
◎ 松阪商業は2020年（東京オリンピックの年）に100周年を迎えます 
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　私は簿記やコンピュータ等の商業の学習に興味を
持ち、松阪商業高校に入学しました。情報ビジネス
科では「簿記」をはじめとした商業科目について幅
広く学び、検定試験の合格・資格取得に向けて勉強
をします。初めて学ぶことが多く、最初は少し不安

がありました。しかし、先生方が丁寧に教えてくださり安心して学習す
ることができました。中学生の時に普通教科が苦手だった方でも自分の
努力次第で得意にすることができます。私自身も、商業科目を得意分野
とすることができました。
　また、松商では「単位制」を活かし、自分の興味・関心・進路に応じ
た科目選択をすることができます。より専門的な学習ができるため進学・
就職どちらも可能です。
　そして、松商では運動部・文化部ともに部活動が盛んに行われていま
す。私はその中の一つである簿記部に所属していました。競技大会での
上位入賞と簿記関係の検定試験の合格を目標に活動していました。日々
の活動の中では、部員同士で教え合い・聞き合うことでよりいっそう理
解が深まりました。学年を越えての交流も深まりました。また、私は副
部長を務めていた経験を通して、部をまとめることの大変さや責任感を
学ぶことができました。
　３年生での進路選択では私は就職に決めました。私だけでなく先生方
も面接練習など採用試験の対策に熱心に取り組んでくださり、第一志望
の企業から内定をいただくことができました。ご協力いただいた先生方
にはとても感謝しています。
　松商に入学して多くの先生方や先輩・仲間に出会い、とても充実した
高校生活を送ることができました。今後は松商で学んだことを活かし社
会人として精一杯頑張ります。

　私が松阪商業高校、情報システム科への入学を決
めた理由は「パソコンを使うことが好きだから。」と
いう単純なものでした。また、「趣味でパソコンを使
うだけでなく、それを職業にできるレベルにしたい」
と考えていました。卒業間近の今、私はこの松商で
社会に通用するレベルの情報処理、簿記、経済など様々

な分野の知識を得られたと実感しています。
　松商の情報システム科では、３年間を通してコンピュータの基本から
応用まで深く学ぶことが出来ます。例えば１年生の情報処理分野では文
書作成ソフトや表計算ソフトの基礎的な操作から応用的な操作を実習
し、迅速に資料を作成できるスキルが身につきます。そしてそれと同時
に簿記分野では基礎的な知識を身に着けられます。２年生の情報処理分
野ではプログラミングの授業があり、さらに深くコンピュータについて
学ぶことが出来ます。３年生では週 12 時限の授業（４種類）を自由に
選択することができ幅広い進路に対応することが可能です。例えば選択
授業の選び方で体育の授業を増やしたり、デザインの授業を受けたりな
ど、それぞれが好きな授業が受けられるので授業に対するモチベーショ
ンが上がります。選択授業の時間は毎回楽しみでした。
　また、部活動面では 3年間コンピュータ部に所属していました。松商
のコンピュータ部の活動内容は主に情報処理の資格取得と競技大会入賞
に向けての勉強です。資格取得の面で一番印象に残っているのは国家資
格である「応用情報技術者試験」を取得したことです。日々の放課後の
活動のみならず勉強合宿なども行い、とてもハードな時期もありました
が無事合格できたときの達成感は今でも忘れられません。そして競技大
会の面では専門学校が主催している競技大会に、２年連続で全国大会出
場を果たしました。
私は公立大学進学を目指し３年生の間は日々受験勉強に励みました。そ
の際、松商の担任の先生や進路指導部の先生方など沢山の方々に助けて
いただき、そのおかげで無事合格することが出来ました。特に進路指導
部の先生には夜 7時ごろまで個人的に受験対策をしていただいたことに
は本当に感謝しています。
　大学ではさらに広く深い知識を身につけるとともに社会に貢献できる
素晴らしい人材に成長していきたいです。

　国際教養科ではひとりひとりの英語力を伸ば
すために、英語の必修科目がたくさんあります。
リーディングやグラマーの他に、少人数で行う
リスニングや ALT との会話の授業が週に二回
あり、楽しい環境で勉強ができます。

