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中学生のみなさん、こんにちは！すっかり寒くなりましたね！体調にも気を付けて日々を過ごしてください！
今回は、就職について掲載しました。毎年厳しくなっていく就職ですが、今年の就職もほぼ内定が決まりました。商業に来て何も
しなくても就職できる訳ではありません。高校３年間の学習や生活が関係してきます。今回は主な就職先と３年生の感想を載せまし
た。( )内は内定人数です。商業では就職だけでなく大学や専門学校にも進学もできますので、ぜひ、進路を考えてくださいね。
専門的・技術的職業 岐阜金菱エンジニアリング,大王製紙可児工場, 医療法人明陽会つねだ整形外科・皮ふ科, 東海業務ソフト中津川営業所
事務的職業 大垣共立銀行, 岐阜信用金庫(2), 恵中建設, サラダコスモ(2),十六銀行, 医療法人社団同潤会眼科杉田病院, 生活の木, ＳＭＣ税理士法人,
中央物産(2), デンソー, 東海東京フィナンシャル・ホールディングス,日本郵便東海支社(2), 東美濃農業協同組合（ＪＡひがしみの）(3),
古屋税理士事務所, 丸山木材工業,山本製作所恵那工場(2),ユニオン電装,吉川工務店
販売の職業 恵那川上屋,すや,中部薬品,山崎製パン サービスの職業 アドバンス,エイティーンインターナショナル,トヨタ生活協同組合
保安の職業 自衛隊(2),全日警中部空港支社 管理的職業 中津川市役所（消防） 運搬・清掃・包装等の職業 日本郵便東海支社(2)
生産工程の職業 ＩＨＩターボ, 愛工機器製作所, 青山製作所恵那工場, 恵那川上屋(2), 恵那東海理化, 王子エフテックス, ＫＹＢ岐阜北工場, 協信,
新日鐵住金名古屋製鐵所,敷島製パン,ダイドー電子,大同キャスティングス,中央物産,ＤＮＰテクノパック東海工場,デンソー(2), トヨタ自動車(5),
トキワ, 東レフィルム加工中津川工場(2),東海交通機械(3),東海神栄電子工業,中津紙工,名古屋技研工業(2),日東工業中津川工場,
富士精密中津川工場(2), 富士通テンマニュファクチャリング, 三菱電機中津川製作所(4), 美濃工業(3), モンテール(2), ヨコヤマ精工
輸送・機械運転の職業 名古屋鉄道
（企業名 五十音順）
ビジネス科会計コース 浅野 侑希君（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部） 福岡中学卒
【就職先】
トヨタ自動車 株式会社
【取得資格】 全商簿記実務検定 総合１級
全商珠算・電卓実務検定（電卓部門）１級
全商ビジネス文書実務検定 ２級
全商情報処理検定 ビジネス情報部門 ２級
私はテスト週間に勉強時間を毎日５時間設けて良い点数が取れるよう
に日々頑張ってきました。目標がなく、長時間勉強することは難しいこ
とだと思います。しかし、一流企業に入社したいと目標を立てれば、前
向きに勉強に取り組むことができました。目標を立てて、普段の勉強や
検定取得に向かって取り組めばおのずと結果につながると思います。
目標を立てることがとても大切だと思います。

ビジネス科会計コース 田中 里奈さん（珠算部） 落合中学卒
【就職先】
株式会社 十六銀行
【取得資格】 全商簿記実務検定 総合１級
全商珠算・電卓実務検定（珠算・電卓部門）１級
全商ビジネス文書実務検定 ２級
全商情報処理検定 ビジネス情報部門 ２級
日本珠算連盟段位認定試験 準３段
私は、高校３年間の中で、特に勉強を頑張りました。１年生の時から
自分の進路について考え始め、自分の希望する就職先を一番に選べるよ
う、テスト前だけではなく、日頃からコツコツとテストや検定に向けて
勉強しました。部活動では珠算部に所属し、部長を務めました。多くの
大会で結果を残し、目標であった全国大会出場を果たすことができまし
た。全てのことがプラスとなり、その結果、自分の目標としていた進路
を一番に選ぶことができたと思います。

