
牛津高校からは、次のような進路に進むことができます。

進 学
◇大学･短大･専門学校への進学には次のような方法があります。
学校推薦型選抜入試 指定校推薦制度 本校に人数･条件を指定されて推薦の依頼が届きます。

校長推薦により出願し受験します。合格率は極めて高く、
受験科目も面接などが中心です。

公募制推薦制度 成績等の条件を満たし、かつ校長推薦を得られれば誰で
も出願し受験(面接･小論文等)できます。ただし、全体
の志願者が多いと合格率は低下します。

総合型選抜入試 志願者自らの意志で出願でき受験します。学習活動や部活動･ボランティア
（ＡＯ入試） などの実績をもとに書類審査･面接･小論文･実技等で合否が決まります。

一般選抜型入試 これまでのいわゆる一般入試です。各教科･科目のテストで合否が決まり
ます。大学入学共通テストを受験する場合もあります。

※令和３年度大学入学者選抜実施要項にて、学校推薦型選抜･総合型選抜には、小論文等･プレゼン
テーション･口頭試問･実技･各教科科目のテスト･資格検定試験の成績等、または大学入学共通テ
ストのうち、少なくともいずれか１つを活用することが必須とされています。

◇本校には多くの大学･短大･専門学校から「指定校推薦」の依頼が届いています。
本校での学習をもとに専門的な知識や技能を身につけ、さらに将来の「やりたい仕事」
･「就きたい職業」に向けて進学にチャレンジしませんか！

◇牛津高校の生活経営科･服飾デザイン科･食品調理科の「学び」から
「指定校推薦」などを利用して大学･短大･専門学校へ進学することで

管理栄養士 栄養士 栄養教諭 スポーツ栄養士 調理師(日本料理･中国料理・西洋料理) パティシェ
食品衛生管理者 ﾌｰﾄﾞｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
保育士 幼稚園教諭 小学校教諭 養護教諭 子ども発達支援士 児童支援員 子ども音楽療育士
介護福祉士 社会福祉士 精神保健福祉士 児童福祉司 ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 認定心理士
看護師 助産師 保健師 歯科衛生士 歯科技工士 理学療法士 作業療法士 医療用器具製造開発
中学･高校の教員［＝家庭・福祉・国語・英語・地歴公民社会・理科・保健体育］ 日本語教員 学芸員 司書
発酵･醸造･バイｵの専門職 英語･韓国語(文化) 航空業界 鉄道業界 ﾎﾃﾙ 観光ﾋﾞｼﾞﾈｽ 旅行代理店
ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ｽﾀｲﾘｽﾄ CGﾃﾞｻﾞｲﾅｰ ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾅｰ
ﾌｧｯｼﾖﾝｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 理容師 美容師 ﾒｲｸｱｯﾌﾟｱｰﾃｨｽﾄ ﾈｲﾘｽﾄ 福祉美容師 言語聴覚士 ｽﾎﾟｰﾂﾄﾚｰﾅｰ
ＩＴ関連 医療福祉 公務員 病院医療事務 Webデザイナー 空港ｸﾞﾗﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ(ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ)

等などをめざすことができます！

◇もちろん「公募制推薦」や「総合型選抜」でチャレンジすることも可能です。
例） ・佐賀大学教育学部学校教育課程［家庭分野］特別入試(総合型選抜Ⅰ)

・中村学園大学栄養科学部栄養科学科（管理栄養士と家庭科教諭取得可能）
‥‥これまでも牛津高校から合格実績があります。

・その他にもチャレンジ可能な学校が多数あります

◇奨学金制度の充実



※本校が「指定校推薦」の依頼を受けている学校（一部抜粋／年度により変更あり）

大学

学 校 名 学部・学科・コース等 将来めざすことのできる仕事・職業
活水女子大学 健康生活学部生活デザイン学科 家庭科教諭（中学･高校）ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

国際文化学部日本文化学科 国語科教諭（中学･高校） 司書 ＩＴ関連

福岡女学院大学 人間関係学部子ども発達学科 保育士・幼稚園教諭・小学校教諭(一種)

人文学部メディア・コミュニケーション学科 ＩＴ関連 英語教育 日本語教育

人文学部言語芸術学科 英語科教諭（中学･高校）観光 ﾎﾃﾙ

西南女学院大学 保健福祉学部栄養学科 管理栄養士 栄養教諭 ﾌｰﾄﾞｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ

