駅務］

　私はこの一関学院で吹奏楽を続けたいと思い入学しまし
た。部活動を通して、皆で１つのことを成し遂げる達成感と
コミュニケーション能力を得ることができました。また私は総
合ビジネスコースでの日 を々通して多くの資格を取得するこ
とができました。はじめて見聞きすることが多かったのです
が、先生方が親身になって教えてくださったおかげで無事に
資格を取得し、それらが希望進路を実現するための強みに
なりました。先生方や友達、家族などたくさんの方の支えが
あったからこそ勉強や部活動に打ち込むことができました。
皆さんも感謝の気持ちと目標を胸に頑張ってください。

吹奏楽部
一関信用金庫［金融事務］

　私は、3年間、様々なことに努力を重ねてきました。特にも卓球部の活動では、
少人数というハンディを抱えながらも、それを強みとできるよう自分達でメニューを
考え、活動に励んだ結果、高校2年時の県大会でベスト16まで勝ち進むことが
できました。新型コロナウィルスの関係で、高校3年時の大会は行われませんで
したし、就職活動も例年とは違った形となりました。そういった中で無事に内定を
頂けたのは、内定に向けて創意工夫を重ねながら努力し続けることができたから
だと感じています。

卓球部
社会福祉法人つつじ会 まえさわ苑［介護職］

吹奏楽部
株式会社ニチイ学館［医療事務（気仙沼市立病院）］

　私はコース選択時、総合ビジネスコースを選択しました。難しい教科もありましたが、各
教科の先生方が丁寧に教えてくださったので、諦めずに資格取得に向けて頑張ることが
できました。様々な検定試験に挑戦することで、資格を活かした仕事に就きたいと考えるよ
うになり積極的に就職先の情報を集めることに繋がりました。その結果、早期に志望先を
確定し、十分な準備を重ねることで内定をいただくことができました。資格に挑むことがで
きたのも、第一志望の企業から内定をいただけたのも、サポートしていただいた先生方の
お陰です。皆さんも支えてくれる人を大切に、希望進路の実現に向けて頑張ってください。

ソフトテニス部
株式会社 大昌電子 岩手工場［事務職］

　私は体操を続けるために一関学院高校に入学しました。中学生の頃は、勉強
もあまりせずに体操ばかりを大切にしていたので、勉強は苦手でした。けれど、入
学後、基礎から丁寧に教えて頂いたお陰で、2年進級時には文武両道を実感で
きるようになりました。各種検定を取得することもでき、体操で身につけた精神力
や先生方のご指導によって業界大手の㈱SHOEIに内定をいただく事が出来ま
した。苦手と勝手に諦めていた私に寄り添い、教えて頂いた先生方のお陰です。
3年間、本当にありがとうございました。

体操部
株式会社 SHOEI 岩手工場［製造スタッフ］

　私は総合ビジネスコースで取得した資格を活かしたいと考
え、医療事務を志望しました。ただ、過去の先輩方の受験情
報が少ない分野であったために不安もありました。さらには、
新型コロナウィルスの影響で例年よりも就職試験が1ヶ月程
延び、吹奏楽部としての集大成である定期演奏会の準備と
の両立が大変でした。そんな状況を解消で生きたのが先生
方のアドバイスと早めの準備です。この先も、大切なことを並
行して進めていかなければならないことがあると思います。そ
んな時、この経験を生かして早めの準備を心がけていきます。

硬式野球部所属

学校法人一関学院 一関学院高等学校 〒021-0871 岩手県一関市八幡町5-24 ｜ TEL 0191-23-4240 ｜ FAX 0191-23-4245  ｜  info@ichinoseki-gakuin.jp  ｜  https://ichinoseki-gakuin.jp/

資格を武器にして、
女子に大人気の事務、
医療事務を仕事に。
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■特別進学コース

■進学コース

学校法人一関学院 一関学院高等学校 〒021-0871 岩手県一関市八幡町5-24 ｜ TEL 0191-23-4240 ｜ FAX 0191-23-4245  ｜  info@ichinoseki-gakuin.jp  ｜  https://ichinoseki-gakuin.jp/

With hard work and e�ort, our dreams have come true.

