進路指導の取り組み（H29 年度資料）
１

進学へ向けた具体的な取り組み
１）進学課外講座（１学期、夏季休業、２学期）
２）県内国公立大学推薦資料出（９月上旬）（農業大学校含む）
３）県内私立大学・短大推薦資料提出（９月中旬）
２ 就職活動への取り組み
１）県内・県外の企業 30 社を本校へ招き、体育館で合同説明会

県内外の企業を招いて体育館で一斉の合同説明会を実施

合同説明会全体写真（本校:体育
館）

２）卒業生を招いて職業講話の実施

３）県内企業定着指導及び企業求

卒業生を招いて職業別講話

職業講話（就職先:バスガイド

職業講話（就職先:ユニクロ）

求人開拓
①個人面談（就職希望者）で生徒の希望する職種や会社の求人開拓。
②各学科からの開拓希望職種や会社の求人開拓の実施。
３）個人面談の実施
①就職希望者
生徒の希望職種など、具体的な希望を基に個人指導を徹底しながら進路指導を進める。
②進学希望者
ア 専門学校：希望校を選定し、試験対策・面接指導・願書記入指導を実施
イ 大
学：進路部・各学科・HR 担任と連携して試験対策・面接指導・願書記入指導を実施
４）３年生対象就職ガイダンスへの積極的な参加
模擬面接・就職の心構え等就職活動に大変役に立つ研修会。
５）応募前企業実習の実施
求人票だけの情報で応募するのではなく、生徒が興味関心を持っている会社で実際に就労体験
を実施。そこで職場の雰囲気や業務内容、通勤手段や距離も確認することができミスマッチ防止。
夏休みより実施予定
☆履歴書作成学習 ☆面接講習会 ☆資格取得（秘書検定他） ☆同窓会との連携
☆進学小論文対策講座 ☆奨学金申請（1 学期も実施） 他

進路資料室での生徒自主活動の様子

合同面接練習の様子

食料生産科

卒業生の進路先

平成 23 年度～28 年 （過去６年間）

県
内
・琉球大学
（亜熱帯農林環境科学科、農学部亜熱帯地域農学科）
・沖縄大学（人文学部福祉文化学科社会福祉専攻、
法経学部法経学科）

・沖縄職業能力開発大学校
進

（電気エネルギー制御科）

県

外

・東京農業大学
（農学部農学科）

・辻日本料理マスターカレッジ
・東放学園音響専門学校(東京都)
・日本ウェルネススポーツ専門学校北九校(福岡県)
・南九州大学

・沖縄農業大学校

（環境園芸学部

環境園芸学科）

（果樹、花卉、園芸家庭野菜専攻、
園芸課程花き専攻、園芸家庭果樹専攻）

学

就

職

・沖縄ペットワールド専門学校
・専門学校 大育
・大育理容美容専門学校
・ヒューマンアカデミー専門学校
・ＩＴカレッジ
・インターナショナルデザインアカデミー
・国際電子ビジネス専門学校
・沖縄調理師専修学校
・インターナショナルリゾートカレッジ
・専修学校ビューティモードカレッジ
・那覇情報システム専門学校
・沖縄県農業協同組合
・ジェイロジスティクス株式会社
・イオン沖縄 XD
・(株）グランドシステム沖縄
・A&W イオン南風原店
・仲村ガラス
・特別養護老人ホーム転生園
・医療法人福寿会西原敬愛園
・街クリーン株式会社
・當銘軽天
・沖縄綜合警備保障株式会社
・医療法人陽和会南山病院
・株式会社琉球ゴルフ倶楽部
・株式会社あんしん
・医療法人福寿会
・株式会社サン食品
・有限会社渡久地組
・有限会社豊見山鉄工
・有限会社相卵士
・合資会社久茂地橋駐車場
・有限会社西原農園
・金城内装
・株式会社ジェイ･エス･エス

・有限会社コーエイ(愛知県)
・自営農家(愛知県)
・株式会社ヨシックス(愛知県)

