
一関市
 ガイダンス、工場見学会
ハローワーク
 ガイダンス、面接指導、就職相談
県南振興局（ジョブカフェ）
 ガイダンス、面接指導、就職相談
 工場見学会、事業所訪問
 ビジネスメイクアップ指導
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）
 スーツ着こなし指導

■ 体育コース

外部機関との連携で
手厚い就職指導！

令和3年度就職先
（全コース対象）

【一関管内】㈱石橋ホテルいつくし園／一関信
用金庫／SWS東日本㈱／㈱オヤマ／川嶋印
刷㈱／㈱KSトランスポート／グループホーム
ふるさと／㈱駒沢美装／佐川急便㈱／㈱佐原
／三光化成㈱／㈱SHOEI岩手工場／austyle
一関（田中電子㈱）／㈱大昌電子岩手工場／㈱
長島製作所／㈱日本観光アセットマネジメント
山王山温泉瑞泉郷／日本端子㈱花泉工場／㈱
バイタルネット一関支店／藤田塗装工業／㈱
富士通ゼネラルエレクトロニクス／㈱プレス
テージインターナショナル岩手BPO一関ブラ
ンチ【岩手県内】㈱エイジェック北上雇用開発セ
ンター／㈱及富／金沢漁業㈱／㈱ケー・アイ・
ケー／㈱KYコーポレーション（やまなか家）／
白石食品㈱／太平洋セメント㈱大船渡工場／
太陽鉱油㈱／㈱デンソー岩手／DOWA通運㈱
／東日本旅客鉄道㈱／盛岡日産モーター㈱／
UDトラックス岩手㈱／㈱リアスホーム【宮城県
内】アイリスオーヤマ㈱／㈱ENEOSウイング
東北支店／佐藤通信工業㈱／トヨタ自動車東
日本㈱／㈱日高見牧場／㈱マイホーム／㈱
Wonderwall【関東】㈱オオゼキ／㈲小野電気
／（医法）慶友会慶友整形外科病院／㈱ハンサ
ム【公務員】一関市職員（消防職）／陸上自衛隊
一般曹候補生／陸上自衛隊自衛官候補生

　私はソフトテニス部の活動で、コミュニケーション能力や自
己分析の大切さに気づくことができました。また総合ビジネスコ
ースで沢山の資格を取得することもできました。特に力を入れ
ていたのは簿記です。初めて見る単語や聞くことが沢山ありま
した。それでも、先生方が分かりやすく教えてくださったおかげ
で、着実に力をつけ、資格を取得することができたのだと思いま
す。何事も、努力した分、自分の望む道に進みやすくなるものだ
と実感させていただきました。皆さんも目標の実現に向かって
頑張ってください。

ソフトテニス部
一関信用金庫

　私が受験した企業は過去に入社した先輩が誰もい
なく、参考資料が１つもありませんでした。難しい質問
や、捻られた質問等、どんな内容を聞かれても応えられ
るように面接練習を重ね、自信をつけてきました。たくさ
ん不安はありましたが、「今まで自分がやってきたことは
間違いではない」と信じることで堂 と々挑むことができま
した。就職試験は決して甘くはありません。希望進路を
実現するためには早めの準備を心がけ、ルールやマナ
ーなど守るべきことはきちんと守り、言われなくても自ら
行動することが進路実現の近道だと思います。

　
au style一関（田中電子 株式会社）

　私は「一関学院で体操を続けたい」と思い入学しました。
２年生から総合ビジネスコースを選択し電卓や情報処理等
の資格を取得することができました。私は勉強が苦手で苦戦
したところもありましたが先生方が丁寧に教えて下さり、苦手
を克服することが出来ました。また、先生方のご指導のおか
げで就職試験も無事に乗り越えることができ、内定を頂くこ
とが出来ました。私は、人前で話すのが苦手です。試験対策
として面接練習を何度もやってスムーズに試験に臨めるよう
にしました。皆さんもこれから楽しい事や辛い事があると思い
ますが、やりたいことを見つけて頑張ってください。

