
出身校別就職決定者
出身県 出身校 学科 コース 内定先

宮城県 宮城学院 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 宮城県商工会連合会

宮城県 宮城県伊具 総合公務員学科 公務員民間就職コース (一財)　航空宇宙技術振興財団

宮城県 宮城県塩釜 経理事務学科 医療事務会計コース ㈱サカタのタネ

宮城県 宮城県塩釜 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 山元町職員　初級　行政

宮城県 宮城県塩釜 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 税務職員　東北

宮城県 宮城県塩釜 情報システム学科 情報経理コース ㈱システムズサービス

宮城県 宮城県塩釜 税理士会計士学科 税理士チャレンジコース2.4年 辻・本郷税理士法人

宮城県 宮城県塩釜 総合公務員学科 公務員総合コース2年 塩釜地区消防事務組合　高校の部　消防

宮城県 宮城県角田 総合公務員学科 公務員民間就職コース 東洋ワーク㈱

宮城県 宮城県岩ヶ崎 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 自衛隊一般曹候補生

宮城県 宮城県岩出山 行政公務員学科 国家公務員コース2年 国家公務員一般職(高卒者)事務　東北

宮城県 宮城県気仙沼 OA事務学科 パソコン事務コース ㈱メディラック

宮城県 宮城県気仙沼 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 名取市職員　初級　行政

宮城県 宮城県気仙沼 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 宮城県職員　高卒程度　一般事務

宮城県 宮城県気仙沼 行政公務員学科 国家公務員コース2年 朝日生命保険相互会社

宮城県 宮城県気仙沼 情報システム学科 高度情報エンジニアコース ㈱アスパーク

宮城県 宮城県気仙沼 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 宮城県職員　高卒程度　警察事務

宮城県 宮城県気仙沼向洋 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 ㈱エイジェック

宮城県 宮城県宮城広瀬 ビジネス学科 スポーツビジネスコース 自衛官候補生

宮城県 宮城県宮城広瀬 情報システム学科 情報システムコース ㈱エキサイト

宮城県 宮城県宮城広瀬 情報システム学科 情報システムコース ㈱ビッツ

宮城県 宮城県宮城広瀬 総合公務員学科 公務員総合コース2年 刑務官A　東北

宮城県 宮城県宮城広瀬 総合公務員学科 公務員民間就職コース ㈱エイジェック

宮城県 宮城県宮城広瀬 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 宮城県警察官B

宮城県 宮城県古川 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 登米市職員　初級　行政

宮城県 宮城県古川 情報システム学科 情報システムコース 佐野コンサルタンツ㈱

宮城県 宮城県古川 税理士会計士学科 税理士コース3年 税理士法人　さくらパートナーズ

宮城県 宮城県古川工業 情報システム学科 ゲームエンジニアコース ㈱北斗工房

宮城県 宮城県古川工業 情報システム学科 システムエンジニアコース3年 東北インフォメーション・システムズ㈱

宮城県 宮城県古川工業 情報システム学科 情報システムコース 東北インフォメーション・システムズ㈱

宮城県 宮城県古川工業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 横浜市職員　高卒程度　技術

宮城県 宮城県古川工業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 東北トラス㈱

宮城県 宮城県古川工業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 プライムアースEVエナジー㈱

宮城県 宮城県古川工業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 国家公務員一般職(高卒者)事務　東北

宮城県 宮城県古川黎明 経理事務学科 経理ビジネスコース 太平電気㈱

宮城県 宮城県工業 ビジネス学科 スポーツビジネスコース 株式会社トップ

宮城県 宮城県工業 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 多賀城市職員　初級　事務

宮城県 宮城県工業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 大崎地域広域行政事務組合　初級　消防

