
 

                             令和元年度 第３号 令和2年3月24日  

         佐賀県立佐賀商業高等学校        

         進 路 だ よ り    佐賀県立佐賀商業高等学校進路指導部                

 

 ☆彡 第７２回 卒業証書授与式 ☆彡 

 令和２年３月１日、３年生２３６名の卒業証書授与式が行われました。ウイルス感染予防のため、いつもの卒業式とは違っ

たものとなりましたが、厳粛な式となりました。進路先が決定し、卒業生の顔は晴れ晴れとしていて、希望に満ちていました。

決して楽な道のりではなかったはずですが、それぞれが夢に向かって挑戦を続け、夢を叶えることができました。後輩の皆さ

んも先輩に続いて、高い目標に向けて努力し、チャレンジしていきましょう。 

 

★ ３年生進路結果 前年度との比較 ★ 

《進路別比較》                                                 《進学学校種別比較》（含む進学就職） 

 

 

 

 

 

 

 

《就職地域別比較》(公務員を除く)                 《職種別比較》（公務員を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《就職状況について》   

 ・今年度も高校生の売り手市場は続き、県内外の多くの企業から求人をいただいた（県内527人・県外1,301人）。 

  県内を代表する企業や以前から就職している企業だけでなく、日本を代表するような企業からも求人をいただいた。 

 ・県内企業の求人の動きが早くなり、多くの生徒が地元での就職を実現している。 

 ・就職試験では短時間で多くの問題を解くＳＰＩを使われる企業が多い。作文も依然多く出題されている。 

・公務員希望も多かった。学校生活の中で公務員の勉強と両立して合格に結びついた生徒もいた。 

《主な就職先》 

佐賀銀行1名、ミゾタ3名、戸上電機製作所2名、戸上グループ5名、アイリスオーヤマ4名、小糸九州3名、 

佐賀県農業協同組合2名、佐賀県有明海漁業協同組合1名、佐賀県信用農業協同組合連合会1名、九州ひぜん信金1名、 

佐賀信金1名、トヨタ紡織九州4名、東洋新薬3名、佐賀県食糧1名、日本郵便4名、大塚倉庫1名、友枡飲料3名 

東洋ビューティ2名、佐賀エレクトロニックス1名、ＳＵＭＣＯ1名、理研農産化工2名、北島1名、大平4名、 

サガシキ1名、九州水工設計１名、ヤマコ2名、ヤクルト本社佐賀工場2名、JSRマイクロ九州１名、佐電工１名、 

杉孝2名、トッパングループ3名、トヨタ自動車九州2名、京セラ1名、サンゲツ2名、小田急電鉄１名、 

東京地下鉄1名、ホテル日航福岡1名、ＪＲ九州1名、ＪＲ西日本1名、九州労働金庫1名、西日本鉄道3名、 

大川信用金庫１名、佐賀県職員１名、武雄市役所１名、海上自衛隊2名など。 

 