・農業(花卉)
・有限会社山水設備工業

この学科で取得可能な資格（全学科共通）
・日本農業技術検定２・３級

・危険物取扱者（丙・乙・甲種）・食品衛生責任者 ・ガス溶接講習

・アーク溶接講習

・小型移動式クレーン

・玉掛け技能、車両系建設機械

・刈り払い機取扱作業者に対する安全教育

・伐木等の業務の特別教育（チェーンソー）

・小規模ボイラー取扱い技能者資格

・実用英語技能検定（４級、３級、準２級）

・日本語検定（４級・３級）

・情報処理技能検定

・日本語ワープロ検定試験

・数学技能検定(４級～２級)
・保育技術検定３．４級（※選択科目【こども文化】を履修した生活デザイン科以外の盛朝受験可能

生物資源科

卒業生の進路先
県

平成 23 年～2８年 （過去６年間）

内

・琉球大学

・沖縄大学

環境園芸学科）

（園芸課程野菜専攻、園芸課程花き専攻、園芸
課程果樹専攻、畜産課程肉用牛専攻）

・沖縄女子短期大学

・鈴鹿国際大学

（国際学群観光産業専攻）

・沖縄県立農業大学校

（総合ビジネス学科

職

（環境園芸学部

バイオ環境デザイン学科）
・辻調理師専門学校（大阪）
・トヨタ名古屋自動車大学校（名古屋）
・新東京歯科衛生士専門学校（東京都）
・朝日大学
（法学部法学科）

・名桜大学

就

・南九州大学
・京都学園大学

（人文学部福祉文化学科社会福祉専攻）

学

外

・太成学院大学

（理学部物質地球科学科物理系、農学部亜熱帯
農林環境科学科、農学部亜熱帯地域農学科）

進

県

ビジネス心理コ－ス）

・専修学校育成保育カレッジ学院 近畿大学
九州短期大学提携校
・尚学院国際ﾋﾞｼﾞﾈｽｱｶﾃﾞﾐｰ
・沖縄ﾍﾟｯﾄ･ﾜｰﾙﾄﾞ専門学校
・ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾃｸﾉｶﾚｯｼﾞ学院
・浦添職業能力開発校 （板金塗装）
・専修学校ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾘｿﾞｰﾄｶﾚｯｼﾞ
・専修学校ｻｲ・ﾃｸ・ｶﾚｯｼﾞ
・沖縄中央学園
・沖縄ｱｶﾃﾞﾐｰ専門学校
・総合学園ヒューマンアカデミー那覇校
・那覇日経ビジネス専門学校
・那覇情報システム専門学校
・沖縄調理師専門学校
・アニマル・ベジティション・カレッジ
・沖縄リハビリテーション福祉学院
・沖縄義塾教員養成学院
・神谷ﾌｧｰﾑ
・農業生産法人㈱福まる農場
・
（株）桃原農園
・
（有）泉川園芸
・南部酪農ヘルパー利用組合
・沖縄鶏卵販売株式会社
・琉球ミート株式会社
・
（株）那覇ミート
・
（株）ぐしけん
・
（株）麩久寿
・大徳水産
・
（株）ｴｲﾁﾋﾞｰﾃﾞｲｺｰﾎﾟﾚｲｼｮﾝ ﾙﾈｯｻﾝｽﾘｿﾞｰﾄｵｷﾅﾜ
・
（株）ﾘｻﾞﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝﾘｻﾞﾝｼｰﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ谷茶ﾍﾞｲ
・SAM’S SAILOR INN
・居酒屋きらく
・餃子酒場 和楽場
・
（株）ﾌﾙﾗｯｷｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
・
（株）金秀商事 南風原店
・A コープアトール店
・社会福祉法人喜寿会 小谷園
・嬉野が丘 サマリア人病院
・
（株） ケアサポート
・特別養護老人ﾎｰﾑ 朝日の家
・
（社福）転生会 特別養護老人ホーム転生園
・ﾄﾗﾝｽｺｽﾓｽ ｼｰ･ｱｰﾙ･ｴﾑ沖縄株式会社
・
（株）沖縄綜合警備保障