宮城県 宮城県黒川 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 宮城県職員　高卒程度　一般事務

宮城県 宮城県黒川 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 大和町職員　初級　行政

宮城県 宮城県黒川 総合公務員学科 公務員総合コース1年 黒松駅前歯科クリニック

宮城県 宮城県黒川 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 宮城県職員　高卒程度　機械

宮城県 宮城県佐沼 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 宮城県職員　高卒程度　学校事務

宮城県 宮城県佐沼 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 登米市職員　初級　行政

宮城県 宮城県佐沼 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 宮城NOK㈱　登米工場

宮城県 宮城県佐沼 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 税務職員　関東甲信越

宮城県 宮城県佐沼 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 国家公務員一般職(高卒者)事務　東北

宮城県 宮城県佐沼 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 税務職員　東北

宮城県 宮城県柴田農林 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース ㈱エイジェック

宮城県 宮城県松島 ビジネス学科 スポーツトレーナーコース 仙台湾燻蒸㈱

宮城県 宮城県松島 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 仙台市職員　高卒程度　事務

宮城県 宮城県松島 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 塩釜地区消防事務組合　高校の部　消防

宮城県 宮城県松島 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 宮城県警察官B

宮城県 宮城県水産 情報システム学科 ネットワークセキュリティコース ㈱平山

宮城県 宮城県石巻 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱クスリのアオキホールディングス

宮城県 宮城県石巻工業 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 石巻商工信用組合

宮城県 宮城県石巻工業 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 石巻地区森林組合

宮城県 宮城県石巻工業 行政公務員学科 国家公務員コース2年 東松島市職員　初級　行政

宮城県 宮城県石巻工業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 石巻地区広域行政事務組合　初級　消防

宮城県 宮城県石巻工業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 トイカツ㈱

宮城県 宮城県石巻工業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 石巻地区広域行政事務組合　初級　消防



出身県 出身校 学科 コース 内定先

宮城県 宮城県石巻商業 経理事務学科 医療事務会計コース こだまホスピタル

宮城県 宮城県石巻商業 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース ＡＬＳＯＫ宮城㈱

宮城県 宮城県石巻商業 情報システム学科 情報経理コース ㈱ジェイテック

宮城県 宮城県石巻商業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 ㈱日本ハウスホールディングス

宮城県 宮城県石巻北 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 自衛官候補生

宮城県 宮城県仙台向山 総合公務員学科 公務員総合コース2年 税務職員　東北

宮城県 宮城県仙台西 ビジネス学科 スポーツビジネスコース ㈱プロホーム

宮城県 宮城県仙台西 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 仙台市職員　高卒程度　事務

宮城県 宮城県仙台西 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 税務職員　関東甲信越

宮城県 宮城県仙台西 情報システム学科 高度情報エンジニアコース ㈱インフィニットループ

宮城県 宮城県仙台東 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱ライトオン

宮城県 宮城県仙台東 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 自衛官候補生

宮城県 宮城県仙台東 情報システム学科 情報システムコース 東北インフォメーション・システムズ㈱

宮城県 宮城県仙台東 総合公務員学科 公務員民間就職コース 国家公務員一般職(高卒者)事務　関東甲信越

宮城県 宮城県仙台南 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 自衛官候補生

宮城県 宮城県泉 OA事務学科 ITビジネスコース ㈱エス

宮城県 宮城県泉 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 仙台市職員　高卒程度　事務

宮城県 宮城県泉松陵 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 税務職員　東北

宮城県 宮城県泉松陵 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 税務職員　東北

宮城県 宮城県泉松陵 情報システム学科 ネットワークセキュリティコース ㈱アクト(アウスリンクグループ)

宮城県 宮城県泉松陵 総合公務員学科 公務員民間就職コース (一財) 宮城成人病予防協会

宮城県 宮城県大河原商業 行政公務員学科 国家公務員コース2年 刑務官A　関東甲信越静

宮城県 宮城県大河原商業 税理士会計士学科 公認会計士コース4年 (有)霞友会計事務所

宮城県 宮城県大河原商業 税理士会計士学科 公認会計士チャレンジコース2.4年 YAC税理士法人

宮城県 宮城県築館 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 国家公務員一般職(高卒者)事務　東北

宮城県 宮城県築館 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 ㈱アイリスプラザ ダイシンカンパニー