　さらに検定に対する講座も充実しており、TOEIC などは総合
の授業で連続して対策が行われます。そのような検定試験に
チャレンジする機会がたくさんあったので、自分の英語力が今
どのくらいなのか知ることができて、勉強をもっと頑張ろうと
いう気持ちを持ち続けることができました。また、実用英語検
定については英語の先生方がチームを組んで指導をしてくれま
す。特に私は 3年生の 1学期までに英検 1級を取ることが志望
大学の出願条件だったので、必死になって取り組みました。
ELT の先生を含め、先生方の熱心な指導のおかげで英検 1級を
取得し、さらに国際教養大学の AO試験にも合格できました。
　また、松商には熱心に活動しているクラブがたくさんありま
すが、わたしはギター部に入りました。最初は私のような初心
者がほとんどですが、練習を続けると難しい技術もだんだんと
身に付き、あきらめずに継続すれば、大会や訪問演奏などで演
奏できるくらいになります。ギター部ではそれ以上に、あいさ
つや敬語や礼儀をしっかり身につけることができました。
　私は松商に入学したおかげで英語力が上がっただけでなく、
精神的に成長することができました。ここで学んだことを生か
して将来は、国際機関で必要とされる人材になれるよう努力し
ていきます。

◇近藤 宙翔さん
福知山公立大学 地域経営学部

（2018 年度卒業・情報ｼｽﾃﾑ科）

◇奥田 満雄さん
東海旅客鉄道（株）東海鉄道事業本部

（2018 年度卒業・情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ科）

◇ﾌﾛﾚｽ ｼﾝﾃﾞｨｰ ｸﾚｱ ｶｽﾄﾛさん
国際教養大学 国際教養学科

（2016 年度卒業・国際教養科）
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■JR徳和駅から徒歩約25分 自転車約11分
■近鉄櫛田駅から徒歩約20分 自転車約10分交通
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where Dreams Come True
自ら学び、考え、主体的に行動する…
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◆高度な資格取得

検定の 合格証書＝知識と技術、努力の証明書 です。

進学や就職に有利な選択

進学

国公立や私立大学 等の特別の推薦

ＡＯ入試、指定校推薦、全商協会入試

就職

履歴書への記載、面接でアピール

自分自身に自信と誇りが持て

さらなる学びに向かう力が身につく。

◆合格実績（ダイジェスト）

全国商業高等学校協会検定試験1級 全９種目のうち3種目以上合格表彰者(H29:31名 H28:35名)
８種目(H29:1名 H28:1名)・６種目(H29:3名 H28:3名)・５種目(H29:2名 H28:7名)
４種目(H29:8名 H28:5名)・３種目(H29:17名 H28:19名）
会計実務検定全種目合格(H29:2名 H28:1名) 商業経済検定全種目合格(H28:4名)

日商簿記検定1級（H29:1名)
日商簿記検定２級（H29:14名 H28:15名）
日商リテールマーケティング（販売士）２級（H29:1名 H28:1名）
基本情報技術者試験（H29:6名 H28:6名）
応用情報技術者試験（H29:5名 H28:3名）情報処理安全確保支援士（H29:1名）