《進学状況について》 

 ・国公立大学受験者のべ18名。そのうち佐賀大学3名、長崎大学2名、筑波大学2名、鹿屋体育大学1名合格。 

山口大学にはAO入試で１名が合格 

 ・AO入試に多数チャレンジした。上記以外に福岡大学４名、日本大学１名合格。 

・指定校推薦で立教大学1名、拓殖大学1名、関西学院大学1名、福岡大学5名、久留米大学6名合格。 

 Ｈ３１．３．１卒 R１．３．１卒 

進   学  120名 50.6 % 118名 50.0% 

就職（民間）  106名 44.7 % 111名 47.0% 

公 務 員   11名   4.6 %   4名   1.7% 

そ の 他    0名   0.0 %   3名   1.3% 

合計  237名 100.0 % 236名 100.0% 

 Ｈ３１．３．１卒 R１．３．１卒 

国公立大学   11名 9.2 %    9名 7.6% 

私立大学   51名 42.5 %   47名 39.8% 

短期大学    4名   3.3 %    8名   6.8% 

専門学校   54名  45.0 %   54名  45.8% 

合計  120名 100.0 %  118名 100.0% 

 Ｈ３１．３．１卒 R１．３．１卒 

事   務    62名 53.0 %  55名 47.8 % 

生産労務    30名 25.6 %  40名 34.8 % 

営業販売     4名    3.4 %   3名    2.6 % 

サービス    12名 10.3%  10名 8.7 % 

保安・運輸     9名  7.7%   7名 6.1 % 

合計   117名 100.0%  115名 100.0 % 

 Ｈ３１．３．１卒 R１．３．１卒 

関 東    8名 6.8 %    7名  6.3% 

中 京    2名 1.7 %    0名  0% 

関 西    2名   1.7 %    ２名    0.9% 

九 州             14名 11.2 %   1７名  16.2% 

県 内   80名 68.4 %   85名  76.6% 

合計  106名 100.0%  111名 100.0% 



・大学入試では小論文や時事問題の口頭試問などあり、世の中の動きに関心を持っておかなければならない。 

面接試験でも「大学で何を学びたいか」が問われる。志望理由書も大変重要となっている。 

 ・今年度も医療系の進学が多かった。西九州大学看護学部１名・健康福祉学部3名・リハビリテーション学部1名、 

福岡女学院看護大学看護学部１名、国際医療福祉大学福岡保健医療学部１名、アカデミー看護専門学校看護師科2名、 

柳川リハビリテーション学院言語聴覚学科1名・理学療法学科1名、大川看護福祉専門学校看護学科3名、 

緑生館総合看護学科1名、佐賀医師会立看護専門学校看護高等学科2名、武雄看護学校１名合格。 

 ・公務員試験に再チャレンジするため、公務員系の専門学校への進学も多い。 

 ・グランドホステスなどの航空系や観光系、ホテル科等の専門学校への進学が増加した。 

《主な進学先（前述以外）》 

日本体育大学1名、横浜商科大学1名、中央大学1名、北陸大学1名、皇學館大學1名、龍谷大学1名、 

愛知工業大学1名、中村学園大学1名、専修大学2名、九州産業大学1名、長崎国際大学1名、九州共立大学3名、 

麻生グループ専門学校10名、九州国際ビジネス専門学校5名、佐賀コンピュータ専門学校１名など。 

 

 

 