宮城県 宮城県築館 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 栗原市職員　初級　行政

宮城県 宮城県築館 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 小山田川沿岸土地改良区

宮城県 宮城県築館 総合公務員学科 公務員総合コース1年 自衛官候補生

宮城県 宮城県中新田 行政公務員学科 国家公務員コース2年 税務職員　関東甲信越

宮城県 宮城県農業 総合公務員学科 公務員チャレンジコース ㈱シムコ

宮城県 宮城県白石工業 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース ㈱ネクスコ・トール東北

宮城県 宮城県白石工業 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 大河原町職員　初級　行政

宮城県 宮城県白石工業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 あぶくま消防　初級

宮城県 宮城県白石工業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 ㈱ニナウ

宮城県 宮城県迫桜 ビジネス学科 スポーツビジネスコース ㈱ホットマン

宮城県 宮城県迫桜 ビジネス学科 スポーツビジネスコース ㈱ヤマダホールディングス

宮城県 宮城県迫桜 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 太平洋工業㈱

宮城県 宮城県美田園 経理事務学科 経理ビジネスコース ㈱エイジェック

宮城県 宮城県富谷 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 大和町職員　初級　行政

宮城県 宮城県富谷 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 国家公務員一般職(高卒者)事務　東北

宮城県 宮城県名取北 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 国家公務員一般職(高卒者)事務　関東甲信越

宮城県 宮城県名取北 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 名取市職員　初級　行政

宮城県 宮城県名取北 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 税務職員　関東甲信越

宮城県 宮城県涌谷 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 刑務官A　東北

宮城県 宮城県涌谷 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 税務職員　東北

宮城県 宮城県涌谷 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 日研トータルソーシング㈱

宮城県 宮城県利府 ビジネス学科 スポーツビジネスコース ㈱京樽

宮城県 宮城県利府 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 利府町職員　初級　行政

宮城県 宮城県亘理 経理事務学科 医療事務会計コース フレスコ㈱

宮城県 高卒認定合格 ビジネス学科 総合ビジネスコース (福) 慈敬会

宮城県 尚絅学院 情報システム学科 ゲームエンジニアコース アンドロボティクス㈱

宮城県 尚絅学院 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 税務職員　東北

宮城県 常盤木学園 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 自衛隊一般曹候補生

宮城県 聖ウルスラ学院英智 ビジネス学科 総合ビジネスコース 双葉トータルケア㈱

宮城県 聖和学園・三神峯ｷｬﾝﾊﾟｽ ビジネス学科 不動産ビジネスコース ㈱日本ハウスホールディングス

宮城県 聖和学園・三神峯ｷｬﾝﾊﾟｽ 総合公務員学科 公務員チャレンジコース ㈱ネクスコパトロール東北

宮城県 聖和学園・三神峯ｷｬﾝﾊﾟｽ 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 ㈱全日警

宮城県 聖和学園・三神峯ｷｬﾝﾊﾟｽ 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 自衛官候補生

宮城県 聖和学園・三神峯ｷｬﾝﾊﾟｽ 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 税務職員　関東甲信越

宮城県 聖和学園・三神峯ｷｬﾝﾊﾟｽ 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 綜合警備保障㈱

宮城県 聖和学園・三神峯ｷｬﾝﾊﾟｽ 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 宮城県職員　高卒程度　一般事務

宮城県 聖和学園・薬師堂ｷｬﾝﾊﾟｽ ビジネス学科 総合ビジネスコース 仙台ガス水道工業㈱

宮城県 聖和学園・薬師堂ｷｬﾝﾊﾟｽ 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 国家公務員一般職(高卒者)事務　東北