人文学部英語学科 英語科教諭（中学･高校）日本語教員 航空業

長崎国際大学 健康管理学部健康栄養学科 管理栄養士 栄養教諭 食品衛生管理者

人間社会学部社会福祉学科 社会福祉士 精神保健福祉士 福祉科教諭

国際観光学部国際観光学科 地歴･英･保体教諭 観光 学芸員 日本語教員

西九州大学 看護学部看護学科 看護師 保健師 養護教諭

健康栄養学部健康栄養学科 管理栄養士 栄養教諭 食品衛生管理者

子ども学科 保育士･幼稚園教諭･小学校教諭 児童福祉司

社会福祉学科 社会福祉士 精神保健福祉士 福祉科教諭

心理カウンセリング学科 認定心理士 子ども発達支援士 児童支援員

スポーツ健康福祉学科 保体教諭 社会福祉士 健康運動指導士

リハビリテーション学科作業療法学専攻 作業療法士 園芸療法士

リハビリテーション学科理学療法学専攻 理学療法士 園芸療法士

九州看護福祉大学 社会福祉学科 福祉科教諭･養護教諭･社会福祉士･精神保健福祉士

長崎純心大学 人文学部地域包括支援学科 社会福祉士 精神保健福祉士 ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

人文学部人文化コミュニケーション学科 国語･英語教諭(中･高) 学芸員 司書 観光

長崎ｳｴｽﾚﾔﾝ大学 現代社会学部社会福祉学科 社会福祉士 精神保健福祉士 医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

別府大学 食物栄養科学部発酵食品学科 発酵･醸造･バイｵの専門職 理科教諭(中･高)

九州国際大学 現代ビジネス学部国際社会学科 英語･韓国語(文化) 英語教諭 観光

現代ビジネス学部地域経済学科 旅行会社 観光地域ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ﾎﾃﾙ

法学部法律学科 地方自治体職員 企業の組織経営

広島国際大学 健康科学部 医療栄養学科 管理栄養士 栄養教諭 スポーツ栄養士

健康科学部 医療福祉学科 保育士 福祉科教諭 精神保健福祉士

総合リハビリテーション学部義肢装具学専攻 医療用機械器具・医療用品製造開発

宇部ﾌﾛﾝﾃｨｱ大学 人間健康学部看護学科 看護師 保健師 養護教諭

德島文理大学 人間生活学部食物栄養学科 管理栄養士 家庭科教諭(中･高) 栄養教諭

関西国際大学 国際コミュニケーション学部観光学科 旅行業取扱主任･観光ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｴｱﾗｲﾝ･旅行代理店･ﾎﾃﾙ

英語コミュニケーション学科 英語教諭(中･高)

教育学部教育福祉学科 保育士･幼稚園教諭･小学校教諭 社会福祉士

平安女学院大学 子ども教育学部子ども教育学科 幼稚園教諭･小学校教諭･中学校教諭(英語)

国際観光学部国際観光学科 航空業界･鉄道業界･ﾎﾃﾙ･旅行代理店

太成学院大学 看護学部看護学科 看護師 保健師 養護教諭

人間学部子ども発達学科 保育士･幼稚園教諭･小学校教諭

日本福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科行政専修 社会福祉士 社会福祉主事 公務員

社会福祉学部社会福祉学科子ども専修 保育士 ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 児童福祉司

社会福祉学部社会福祉学科医療専修 精神保健福祉士 障害者福祉司 ＭＳＷ

国際福祉開発学部国際福祉開発学科 英語教諭(中･高) 日本語教師 JICA
人間環境大学 人間環境学部環境科学科 自然保護観察官 環境ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 電力会社

東海学院大学 健康福祉学部管理栄養学科 管理栄養士 臨床検査技師 栄養教諭

健康福祉学部総合福祉学科 精神保健福祉士･臨床工学技士･公認ｽﾎﾟｰﾂ指導者･保体

城西大学 経済学部経済学科 金融保険･鉄道運輸･建設･情報通信‥企業へ

聖学院大学 児童学科 保育士･幼稚園教諭･小学校教諭･小学校英語

欧米文化学科 英語教諭(中･高)･小学校英語･日本語教師

日本文化学科 国語教諭(中･高)･司書

大学は九州地区・関東地区・関西地区など他にも多数あり



短期大学

学 校 名 学部・学科・コース等 将来めざすことのできる仕事・職業
佐賀女子短大 地域みらい学科 食とヘルスマネジメント 栄養士 病院･福祉施設･保育所･幼稚園

地域みらい学科 福祉とソーシャルケア 介護福祉士 福祉美容ﾍﾙﾊﾟｰ ｹｱ介護ｾﾗﾋﾟｽﾄ

地域みらい学科 韓国語文化 韓国文化 国際交流

地域みらい学科 グローバル共生IT 司書 ＩＴﾃﾞｻﾞｲﾝ

こども未来学科 こども保育 保育士 幼稚園教諭(二種) 子ども発達支援士

こども未来学科 こども教育 保育士 幼稚園教諭(二種) 小学校教諭(二種)

