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中学生の皆さん、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、是非、進路を考えてくださいね。
管理的職業 中津川市役所（消防） 専門的・技術的職業 恵那東海理化(株),東海業務ソフト(株),(医）哲楓会やまうち小児歯科(2)
事務的職業 恵那ダンボール(株),(株)大垣共立銀行,岐阜信用金庫(3),(株)サラダコスモ,(医）同潤会眼科杉田病院(2),(株)生活の木(2),(株)中央物
産,(株)デジタ,(株)ディンプル名古屋営業所,(株)デンソー,(株)トーノーデリカ,東海旅客鉄道(株),東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株),
陶都信用農業協同組合,日本郵便(株)東海支社(2),東美濃農業協同組合(5),社会福祉法人ひがし福祉会,税理士法人古屋七彩会計,山村祥弘税理士事務所,
ユニオン電装(株)ＲＩＴＡエレクトロニクス(株)
サービスの職業 (有)アドバンス,(株)ギブソンズ,(有)トマト,(株)三笠会館
販売の職業 (株)恵那川上屋,(株)川上屋(株)ジーフット,(株)すや,(株)ＴＤモバイル,(株)フィットハウス,山崎製パン(株)
生産工程の職業 (株)青山製作所恵那工場,(株)愛工機器製作所(2),王子製紙(株)春日井工場,ＫＹＢ(株)岐阜北工場,(株)協信,新日鐵住金株式會社名古屋
製鐵所,(株)大同キャスティングス,(株)ＤＮＰテクノパック東海工場,株式会社デンソー(2),東海交通機械(株)(2),トヨタ自動車(株)(6),名古屋技研工業
(株)(3),中津紙工(株),日東工業(株)中津川工場,デンソーテンマニュファクチャリング(株)(3),本多金属工業(株),三菱電機(株)中津川製作所(3),
(株)ミツトヨ中津川工場,美濃工業(株)（3）,(株)モンテール美濃加茂工場,山崎製パン株式会社,(株)ＵＡＣＪ名古屋製造所（2）,ワイ・ケー・ピー工業(株)
運搬・清掃・包装等の職業 日本郵便東海支社(2)

輸送・機械運転の職業 名古屋鉄道(株)

（企業名 五十音順）

ビジネス科会計コース 櫻井 一輝君（ソフトテニス部） 第二中学卒
【就職先】
三菱電機株式会社 中津川製作所
【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
私が高校生活で頑張ってきたことは部活動です。私は、ソフトテニス
部に所属し、日々練習に取り組んできました。また、私は部長を任され、
常に周りを見て、気付いたらすぐに行動することを心掛け、部長として
精一杯努力することができました。この努力を試験で生かすことができ、
第一希望の企業から内定をもらうことができたと思います。

ビジネス科会計コース 澤下 朱子さん（ﾊﾞﾄﾝﾄﾜｰﾘﾝｸﾞ部）苗木中学卒
【就職先】
トヨタ自動車株式会社
【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
私が頑張ってきたことは部活動です。練習も規則も厳しく、部活動を
やめたいと思ったこともありました。しかし、弱い自分と向き合い、手
を抜かずに一生懸命取り組んできました。それは勉強も同じで、忙しい
中でも難しい検定を取得し、
両立ができました。
私は進学希望でしたが、
就職先でもチアリーダーができると知り、変更しました。もし、自分に
負けていたらこのような素敵な進路はなかったと思います。

ビジネス科経済コース 大野 竜人君（情報処理部） 恵那西中学卒
【就職先】 東海旅客鉄道株式会社 東海事業本部
【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 １級
全商情報処理検定 ビジネス情報部門 １級

ビジネス科経済コース 小南 圭汰君（硬式野球部）福岡中学卒
【就職先】 中津川市消防本部
【取得資格】 全商簿記実務検定 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、将来の就職に向けて、勉強と部活動の両立を頑張ってきまし
た。硬式野球部は練習時間が長く、勉強をする時間が少ない中で、余
っている時間を作り、公務員に向けての勉強をすることができまし
た。そのかいもあり、私は中津川市消防本部に就職することができま
した。日頃から部活動で体力づくりをしてきたので、体力には自信を
持って取り組むことができました。

私はこのたび、ＪＲ東海から内定を頂きました。１年生の頃から上記
の企業に内定を頂くために頑張ってきました。特に３年生で生徒会長を
という役職を私自身の様々な面においてレベルアップをすることができ
ました。このような経験を通して、就職試験の面接でも堂々と自分をＰ
Ｒすることができました。高校生活で何か一つ誇りを持てることがあれ
ば結果がついてくると思います。

ビジネス科会計コース 島本 颯君（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部） 恵那東中学卒
【就職先】 株式会社ミツトヨ 中津川工場
【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（ビジネス文書部門）２級
全商商業経済定 ２級
私は、高校３年間で特に定期考査を頑張ってきました。就職も進学も
校内選考で希望の企業や学校を受験できるかが決まります。その時に最
も重要視されるのが５段階評価の成績です。だから、家庭での試験勉強
は力を入れて取り組み、良い点数を取り、成績も学年の上位をキープす
ることで、希望した企業を受験することができ、内定をいただくことが
できました。