（バイオ環境学部

（国際学科）

・グランスパテイスリー（愛知）
・（有）MAKI ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ（神奈川）
・（株）ｼﾞｪｲ･ｴｽ･ｴｽ（東京都）
・（株）大一興業（埼玉）
・（株）二幸建設（東京都）
・（株）琉香園（愛知）
・（株）富士商工（神奈川）
・（株）川名産業（神奈川）
・東栄商事株式会社とんかつにいむら（東京都）

・
（株）グランドシステム沖縄
・セコムスタティック琉球株式会社
・
（株）街クリーン
・
（有）池原産業
・
（有）麦飯石の水
・わじゃさー仕事者
・
（株）アミカス BOOK OFF 那覇小禄店
・コクワエナジー 壺川給油所
・
（株）東商会
・
（有）大満土建
・
（有）正志建設
・
（株）リュウロード
・株式会社りゅうせき
・WEB リゾート沖縄株式会社
琉球温泉瀬長島ホテル
・株式会社 朝日
・株式会社 宮昌工業
・株式会社 ジャパンミート（３）
・株式会社 ジェイエスエス
・株式会社 佐久本工機

この学科で取得可能な資格
・初級バイオ技術者認定試験

・畜産上級検定

・室内園芸装飾技能検定

・日本農業技術検定２・３級

・危険物取扱者試験（丙・乙・甲種）

・ガス溶接技能講習

・アーク溶接特別教育講習

・小型移動式クレーン技能試験

・玉掛けクレーン技能試験

・車両系建設機械運転技能講習

・刈り払い機取扱作業者に対する安全教育

・伐木等業務の特別教育（チェンソー）・実用英語技能検定（４・３・準２級）

・日本語検定（４・３級）

・日本語ワープロ検定

・ボイラー取扱技能

・２級ボイラー技士

・情報処理技能検定

食品加工科

進

学

就

職

卒業生の進路先

平成 23 年度～平成 2８年度（過去６年間）

県
内
・琉球大学（農学部 地域農業工学科・亜熱帯生物資源科学科）
・沖縄国際大学
（・経済学部 経済学科・総合文化学部 日本文化学科）
・沖縄女子短期大学
（・児童教育学科 心理教育コース・総合ビジネス学科
・児童教育学科）
・沖縄キリスト教短期大学 （・保育科・英語科）
・沖縄大学
（・人文学部 国際コミュニケーション学科・
法学部 法経学科・人文学部 福祉文化学科）
・沖縄大原簿記公務員専門学校
・沖縄職業能力開発大学校
・ポリテクカレッジ （・電子情報技術科）
・育英義塾教員養成学院
・辻調理師専門学校
・沖縄調理師専門学校
・琉球調理師専修学校
・辻製菓専門学校
・那覇情報システム専門学校
・琉球調理師専修学校
・IT カレッジ沖縄
・ペットワールド専門学校
・沖縄ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ福祉学院
・ホリスティックビューティーブライダルカレッジ
・ビューティーモードカレッジ
・沖縄ビジネス外語学院
・SOLA 沖縄保健医療工学院
・那覇日経ビジネス
・ミスタードーナツ
・有限会社 フィーチャー企画デイサービスみかん西原
・株式会社 カヌチャベイ リゾート
・医療法人おもと会 大浜第一病院
・中条株式会社
・有限会社 OREO
・那覇バス株式会社
・株式会社 伊東園
・第一パン
・ｷｬﾘｱｺﾝﾄﾗｸﾄ奥原事業所
・菊みそ加工所 夢工房
・株式会社 彩園沖縄支店
・フサキリゾートヴィレッジ
・パームヒルズゴルフリゾート
・株式会社安心ダイヤル
・株式会社 ショップス
・琉球ゴルフ倶楽部
・株式会社 あんしん
・社会福祉法人 南島会
・琉球ホテルリゾート那覇
・サザンビーチ＆リゾート
・沖縄鶏卵販売株式会社

取得可能な資格

県
外
・太成学院大学
・帝京科学大学
（・医療科学部 看護科）
・羽衣国際大学
（・人間生活学部 食物栄養学科）
・東京農業大
（・応用生物科学部 醸造科学科）
・中国学園大学
（・現代生活学部 人間栄養学科）
・神奈川工科大学
（・応用バイオ科学部 応用バイオ科学科）
・別府溝部学園短期大学
（・食物栄養学科 医事健康コース）
・南九州大学
（・環境園芸学部 環境園芸学科
健康栄養学部 食品開発科学科）
・祟城大学
（・応用生命科学科）
・東亜大学
（・医療学部 医療栄養学・医療学部
健康栄養学科）
・日本工学院八王子専門学校
・広島酔心調理師専門学校