合格体験記 ～卒業生の合格までの道のりを紹介します～ 

《 進学編 》  

〇長崎大学 経済学部総合経済学科 商業科 品川 愛 

私は、中学三年生のとき、高校を卒業したら就職をしたいと考えていたため佐賀商業への受験を決めました。進学をしよう

と考えたのは、部活動で簿記部に所属したことがきっかけです。私は、簿記を学習するにつれて簿記の面白さに魅了され、高

校では学ぶことができなかったより深いところまで簿記を学びたいと思うようになりました。進学し、勉強して将来は公認会

計士になる、また在学中にアメリカに留学するという二つの目標を達成するために大学進学を決めました。 

長崎大学への進学を決めたのは、高校二年生の冬頃でした。成績は一年生から上位を保ってきたため、評定への心配はあり

ませんでした。しかし、長崎大学の受験は面接と小論文があります。小論文は時事問題などが多く出題されますが、普段から

ニュースや新聞を全く見ていなかった私は、社会問題や時事用語の知識がありませんでした。そのため、新聞やニュースを見

ることを心掛けました。図書館も活用しました。小論文コーナーにある本や経済に関する本を10冊ほど読みました。夏休み

からはＮＨＫの「クローズアップ現代」を見て知識を増やすようにしました。小論文を実際に書き始めたのは、高校三年生の

ゴールデンウィークからです。部活動との両立がうまくできず、本格的に始めたのは夏休みからでした。小論文の書き方や構

成すら分かりませんでしたが、一日にひとつの小論文を書き、添削をしてもらってその書き直しと、繰り返しました。はじめ

は一つ書くのに丸一日かかっていましたが、１か月くらいたつとだんだんとコツをつかんで2時間ほどで書けるようになりま

した。また、長崎大学では英語の小論文も出題されるため、英語の勉強も同時に行っていました。英単語を覚えるだけではな

く図書館にある英字新聞を読んで自分で訳をして、英語の長文に慣れるようにしていました。家だけでの勉強時間では足りず

朝の時間や休み時間、放課後も図書館に残って勉強をしていました。 

 私は11月に行われた推薦入試で合格することができましたが、実は10月のAO入試では失敗しました。前に説明したよう

に推薦入試には英語の小論文があります。私は英語が苦手だったので、どうしてもAO入試で合格したいと思っていました。

落ちてしまってとても悔しく、落ち込みました。ですが、自分の努力不足だったと思いなおし、気持ちを切り替えて必死に勉

強しました。勉強が嫌になって挫折しかけたこともありますが、友達や先生方からの応援で頑張ることができました。 

受験まで長いようで、あっという間に時間が過ぎていきます。必ず合格するという強い思いを持ち、粘り強く諦めずに頑張っ

てください。皆さんが合格できるように応援しています。 

 

〇立教大学 経営学部経営学科 商業科 藤井祐聖 

私は、入学した時から進学しようと考えていました。親や周りの先生、先輩の勧めもあり、一年生の頃から国公立大学に行

きたいとぼんやりと考えていました。二年生になり、勉強だけでなく、自分の将来について考える機会が増え、進路指導室に

も足を運ぶようになりました。その頃から私はなぜ大学へ行くのかと深く考えるようになりました。また多くの大学あり進学

先を一つに絞り込むことがなかなかできませんでした。私は大分大学と立教大学で迷っていました。どちらも特徴のある魅力

的な大学で、実際に入試直前まで迷っていましたが、大分大学のAO入試を受験すると決め、二次試験まで進むことができまし

た。小論文や面接の練習を毎日必死で行いましたが、結果は不合格でした。そこで私はもう一度、どちらの大学へ行けば、将



来の自分が想像できるかということを考えました。私には立教大学での学生生活は全く想像できませんでしたが、東京の中心

地にあり、いろんな価値観を持った人が集まる大学だからこそ、自分の価値観を広げるためにも、自分の全く知らない世界で

学びたい生活してみたいという思いが強くなりました。親や、進路室の先生と何度も話をして、立教大学経営学部に進学する

ことを決めました。このような経験を通して、勉強をすればするほど進路の選択の幅が広がって自分自身を助けてくれるとい

うことを学びました。立教大学の推薦条件には実用英語検定2級が必要でした。立教大学に行くために取得したわけではないの

ですが、選択の幅を広げ自分自身を助けてくれる武器になりました。 

後輩の皆さんの中には、勉強することに対して意味があるのかと思う人もいるかもしれません。しかし、根気よく努力を続

ければ自分の選択の幅を広げることができ、想像していなかった選択肢が見えてくるでしょう。さらにアドバイスとして、先

輩を活用することをお勧めします。私は一年生の頃から、先輩をよく質問攻めにしていました。先輩になってみて、後輩から

質問されるのは嬉しいので、ぜひいろんな先輩と話してみてください。自分自身のモチベーションの向上にもつながります。

常に自分の在り方を考えて、努力を重ねてください。応援しています！ 

 