TOEICで900点以上(H29:1名 H28:2名)（ノンネイティブ最高レベルの英語力を保持）

実用英語検定1級（H28:2名)(英字新聞の社会面が辞書なしで読めるレベル）

準1級（H29:2名 H28:7名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他2級も多数

ビジネス系

語学系

高度資格

商業と英語の専門高校です。

～学べば学ぶほど、会社の数字が見えてくる～

商業(ビジネス)について総合的な知識を学びます。

～情報機器を使いこなす最先端の知識と技術の習得による爽快感～

商業教育の視点に立った情報教育を行い、情報化社会で活躍できる人材の育成を目指します。

～英語によるコミュニケーションの達成感が味わえる～

英語関連学科の特性を生かし、主に外国語大学をはじめ、文系大学への進学を目指します。

◆特色は…
□県内唯一の単位制専門高校

たくさんの授業から

自分だけのオリジナル時間割（２学年より）

□きめ細やかな指導体制
〇少人数講座が多い

２・３年生の多くの授業が少人数で先生の目が届きやすい授業

〇個人の能力に応じた指導体制

簿記・情報処理・英語の専門教科では個別に学習サポート

（サマースクール・ウインタースクール）

英語教育の充実（ネイティブスピーカーの先生2名常駐）

〇進路や資格取得に応じた特別講座を実施

専門学校講師による資格取得（公務員）講座、就職に対応したマナー講座・面接対策指導

松阪商工会議所と連携したインターンシップ（企業体験）

進学に対応した進学補習、推薦入試や就職試験に対応した全教職員による面接指導

□充実した学習環境

□学びと経験を活かした進路実現

□大学・専門学校と連携した教育システム
高田短期大学との連携（高大連携）、大原簿記医療観光専門学校津校・大原法律公務員専門学校

津校との連携（高専コラボ）により教育の充実を図っています。

□地域に密着した学校
松商生が講師となって地域の小学校で英語とプログラミングの授業を行っています。この体験が貴

重な経験になっています。また、松阪市と共同で英語によるボランティアガイドにも取り組んでいます。

本校は、歴史的に伊勢街道（R23）・和歌山街道（R１66）・紀州路（R42）が交差する地にあり、関西地区

と東海地区の鉄道の分岐点に位置します。この地域性を生かした幅広い進路に対応しています。

体育館・武道場･人工芝体育館・武道場･人工芝 テニスコートテニスコート マルチメディア室マルチメディア室

松阪商業高等学校は…

進路実現（進学・就職）

各学科の専門性を重視した科目選択

個々の進路や興味・関心に応じた科目

基礎基本を重視した科目

３年

２年

１年

松商の学びの
　ステップアップで
　　自分の進路実現

学力・資格 部活動 自己指導能力 進路実現
基礎学力と高度な専門性 部活動の実績と経験 自発的な規範意識・生活習慣の確立

ビジネスマナー・挨拶と身だしなみ豊かな人間関係・コミュニケーション能力成績 +検定・資格

取得可能な検定資格

実用英検・全商英検対策講座の実施(全学科対象)

サマースクール・ウインタースクール（情報ビジネス科・情報システム科）

国家試験対策学習合宿（情報システム科）

高専コラボ【大原簿記医療観光専門学校津校との高専連携協定講座】（情報ビジネス科・情報システム科）

◆公務員試験への対応（市町役所、税務職員、消防、警察など）
松商で学んだビジネス感覚を活かし地域に根差した公務員の育成を目指しています。

高専コラボ【大原法律公務員専門学校津校との高専連携協定講座】を実施（全学科対象）

◆資格取得のサポートシステム

簿記簿記 会計会計 電卓電卓 そろ
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基本
情報

応用
情報
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管理
会計
管理
会計 プログラミングプログラミング ビジネス情報
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情報

IT パス
ポート
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コンピュータ
会計

コンピュータ
会計

財務
分析
財務
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財務
諸表
財務
諸表 販売士販売士 秘書

