
  （平成 29年 3月 31日現在） 

【管理栄養士、栄養士、保育士、ファッションデザイン、看護医療分野、美容分野】 

専門知識・技能と取得資格を活かして進学・就職決定１００％！！ 

 

 

 

 

【商学部・経済学部進学、事務系職種への就職】 

 専門知識・技能と取得資格を活かして大学進学 8名 就職内定 22名！！ 

国公立大 １名 佐賀大学（経済学部）    

私 立 大 ７名 
福岡大学（商学部）   中村学園大学 ２名（流通科学部） 

久留米大学 ３名（商学部、人間健康学部） 日本経済大学（商学部） 

短  大 １名 九州大谷短期大学（幼児教育学科）  

看護医療系専門 

     ２名 
久留米リハビリテーション学院２名（理学療法学科、作業療法学科） 

専門学校 ５名 

麻生公務員専門学校（総合科） 九州医療専門学校（歯科衛生学科）  

フチガミ医療福祉専門学校 ２名（診療情報管理学科、医療秘書学科） 

福岡ビジョナリーアーツ専門学校（ペット学科）  

就 職 ２２名 

日本郵便（株）九州支社 郵便局員  西日本鉄道（株） 経理事務員 

福岡県南部信用組合 金融事務・金融営業 福岡南部経済事業協同組合 

（株）ムーンスター 一般事務 （株）オーレック 事務職  

（株）筑後自動車専門学院 受付事務  ベストアメニティ（株） 事務職 

八女食料販売（株） 事務職 2名 八女カイセー（株） 事務、軽作業 

駅前管理システム（株） （株）ベクトル 営業事務 

（株）高山 事務または商品管理（総合職） 勝和産業（株） 一般職 

（株）福岡イエローハット 店舗スタッフ 山崎製パン（株） 生産関係職 

マル厨工業（株）九州工場 技能職  ホクト（株） きのこ栽培作業員 2名 

（株）かがし屋 販売員 平岡電気（株） ルート営業  

 

私 立 大 １名 西九州大学（健康栄養学部）    

短  大 ４名 
中村学園大学短期大学部（幼児教育学科）  佐賀女子短期大学（子ども未来学科） 

久留米信愛女学院短期大学（フードデザイン学科） 香蘭女子短期大学（ファッション総合学科） 

看護医療系専門 

５名 

日本文理大学医療専門学校（臨床検査学科） アカデミー看護専門学校（看護学科） 

大川看護福祉専門学校（看護学科） 高尾看護専門学校（看護学科） 

九州医療専門学校（歯科衛生学科）  

専門学校 ９名 

大村美容ファッション専門学校（メイク・エステ専攻） 福岡ベルエポック美容専門学校 ２名（美容師学科） 

香蘭ファッションデザイン専門学校 ２名（ファッションテクニカル科、ファッションデザイン科） 

福岡南美容専門学校（美容科）  大原保育医療福祉専門学校（商業実務専門課程医療管理学科）  

麻生外語観光＆製菓専門学校（ホテル・リゾート科）  福岡デザインコミュニケーション専門学校（ゲームプログラマー専攻）  

就  職 ９名 

（株）田中屋呉服店 販売員 江頭歯科医院 歯科助手 

（株）梅の花 店舗運営スタッフ （株）マルミツサンヨー 食品製造業 

（株）アイ・ステーション 内勤営業 兼松ＢＤコミュニケーションズ（株） 携帯販売 

（株）筑後旅行センター カウンター接客 （株）アグリス 製造品質管理 

社会福祉法人 八女福祉会 特別養護老人ホーム 八女の里 介護職員   
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  （平成 29年 3月 31日現在） 

【大学・短大・専門学校進学、就職、公務員等】  

授業や課外で身に付けた知識、取得資格・部活動、生徒会活動等を活かして挑戦！ 

 大学合格 70名！！ 公務員１０名合格！！ 就職希望者全員内定！！ 

私 立 大 

 