これまでの主な進学先（全コース対象）

【国公立大学】弘前大学／岩手大学／福島大学／岩手県立大学／秋田県立大学／公立はこだて未来大学／高崎経済大学【私立大学】札幌大学／札幌学院大学／函館大学／北海道科学大
学／青森中央学院大学／八戸学院大学／岩手医科大学／岩手保健医療大学／盛岡大学／富士大学／ノースアジア大学／石巻専修大学／仙台大学／東北学院大学／東北工業大学／東
北福祉大学／東北文化学園大学／宮城学院女子大学／尚絅学院大学／東日本国際大学／医療創生大学／国際医療福祉大学／流通経済大学／共栄大学／武蔵野学院大学／清和大学／
城西国際大学／千葉工業大学／江戸川大学／明海大学／東京情報大学／国際武道大学／城西大学／東京国際大学／法政大学／大正大学／日本大学／國學院大學／駒澤大学／大東文
化大学／拓殖大学／東京農業大学／亜細亜大学／嘉悦大学／東洋大学／東海大学／多摩大学／芝浦工業大学／日本体育大学／日本女子体育大学／二松學舍大学／東京造形大学／関
東学院大学／松蔭大学／洗足学園音楽大学／山梨学院大学／佛教大学／大阪学術大学／帝塚山学院大学／中部大学【短期大学】盛岡大学短期大学部／修紅短期大学／仙台青葉学院短
期大学／聖和学園短期大学／仙台赤門短期大学／東北生活文化大学短期大学部／日本大学短期大学部／和泉短期大学／川崎市立看護短期大学【専修･専門学校】岩手県立二戸高等技
術専門校／岩手県立宮古高等看護学院／岩手看護専門学校／盛岡医師会附属盛岡准看護学院／花巻高等看護専門学校／水沢学苑看護専門学校／一関市医師会附属一関准看護高等専
修学校

7年連続､国公立大学合格！
充実した部活動と勉強を両立させて、
きっちり進路目標を達成させました。

　私は3年間吹奏楽部員として部活動に力を入れてきました。部活動ばかりだ
ったためあまり勉強に力を入れてなかったのですが、看護師になると決心してか
らは部活動と勉強の両立を頑張りました。勉強する習慣を身に付けるために看
護課外に参加しました。少人数なので、分からないところをたくさん質問でき、自
分のペースで学習することが出来ました。後輩の皆さん。高校生活はとてもあっ
という間です。後悔のないよう、日 を々大切に生活してください。応援しています！

吹奏楽部
水沢学苑看護専門学校

　私は早い段階から進学したいと決意していたため、部活動と両立しながら
受験対策を行いました。特に、面接練習は最も時間をかけました。その結果、
本番では自信を持って面接に臨むことができ、無事に合格をいただきました。
このような結果は、自分自身の努力もありますが、それ以上に指導してくださ
った先生方や、友人のおかげであります。この感謝の気持ちをいつの日も大
切に大学生活を送っていきます。最後に、この短い高校生活で、10年後の
自分自身の未来が決まると思います。将来の自分を思い描き、自分の手で未
来を切り拓いていってください。

硬式野球部
東北学院大学 教養学部地域構想学科

　私はソフトテニス部の活動に力を入れてきました。練習メニュ
ーの中で自主練習の時間が多く取り入れられ、自分達で考え
行動する自主性を伸ばすことができました。これが自信につな
がり、日常生活の中で様々なことに挑戦するための力となりまし
た。また仲間と協力し、質の高い練習環境の構築を目指すこと
は主体性の向上につながりました。進学後も学んだことを活か
し、勉強や部活動の他にも、興味のあることにとことん挑戦して
いこうと思います。

ソフトテニス部
東海大学 情報通信学部
情報メディア学科

陸上競技部
法政大学 社会学部社会学科

　私は進路実現のため勉強と部活動のどちらも力を入れてきました。野球部に所属し
ており練習は大変でしたが、それでも毎日家庭学習を怠りませんでした。そのため、本格
的に進路活動が始まった時にこれまで積み重ねてきた成果や自信が大きな武器となり
ました。時に挫折感を味わうこともありましたが、友達や先生方のお陰で前を向くことが
できました。受験本番は1人で臨むものですが、それまでの道のりで支えてもらった方々
や、経験が自分自身を強くしてくれます。それを忘れずに準備に励んでみてください。