技能
秘書
技能 英語英語 TOEICTOEIC

全商 日商 全商 全商 全商 経済産業省

国家試験

経済産業省

全商 全商 全商 全商 全商 経済産業省 全経

実用 全商日商全商 全商

国家試験

マナー講座・面接対策指導マナー講座・面接対策指導

国家試験

国 際 教 養 科

情報システム科

情報ビジネス科



目まぐるしく変化する社会のニーズに対応するため、 ビジネスの世界で必要とされる基本的なコンピュータの操作 ・ 活用

方法をはじめ、 ビジネスにはかかせない簿記会計 ・ 流通ビジネスといった幅広い分野から商業の基礎的な知識を習得しま

す。また、個々の興味 ・ 関心 ・ 進路に応じ、 より専門的な科目の学習や専門学校や四年制大学への進学も可能です。柔軟

な思考と豊かな人間性を兼ね備えた人材の育成を目標とする学科です。

①　商業科目を幅広く学び、商業関係の検定試験合格 ・ 資格取得を目指します。

②　ビジネスの基礎を学び、社会性を身につけることができます。

③　表計算 ・ ワープロやパワーポイントなどコンピュータを利用した学習を通して、 ビジネ

スで必要なＩＴの力を身につけます。

④　単位制を活かし、 より上級の資格取得を目指す人のための教育課程を実施していま

す。また、普通科目 ・ 専門科目の区別なく選択できるので、 看護 ・ 医療系、 保育など

の分野へ進学も可能です。

⑤　学習の様々な場面で外部教育力を取入れ、２１世紀を担う社会人としての自覚を促し

ます。

⑥　国際社会に対応すべく語学力を高め、コミュニケーション能力の向上に努めます。

 高度情報化社会に対応し、 コンピュータを利用する立場とシステムを開発する立場の双方から、 情報に関する専門的な

知識と技術を習得します。また、資格取得に力を入れており、身につけた幅広い知識 ・ 技能は就職だけでなく四年制大学 ・

短期大学 ・ 専門学校への進学にも役立てることができます。「情報に関する科目」と「商業に関する科目」の両方を学ぶこと

もでき、そのメリットを生かし、ビジネスの世界で活躍できる情報に精通したスペシャリストの育成を目標とする学科です。

①　表計算 ・ データベース・プレゼンテーションといった利用者の立場からのコンピュータ活用能力を身に付けます。

②　プログラミング・ マルチメディア （静止画 ・ 動画） ・ コンピュータデザインなどを学びシステムを開発者側の立場に立った

知識 ・ 技術を身に付けます。

③　経済産業省情報処理技術者試験を中心にビジネスに関する高度な資格取得を目指します。

④　単位制を活かし、より上級の資格取得を目指す人のための教育課程を実施しています。

　　 また、普通科目 ・ 専門科目の区別なく選択できるので、看護 ・ 医療系、保育などの分野

　　 へ進学も可能です。

⑤　学習の様々な場面で外部教育力を取入れ、２１世紀を担う社会人としての自覚を促します。

⑥　国際社会に対応すべく語学力を高め、コミュニケーション能力の向上に努めます。

グローバル化が進む現代社会に対応できるよう、 豊かな国際感覚を備えた人間の育成を目的としています。 そのため、

英語に関する語学の授業だけにとどまらず外部に発信する力を段階的につけていくなど松商独自の様々な科目カリキュラ

ムが用意されています。

①　すべての英語の授業は少人数で実施し、 常駐２名のＡＬＴの授業も１０人及び２０人の規

模で行うことで一人ひとりが英語を話す機会があり、 コミュニケーション能力を伸ばす

ことができます。

②　実用英語技能検定については、 卒業までに２級に全員が合格することを目指します。

近年、準１級に合格をする生徒も毎年複数でています。 授業内でも英検に対応しており、

また放課後には英語科教員が英検対策講座を開講しています。 さらに、 英検２次の

対策でも、 マンツーマンによるきめ細かい指導を行います。 また、 １年次および２年次

では TOEIC Bridge （ハイレベルな生徒には TOEIC IP） を全員受験しており、 実力を

定期的に測定しながら長期的視野に立って英語の実力をつけていきます。

③　夏期休業中だけでなく、 冬期休業中や春期休業中も生徒のニーズに対応し、 全学年で進学課外授業を複数開講し、

生徒の進路希望実現の手助けを行います。

④　２年次の夏季休業中に英語キャンプを実施します。 県下の ALT が多数参加するので、 ネイティブスピーカーが話す英

語にたくさん触れることができます。 秋には、 近隣の小学校を訪問し、 松商生が英語の授業も行います。

⑤　オーストラリアで１０日間の研修に参加し、 異文化理解を深め自分の英語力を実践の中で試すこともできます。

三重県立
松阪商業
高等学校

情報ビジネス科

情報システム科

国際教養科

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

１年 保健 ＬＨＲ

２年 保健 ＬＨＲ

３年 ＬＨＲ

※財務会計Ⅰは３クラスを４講座で

国語総合 地理A 数学Ⅰ 体育 コミュニケーション英語Ⅰ 家庭基礎 ビジネス基礎 情報処理 簿　　記

現代文B 生物基礎 世界史A 体育 コミュニケーション英語Ⅱ
財務会計Ⅰ

※習熟度別ABCD
情報処理 専門選択Ｓ２Ａ 選択Ｓ２B 選択Ｓ２Ｃ

現代文B 現代社会 体育
科学と

人間生活
芸術Ⅰ 課題研究 総合実践 選択Ｓ３Ｂ 選択Ｓ３Ａ 選択Ｓ３Ｄ 選択Ｓ３Ｃ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