７０名 

西南学院大学 ５名（法学部、人間科学部） 

福岡大学   ６名（法学部、経済学部、人文学部、工学部） 

中村学園大学 ３名（教育学部、栄養科学部、流通科学部） 

久留米大学  １８名（医学部看護学科、文学部、法学部、経済学部） 

福岡工業大学  ３名（情報工学部、工学部）  

福岡女学院大学 ３名（国際キャリア学部、人間関係学部、人文学部） 

筑紫女学園大学 ２名（文学部） 九州産業大学 ５名（国際文化学部、理工学部） 

九州共立大学  ２名（スポーツ学部、経済学部） 九州国際大学 ２名（現代ビジネス学部） 

久留米工業大学 ５名（建築学科、情報ネットワーク工学科） 

岡山理科大学  １名（理学部）  環太平洋大学 １名（教育経営学科）  

西九州大学   ２名（健康栄養学部） 日本経済大学 １名（経営学部） 

熊本学園大学  ２名（社会福祉学部） 日本文理大学 １名（経営経済学部） 

ものつくり大学 １名（建築学科） 崇城大学 １名（生物生命学部 応用生命科学科） 

純真学園大学  １名（保健医療学部 検査科学科）  

広島国際大学  １名（保健医療学部 診療放射線学科）  

国際医療福祉大学 ２名（理学療法学科、言語聴覚学科） 

福岡看護大学  １名  聖マリア学院大学 １名（看護学部） 

短   大 

１４名 

大分県立芸術文化短期大学 １名（美術科） 福岡女学院短期大学 ２名（英語科） 

福岡医療短期大学 １名（歯科衛生学科） 香蘭女子短期大学 １名（ライフプランニング総合学科） 

九州大谷短期大学 ５名（幼児教育学科、表現学科、福祉学科）  

九州龍谷短期大学 １名（人間コミュニティ学科） 久留米信愛女学院短期大学 １名（幼児教育学科） 

西九州短期大学 ２名（地域生活支援学科）  

医専門学校 

１８名 

久留米大学医学部付属臨床検査専門学校 ２名 麻生看護大学校    １名（看護科） 

アカデミー看護専門学校 １名（看護師科） 大川看護福祉専門学校 ４名（看護学科） 

古賀国際看護専門学校  ２名（看護学科） 福岡医健専門学校   １名（看護学科） 

福岡リハビリテーション専門学校 １名（作業療法学科） 麻生リハビリテーション大学校 １名（理学療法学科） 

久留米リハビリテーション学院専門学校 ３名（理学療法学科、作業療法学科） 

八女筑後看護専門学校  ２名（准看護科）  

専門学校 

２６名 

麻生外語観光＆製菓専門学校 １名（エアライン学科） 麻生公務員専門学校 ８名（専攻科、総合科） 

大牟田高等技術専門学校 1名（電気設備科） 久留米公務員ゼミナール １名 

医療ビジネス専門学校  2名（医療事務専修科） フチガミ医療福祉専門学校 １名（診療情報管理科） 

九州医療専門学校    １名（柔道整復師科） 九州医療専門学校   ３名（歯科衛生士学科） 

九州ビジュアルアーツ専門学校 １名 西日本アカデミー航空専門学校  １名（航空ビジネス学科） 

福岡 ECO動物海洋専門学校   2名 福岡スクールオブミュージック＆ダンス専門学校  1名 

福岡デザインコミュニケーション専門学校 １名 福岡ビジョナリーアーツ専門学校     １名 

福岡ベルエポック美容専門学院 １名  

就   職 

１１名 

西日本鉄道（株） 車掌 （株）ホテル日航福岡 調理師  福岡八女農業協同組合 一般職 

（株）オーレック 工作機械オペレーター  九州木材工業（株） 製造技術職 （株）かがし屋 販売員 

（株）進明技興 手元作業員 勝和産業（株） 技術職 （株）エム・ティ・ネット 携帯電話販売  

マル厨工業（株）九州工場 技能職  平岡電気（株） ルート営業  

公 務 員  

１０名 

国家公務員一般職（長崎税関） 愛知県警 広川町職員 

自衛隊（自衛官候補生）  ７名   

http://www.irasutoya.com/2014/05/blog-post_9125.html


  