体操部
白石食品工業 株式会社

　私は就職希望でしたが、なかなか自分の働く姿をイメージする事が
できませんでした。様々な進路活動を重ねる中で、私は「ものづくり」
をしたいという気持ちが膨らんできました。そこで「デンソー岩手」を
受験することにしました。受験先が決まってからは、普段の授業も検
定試験の学習も、より一層頑張れるようになりました。面接練習にも
力を入れ、進路指導部の先生方やジョブカフェの方々に大変お世
話になりました。私が内定をいただく事ができたのは、沢山の方々に
支えていただいた事が大きかったと思います。後輩の皆さん、進路
活動に意欲的に参加する事で見えてくるものがあるはずです。是
非、積極的に進路関係の行事に参加してください。

ソフトテニス部
株式会社 デンソー岩手

私は「社会に通用する人間」を目指して高校生活を送ってきま
した。社会に出たら礼儀と、その仕事に適応するために努力す
る事が大切になると思います。総合ビジネスコースに入って、
私は三つの資格を得ました。それは実技に向けた練習、筆記
に向けた勉強等の努力を重ねたから得られたものだと思いま
す。礼儀においては、部活動で挨拶や正しい言葉遣い等の基
本的な礼儀を徹底的に意識して、信頼関係を得られました。
以上のように努力を積み重ねてきた事が「社会に通用する人
間」に繋がると思います。皆さんも是非、自分が大切だと思う
事を見つけて良い未来を築いて下さい。

吹奏楽部
グループホームふるさと（株式会社 スガワラ製作所）

　私が進路達成に向けて一番に取り組んだことは面接練習
です。特に姿勢、態度、言葉遣いや表情などは面接でとても大
事になってくるのでこの4つのポイントを大切にして力を入れて
きました。それから面接練習はやればやるほど自信がついてき
ます。その結果、試験当日あまり緊張もせず、自信を持って試
験に臨むことができました。後輩の皆さん、希望進路実現のた
め準備は一番大切です。試験に向けて十分な準備を重ねて
臨んでください。

硬式野球部
富士通ゼネラルエレクトロニクス 株式会社

　私は消防士になりたいという強い思いがあり2年生の頃
から公務員の勉強に取り組んできました。また、硬式野球部
で得た礼儀や体力等を活かすことができると思い、部活と
勉強を両立させながら頑張ってきました。公務員試験は
色々な分野から幅広く出題されるので昼休みの公務員学
習会や専門学校の学習に参加しました。部活動と勉強の
両立は簡単なことではありませんが、後輩の皆さん、熱い思
いを持ち進路実現に向けて頑張ってください。

硬式野球部
一関市職員［消防職］

　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。
ジョブカフェの方や、先生方にはもちろん、クラスの友達にも手
伝ってもらいました。よく試験当日に緊張すると言いますが、練
習から本番を想定して緊張感を持って取り組めば、本番で本来
の力を発揮できると思います。後輩の皆さん、本番を想定した
準備を進めてください。また、準備は1人ではできないことも沢山
あります。支えてくれる人を大切に、強い意志を持って希望進路
の実現に向けて頑張ってください。

硬式野球部
東日本旅客鉄道 株式会社

　社会に出れば、今以上に背負う責任も重いものにな
ると思います。それに対応していくために、マナーや一
般常識は欠かせないものになると考え、大切にしてきま
した。その他に、面接練習にも力を入れてきました。過
去の先輩方の資料を見たときに、「試験当日に頭が真
っ白になった」という経験談を見たからです。先輩方の
教訓を生かすためにも、面接練習とイメージトレーニン
グを繰り返し、どんな質問が来ても自信を持って対応で
きるように準備しました。試験を終えて実感しているの
は、やはり準備が大切になるということです。後輩の皆
さんにも早めの準備を心がけて、希望進路を達成して
もらえればと思います。

