
令和４年度　本科生・進路決定状況

Ｆ：海洋科海洋技術コース　　Ｅ海洋科機関コース　　Ｃ：海洋科栽培工学コース    Ｗ：情報通信科　　　Ｍ：食品工学科

事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地又は就業場所　　業種または職種〔進学〕 学校名 所在地 学部学科名

　 Ｅ 旭漁業(株) 枕崎市 漁業 E 鹿児島純心大学 鹿児島県 人間教育学部　教育・心理学科

(株)岩切ﾏﾙｲﾁ水産 垂水市 養殖業 W 鹿児島大学 鹿児島県 工学部　先進工学科

まると水産(株) 長島町 養殖業 E 赤塚学園 鹿児島県 デザイン科

洋丸水産(有)【2名】 鹿屋市 養殖業 E ハリウッドワールド美容専門学校 福岡県 グローバルビューティーアカデミーコース

枕崎市漁業協同組合(販売･加工) 枕崎市 販売･加工 C 東京ECO動物海洋専門学校 東京都 エコ・コミュニケーション科

(株)新川床潜水工業 鹿児島市 土木工事業(潜水士) C 総合学園 ﾋｭｰﾏﾝｱｶﾃﾞﾐｰ ﾌｨｯｼﾝｸﾞｶﾚｯｼﾞ 鹿児島県 ソルトウォーター専攻

　 (株)ｺﾞﾄｰ養殖研究所 垂水市 水産用飼料販売 W 佐賀工業専門学校 佐賀県 エアポートサービス学科

(株)ﾏﾙﾊﾆﾁﾛAQUA 桜島事業所 鹿児島市 養殖業 M 南九州医療秘書福祉専門学校 鹿児島県 医療事務科

古野電気(株) 鹿児島市 情報通信業 M 鹿児島県工学院専門学校 鹿児島県 電気技術工学科

(株)川北電工 薩摩川内市 電気工事業 M 鹿児島医療技術専門学校 鹿児島県 介護福祉学科

(株)大脇通信 鹿児島市 情報通信業 M 県立農業大学校 鹿児島県 畜産･肉用牛

県内 久木田整形外科 枕崎市 事務職 F 水産大学校　 山口県 海洋生産管理学科
３０名 枕崎市漁業協同組合【2名】 枕崎市 販売･加工 F.E 国立清水海上技術短期大学【２名】 静岡県 海技士教育科　海技課程

　 (株)今給黎建設 枕崎市 土木・建築 F 国立波方海上技術短期大学 愛媛県 海技士教育科　海技課程

　 岩崎産業(株)〈いわさきホテルズ〉 指宿市 事務職(ゴルフ場) F 国立小樽海上技術短期大学校 北海道 海技士教育科　海技課程

南和海事(株)(甲板員) 鹿児島市 運輸業

(株)ﾘｰﾄﾞ南九州 鹿児島市 調理･接客 〔進学〕

(株)ｴ―ｺｰﾌﾟ鹿児島 枕崎市 卸・小売業 Ｆ 本校専攻科海洋技術科【２名】

(株)馬酔木 姶良市 調理･接客 Ｅ 本校専攻科機関技術科【６名】

松山物産(株)〈からあげ本舗〉 鹿児島市 調理･接客 Ｗ 本校専攻科情報通信科【６名】

(株)ﾏﾙﾊﾁ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 枕崎市 製造業
社福法人野の花会介護老福施設ｱﾙﾃﾝﾊｲﾑ加世田【2名】 南さつま市 介護・福祉

(株)ﾜｲﾃｯｸ 鹿児島ﾌﾟﾚｶｯﾄｾﾝﾀｰ 鹿児島市 製造業

(株)山野井 南九州市 製造業

京セラ(株)　川内工場 薩摩川内市 製造業 〔就職〕 事業所名　　　　　　　　　　　　　　所在地又は就業場所　　業種または職種

社福法人明星福祉会南方園 枕崎市 介護・福祉 共和水産(株) 鳥取県 漁業

鹿児島ドック鉄工(株) 鹿児島市 製造業 ｴｽｵｰｼｰﾏﾘﾝ(株) 兵庫県 海運業

九商ﾌｪﾘｰ(株) 長崎県 旅客船

〔就職〕 鹿児島船舶(株) 愛知県 海運業

(株) 宇和島運輸ﾌｪﾘｰ 愛媛県 海運業 (株)ﾌｪﾘｰさんふらわあ 兵庫県 旅客船

(株) AnchorS 岡山県 海運業 南和海事(株) 鹿児島県 海運業

(株)ｴﾑｴｽｹｲ【2名】 長崎県 海運業 西部ﾀﾝｶｰ(株) 東京都 海運業

(株) 横浜冷凍 神奈川県 冷蔵倉庫業 ﾜﾀﾅﾍﾞﾗｲﾝ(株)【2名】 広島県 海運業

　 (株)ｴﾑｴｽｹｲ【2名】 長崎県 海運業 鹿児島大学水産学部練習船 鹿児島県 大学練習船

ﾌｸｼﾏｶﾞﾘﾚｲ(株) 大阪府 事務用機械器具製造業 泉汽船(株) 東京都 海運業

黒瀬水産 (株)【2名】 宮崎県 養殖業 琉球海運(株) 沖縄県 海運業

大日養鯉場(株) ﾄﾖﾀ店 愛知県 養殖業 中日本ﾊｲｳｪｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京 (株) 東京都 情報通信業

県外 JRCｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ (株) 東京都 情報通信業 鹿児島国際航空(株) 鹿児島県 情報通信業
２６名 中日本ﾊｲｳｪｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ東京 (株)【3名】 東京都 情報通信業 飛鳥電気(株) 東京都 情報通信業

西日本高速道路ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ (株) 大阪府 情報通信業 (株)東洋信号通信社 神奈川県 情報通信業

三和ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ (株)【2名】 東京都 情報通信業 中部国際空港情報通信(株) 愛知県 情報通信業

飛鳥電気 (株) 東京都 情報通信業 海上保安庁門司分校 山口県 公務員

国際通信企画 (株) 神奈川県 情報通信業
中日本ﾊｲｳｪｲｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ名古屋 (株)【2名】 愛知県 情報通信業

日本通信ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ (株) 東京都 情報通信業

ｴｸｼｵﾓﾊﾞｲﾙ (株) 東京都 情報通信業

旗手海運(株) 広島県 海運業

(株)六青和シッピング 神奈川県 海運業

〔就職〕

国土交通省航空局【2名】 航空管制技術官

海上保安学校【3名】

中国･四国管区 警察局【2名】

関東管区警察局

海上自衛隊 一般曹候補生

航空自衛隊 一般曹候補生

近畿管区 警察局【3名】
Ｍ 陸上自衛隊 自衛官候補生

Ｍ

Ｍ
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令和４年度　専攻科生・進路決定状況
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