
令和３年度 進路状況 （令和４年 3 月 31 日現在） 

１ 卒業生の進路状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 進学の状況について（令和元・２・３年度 累計）＊順不同 

｜４年制大学｜ 
北九州市立大学 名桜大学 大阪商業大学 愛知学院大学 金沢工業大学 京都光華女子大学 福岡大学 

久留米大学 中村学園大学 九州共立大学 鹿児島国際大学 第一工業大学 熊本学園大学 

｜短 期 大 学｜ 
鹿児島女子短期大学 城西短期大学 大垣女子短期大学 藍野大学短期大学部 鹿児島純心女子短期大学 

｜専修学校等｜ 
鹿児島県立吹上高等技術専門校 鹿児島県立宮之城高等技術専門校 奄美看護福祉専門学校 奄美情報処理専門学校 

鹿児島キャリアデザイン専門学校 鹿児島医療技術専門学校 鹿児島医療福祉専門学校 鹿児島第一医療リハビリ専門学校 

鹿児島歯科学院専門学校 赤塚学園美容・デザイン専門学校 赤塚学園看護専門学校 今村学園ライセンスアカデミー 

鹿児島県美容専門学校 鹿児島県理容美容専門学校 鹿児島公務員専修学校 神村学園専修学校 日本工学院専門学校 

新宿調理師専門学校 二葉栄養専門学校 山野美容専門学校 東京環境工科専門学校  

専門学校ミュージシャンズ・インスティテュート東京 東京福祉専門学校 東京 YMCA医療福祉専門学校  

東京アニメーションカレッジ専門学校 板橋中央看護専門学校 横浜こども専門学校 香取おみがわ医療センター附属看護専門学校 

高津看護専門学校 大阪こども専門学校 MSH医療専門学校 中央工学校 OSAKA大阪調理製菓専門学校 辻調理師専門学校 

東洋医療専門学校 日本分析化学専門学校 神戸医療福祉専門学校三田校 市立福知山市民病院附属看護学校  

神戸電子専門学校 中日本航空専門学校 麻生情報ビジネス専門学校福岡校 麻生工科自動車大学校  

麻生外語観光＆製菓専門学校 麻生リハビリテーション大学校 麻生建築＆デザイン専門学校 ASO ポップカルチャー専門学校 

専門学校日本デザイナー学院九州校 専門学校九州デザイナー学院 大原簿記情報専門学校福岡校 九州医療スポーツ専門学校 

福岡ウェディング＆ブライダル専門学校 藤川学園医療ビジネス専門学校専門学校 九州ビジュアルアーツ 福岡リゾート＆スポーツ専門学校 

福岡医健・スポーツ専門学校 福岡ＥＣＯ動物海洋専門学校 福岡こども専門学校 香蘭ファッションデザイン専門学校 

福岡キャリナリー製菓カフェ＆調理専門学校 福岡水巻看護助産学校 平岡栄養士専門学校 専門学校福岡カレッジオブビジネス 

ハリウッドワールド美容専門学校 スピリッツオブマイスター 沖縄ブライダル＆ホテル観光専門学校 台湾留学予備校サポートセンター 

カコトリミングスクール レコールバンタン 総合学園ヒューマンアカデミー 

 

３ 就職の状況について（令和元・２・３年度 累計）＊順不同 

関東地区 

  矢崎部品株式会社裾野製作所 日野自動車株式会社 日産自動車株式会社 東京ビジネスサービス株式会社  

東観光開発株式会社高坂カントリークラブ 積和建設東東京株式会社 世紀東急工業株式会社  

新明和工業株式会社パーキングシステム事業部 社会福祉法人輝星会特別養護老人ホーム湖 山崎製パン株式会社  

三島光産株式会社鉄鋼君津事業本部 三栄ビルシステム株式会社 黒崎播磨株式会社君津事業所  

黒崎播磨株式会社ファーネス事業本部東日本事業所 株式会社友伸エンジニアリング 株式会社麺屋武蔵 株式会社東京美容研究所 

株式会社電工 株式会社三ツ和 株式会社魚金 株式会社ワークステーション麻倉事業所 株式会社ワークステーション高坂事業所  

株式会社ヨーク 株式会社ホンダライフ（HondaCars 埼玉県央） 株式会社ニッテク 株式会社トラジ 株式会社トモケン  

株式会社トッパンテクノ 株式会社シミズオクト 株式会社カクヤス 株式会社イトーヨーカ堂 永岡電設株式会社 医療法人団北條会  

旭化成住宅建設株式会社 セコム株式会社 いすゞ自動車株式会社 アンリツインフィビス株式会社 JFE スチール株式会社東日本製鉄所 

 

中京地区 

トヨタ自動車株式会社 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 衣浦電気工事株式会社 株式会社希望荘 株式会社小島組 

社会福祉法人長寿会 株式会社ワークステーションＭＥＧ 

 

関西地区 

   ダイハツ工業株式会社本社 株式会社日本管財環境サービス 株式会社東研サーモテック 株式会社きんでん 

株式会社Ｋグランドエキスパート 株式会社ワークステーション 株式会社ワークステーション MEG 千房株式会社  

社会福祉法人姫路弘寿会ライフサポートひめじ 株式会社 T・S・U 株式会社ミフク美容室 大和工機株式会社 中央港運株式会社 

株式会社ダイサン大阪北サービスセンター 株式会社ライフケア・ビジョン 西和工業株式会社 ＳＨＩＮＴ株式会社  

株式会社 ENEOS ウィング関西支店 医療法人錦秀会 

 

九州地区 

イオン九州株式会社 山九株式会社八幡支店 三島光産株式会社 園田陸運株式会社 九州西濃運輸株式会社 

株式会社日立ビルシステムエンジニアリング 株式会社タカミヤ 株式会社ジュントス 株式会社アクティス 株式会社タケノ 

いすゞ自動車九州株式会社 一般財団法人九州電気保安協会 株式会社九電工 九建架線工事株式会社 九州名鉄運輸株式会社 

株式会社ＥＮＥＯＳウィング九州支店 シモハナ物流株式会社 株式会社ユーコー 有限会社溝口工業 木村パン 

 

鹿児島 

城山観光株式会社 鹿児島日産自動車株式会社 鹿児島水産株式会社 京セラ株式会社鹿児島国分工場 岩崎産業株式会社 

株式会社川北電工 株式会社寿福産業 株式会社外薗運輸機工 株式会社ニシムタ 株式会社サカイ引越センター鹿児島支社 

株式会社 Wiz鹿児島支社 有村商事株式会社 有限会社シダマ薬局 美容室 CHEDU 畠山建設株式会社 南九州川崎建機株式会社 

南九州開発株式会社 村上建設株式会社 高田電気株式会社 株式会社中村建設 株式会社大幸水産  

株式会社奄美大島開運酒造 株式会社奄美航空 介護老人保健施設虹の丘 奄美大島信用金庫 奄美医療生活協同組合 

 

公務員 等 

 奄美市役所 自衛隊一般曹候補生（陸上） 自衛官候補生（陸上） 自衛官候補生（航空） 

学   科 
 進  学  就  職  

合計 
 大学 短大 専修  企業 公務員 その他  

機械電気科  0 0 5  16 11 3  35 

商 業 科  0 1 10  2 0 1  14 

情報処理科  4 2 13  11 3 0  33 

家 政 科  1 1 7  7 0 2  18 

衛生看護科  0 0 8  1 0 1  10 

合  計  5 4 43  37 14 7  110 

 


