
就職内定速報≪２０２１年３月卒業予定者：現３年生≫２０２０年１２月１７日現在  

                 ※６３名中６３名内定・１００％内定達成！／進学就職者を含む  

○生活経営科（就職希望 11 名）  

【県内就職】  

 ・ドラッグストアモリ（販売）1 名       ・ワタキューセイモア (リネン)1 名  

 ・政工務店（土木）1 名        ・(株 )北島 (菓子製造 )２名  

 ・大和産業 1 名           ・うえむら病院 (看護助手 )２名  

 ・佐賀ダイハツ販売株式会社 1 名     ・新武雄病院 (看護助手 )１名  

【県外就職】  

  ・ニッポンレンタカー九州（事務受付接客）＜福岡勤務＞1 名  

○服飾デザイン科（就職希望 1５名）  

【県内就職】  

  ・トヨタ紡織九州（縫製製造）2 名     ・ホテル華翠苑（接客）1 名  

  ・佐賀セロリー（縫製）1 名       ・三峰（アパレル販売）1 名  
  ・多久製網（製造）1 名         ・唐津セロリー(縫製 )１名  

  ・ワタキューセイモア(リネン)2 名        ・志田病院 (看護助手 )１名  

【県外就職】  

  ・ヤマダヤ(ｱﾊﾟﾚﾙ販売）＜名古屋＞2 名，＜久留米＞１名  

 ・日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ(「星乃珈琲」／接客 )＜福岡勤務＞1 名  

 ・千房 (お好み焼き･鉄板焼きレストラン：接客調理 )＜大阪＞１名  

○フードデザイン科（就職希望 10 名）  

【県内就職】  

  ・九州ﾛｼﾞﾃｯｸｶｰｺﾞ (運輸事務 )1 名   ・竹下製菓 (製造 )1 名  

  ・ベスト電器 (家電販売 )1 名      ・ホテル華翠苑 (接客 )1 名  

  ・ベジビューティークリエイト (レストラン Beee+ 接客 )１名  

  ・城月堂 (菓子製造 )１名        ・うえむら病院 (看護助手 )１名  

  ・５５カンパニー(レストラン接客 )１名  

【県外就職】  

   ・日本ﾚｽﾄﾗﾝｼｽﾃﾑ(「星乃珈琲」／接客 )＜福岡勤務＞1 名  

   ・自衛官候補生 (陸上 )１名  

○食品調理科（就職希望２７名）  

【県内就職】  

   ・桂寿苑 (調理 )２名  ・佐賀県畜産公社 (製造 )１名    ・ＪＡ佐賀 (事務 )1 名  

   ・ホテルハミルトン宇礼志野 (調理 )1 名    ・江頭製パン(ｸｽｸｽ：販売 )1 名  

   ・ｔｅｔｅカンパニー(製菓店製造販売 )1 名   ・アンジェココ(菓子販売 )1 名  

   ・ホテル萬象閣敷島 (調理 )1 名      ・佐賀県医療センター好生館 (調理 )1 名  

   ・ホテル大正屋 (調理 )1 名          ・シダックス(学校給食調理 )２名  

   ・ロコメディカル江口病院 (調理 )１名     ・西洋食堂「信」 (調理 )１名  

   ・メディカルサプライ島田病院 (調理 )１名  
   ・中村牧場「レストランなかむら」 (調理 )１名  

【県外就職】  

  ・トヨタ生活協同組合 (社員食堂調理 )＜愛知県豊田市＞1 名  

  ・有馬グランドホテル(調理 )＜神戸市＞1 名    

  ・長島観光開発 (ホテル接客 )＜三重県桑名市＞1 名  

  ・シダックス(学校給食調理 )＜久留米市＞１名  

  ・八仙閣 (調理 )＜福岡＞１名     ・ホテル加賀屋 (調理 )＜石川県和倉温泉＞２名  

  ・アシュラン(ホテル結婚式場調理 )＜福岡県大野城市＞１名  

  ・フランス料理「サンテミリオン」＜北九州市小倉北区＞１名  

  ・自衛隊一般曹候補生 (海上／調理志望 )1 名  

 



進学合格速報≪２０２１年３月卒業予定者：現３年生≫２０２０年１２月１７日現在  

            ※８３名中８２名合格決定・１名は結果待ち／留学予定を除く  

○生活経営科（進学希望３０名）  

【県内】  
  ・西九州大学 (子ども学部 )３名     
  ・西九州大学短期大学部 (幼児保育 )10 名／(地域生活支援 )２名  
  ・佐賀女子短期大学 (こども未来 )１名／(地域みらい)‥＜韓国＞１名･＜福祉＞１名  
  ・武雄看護リハビリテーション (看護学科 )１名／(理学療法 )１名  
  ・佐賀市医師会立看護 (准看護科 )２名        ・緑生館 (作業療法 )１名  
  ・九州国際情報ビジネス(医療ビジネス)２名  
【県外】  
  ・熊本学園大学 (社会福祉学部 )１名  
  ・福岡こども短期大学 (こども教育 )１名   ・香蘭女子短期大学 (保育 )１名   
  ・大川看護福祉 (介護福祉 )１名    ・ハリウッドワールド美容 (ブライダル)１名  

○服飾デザイン科（進学希望１５名）  

【県内】  
  ・西九州大学短期大学部 (幼児保育 )１名    ・武雄看護学校 (准看護科 )１名  
【県外】  
  ・鶴見大学 (文学部英語英米文学科 )１名  
  ・西日本短期大学 (メディアプロモーション)１名  
  ・九州デザイナー学院 (ｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ)１名  
  ・福岡ウェディング＆ブライダル (ブライダルヘアメイク)１名  
  ・ハリウッドワールド美容 (ロイヤルメイクアップ)１名  
  ・九州スクールオブビジネス (動物看護 )１名   
  ・福岡ベルエポック美容 (美容 )１名  
  ・マロニエファッションデザイン (ファッションクリエイト )３名  
  ・東京モード学園 (スタイリスト)１名   ・大阪文化服装学院 (スタイリスト)１名  
  ・ソウル市立大学 (※留学：韓国語コース)1 名  

○フードデザイン科（進学希望２７名） 

【県内】  
  ・西九州大学 (健康栄養学部 )２名  
  ・佐賀女子短期大学 (地域みらい)‥＜韓国＞２名･＜食とヘルス＞２名  
  ・西九州大学佐賀調理製菓専門学校 (調理･パティシエ)10 名  
  ・佐賀歯科衛生専門学校 (歯科衛生士 )１名  
  ・佐賀市医師会立看護専門学校 (准看護科 )１名  
  ・九州国際情報ビジネス(医療ビジネス)１名・(公務員 )１名  
【県外】  
  ・長崎国際大学 (健康管理学部 )１名     ・純真短期大学 (食物栄養 )1 名  
  ・中村調理製菓 (製菓 )1 名  ・辻調理製菓 (製菓衛生士 )1 名  
  ・福岡リゾート＆スポーツ(スポーツビジネス)1 名   
  ・九州ビジュアルアーツ(芸能 )1 名  
  ・九州サンシャイングルーミングスクール (愛犬美容 )1 名  

○食品調理科（進学希望１２名） 

【県内】  
 ・西九州大学 (健康栄養学部 )４名・西九州大学短期大学部 (地域生活支援 )３名  
 ・佐賀女子短期大学 (地域みらい･食とヘルス)１名  
 ・佐賀歯科衛生専門学校 (歯科衛生士 )1 名  
【県外】  
 ・文化学園大学 (国際文化学部観光学科 )１名   
 ・スプリッツオブマイスター (調理 )２名  

 

 


