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慶應義塾大学 理工学部 学門 1
福田

瞳輝也さん

(特進科卒・串良中出身)

高校時代は、各自が自らの目標
に向かい、日々勉学に励んでおり、
先生に質問したり、生徒間で教え
合ったりすることによって、力を
高めていくことができました。
毎日早起きしての登校、下校して
からも遅くまで勉強することもあ
り大変ですが、真摯に努力を続け
れば、自らの力と夢の達成に必ず
つながります。
皆さんの夢を応援しています。
在学中は･･･
☆物理とクイズ大好き!
慶應大学クイズ研究会に即入部しました!

3 月に平成最後の卒業生が尚志館高校を卒業しました。
先輩との楽しい思い出の数々が昨日のように思い出されま
す。夢に向かって挑戦し続けている先輩、仕事の楽しさや厳
しさを味わっている先輩など様々です。今年卒業した先輩た
ちからメッセージが届きましたので紹介します。

名桜大学 国際学群
中川

麻美さん

(普通科卒・吾平中出身)

普通科は進学、公務員、就職など、それぞれが違う目標を
もっています。仲間と共にお互いに励まし合いながら、努力
する姿勢があります。また、先生方はとても熱心で、それぞ
れの生徒に合った指導をしてくださいました。私が目標だっ
た英検準１級や、第一志望の大学に合格できたのも、時間を
惜しまず指導してくださった先生方のおかげです。
在学中は･･･
☆吹奏楽フルートと
英語を愛し続け、
夏休みには数学と
理科を究めました!

九州大学 理学部 数学科
楠原

大輝さん

(特進科卒・大崎中出身)

自分の好きな学問を深めること
ができる大学生活は本当に有意義
で楽しいです。全国から同じ学問
を志す仲間が集まっています。
高校生活を振り返ってみると、受
験勉強は辛いものばかりでしたが、
先生や仲間がいたからこそ最後ま
で頑張れました。合格を勝ち取っ
た喜びは素晴らしいものですから、
目標を高く持ち、最後まで諦めず
頑張って下さい。
在学中は･･･
☆数学とポケモン大好き!
あの流行ゲームでもちろん、たくさん GET しました!

警察庁

松嵜 龍征さん

商業科は就職だけでなく、専門
学校や公務員など様々な道に進む
ことができます。私も３年生にな
ってもなかなかやりたい事が見つ
からない中、先生方の薦めで消防
士になろうと決意しました。
あきらめない限り夢は絶対に叶い
ます。高校３年間は短い時間です
が、勉強や部活、そしていろいろ
な事に挑戦してみて下さい。
在学中は･･･
☆公務員の面接練習後、ボロボロ
だったので、トイレで一人で泣
いてました。

(株)九電工
牧

央乃真さん

(建設工業科卒・高山中出身)

建設工業科では、建築・土木・測量について学び、３年間
で取得した資格は現在でも役立っています。また、３年間サ
ッカー部に所属し、体力や精神力も身に付けることができま
した。現在、空調管設備の仕事についていますが、尚志館高
校の３年間で学んだ事は今でも私の支えとなっています。

木迫 大翔さん(普通科卒・有明中出身)

私の周りは、部活動生が多
く学業との両立を図り、目標
に向かって日々努力しました。
クラスも仲間たちととても楽
しい時間を共有し、学校行事
も中心となって活躍しました。
大学から公務員まで幅広い進
路選択が可能なのも、普通科
の強みです。かけがえなのない
今を大切に送って下さい。
在学中は･･･
☆ヒューマンビートボックス
(ボイパ)でプロからも一目
置かれるサッカー少年!

(商業科卒・垂水中央中出身)

在学中は･･･
☆サッカー部主将も
務め、建工科でも
リーダーシップを
とことん発揮!

(株)渡辺組
豊満

愁斗さん

鹿児島国際大学
(建設工業科卒・末吉中出身)

建設工業科では、建築関係はもち
ろん工業系全般のことを学ぶことが
でき、３年間で多くの資格を取得で
きました。また、高校時代頑張って
きた部活動でも強い忍耐力や精神力
を身に付けることができました。
高校生活で過ごしてきたことは一生
の思い出になっています。
3 年生は最後の仕上げの 1 年となり
ます。悔いが残らないように日々充
実した生活を過ごしてください。
在学中は･･･
☆陰で努力をする男で、
何事も一生懸命のモテ男でした!