１年 保健 ＬＨＲ

２年 保健 ＬＨＲ

３年 ＬＨＲ課題研究 総合実践 選択Ｓ３Ｂ

ビジネス基礎 簿　　記 情報処理国語総合 地理A 数学Ⅰ 体育 コミュニケーション英語Ⅰ 家庭基礎

現代文B 数学A 世界史A 生物基礎 体育 コミュニケーション英語Ⅱ 簿　　記 ビジネス情報 専門選択Ｓ２Ａ 選択Ｓ２B 選択Ｓ２Ｃ

現代文B 現代社会
科学と

人間生活
体育 芸術Ⅰ 選択Ｓ３Ａ 選択Ｓ３Ｄ 選択Ｓ３Ｃ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

１年 保健 LHR
総合
学習

英語表現

異文化理解

英語理解 英語表現
異文化
理解

選択S2A

総合英語国語総合 地理A 数学Ⅰ 数学Ａ
科学と

人間生活
体育 家庭基礎

２年
古典Ｂ

世界史Ｂ 生物基礎 体育 保健 選択S2B 選択S2C LHR
総合
学習

総合
学習日本語基礎（学）

３年 現代文読解 現代社会 体育 芸術Ⅰ 英語理解 選択S3B 選択S3A
社会と情報(2) 選択S3C

LHR
選択S3D 社会と情報(2)

応用情報技術者　　基本情報技術者　　IT パスポート　　全商情報処理検定（ビジネス情報部門）1・2級
全商情報処理検定（プログラミング部門）1・2級　　全商ビジネス文書実務検定 1・2級
全商簿記実務検定 1・2級　　日商簿記検定 2・3級　　全商英語実務検定 1・2級
全商珠算電卓実務検定 1・2級　　秘書検定 2・3級　　全商商業経済検定 1・2級

Department of business

Department of information systems

Department of international culture

実用英語技能検定 1級・準 1級・2級・準 2級　TOEIC IP 500 点以上目標   TOEIC Bridge 180 点以上目標
全商英語検定試験１級・2級

教育課程

教育課程

教育課程

～トピックス～～トピックス～
●小学生プログラミング教室 ●小学校英語活動

●「高校と専門学校の連携に関する協定

●松商ＳＢＰ

松商生プログラミングティーチャー 松商生イングリッシュティーチャー

高専コラボ

松商生が現代版松阪商人となり商売を実践
（高校生地域商社の誕生）

　SBP とは、ソーシャル・ビジネス・プロジェクトの略で産学官連携して
地域の課題をビジネスの手法を用いて解決する取り組み。

　情報システム科３年の
生徒が、地元小学校６年
生に教えています。

　国際教養科２年の生徒
が、地元小学校で英語を
教えています。

実施講座
日商簿記検定・上級検定対策
社会人マナー講座
公務員対策講座等
　　　教育連携研究

〈取得できる資格〉  

日商簿記検定 2・3級　　全商簿記実務検定 1級　　全商情報処理検定（ビジネス情報部門）1・2級
全商英語実務検定 1・2級　　全商ビジネス文書実務検定 1・2・3級　　全商商業経済検定 1・2級
全商珠算電卓実務検定 1・2級　　全商会計実務検定　　秘書検定 2・3級