〇佐賀大学 経済学部経営学科 商業科 田中勇士 

 私は、高校３年生の１学期に進路を決めました。それまでは福岡大学や北九州市立大学、佐賀大学で悩んでいましたが、私

は地域と密着して佐賀を発展させたいと考えていたので、地域との関わりが深い佐賀大学を目指すようになりました。 

 私はそれまでしっかりと進路が決まっていなかったため、国公立大学への入学に必要な小論文などの知識はほとんどありま

せんでした。佐賀大学の入学試験は小論文と口頭試問があります。時事問題の知識やそれに対する自分の考え、論理的に小論

文を書くことが大切なのですが、私はこれらが全く出来ていませんでした。その状態から小論文の勉強に取り掛かりました。

平日は学校が閉まるギリギリまで教室で勉強し、足りない分は帰宅して取り組んでいました。土日は小論文の過去問題を２～

３回解き、わからない部分や自分の小論文の足りないところを平日、先生に教えてもらいました。口頭試問は基本的に時事問

題について聞かれることが多いので、家や学校で新聞を読み、それに対しての自分の考えを文章にするということを毎日して

いました。それでも入試に対する勉強時間は全く足りていないような気がしましたが、佐賀大学に合格することができました。

これは計画を立て、その内容を必ずやり遂げたことが合格につながったからだと考えています。 

皆さんには１日をただ過ごすのではなく、目標を立て計画的に取り組む、また何気なくではなく、物事に対して一生懸命取

り組むことを続けてほしいと思っています。その努力はそれぞれの目標達成だけでなく、将来の皆さんにとっての力となると

考えるからです。 

 

《 就職編 》 

〇小田急電鉄株式会社  商業科 小松美琴 

私は入学した時から卒業後は就職しようと考えていました。しかし具体的な企業などは決まっておらず、漠然と人と関わる

仕事に就きたいと考えているだけでした。私が進路の活動で意識していたのは早めに動くということです。２年生の秋くらい

から進路指導室に少しずつ通うようになり、求人票を見て企業を調べていました。具体的な企業が決まっていないからこそ早

めに動くことが大切だと思い、調べていくうちに様々な職種の求人があることを知り、その中でも駅係員という仕事に興味を

もちました。いくつかの会社にしぼって、ホームぺージを見たり求人票を見比べたりして自分に合った会社を探しました。私

の中で一番大きかったのは職場見学に行ったことです。会社の雰囲気を直接、見て感じることができるし、職員の方々と話を

することでどのようにして働いているのか、求人票だけでは分からなかった情報を得ることができ、この会社で働きたいとち

ゃんと決めることができました。 

 受験する会社が決まって一番苦労したことは面接です。面接練習はとにかく多くの先生方と数多くしてほしいと思います。

そして一つひとつメモをとることが大切だと学びました。はじめのうちは答えを考えていない質問をされた時にどのように答

えてよいか分からず、目線をそらしたり話に詰まったりしていました。練習の回数が増え、先生方から様々なアドバイスを頂

くうちに毎回聞かれる質問にははっきりと答えられるようになり、初めて質問されたことでも前を向いて考えをまとめながら

話をすることができるようになりました。練習した甲斐があり、本番では練習と違うことを言われても落ち着いてはきはきと

答えることができました。これから進路の時期に入り悩むことも増えると思います。周りに支えてくれる人がいるということ

を忘れず、沢山悩んで沢山考えて、皆さんが納得のいく道に進んでいけるよう最後まで頑張ってください！応援しています。 

 

 

 