ソフトテニス部
SWS東日本 株式会社

 私が就職活動をする上で特に頑張ったのは面接練習です。中でもジョブ
カフェの方 と々面接練習担当の先生との練習を、自分が納得するまで行い
ました。面接練習は無駄になるという事はなく、やればやるほど話す内容をま
とめることができるようになったと感じています。また、面接練習と同じ位に
大切にしたのが自信を持って試験に臨むことと、練習の成果を出し切ること
です。後輩の皆さん、希望進路の実現に向けて努力を重ねていきましょう。

商業部
三光化成 株式会社
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With hard work and e�ort, our dreams have come true.
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■ 総合ビジネスコース



■ 進学コース

■ 特別進学コース
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With hard work and e�ort, our dreams have come true.

令和3年度進学先（全コース対象）

8年連続､国公立大学合格！
部活動と勉強を両立させ、進路目標を達成。

東洋大学 経済学部 総合政策学科

　
吹奏楽部

山形大学
医学部 看護学科

　私は受験に向けて、志望理由書の作成や小論文対策、面接練習を毎日行いました。また、早期か
ら学科試験対策も行なっていたため、複数の入試形式から選択し、自分の長所を活かす形式で受験
することができました。対策中は、担当の先生方が放課後や休み時間に指導して下さり、合否発表の
瞬間まで親身になってサポートしていただきました。この経験を自信に、理学療法士を目指して、日々の
積み重ねを大切にしていこうと考えています。

【大学・短期大学】帯広畜産大学／北翔大学／北海道科学大学／八戸学院大学／八戸工業
大学／弘前医療福祉大学／弘前学院大学／盛岡大学／仙台白百合女子大学／東北学院
大学／東北福祉大学／東北文化学園大学／東北芸術工科大学／山形大学／新潟医療福
祉大学／石巻専修大学／城西大学／上武大学／帝京科学大学／平成国際大学／江戸川
大学／松陰大学／東海大学／横浜商科大学／駒澤大学／東洋大学／大東文化大学／帝
京大学／日本大学／青森明の星短期大学／仙台青葉学院短期大学【大学校・看護学校・専
門学校】岩手県立農業大学校／東北能力開発大学校／岩手県立一関高等看護学院／岩手
看護専門学校／花巻高等看護専門学校／盛岡医療福祉スポーツ専門学校／北日本医療
福祉専門学校／北上コンピュータ・アカデミー／国際医療福祉専門学校一関校／東北ヘ
アーモード学院／宮城調理製菓専門学校／専門学校東北動物看護学院／仙台医健・ス
ポーツ専門学校／仙台ウェディング＆ブライダル専門学校／仙台工科専門学校／仙台総
合ペット専門学校／仙台ビューティーアート専門学校／仙台ヘアメイク専門学校／仙台幼
児保育専門学校／仙台リゾート＆スポーツ専門学校／東北電子専門学校／東北保健医療
専門学校／上野法律ビジネス専門学校／専門学校東京アナウンス学院／東京リゾート＆ス
ポーツ専門学校／埼玉県栄養専門学校

　私は３年間、バスケットボール部に所属し、日々の活
動に励んできました。部内で最高学年になると、キャプ
テンを務め、特に自主性と協調性を磨くことができまし
た。高校生活で得た経験は、憧れの看護師に近づく第
一歩になったと確信しています。進学先でも、着実に歩
みを進めていきたいと思います。後輩の皆さん、高校３
年間はあっという間です。１日１日を大切に、好きなこと
にとことん打ち込み、夢へのステップを踏んで下さい。

女子バスケットボール部
花巻高等看護専門学校

　私は、部活動内で行った栄養指導がきっかけで、今、栄養
士になる夢を追っています。試験では小論文と面接があり、毎
日対策や練習を重ねました。最初は不安が大きかったのです
が、回数を重ねるごとに自信がつき、余裕を持って試験に向か
うことができました。高校三年間は、勉強と部活動の両立のた
めに大変なことも多かったのですが、その分、得たものも沢山
ありました。皆さんも、大変だと思う事でも積極的に挑戦してみ
て下さい。きっと沢山のものを得られるはずです。

