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進路指導主事

野中 格

今年はオリンピックイヤーとして日本人選手の活躍に胸躍らせた年でもありました。幼い
頃に掲げた夢、始めるなかから描いた目標、誰もが実現させたいと願う理想を成し遂げた選
手の姿に感動して心から拍手を送りました。しかし選手の多くがその願いを成就させること
なく涙を流した姿にも心を打たれました。多くの方に励まされ支えられてきたことに感謝し、
全力で励んできたことを誇り、
「自分らしく生きていく」ことが大切だと教えられました。
私が進路指導を担当してもう３年を終えようとしています。今年は例年以上に自らの目標
を叶えるため、毎日遅くまで熱心に努力を重ねる３年生に接しました。これほど合格の栄冠
をつかませたいと思ったことはありませんでした。私も本校での高校時代に、先の見えない
受験の辛さを経験しました。とにかく不安で、逃げ出したくなる気持ちが心のどこかに芽生
えがちです。違う目標に変えてしまえば、どんなに楽なことでしょう。でも誰より自分自身
に後悔が残るのではないでしょうか。やり抜く強さの先に目指すべき自分の姿がかたちづく
られ、そして自分らしい生き方が見えてくると信じています。
いつもゴールと考える場所が、実はスタートラインです。今考えた瞬間こそ、新たな目標
を見つける場所であると気づいていますか。歩くスピードは、自分らしくあっても良いので
す。しっかりと今までの自分を振り返りながら、次に目指す思いを胸に抱いていきましょう。
キラキラの笑顔で夢や目標を語れる八女農生であることを望みます。きっとその先に笑顔が
待っています。
2016 年を振り返りながら、下記の「ハーバード大学の図書館の壁に書かれている言葉」を
読んでみて下さい。ここで考えることが 2017 年に向けた自らの糧になるはずです。
① 今居眠りすれば、あなたは夢を見る。今学習すれば、あなたは夢が叶う。
② あなたが無駄にした今日は、どれだけの人が願っても叶わなかった未来である。
③ 物事に取りかかるべき一番早い時は、あなたが「遅かった」と感じた瞬間である。
④ 今日やるほうが明日やるよりも何倍も良い。
⑤ 勉強の苦しみは一瞬のものだが、勉強しなかった苦しみは一生続く。
⑥ 勉強するのに足りないのは時間ではない。努力だ。
⑦ 幸福に順位はないが、成功には順位がある。
⑧ 学習は人生のすべてではないが、人生の一部として続くものである。
⑨ 苦しみが避けられないのであれば、むしろそれを楽しめ。
⑩ 人より早く起き、人より努力して、初めて成功の味を真に噛みしめる事ができる。
⑪ 怠惰な人が成功する事は決してない、真に成功を収める者は徹底した自己管理と忍耐力
を備えた者である。
途中省略（⑫～⑲）
。
⑳ 苦しんでこそ、はじめて進める。

これまでに進学希望者の 82.0％が決定しています（12/15 現在）
。今年度は、国公立大学推
薦入学試験にて４名の生徒が合格しました。本校では、多くの生徒が学校推薦およびＡＯ入
試制度を活用して合格を果たしています。面接試験では、３年間で取り組んできた学業およ
び課外活動の成果に対する質問も多く、さまざまな活動を主体的に取り組んできた経験が特
に評価されている傾向が伺えます。
また、進学先が決定しても将来が約束されたわけではありません。将来の実現に向けて更
なる基礎学力の向上は欠かせません。将来の私を思い描き、テスト、課外授業、放課後の活
動、資格取得において楽しみを見つけながら力をつけましょう。
「継続は力なり」です。

ａ．四年制大学
鹿児島大学
鹿児島大学
熊本県立大学
琉 球 大 学
九州産業大学
近 畿 大 学

農学部 農業生産科学科１名
農学部 農林環境科学科１名
環境共生学部 環境資源学科１名
農学部 亜熱帯地域農学科１名
理工学部 情報科学科１名
産業理工学部 生物環境化学科１名

ｂ．短期大学
ｂ．短期大学
九州大谷短期大学 幼児教育学科１名

ｃ．農業関係
農業関係・農業
関係・農業研修機関
・農業研修機関
福 岡 県 農 業 大 学 校 水田経営コース１名・野菜コース３名・果樹コース１名
鹿児島県立農業大学校 畜産学部酪農科１名
北海道八紘学園（北海道農業専門学校） 畜産１名

ｄ．専門学校等
①医療・福祉・介護系
医療・福祉・介護系
八女筑後看護専門学校 准看護科３名、
柳川山門医師会看護専修学校 准看護科１名
大牟田医師会看護専門学校 准看護科１名
柳川リハビリテーション学院 理学療法学科１名
久留米リハビリテーション学院 理学療法学科１名・作業療法学科１名
ＩＬＰお茶の水医療福祉専門学校 診療情報管理科１名
共生館医療カレッジ 医療ビジネス科２名
久留米歯科衛生専門学校４名

②コンピュータ・情報関係
コンピュータ・情報関係
ＫＣＳ福岡情報専門学校 大学併修科システム開発専攻（北海道情報大学通信教育部）１名
ＫＣＳ福岡情報専門学校 ゲーム・ＣＧクリエーター科１名
総合学園ヒューマンアカデミー ゲームカレッジ企画シナリオ専攻１名

③芸能・音響関係
芸能・音響関係
東京スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 コンサート企画製作１名
福岡スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 プロミュージシャン科２名