・長島観光開発株式会社
・陸上自衛隊
・株式会社トミックス
・美容室プリゼ・アパッショングループ
・株式会社 大庄
・株式会社 熱烈フードサービス

（平成 28 年度現在）
・HACCP 検定

・ボイラー取扱技能講習
・ボイラー実技講習 ・2 級ボイラー技士
・食品衛生責任者
・車両系建設機械講習 （※３年次のみ受講可能）
・移動式小型クレーン技能講習
・玉掛け技能講習
・アーク溶接講習
・ガス溶接講習
・刈り払い機取扱作業者に対する安全教育
・伐木等の業務の特別教育（チェーンソー）
・小規模ボイラー取扱い技能者資格
・危険物取扱者試験（丙・乙・甲種）
・日本農業技術検定(２･３級)
・実用英語技能検定（４級.３級.準２級）
・日本語検定（４級・３級）
・日本語ワープロ検定試験 ・情報処理技能検定 ・保育技術検定（３級・４級）
・数学技能検定(４級～２級)

環境創造科 卒業生の進路先
進
学

就
職

平成２３年～２８年度

県内
・琉球大学（2）（農学部地域農業工学科）
・沖縄国際大学
・沖縄大学（法経学部法経学科）
・ｷﾘｽﾄ教学院大学
（人文学部英語コミュニケーション学科）
・沖縄県立農業大学校
（園芸課程野菜専攻）
・ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾘｿﾞｰﾄｶﾚｯｼﾞ（3）
・大育情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校（2）
・国際電子ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校（2）
・ﾊﾟｼﾌｨｯｸﾃｸﾉｶﾚｯｼﾞ学院（3）
・沖縄調理師専門学校
・ｴﾙｹｱ医療保育専門学校
・国際電子ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校
・専修学校サイテクカレッジ
・沖縄県立浦添職業能力開発校（自動車整備科）
・那覇相互清掃
・株式会社 宮昌工業（２）
・有限会社 牧野建設
・西日本高速道路総合サービス沖縄株式会社
・沖縄県職員（農業土木）
・ﾎﾃﾙ日航那覇ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬｯｽﾙ
・嬉野が丘ｻﾏﾘｱ人病院、
・ﾙﾈｯｻﾝｽﾘｿﾞｰﾄ沖縄
・琉球ﾐｰﾄ(株)、
・(有)新垣菓子店
・(株)ｶﾇﾁｬﾍﾞｲﾘｿﾞｰﾄ、
・慎建設
・（株）街ｸﾘｰﾝ (3)
・(有)丸義建設
・(有)ビッグ管理保証(2)
・(株)あんしん(2)
・(株)沖縄ﾂｰﾘｽﾄ
・與那覇建装、
・住生活産業
・(株)琉球ﾃﾞﾘｶｻｰﾋﾞｽ
・(株)ｸﾞﾘｰﾝｼｽﾃﾑ (2)
・(株)金秀ｸﾞﾘｰﾝ
・(株)ｸﾞﾗﾝﾄﾞｼｽﾃﾑ沖縄(3)
・(有)山水設備工業(2)
・(株）第一パン
・(株）ｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾙｾﾝﾀｰ
・(株）桃原農園（2）
・平良商店
・(有）良組
・(株)紅樹(3)
・(有）野国農園
・(株)みなと食品沖縄
・(株）Ｙ’ｓコーポレーション

過去６年間

県外
・東亜大学
・芦屋大学（臨床教育学部教育学科）
・南九州大学
・西日本短期大学(2）（緑地環境学科)
・東海工業専門学校金山校(2)
・文化服装学院
・専門学校麻生工科自動車大学校