西九州大短大部 地域生活支援学科 食健康（栄養士等） 栄養士 病院･福祉施設･保育所･幼稚園

地域生活支援学科 介護福祉 介護福祉士 介護施設･障害者施設

地域生活支援学科 多文化生活 TOEIC 旅行管理主任 日商 PC 観光業

幼児保育学科 保育士 幼稚園教諭(二種) 子ども発達支援士

九州龍谷短大 人間コミュニティ学科 映像・放送 ﾏｽﾒﾃﾞｨｱ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ会社･ＩＴ関連

人間コミュニティ学科 司書・情報 司書 情報処理 ﾋﾞｼﾞﾈｽ実務

保育学科 保育士

福岡こども短大 こども教育学科 保育士･幼稚園教諭(二種)･養護教諭(二種)

福岡女子短大 健康栄養学科／音楽科／子ども学科 栄養教諭 健康管理士保育士･幼稚園教諭 子ども音楽療育士

福岡女学院短大 英語科 旅程管理主任者 航空業界 旅行業界 運輸業界

香蘭女子短大 ファッション総合学科 ／ 保育学科 ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ｽﾀｲﾘｽﾄ CG ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ 保育士

中村学園短大 キャリア開発学科 金融機関 ﾎﾃﾙ･旅行代理店 空港 総合職

西南女学院短大 保育科 保育士･幼稚園教諭 子ども音楽療育士

純真短大 食物栄養学科／こども学科 栄養士 健康管理士 保育士･幼稚園教諭 社会福祉主事

九州産業大造形短大 造形芸術学科 ｶﾗｰｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾅｰ ﾌｧｯｼﾖﾝｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

西日本短大 社会福祉／保育／健康スポーツ／メディア 介護福祉士 保育士･幼稚園教諭 第一種衛生管理者

長崎短大 地域共生学科 食物科栄養／製菓／介護 栄養士 製菓衛生士 介護福祉士

保育学科 保育士･幼稚園教諭(二種)

長崎女子短大 生活創造学科 栄養士 栄養士 社会福祉主事 登録販売者

幼児教育学科 保育士 幼稚園教諭 社会福祉主事

短大は九州地区・関東地区・関西地区など他にも多数あり

専門学校

学 校 名 学部・学科・コース等 将来めざすことのできる仕事・職業
緑生館 総合看護／理学療法／作業療法 看護師 理学療法士 作業療法士

ｱｶﾃﾞﾐｰ看護専門学校 看護師科 看護師（助産師 保健師）

武雄看護リハビリ 看護学科／理学療法学科 看護師 理学療法士

九州医療専門学校 歯科衛生士／歯科技工士 歯科衛生士 歯科技工士
佐賀歯科衛生専門 歯科衛生士 歯科衛生士
ｱｲﾋﾞｰﾋﾞｭｰﾃｨｰｶﾚｯｼﾞ 美容科 Ｗライセンスコース 美容師 理容師

エッジ国際美容専門 美容師／ビューティービジネス 美容師 ﾒｲｸｱｯﾌﾟｱｰﾃｨｽﾄ

九州国際情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 情報システム科／医療ビジネス科 民間企業 公務員 病院医療事務

佐賀工業専門学校 エアポートサービス学科／自動車学科 自動車整備士 空港ｸﾞﾗﾝﾄﾞｻｰﾋﾞｽ(ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ)

麻生専門学校ｸﾞﾙｰﾌﾟ 情報／医療福祉／外語観光＆製菓ほか ＩＴ関連 医療福祉分野 観光業界 ﾎﾃﾙ業界

大川看護福祉専門 介護福祉学科 介護福祉士

柳川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門 理学療法／作業療法／言語聴覚 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士
中村調理製菓専門 調理師科／製菓技術科／製パン学科 調理師(日本料理･中国料理・西洋料理) パティシェ
中村国際ﾎﾃﾙ専門 ホテル学科／ブライダル ﾎﾃﾙ業界 ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

平岡調理製菓専門 調理・製菓 調理師(日本料理･中国料理・西洋料理) パティシェ
福岡美容専門学校 美容科 美容師 ﾒｲｸｱｯﾌﾟｱｰﾃｨｽﾄ ﾈｲﾘｽﾄ 福祉美容師

専門学校は九州地区・関東地区・関西地区など他にも多数あり



就 職

◇求人状況：本校に毎年多くの企業（事業所）様から求人をいただいております。
（令和元年度：就職希望者70名前後に県内外を合わせて約1,300件）

☆高卒での就職も、ずいぶん条件が改善されています。
⇒賃金例（基本給月額）‥およそ140,000～170,000円。なかには200,000円前後も。
休日例‥年間で100～120日。週休２日は一般化。労働時間も改善されています。