④動物関係
動物関係
福岡ビジョナリーアーツ
ペット学科２名・動物理学療法士学科１名
九州スクールオブビジネス ペット学科１名

⑤美容・メイク関係
美容・メイク関係
ハリウッドワールド美容専門学校
スペシャリストコース１名・ワーキングアカデミーコース１名
福岡美容専門学校 メイクコース１名

⑥フラワー・装飾・デザイン関係
フラワー・装飾・デザイン関係
九州スクールオブビジネス フラワーコーディネート学科２名、
九州デザイナー学院 総合デザイン１名

⑦調理・製菓関係
調理・製菓関係
平岡調理・製菓専門学校 調理師科１名
中村調理・製菓専門学校調理コース１名
調理職人養成校スピリッツオブマイスター 普通科２名

⑧ホテル・接客関係
ホテル・接客関係
九州観光専門学校 ホテル学科１名

（２）就職状況
今年度も就職希望者の内定状況が好調に推移しています。現在までの就職内定率は、
89.8％であり、８０名の内定が決定しています（12/15 現在）
。校内受付求人票の延べ数は、
７１５社であり、一昨年前（総数 521 社）から比べると大幅に増加した求人状況です。近年
は、卒業生の勤務状況から求人票をいただく場合もあり、地元に就職を希望する生徒にとっ
てありがたい状況です。
内定のポイントは、基本的な生活習慣が身についていること、基礎学力、部活動などの課
外活動で心身を鍛え、社会性を身に付けたことが早期内定に結びついています。１，２年生
のみなさんは、今からでも積極的に部活動やボランティア活動などに加入して学校生活を充
実させてみてはどうでしょうか。新たに幅を広げるチャンスに繋がるはずです。
また、３年生就職希望者を対象に職場見学の参加を推進した結果、今までに延べ８６名が

参加しました。事前に参加する事で職種の理解が深まることや、職場の雰囲気を知ることに
繋がり、受験意欲が向上していました。それに加えて、就職希望を実現させるために学校職
員全体で面接指導週間等を設定した取り組みも大きな成果を挙げることができました。９月
から１０月に就職試験を受験した生徒が一度目で決定した内定率は 81.2％と好結果でした。

① 就職内定
就職内定の
内定の企業名（
企業名（12/15 現在）
現在）
ａ．農業関連業
農業関連業
福岡県八女農業協同組合２名、 （株）東日本板橋花き、 馬場飼料（株）２名、
ホクト（株）、 （株）福岡生物産業開発研究所、 八女カイセー（株）
ｂ．製造関係
ｂ．製造関係業
製造関係業（食品系・工業系）
（株）ロッテ、 キューピータマゴ（株）田代工場、 山崎製パン（株）、
（株）ヤヨイサンフーズ九州工場２名、 伊藤ハムウエスト（株）、 オーケー食品工業（株）、
（株）ヤマショウフーズ、 丸永製菓（株）３名、 九州ベストフーズ（株）２名、
（株）カステラ本家福砂屋福岡支店、 （株）九州庵本舗２名、 （株）こだわりもん工房、
（株）福岡プレシア、 （株）マジカルキッチン、
トヨタ自動車（株）、 日野自動車（株）、 勝和産業（株）、 高野木工（株）、
久留米印刷（株）、 マル厨工業（株）九州工場、 エヌ・ビー・エル（株）、
ｃ．医療
ｃ．医療・福祉・介護
医療・福祉・介護等ヒューマンサービス
・福祉・介護等ヒューマンサービス業
等ヒューマンサービス業
医療法人社団筑水会、 社会福祉法人みづま敬和苑、 栄食メディックス（株）、
（株）グッドライフケア東京、 医療法人津留医院デイケアツル、
特別養護老人ホーム星寿園、 特別養護老人ホーム彌栄苑、 （有）クレール
ｄ．運輸
ｄ．運輸・配送・倉庫
運輸・配送・倉庫・
・配送・倉庫・塗装業
塗装業
（株）伊藤園、 ブリヂストン物流（株）、（株）カンサイ、佐川急便（株）、 日本梱包（株）、
サンヨーエアサービス（株）、 ファミリー引越センター（株）、 末次塗装店、
ｅ．事務
ｅ．事務関係
事務関係業
関係業
（株）関家具、 （株）ピープル、 野田自動車整備工場
ｆ．販売・
販売・接客サービス・
接客サービス・美容
サービス・美容業
美容業
（株）千鳥屋饅頭本舗、 （株）紅乙女酒造、 （株）ワールドストアパートナーズ福岡拠点、
（株）ドラッグストアモリ、 ベースキャンプ（株）、（株）ウェルネスサプライ、
風月フーズ（株）、（株）コメリ、 （株）ヒライ、 ダイレックス（株）、（株）串八、
（株）星野民芸、 （株）かがし屋２名、 ＭＸモバイリング（株）、 アイティー企画（株）、
セントラル観光（株）大牟田セントラルシネマ、 （株）エム・ティー・ネット、
奈良交通（株）、 フラワーウイング花かご、 （株）ハイディー日高、 （株）モア、
ｇ．公務員関係
ｇ．公務員関係
陸上自衛隊一般曹候補生２名、 自衛官候補生２名
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おわりに

そのときにしか咲かない「花」があるように、その時にしか生まれない「気持ち」があります。
その時にしか持てない「夢」があります。その時にしかできない「経験」があります。その時に
しか現れない「人」がいます。そしてそれを逃してはいけない「タイミング」があります。
２０１７年が素敵な年になるよう、決意を固め、次の段階に向かう姿勢を今、育てましょう。