〈取得できる資格〉  

〈取得できる資格〉  



毎日のハイスクールライフに
　自己指導能力を高める場が！High school lifeH

■学校生活

■主な学校行事

■クラブ活動
Sports Clubs
男　子：硬式野球　陸上競技　バスケットボール

女　子：ソフトボール　陸上競技（三重県高体連強化指定クラブ） 　バレーボール

卓球　ソフトテニス　バスケットボール　バドミントン

Cultural Clubs
商業（英語）部：簿記　珠算・電卓

ワープロ　コンピュータ

ESS　SBP

芸術 ・ 文化部 ：ギター　吹奏楽

商業美術　茶道

華道　書道　放送

・明るく安心な学校生活をしている

・あいさつなど礼儀正しい

・身だしなみが高校生らしい

・生徒指導に共感できる

（保護者アンケートより概ね思うと回答）

92%
85%
88%
84%

目標松阪商業高等学校の

自己指導能力を高めよう
自己指導能力とは

その時、その場で、どのような行動が適切であるか、
自分で判断し、決定して実行する能力。

①　やろうとする意欲に燃えている。
②　問題の所在に気づき、正しい判断ができる。
③　目標を持ち、計画的な生活が送れる。
④　自分の役割を自覚し、責任を持って成しとげる。
⑤　積極的・継続的・協調的に問題に取り組む。
⑥　活動を評価し、修正する。

高まった状態とは・・・

夏　服 冬　服

制服には松阪木綿をモチーフとした
エンブレムを採用。松阪商人の高い心を胸に

■　入学式
■　制服着こなし講座
■　遠足
■　中間考査
■　進路ガイダンス
■　講座ガイダンス
■　体育祭
■　面談週間
■　人権学習

■　期末考査
■　クラスマッチ
■　VIVA松商
■　情報サマースクール
■　簿記サマースクール
■　情報システム科合宿
■　インターシップ
■　進学集中補習
■　英語キャンプ

■　文化祭
■　中間考査
■　進路ガイダンス
■　講座ガイダンス
■　修学旅行
■　面談週間
■　進路講話
■　人権学習
■　期末考査

■　情報ウィンタースクール
■　簿記ウィンタースクール
■　進路講話
■　人権学習
■　年度末考査
■　卒業式
■　クラスマッチ
■　合格発表
■　オーストラリア研修

SPRING SUMMER AUTUMN WINTER

全国大会入賞
陸上競技
全国大会出場

陸上競技　卓球　ギター　簿記
コンピュータ　ESS
東海大会出場

陸上競技　バレーボール
卓球　ソフトテニス　簿記
ワープロ　珠算・電卓

コンピュータ

祝

■進路実績ＤＡＴＡ（平成29年度）
進 学 実 績
◎進学希望率

◎進学内定率
一般推薦、特別推薦　一般入試
ＡＯ入試　全商協会推薦入試
商業科特別推薦入試　指定校推薦

就 職 実 績
◎就職希望率

◎就職内定率

61%
99%

39%
99%

進学希望者数÷卒業者数

進学決定者数÷進学希望者数

就職希望者数÷卒業者数

就職内定者数÷就職希望者数

国公立大学
三重大学
三重県立看護大学
福知山公立大学
名古屋市立大学
国際教養大学
都留文科大学
私立大学
早稲田大学
中央大学
国士舘大学
創価大学
法政大学
文教大学
放送大学
麗澤大学
大阪芸術大学
大阪産業大学
大阪商業大学
大阪体育大学
摂南大学
関西外国語大学
関西大学
帝塚山大学
龍谷大学
京都外国語大学

鈴鹿大学短期大学部
愛知学泉短期大学
愛知医療学院短期大学
名古屋文化短期大学
名古屋文理大学短期大学部
愛知文教女子短期大学
至学館大学短期大学部
奈良学園大学奈良文化女子短期大学部
大阪学院大学短期大学部
高等看護学校
聖十字看護専門学校
三重看護専門学校
松阪看護専門学校
名張市立看護専門学校
津看護専門学校
京都桂看護専門学校
ﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞしぎさん看護専門学校
伊勢地区医師会准看護学校
専門学校・各種学校
旭美容専門学校
伊勢保健衛生専門学校
大原簿記医療観光専門学校
大原簿記医療観光専門学校津校
中日美容専門学校
名古屋ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｱｰﾂ
鈴鹿ｵﾌｨｽﾜｰｸ医療福祉専門学校