ビジネス情報科活用コース 長屋 佳純さん(吹奏楽部) 坂本中学卒
【就職先】 株式会社 デンソー
【取得資格】経済産業省主催ＩＴパスポート試験
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
全商情報処理検定 ビジネス情報部門 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 １級
私は目標を立て、それに向かって日々努力してきました。目指すと
ころが早くから明確だったため、テストや授業、検定に取り組みやすか
ったです。この目標はたくさんの先生方や仲間と助け合い、協力してで
きたため、達成できたと思います。周りの人と一緒に取り組むことで新
たな発見があります。多くの知識も身に付き、それが就職に結びついて
くると思います。

ビジネス情報科活用コース 平田 賢吾君（硬式野球部）第一中学卒
【就職先】
新日鐵住金 名古屋製鐵所
【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（電卓部門普通計算）１級
全商情報処理検定 ビジネス情報部門 ２級
私は、３年間とにかく部活動を頑張ってきました。私は硬式野球部
に所属しており、３年生にはキャプテンを務めてきました。キャプテ
ンとして 60 人近くいる部員をまとめ、ただ、まとめるだけではなく、
その時のチームの状態などに応じて指示の仕方を変えたりと工夫して
きました。選手としても技術を磨いただけでなく、挨拶や礼儀なども
学べました。これらの力を面接で生かして合格することができました。

ビジネス科経済コース 佐藤
蓮君（陸上競技部）
泉中学卒
【進学先】 立命館大学 経営学部 経営学科
【取得資格】 全商英語検定 １級
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 １級
全商情報処理検定 ビジネス情報部門 １級
全商商業経済検定 １級
私は３年間、部活動と検定取得に力を入れてきました。部活動では
朝早くから始まる練習にも毎日参加しました。特に冬は寒く厳しかっ
たですが、３年間続けたことが良い経験になりました。また、検定取
得にも１年生の時から積極的に取り組み、最初から諦めず、挑戦し続
けた結果が進学に結び付いたんだと思います。

ビジネス情報科開発コース 早川 佳菜さん（ワープロ部）坂下中学卒
【就職先】 岐阜信用金庫
【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 １級
全商情報処理検定 ビジネス情報部門 ２級
私は３年間、様々な検定を取得できるように頑張ってきました。中津
商業では、将来役に立つ検定がたくさん取得できます。また、就職する
際、とても有利になります。私は検定を取得するために日程を確認し、
効率的に勉強を進めていきました。分からないところは先生や友達に聞
いたりして、自分なりの勉強方法を身に付け、たくさん取得することが
できました。
ビジネス情報科開発コース 林 佑希南さん（簿記部） 蛭川中学卒
【進学先】 あじさい看護福祉専門学校
【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
全商珠算・電卓実務検定（電卓部門）１級
私は１、２年生の時はまだ就職するか進学するか迷っていたので、
どっちにでも行けるように取りあえず定期テストはなるべく良い点を
取れるように頑張りました。２年生の後半に看護師になろうと決めた
時は勉強ができていませんでした。だから、３年生になってから学校
の補習だけではなく、塾にも通って必死に勉強しました。そのおかげ
で合格することができたのだと思います。

部 活 動 の 結 果
バトントワーリング部
第４３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 澤下 朱子さん（苗木中） ３年 奥村 茄乃さん（恵那東中） ３年 西尾 玲乃さん（坂下中） ３年 丸山 莉乃さん（恵那東中）
３年 安江 綾香さん（坂下中） ３年 小川 留奈さん（恵那西中） ３年 齋藤 瑠那さん（坂下中） ３年 三石 鈴子さん（落合中）
２年 井口 美穂さん（第二中） ２年 波多野 梨江さん（第二中） ２年 長谷川 雅さん（第二中） ２年 栗本 あやめさん（恵那東中）
１年 可知 茉梨奈さん（苗木中）１年 中村 よりさん（恵那西中） １年 原

優依さん（坂下中） １年 片田 芽玖さん（付知中）

１年 左右木 梨花さん（苗木中）１年 西尾 藍莉さん（福岡中）

１年 長谷川 由依さん（恵那西中）１年 早川 景子さん（付知中）

１年 平松 千空さん（坂下中） １年 丸山 胡海さん（福岡中）

１年 桐本 侑季さん（付知中） １年 近藤 唯加さん（第二中）

１年 清水 愛果さん（恵那西中）１年 曽我 春陽さん（付知中）

１年 齋藤 菜帆さん（第一中） １年 出口 栞奈さん（南木曽中）

１２月に千葉県で開催される第４５回バトントワーリング全国大会に出場します。

スケート部

東海実務競技会が行われました

2017/2018 ジャパンカップスピードスケート競技会 第１戦

本校で、東海地区の商業系の部活動の大会が行われました。

男子マススタートレース

中津商業からは珠算部・簿記部・ワープロ部が出場しました。

第２位 ３年 遠藤 二千翔君（恵那西中）

弓道部
第３６回全国高等学校弓道選抜大会県予選

個人

優勝 ２年 桐本 玲華さん（付知中）

１２月に滋賀県で開催される第３６回全国高校弓道選抜大会
に出場します。

【珠算の部】
団体
第６位
個人
佳良
読上暗算 ３等
読上算 ２等
３等

２年
３年
２年
３年
２年

鈴村
鈴村
鈴村
鈴村
今野

香朋さん（恵那北中）
美結さん（恵那北中）
香朋さん
美結さん
佑香さん（恵那東中）