・医療法人敬英会
・(株)二幸建設
・(株)小牧造園
・(株)双葉(2)
・(株)ナンセイ(3)
・（株）エコ配

この学科で取得可能な資格
造園技能検定２、３級 ※緑地創造コースは２年次に３級全員受験。 ２級は３年次に３級合格者で希望者受験。
上級測量技術検定、ｅｃｏ検定
全学科共通
・車両系建設機械講習 ※３年次のみ受講可能、環境創造科は全員受講。
・移動式小型クレーン技能講習
・玉掛け技能講習
・アーク溶接講習
・ガス溶接講習
・刈り払い機取扱作業者に対する安全教育 ・伐木等の業務の特別教育（チェーンソー）
・小規模ボイラー取扱い技能者資格
・危険物取扱者試験（丙･乙･甲種）・日本農業技術検定２･３級
・実用英語技能検定（4 級、3 級、準 2 級） ・日本語検定（４級・３級）
・日本語ワープロ検定試験
・情報処理技能検定
・数学技能検定(４級～２級)

生活デザイン科 卒業生の進路先

平成２３年～２８年度 過去６年間

県
内
県
外
沖縄キリスト教学院大学
・名古屋医健スポーツ専門学校
・沖縄女子短期大学（２）
・東京ベルエポック製菓調理師専門学校
・沖縄ブライダル＆ホテル観光専門学校
・長崎短期大学（英語科、食物科）
・エルケア医療保育専門学校
・瀬戸内短期大学（幼児教育学科、食物栄養学科）
・沖縄アカデミー専門学校
・志學館大学文学部人間関係学科
・沖縄福祉保育専門学校（４）
・一宮女子短期大学第 3 部
・インターナショナルデザインアカデミー
・岐阜聖徳学園大学部第 3 部
・沖縄大学
・別府女子短期大学服飾デザイン科
・琉球調理師専修学校(２)
・愛媛女子短期大学食物栄養学科
進 ・那覇情報システム専門学校
・精華女子短期大学生活科学科
・育英義塾教員養成学院（４）
・南九州大学園芸部
・専門学校 大育
・西日本短期大学造園科
（製菓衛生師科）
・松山東雲女子大学人間心理学科
学 ・専門学校 ホリスティックビューティーカレッジ
・九州共立大学工学部環境園芸学部
（トータルビューティー学科）
・東京農業大学農学部
・沖縄中央学園
・沖縄大原簿記公務員専門学校
・沖縄国際大学
・インターナショナルデザインアカデミー
・琉球大学亜熱帯生物資源科学科
・名桜大学国際学部観光産業学科
・沖縄県立農業大学校
・ビューティーカレッジモード
・フリーフロート 花香
・医療法人生生会 松蔭病院
・株式会社 大迫
・有限会社 オランディアガーデン
・沖縄綜合警備保障株式会社
・株式会社 カンナ
・株式会社 桃原農園
・株式会社 アルファースリー
・株式会社 ホテルサン沖縄
・株式会社 くれおーる
・株式会社ホテル日航那覇グランドキャッスル
・株式会社 リンク
・株式会社 玉城園地琉球ゴルフ倶楽部
・ＷＨＧ西日本株式会社ﾎﾃﾙｸﾞﾚｲｽﾘｰ那覇
・特別養護老人ホーム転生園
就
・大戸屋 イオン竹富店
・ビッグワン小禄店
・（一財）沖縄美ら島財団首里城公園
・採食酒宴 采 小禄店
職
・沖縄ツーリスト（２）
・（株）カヌチャベイリゾートホテル
・フランス菓子 ＭＡＸＩＭ－ＯＫＩ
・ＭＣＭセンター那覇
・（株）オキコストア
・アルファドルチェ
・あかみね歯科クリニック
・（株）ピータイム
・沖縄県動物愛護管理センター
・社会福祉法人 以和貴会 朝日の家
・（株）あんしん（２）
・（株）ジェイ・エス・エス（２）
・（株）ウルトラソウル
・（株）ホテルロイヤルオリオン
この学科で取得可能な資格
・色彩検定 2，3 級
・保育技術検定３，４級・フラワー装飾技能検定 2，3 級（国家資格）
・被服製作技術検定３，４級
・食物調理技術検定 1，2，3，4 級 ・サービス接遇検定 3 級