ビジネス科経済コース 佐藤 楓君（硬式野球部） 第二中学卒
【就職先】 中津川市消防本部
【取得資格】 全商簿記実務検定 １級（原価計算）
全商珠算・電卓実務検定（普通計算電卓）１級
全商ビジネス文書実務検定 ２級
全商情報処理検定 ビジネス情報部門 ２級
私は、３年間硬式野球部に所属していました。野球部では、副キャプ
テンとしてチームを任される役を務めさせていただきました。そのおか
げで、自分から発言することができるようになり、チームのために積極
的に動けることができました。また、部活動だけではなく、休み時間や
家に帰ってからも試験勉強を欠かさずやってきました。特に公務員の勉
強は２年生の夏の段階で始めたので、そこが合格に結びついた理由だと
思います。

ビジネス科会計コース 山口 真奈さん(ﾊﾞﾄﾝﾄﾜｰﾘﾝｸﾞ部)恵那東中学卒
【就職先】 株式会社 デンソー
【取得資格】日本商工会議所主催簿記検定 ２級
全商簿記実務検定 総合１級
全商珠算・電卓実務検定（電卓部門） １級
全商ビジネス文書実務検定 ２級
全商情報処理検定 ビジネス情報部門 ２級
私は部活動と勉強の両立をがんばってきました。普段は放課後や休
日に部活動があるのでなかなか勉強ができませんでした。しかし、部活
動が終わった後に遅くまで学校に残り、全力で勉強に取り組みました。
そして、定期テストでは学年でも上位の順位をキープしていました。就
職試験の面接に向けては毎日、
いろいろな先生に面接練習をお願いをし
ました。アドバイスを受けながら練習を積み重ね、内定をいただくこと
ができました。

ビジネス科経済コース 小栗 将揮君（陸上競技部） 岩邑中学卒
【就職先】 名古屋鉄道株式会社
【取得資格】 全商簿記実務検定 １級（原価計算）
全商珠算・電卓実務検定（普通計算電卓）１級
全商ビジネス文書実務検定（ビジネス文書部門）２級
全商情報処理検定 ビジネス情報部門 ２級
私は、高校３年間陸上競技部に所属し、走高跳の選手として頑張りま
した。高校から陸上を始めたので、他の人よりスタートが出遅れた状態
でした。でも、３年間の練習で周りの人と変わらないくらい跳べるよう
になりました。進路についても就職するか進学するか迷っていて、就職
に決めた時期が遅く、勉強に取り組むのが遅くなってしまいましたが、
部活動で培った集中力で短い間でも努力することができました。

ビジネス科会計コース 柴原 彩希さん（弓道部） 福岡中学卒
【就職先】 株式会社 サラダコスモ
【取得資格】日本商工会議所主催簿記検定 ２級
全商簿記実務検定 総合１級
全商珠算・電卓実務検定（電卓部門） １級
全商ビジネス文書実務検定 ２級
全商情報処理検定 ビジネス情報部門 ２級
私は、３年間部活動と検定取得を頑張りました。部活動では弓道部に
所属し、日々練習に励むことで、集中力と礼儀を身に付けました。検定
では、特に簿記検定とビジネス文書検定の取得に力を入れました。これ
らを就職で活かしたいと考え、礼儀やパソコン活用能力が必要となる事
務職を希望し、インターシップでも訪れたことがあるサラダコスモ様の
就職試験を受け、内定をいただくことができました。これも、部活動と
勉強の両立ができたおかげだと思います。

ビジネス情報科開発コース 村本 拓海君（陸上競技部）苗木中学卒
【就職先】 株式会社 ＤＮＰテクノパック 東海工場
【取得資格】 全商簿記実務検定 ２級
全商珠算・電卓実務検定（電卓部門）２級
全商ビジネス文書実務検定 ２級
全商情報処理検定 ビジネス情報部門 ２級
私は、高校３年間で部活動を頑張ってきました。陸上競技部に所属
し、東海大会出場を目標に日々練習に励んできました。練習は辛かっ
たですが、居残り練習をするなど人一倍努力をしてきました。そして、
３年生の最後の大会で目標である東海大会出場を決めることができ
ました。私はこの部活動で培った体力と忍耐力、そして向上心を活か
して就職先でも充分に力を発揮できるように頑張りたいと思ってい
ます。