硬式野球部
東北福祉大学 総合福祉学部福祉行政学科

　私は学院の特進で、少人数クラスと
いう特色を活かした先生方の丁寧な御
指導のおかげで、女子バスケットボール
部で全国大会ベスト16進出という目標
を掲げながらも、弘前大学に合格するこ
とができました。本気で部活動に取り組
みながら、大学を目指すことのできる環
境がここにはあります。この環境を活か
すことができるかは、自分の行動次第で
す。後輩の皆さん、自分が今何をしなけ
ればいけないのかを考え、実行し、夢に
向かって頑張ってください。

　今年の受験はセンター試験が大学入
学共通テストに切り替わったり、新型コ
ロナウイルスが流行したりと、全国の受
験生にとって不安な点が多くあったと思
います。しかし、少人数クラスである特別
進学コースでは、担任の先生や進路指
導の先生方のもと、早期から一人一人
の進路に合わせ受験対策を行ってくだ
さいました。そのため、早めに面接や小
論文の対策を行うことができ、受験に対
しての不安が払拭されました。また、苦手
科目であった生物と政治経済は教科担
当の先生に課題を出してもらい、間違っ
たところの解説をしていただきました。そ
の結果、受験本番では他教科よりも高
得点を取ることができ、非常に感謝して
います。ここまで細かく、丁寧な指導をし
て下さるのは学院の特別進学コースだ
けだと思っています。皆さんも環境の整
った場所で、自分の進路実現に向けて
励んでください。

女子バスケットボール部
弘前大学 人文社会科学部文化創生課程

　
川崎市立看護短期大学 看護学科

　特別進学コースでは１年生の頃から何
度も面談を行うことで、話し合いを続ける
中で大学で学びたいことや将来自分が
やりたいことについて、じっくりと考えてい
きます。そうして目標を明確にすることで、
今自分がどんな力が必要なのかがはっき
りとするため、主体的に学ぶ姿勢を身に
つけられます。また、ひたすら勉強を頑張
るだけではありません。このように、特別進
学コースでは大学進学を目指しながら、勉
学も日常生活も充実した３年間を過ごす
ことができます。

特別進学コース
3学年担任

　特別進学コースの利点は2つありま
す。1つ目は少人数であることです。その
ため、どんな些細な疑問でもすぐに質問
することができます。2つ目はベテランの
先生方が授業を担当してくださることで
す。その先生方は高校生が間違えやす
いところや苦手なところを完璧に熟知し
ていらっしゃいます。効果的に指導してく
ださるため、勉強に大きく躓いたり、苦手
や嫌いになったりすることはありませんで
した。私は、以上のような環境の中で身
につけた学びに向かう力を大学でも活か
し、将来の目標に向かって突き進みたい
と思います。

　
高崎経済大学 経済学部経済学科

　私が明確な将来の目標と進学先を決めたのは3年生の夏でした。入試までに
準備が整ったのは看護課外の試験対策と、先生方の手厚い面接指導があった
お陰です。得意な事を伸ばし、知りたいことをすぐに質問しに行ける環境が志望
校合格へ導いてくれました。また、私は3年間吹奏楽部として活動していました。
部員との出会いや出来事を通じて自分の将来も真剣に考えることができました。
勉強との両立で忙しい日々でしたが、高校生活のどんな時間も私の宝物です。

吹奏楽部
東北福祉大学 健康科学部保健看護学科
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　私は陸上競技部に所属し、日々目的を持って練習に励みました。駅伝有名校と呼ばれる大学に進学したか
ったためです。その結果、私は3年間、全国高校駅伝を走らせていただき、主将も務めさせていただきました。さ
らには駅伝有名校の中でも伝統校と呼ばれる法政大学から合格をいただくことができました。高校生活を通し
て、目標と目的を持つことの重要性を体感しました。皆さんも目標を持って一生懸命に物事に取り組めば、それ
に応じた結果がついてくると思います。それぞれの目標に向かって頑張ってください。

高いレベルで文武両道を実現。
その先に、それぞれの花咲く道がある。

１人を大切に。大切に大切に。
個々のレベル、
性格に合わせて花咲く日まで。

競技の継続、専門分野の勉強、医療や公務員への道も。