女子バスケットボール部
仙台青葉学院短期大学 栄養学科

　帯広畜産大学を受験すると決めて以来、バスケットボール部
の活動と並行し、進路実現に向けた学習を進めてきました。電
車での通学時間や、授業の合間の時間等の「スキマ時間」で
必要な知識を身につけ、着実に積み重ねることができました。
先生方やチームメイトからの支えがあったからこそ、部活動を最
後までやり抜き、大学合格という結果を掴み取ることができたと
考えています。関わってくださった方々、本当にありがとうござい
ました！

女子バスケットボール部
帯広畜産大学 畜産学部 畜産学科課程

　１年生の後半に先生や親と相談して岩手県立一関高等
看護学院を受験することにしました。倍率が高い志望校という
こともあり、２年生から看護課外を受けることにしました。先輩
のペースが早く、ついていくのが大変だったため、公式の復習
や問題演習を繰り返し行いました。部活動との両立が大変で
悩んだこともありましたがどの先生も親身になって相談に乗っ
てくれ、安心して受験に臨むことができました。進学先でも多く
のことを学び、常に適切な判断ができる看護師となれるよう頑
張っていきます。

ソフトテニス部
岩手県立一関高等看護学院

ソフトテニス部
東北福祉大学 健康科学部
リハビリテーション学科 理学療法学専攻

　特別進学コースでは進学指導に熟知した教員が指導して下さいます。担任の
先生と面談を重ね自分が学びたいことを明確にすることができ、早期に希望進路
実現に向けて学習することができます。中等教育までは受け身の姿勢でも問題
はありませんが、高等教育の場においては主体的に学ぶ姿勢が求められます。特
別進学コースではそういった精神の持ち方を身につけることができます。勉学だけ
ではなく部活動で全国大会出場を目指すクラスメイトがいたりと充実した学校生
活を送っている生徒もいます。皆さんも自分がすべきことを考え夢に向かって頑張
ってください。

　日々の学習に真剣に取り組んでいましたが、私が本格的に受験勉強をはじめたのは高3の夏でした。他のクラスメイトと
比較して受験までの準備期間が短い中、自分に合う勉強法を探しながら受験本番まで努力をしてきました。先生方や切磋
琢磨したクラスメイトなど沢山の人に支えられ、合格まで辿り着く事ができました。このように自ら学ぶ姿勢を身に付け、充
実した生活を送る事ができるのが特別進学コースの利点だと実感しています。皆さんも目標に向かい頑張ってください。

　
駒澤大学 医療健康科学部 診療放射線技術科学科

　私は吹奏楽部に所属しながら特別進学コースで国公立大学合格に向けて勉強に励
んできました。吹奏楽部は他の部よりも引退が遅いため、受験勉強で遅れを取るのでは
ないかと不安に思うことがありましたが、顧問の先生や、チームメイトが様々な面で配慮し
てくれました。また担任の先生と面談を重ね、自分と向き合う時間をつくり、時間の使い方
を見直すことが大きな転機となり、両立を成し遂げることができました。部活動を続けなが
ら国立大学に合格できる環境がここにはあります。後輩の皆さん、高校生活はあっという
間です。1日1日を大切に目標に向かって頑張ってください。応援しています。

　私は高校２年生の終盤に、デザインや芸術を学びたいという考えから美術大学への進学を決意しま
した。実現のために、日々の学習に加え、進路実現に必要な資質や技能を養うための取り組みを継続し
てきました。様々な壁にぶつかりましたが、目指す未来像を明確にすることで、見失うことなく進んでこれま
した。私の進路達成の為に力になって下さった先生方や友人に感謝し、大学では思いっきり学んでこよ
うと思います。

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
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競技の継続、専門分野の勉強、
医療や公務員への道も。高いレベルで文武両道を実現。その先のそれぞれの花咲く道。