ビジネス情報科開発コース 加藤 朱音さん（吹奏楽部）第一中学卒
【就職先】
株式会社 東海業務ソフト株式会社 中津川営業所
【取得資格】 全商情報処理検定 プログラミング部門 １級
全商情報処理検定 ビジネス情報部門 １級
全商簿記実務検定 １級（原価計算）
全商珠算・電卓実務検定（電卓部門）１級
私は、校内模試の勉強を頑張って就職に結びつけました。高校１年
の時はテストの点数だけで満足していましたが、高い点数でも満足せ
ず、より上を目指す友人の影響を受け、校内模試の順位が上位になる
ように意識して勉強するようになりました。部活動がありテスト勉強
の時間が十分にとれないときもありましたが、部活動との両立をして、
短時間で集中して勉強しました。その結果、目標をほぼ達成し、就職
を有利に進めることができたと思います。

部 活 動 の 結 果
バトントワーリング部
第４２回バトントワーリング東海大会
学校部門 高等学校の部 ポンポン編成 金賞
３年 井口 芳香さん（落合中）

３年 市川 かおりさん（恵那東中）

３年 可知 栞奈さん（恵那東中）

３年 後藤 莉奈さん（恵那東中）

３年 田口 裕絵さん（第一中）

３年 宮内 美季さん（福岡中）

３年 所

３年 長谷川 真夕さん（恵那東中）

３年 古谷 野乃華さん（第二中）

３年 山口 真奈さん（恵那東中）

３年 加藤 未来さん（恵那西中）

２年 澤下 朱子さん（苗木中）

２年 西尾 玲乃さん（坂下中）

２年 奥村 茄乃さん（恵那東中）

２年 丸山 莉乃さん（恵那東中）

２年 安江 綾香さん（坂下中）

２年 小川 留奈さん（恵那西中）

２年 齋藤 瑠那さん（坂下中）

２年 三石 鈴子さん（落合中）

１年 波多野 梨江さん（第二中）

１年 井口 美穂さん（第二中）

１年 長谷川 雅さん（第二中）

１年 栗本 あやめさん（恵那東中）

奈樹さん（坂本中）

１２月に千葉県で開催される第４４回バトントワーリング全国大会に出場します。

レスリング部
第７１回国民体育大会 希望郷いわて国体
ｸﾞﾚｺﾛｰﾏﾝｽﾀｲﾙ
66Kg 級 優 勝 ３年 中村 拓磨君（泉中）
60Kg 級 準優勝 ３年 佐々木 虎次郎君（苗木中）
※中村君と佐々木君は 11/27～12/2 まで
２０１６年日韓交歓競技大会（東京都）と
1/3～1/15 まで２０１６年日米親善国際交流
（アメリカ・モンタナ州）に参加します。

スケート部

第６０回全国高等学校選抜レスリング大会

【珠算の部】
団体
第６位
３年 田中 里奈さん（落合中） ２年 鈴村 美結さん（恵那北中）
１年 鈴村 香朋さん（恵那北中）
個人 佳良
１年 鈴村 香朋さん
読上算 ３等１席 ２年 鈴村 美結さん
読上算 ３等２席 ３年 田中 里奈さん
読上算 ３等３席 １年 今野 佑香さん（恵那東中）
応用計算 ３等３席 ２年 田口 紗捺さん（坂本中）

マススタート ２年 遠藤 二千翔君（恵那西中）
昨年度、全国高等学校選抜大会で５位になり、ジャパンカップの
出場権を獲得しました。
１１月から２月まで開催される 2016/2017 ジャパンカップ第１
戦～第４戦に出場します。

東海実務競技会が行われました
静岡県で、商業系の部活動の大会が行われました。
中津商業からは珠算部・簿記部・情報処理部が出場しました。

東海地区予選会
個人 フリースタイル
５０ｋｇ級 第３位 １年 後藤 玲空君（坂下中）
３月に新潟県で開催される第６０回全国高等学校選抜レ
スリング大会の個人戦に出場します。