社会福祉法人 恵誠会

特別養護老人ホーム 花神荘
下西

なぎささん(医療福祉科卒・内之浦中出身)

高校時代は、国家試験合格に向け、
朝補習や放課後の時間も使い試験勉
強に取り組みました。全員が一丸と
なって日々頑張っていました。
また、施設実習では校内実習とは違
う実際の現場での体験ができ、様々
なことを学ぶことができました。
自分の夢への道をしっかり決めて頑
張れば、決して無駄なことはありま
せん。小さな 1 つ 1 つを大事にして
進路に向かって頑張って下さい。
在学中は･･･
☆いつも心穏やかで、その穏やか
さは周囲の人に安心感を与えて
いました。

福祉社会学部 社会福祉学科
津崎

真希さん

(医療福祉科卒・根占中出身)

将来、介護福祉士になるために
尚志館高校に入学しました。先生
方が全員に手厚く指導してくれる
ので、確実に専門の知識が身につ
き、国家試験も自信をもって受け
ることができました。そんな中で
もっと自分の夢を広げようと思い、
大学まで進学して精神保健福祉士
と社会福祉士の資格取得を目指し
て頑張っています。
諦めなければ、間違いなく夢が叶
います。
在学中は･･･
☆目配り・気配り・心配りのできる
生徒でした!

医療法人 共生会

びろうの樹 脳神経外科
下木

櫻子さん

(看護学科 専門課程卒・有明中出身)
看護学科は５年間という最短で
看護師免許を取得できます。私も
尚志館に入学し、同じ目標をもっ
た仲間がいることで国家試験全員
合格を視野に入れ勉学に励み、臨
地実習も共に乗り越えられました。
現在、びろうの樹脳神経外科で看
護師として勤務しています。
卒業してもなお心の支えになるの
は５年間乗り越えた仲間だと思い
ます。皆さんも是非夢を叶えて下
さい。
在学中は･･･
☆学校生活はクールだったけど、
病院実習ではニコニコ。素敵な看護師になるでしょう!

ホームページにもっと詳しく!
平成 31 年 3 月の卒業生の進路先は、各学科ごと
に本校のホームページに掲載しています。大切な
進路を決定する前にぜひ、参考にしてくださいね!

【お知らせ】
6 月 2 日(日)志布志市就職合同説明会
・対象: 志布志市内の企業に興味のある 1～3 年生
(保護者のみの参加も可能)
・場所: 志布志市運動公園 体育館
・時間: 10 時 30 分～15 時 30 分(出入自由)
※参加費無料、参加申込みは不要です。

6 月 10 日(月)

建工科

企業ガイダンス

・対象: 建設工業科 1～3 年生
・場所: 本校視聴覚ホール
・主催: 鹿児島県建設業協会
※県内にある建築・土木会社が説明会を実施します。
会社の詳細をよく理解して、今後の進路決定の
参考にして下さい。昨年度の参加企業は 14 社。

6 月 11 日(火) 進路講演会(5 限 6 限)
・対象: 全校生徒
・場所: 本校体育館
・講師: 内藤 紗弥花 氏『夢を叶える等身大力』
※詳細は後日お知らせします。

★2019 就職日程★
就職に関わるスケジュールを確認しておきましょう。
民間企業の場合は“一人一社制”がルールです。一人が
応募できる企業は一社とし、その内定が得られなかった
ときに、はじめて他の企業に応募できます。また、内定
すれば必ず就職しなければなりませんので、希望する就
職先の中味をよく調べ、しっかりと準備を進めていきま
しょう。
6 月 1 日(土)
7 月 1 日(月)
9 月 5 日(木)
9 月 16 日(月)

ハローワークによる求人申込の受付開始
企業から学校へ求人申込・学校訪問開始
学校から企業へ 応募書類提出開始
企業による選考開始及び採用内定開始