＜おもな事業所 順不同＞
・(株)北島 ・シダックス株式会社(学校給食調理)
・肥前通運株式会社(ドコモショップ販売等) ・セロリー株式会社(縫製 佐賀･唐津)
・牛津製薬株式会社 ・(株)ベスト電器
・(株)ﾘｮｰﾕｰﾊﾟﾝ ・(株)村岡屋
・(株)ｽｰﾊﾟｰﾓﾘﾅｶﾞ ・ニッポンレンタカー九州
・(株)ﾜｰﾙﾄﾞｽﾄｱﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(ｱﾊﾟﾚﾙ) ・長島観光開発(ﾅｶﾞｼﾏﾘｿﾞｰﾄ)
・(株)ソクト(重機ﾚﾝﾀﾙ) ・(株)ハウステンボス
・(株)有明電設 ・小糸九州株式会社
・昭和フード株式会社 ・トヨタ生活協同組合(社員食堂調理)
・ＪＡさが ・佐賀県医療センター好生館(調理)
・ﾎﾃﾙﾆｭｰｵｰﾀﾆ佐賀 ・(株)音成印刷(Web ﾃﾞｻﾞｲﾝ)
・(株)ヤマダヤ(ｱﾊﾟﾚﾙ販売) ・ｸﾞﾗﾝﾃﾞはがくれ
・ﾎﾃﾙ大正屋 ・ホテル日航福岡
・祐徳自動車 ・ホテルオークラ福岡
・(株)東洋新薬 ・唐津シーサイドホテル･DHC
・(株)ＪＡフーズさが･季楽 ・ワタキューセイモア株式会社
・竹下製菓株式会社 ・ヤマト運輸株式会社
・(株)ヤマダ電機 ・アイリスオーヤマ(鳥栖工場 事務)
・昭和自動車株式会社 ・日本料理(株)菊の井(京都･東京赤坂)
・(株)Ａコープ九州 ・美々卯（大阪）
・トヨタ紡織九州株式会社 ・日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ(星乃珈琲)
・(有)城月堂(製菓) ・東京ｴｱﾎﾟｰﾄﾚｽﾄﾗﾝ
・(株)和多屋別荘 ・イトキン株式会社(ｱﾊﾟﾚﾙ販売)
・ハミルトン宇礼志野／華翠苑／元湯 ・ホテル加賀屋
・吉田屋 ・(株)銀座「久兵衛」
・佐賀整肢学園子ども発達医療センター ・江頭製パン kusukusu
・佐賀東信用組合 ・萬象閣敷島
・(株)ニチイ学館（介護職･医療事務） ・ﾍﾞｼﾞﾋﾞｭｰﾃｨｸﾘｴｲﾄ（Beee+）
・(株)エルアン（婦人服縫製） ・(株)日本通運
・(株)ミズ（医療事務･化粧品販売） ・佐賀ダイハツ(事務･営業企画)
・(株)佐賀青果市場(総合職 営業一般事務) ・九州西濃運輸(ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ･事務)
・(株)ﾌｰﾄﾞウェイ ・(株)魚国総本社(社員食堂調理)
・(株)マルキョウ ・九州フジパン
・(株)西鉄ストア ・山崎製パン
・びわ湖緑水亭(日本料理調理) ・(株)東京九州フェリー(受付事務)
・(株)王将フードサービス ・(株)千房
・下鴨茶寮(日本料理調理) ・(株)Mother's Industry(ｱﾊﾟﾚﾙ販売)
・吉兆(日本料理調理) ・(株)中の坊 有馬ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ(調理･接客)

・東武ｽﾃｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ(鉄道･駅業務)
［その他］
・県内介護施設多数（調理職･介護職） ［その他］
・県内病院多数（看護助手･調理職） ・レストラン（西洋･日本･中華 調理）
・病院及び企業の事務職も増えています ・製菓店（パティシェ）

ほか多数

内定率１００％



☆進学･就職ともに、高校時代にどのような活動を行い、どのような成果を収め
たかが、入試や選考試験の評価の対象とされるようになってきています。
その活動は、学習のみならず、部活動やボランティア、各種検定など多岐にわ
たり、取り組み状況などは３年間各自でポートフォリオに記録していくことに
なります。コミュニケーション力やリーダーシップなど、社会で求められる資
質を養うためにも、牛津高校でさまざまな活動に目標をもって積極的に取り組
んでみませんか？ 本校教職員みんなが、そのための環境を整えて応援いたし
ます。


