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進 学・就 職 合 格 者 実 績 紹 介（ 一 部 抜 粋 ）
瀧口 海斗

︻国立︼

宮崎県警察官

Q.なぜ警察官に? 父の影響です。警察官の制服を身に纏い、地域の

森田 帆南

大分大学 福祉健康科学部

Q.なぜ大分大学に? 祖父母の影響で社会福祉士を目指しています。

人々に慕われる父の後ろ姿は幼少時代の私にとって憧れでした。

彼らは困ってる人を見ると、見知らぬ人でも声をかけに行くよう

Q.合格までに苦労したことは? 高校で習わない「判断推理」や「数

な人たちなんです。今でも私の誇りであり、目標です。

Q.合格までに苦労したことは? とにかく勉強です。部活との両立も

的処理」など、公務員試験特有の問題が出ます。独学の部分が多

く、最も苦労しました。部活もしており寮生だったので、勉強時間の確保も難し

大変でしたが、何より苦しいのは成績が伸びなかったことです。最後まで続けた

かったです。学校では授業や部活の合間に、寮では洗濯等の生活の時間や宿題の

かった部活を後半は休部して受験に専念したにも関わらず、結果を残せず何度も

後にしか試験勉強ができなかったため、本当に大変でした。

涙を流しました。いつも遅くまで指導して下さる先生方への申し訳なさもプレッ

Q.なぜそれでも頑張れたんですか? 絶対に現役で合格したい理由がありました。性
格上、専門学校へ進学すると甘えが出ると確信していたからです。「カッコいい
警察官になった自分」のイメージを持ち続けてモチベーションを高めました。そ
して何より、今までお世話になった家族や先生方へ恩返しをしたいという想い
が、頑張れた一番の理由ですね。

シャーになり、苦しかったです。

Q.なぜそれでも頑張れたんですか? 「苦しい時は伸びてる時」という言葉を大切に
しており、苦しい時はひたすら言い聞かせてました。大学のパンフレットで講義
名を見て「この講義楽しそう、勉強したいな」って妄想したり。伸び悩んで苦し
かった時、友達や家族や先生が私を支えでしたし、頑張れる理由でした。

Q.どんな社会人生活を送りたいですか? 宮崎県警察としての誇りと「人々の生活を
守る」という初心を忘れず、自覚を持った行動を心掛けたいです。最初の10か月

Q.どんな大学生活を送りたいですか? 国家試験の勉強は勿論ですが、ボランティア

間は警察学校での勉強が主な業務となるため、高校生活や試験を通して培った学

「手話」なので、大学の勉強と並行して習いに行く計画を立てています。将来地

ぶ姿勢を継続して頑張りたいです。

元延岡に貢献できる社会福祉士になって必ず帰って来ます。

草野 黎音
前田 壱生
吉元 翔摩

味和商店

加藤 安奈

ダイハツ工業

大塚 志音
成水 鈴

マツダ自動車

新名 翔
長島 廉

大久保 竜之介

福岡大学

𠮷村 諒人
矢野 湧真
村上 潤

大東文化大学

須藤 梨及

久留米大学

村上 羽人

立命館大学

関野 恵太郎
安藤 真凜

國學院大學

黒木 敬太

近畿大学

木下 岳人

こちらにご紹介していない

山梨学院大学

伊津見 章
天野 隆希

皆さんがそれぞれに頑張り、
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山﨑 愛斗
林田 帝

明治大学

中村学園大学

木切倉 玲奈

調理科からの合格は快挙！
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木津 瑞希

戸髙 淳之介
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グランベルホテル

筑波大学

︻私立︼

新名 開陸
吉田 啓人
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旭化成電子
延岡工場

城山観光ホテル

牧野 泰河

押川 雄太郎
寺尾 斗真

旭化成延岡支社

吉田 愛純
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トヨタ車体

高鍋信用金庫

︻私立︼

トヨタ自動車九州

堀部 勇斗
橋本 海咲

富山 祐葉
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トヨタ自動車

宮崎銀行

︻私立︼

佐藤 瑞哉

︻国立︼

航空自衛隊航空学生

パイロット養成のエリｰト ! 延学初の快挙です！

等の活動にも積極的に取り組んでいきたいと考えています。最も挑戦したいのが

生徒もたくさんいます。
目標へと辿り着きました。

おめでとう!