〇株式会社戸上電機製作所  情報処理科 中島 瞳 

私は三年生になってもまだ、就職なのか進学なのか決めきれずにいました。いろいろと考えていくうちに私は進学をして今

以上の知識を身に付けたいという思いよりも、この三年間で身に付いた知識、技術を活かして就職をしたいという思いの方が

大きかったため、就職の方向で準備を始めました。 

私が、戸上電機製作所を選ぶきっかけとなったのは、７月に行われた進路啓発セミナーでした。就職希望者は、企業人事担

当の方から面接指導を受けました。私は事務の分野で戸上電機製作所の人事の方に面接指導をしてもらいました。その際、ど

ういう人物が求められるのか、またどういったところを面接では見られているかなど詳しく話してくださいました。一人ひと

り、良かった点など丁寧にアドバイスをしてくださり、大変有意義なセミナーになりました。夏休みの職場見学で戸上電機製

作所に伺った際、人事の方が私のことを覚えていてくださいました。セミナーの時、きちんと一人ひとりを見ていらっしゃっ

たのだと改めて感じ、こちらで頑張ってみたいと強く思うようになり、戸上電機製作所を志望しようと決めました。 

 就職試験に向けての主な取り組みとして、筆記と面接の対策を重点的に行いました。筆記は一般常識が問われるため、学校

から配付された問題集だけではなく、自分でもう一冊問題集を購入して、毎日ページ数を決めて一生懸命に頑張りました。ま

た作文も試験にあったため、一通り聞かれそうな項目はすべて書きました。次に面接です。私はとても苦手でしたが、克服す

るしか方法はありません。人の何倍も練習をして、慣れるようにしました。先生によって面接指導の方法が違うので、なるべ

く多くの先生に指導をお願いしました。そうすることで質問に応じた返答ができるようになりました。自分が行きたい企業を

好きになることが一番面接が上手くなるポイントだと思います。自分が行きたいと思う企業に行けるように諦めずに最後まで

頑張ってください！ 

 

〇佐賀県職員 商業科 小田彩樹 

 私は佐賀県教育行政職に最終合格をしました。私は中学生の頃から高校卒業後は就職をしたいと考えていたため、佐賀商業

高校に入学しましたが、最初は公務員になるという考えはありませんでした。ですが、進路について考えているうちに、学校

事務という職に興味を持ちました。そして、職場体験等を通して教育行政職に就きたいとより強く思うようになり、３年生の

４月から夜間の公務員専門学校に週に３回通い始めました。部活動の大会や学校の試験と重なることもあったため、大変苦労

しました。そのため計画を立て、時間に余裕がある土日等に定期考査の勉強をすることを心掛けていました。一番勉強に力を

入れたのは夏休みです。私が通っていた専門学校では、毎日講座を受けるコースと週に３回模擬試験を受けるコースがありま

した。夏休みまでに一通り講座を受けていたので、私は模擬試験のコースを選びました。このコースは夜間に行われていたた

め、昼間は自宅で夏休みまでに受けていた講座の内容をまとめ、一般教養の暗記と数的推理や判断推理を解いていました。特

に数的推理や判断推理は苦手意識を持つ人も多いですが配点が高くなっています。私も数的推理が苦手だったため、問題を見

てすぐに解き方が分かるようになるまで同じ問題を繰り返して解いていました。毎日 10 時間程度勉強をするようにしていま

したが、模擬問題では目標であった６割以上正解するということを数回しか達成することはできませんでした。とても焦りを

感じましたが諦めずに勉強した結果、本番では７割正解していました。二次試験では、作文と個人面接があります。余裕をも

って練習するためにも早めに過去の課題や質問を調べて自分のどの経験を活かすことができるかを知っていたほうがいいです。

不安に感じることもあるかもしれませんが、目標を忘れず自分を信じてください。皆さんの希望する進路実現ができるよう応

援しています。頑張ってください！ 

 

☆「合格体験記」は進路研究ノートにも掲載します。先輩の取り組みをよく読んで参考にしてください。 

 

 

 

☆彡 進路指導部よりお知らせ ☆彡 

・ウイルス感染防止の臨時休校のため、多くの進路行事が中止となりました。仕方のないことですが、来年度の準備という位

置づけの行事だっただけに、大変残念です。皆さんは自分の力でそれぞれの目標に向けて準備を進めてください。 

・新年度すぐに進路希望調査を実施します。自分はどうしたいのか、まだわからない人も多いかと思いますが、２年生は保護

者とも相談のうえ、ある程度確定した希望を書くようにしてください。また２年生は進路面談を全員行う予定です。面談も

進路希望調査と同様に職種、業種、地域、企業名または学部・学科等の具体的なことを伝えられるように、春休みにしっか

り考えておいてください。 

夢実現に向けて大きく JUMP！果敢にチャレンジ！ 