三重県立公衆衛生学院
大原法律公務員専門学校津校
名古屋ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞ&ﾌﾗﾜｰ･ﾋﾞｭｰﾃｨ学院
名古屋観光専門学校
あいちﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校
ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄｺﾝﾋﾟｭｰﾀ専門学校
ﾄﾗｲﾃﾞﾝﾄ外国語･ﾎﾃﾙ･ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校
ﾋﾞｼﾞｭｱﾙｱｰﾂ専門学校
ﾕﾏﾆﾃｸ医療福祉大学校
ﾕﾏﾆﾃｸ調理製菓専門学校
伊勢志摩ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校
三重調理専門学校
大原法律公務員専門学校
東京 IT 会計専門学校
日本航空大学校
名古屋ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校
名古屋ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ学院
名古屋ﾋﾞｭｰﾃｨｱｰﾄ専門学校
名古屋医療秘書福祉専門学校
ﾕﾏﾆﾃｸ医療福祉専門学校
大原ﾄﾗﾍﾞﾙ･ﾎﾃﾙ･ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校
東京 IT 会計専門学校名古屋校
東京法律専門学校
名古屋情報ﾒﾃﾞｨｱ専門学校
名古屋動物専門学校
ﾕﾏﾆﾃｸ医療福祉大学校　　他

京都産業大学
京都精華大学
愛知学院大学
愛知淑徳大学
愛知大学
愛知東邦大学
金城学院大学
至学館大学
中京学院大学
中京大学
中部大学
名古屋外国語大学
名古屋学院大学
名城大学
南山大学
日本福祉大学
皇學館大学
四日市大学
鈴鹿医療科学大学
鈴鹿大学
福井工業大学
九州共立大学
公立短期大学
三重短期大学
私立短期大学
高田短期大学

■主な進学先

平成 29年度

※待機生を含む
　（過去3年間）

JUKI 金属㈱
SWS西日本㈱
THK㈱三重工場
㈱赤福
㈱ｱﾄﾞｳｪﾙ
㈱ｱﾚｸｼｰﾄﾞ
ｲｵﾝﾘﾃｰﾙ㈱東海･長野ｶﾝﾊﾟﾆｰ名古屋事務所
伊勢市消防
㈱伊勢福
㈱伊勢村田製作所
井村屋㈱
㈱奥村ｺﾞﾑ製作所
小田原ﾋﾙﾄﾝ㈱

中部国際空港旅客ｻｰﾋﾞｽ㈱
㈱辻組
東海旅客鉄道㈱東海鉄道事業本部
東芝ﾒﾓﾘ㈱四日市工場
東洋ｴｱｿﾞｰﾙ工業㈱三重工場
鳥羽ﾋﾞｭｰﾎﾃﾙ㈲
ﾄﾖﾀ自動車㈱
西中睦和税理士事務所
ﾆﾌﾟﾛﾌｧｰﾏ㈱伊勢工場
㈱ﾆﾌﾟﾛﾝ
日本郵便㈱東海支社
㈱ﾆｭｰﾄﾗﾙ
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴｺｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ電材三重㈱

㈱ﾊﾆｰｽﾞ
ﾊﾟﾜｰｻﾌﾟﾗｲﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱
万協製薬㈱
㈱久居 LIXIL 製作所
福山通運㈱
㈱ﾎﾝﾀﾞｶｰｽﾞ三重
本田技研工業㈱鈴鹿製作所
ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ中部㈱
松阪APM㈱
松阪精工㈱
三重金属工業㈱
三重県漁業協同組合連合会
㈱森伸　　　※順不同，敬称略

近畿日本鉄道㈱
楠原歯科医院
健栄製薬㈱
㈱ｺｽﾓｽ･ｺｰﾎﾟﾚｲｼｮﾝ
㈱さわだ薬局
ｼｬｰﾌﾟ㈱ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾃﾞﾊﾞｲｽｶﾝﾊﾟﾆｰ
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾏﾘﾝﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ㈱津事業所
㈱昭和
㈱松和産業
神宮司廳
㈱ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ
瀬古食品㈲
㈱第三銀行

■平成２９年度就職先