宮城県 聖和学園・薬師堂ｷｬﾝﾊﾟｽ 総合公務員学科 公務員総合コース2年 宮城県警察官B



出身県 出身校 学科 コース 内定先

宮城県 聖和学園・薬師堂ｷｬﾝﾊﾟｽ 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 自衛官候補生

宮城県 聖和学園・薬師堂ｷｬﾝﾊﾟｽ 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 自衛官候補生

宮城県 仙台 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 宮城県職員　高卒程度　警察事務

宮城県 仙台 行政公務員学科 国家公務員大卒コース 国家公務員一般職(高卒者)事務　関東甲信越

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 ビジネス学科 スポーツビジネスコース ㈱エイジェック

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 ビジネス学科 販売ビジネスコース ライクスタッフィング㈱

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 ビジネス学科 不動産ビジネスコース ㈱平和住宅情報センター

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 刑務官A　東北

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 情報システム学科 情報システムコース ニチレキ㈱

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 総合公務員学科 公務員民間就職コース ㈱アサヒセキュリティ

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 刑務官A　東北

宮城県 仙台高等専門・広瀬ｷｬﾝﾊﾟｽ 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 自衛隊一般曹候補生

宮城県 仙台商業 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱クスリのアオキホールディングス

宮城県 仙台商業 経理事務学科 経理ビジネスコース いすゞ自動車東北㈱

宮城県 仙台商業 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 宮城県職員　高卒程度　一般事務

宮城県 仙台商業 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 富谷市職員　初級　行政

宮城県 仙台商業 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 税務職員　関東甲信越

宮城県 仙台商業 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 宮城県商工会連合会

宮城県 仙台商業 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 宮城県職員　高卒程度　一般事務

宮城県 仙台商業 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 裁判所事務官一般職高卒

宮城県 仙台商業 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 多賀城市職員　初級　事務

宮城県 仙台商業 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 名取市職員　初級　行政

宮城県 仙台商業 税理士会計士学科 公認会計士チャレンジコース2.4年 ㈱日本パートナー会計事務所

宮城県 仙台商業 税理士会計士学科 税理士コース2.4年 玉置会計事務所

宮城県 仙台商業 税理士会計士学科 税理士チャレンジコース2.4年 税理士法人植松会計事務所

宮城県 仙台商業 税理士会計士学科 税理士チャレンジコース2.4年 税理士法人青木&パートナーズ

宮城県 仙台商業 税理士会計士学科 税理士チャレンジコース3年 ㈱ひなた会計事務所

宮城県 仙台商業 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 税務職員　東北

宮城県 仙台商業 総合公務員学科 公務員総合コース2年 富谷市職員　初級　行政

宮城県 仙台商業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 ㈱パロマ

宮城県 仙台城南 ビジネス学科 スポーツビジネスコース ㈱サン・ベンディング東北

宮城県 仙台城南 ビジネス学科 不動産ビジネスコース 日本中央不動産㈱

宮城県 仙台城南 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース コスモ警備㈱

宮城県 仙台城南 情報システム学科 ネットワークセキュリティコース 東北インフォメーション・システムズ㈱

宮城県 仙台城南 総合公務員学科 公務員総合コース2年 ㈱エイジェック

宮城県 仙台大志 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 宮城県職員　障害者枠

宮城県 東北・小松島ｷｬﾝﾊﾟｽ 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 税務職員　東北

宮城県 東北・小松島ｷｬﾝﾊﾟｽ 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 東京消防庁消防官Ⅲ類

宮城県 東北・泉キャンパス ビジネス学科 スポーツビジネスコース ㈱サン・ベンディング東北

宮城県 東北・泉キャンパス 総合公務員学科 公務員民間就職コース (有)つるみ薬局

宮城県 東北・泉キャンパス 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 大崎地域広域行政事務組合　初級　消防

宮城県 東北・泉キャンパス 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 大崎地域広域行政事務組合　初級　消防

宮城県 東北生活文化大学 ビジネス学科 経営ビジネスコース 東北リース㈱

宮城県 東北生活文化大学 ビジネス学科 総合ビジネスコース ライクスタッフィング㈱

宮城県 東北生活文化大学 ビジネス学科 総合ビジネスコース ライクスタッフィング㈱

宮城県 東北生活文化大学 ビジネス学科 総合ビジネスコース ライクスタッフィング㈱

宮城県 東北生活文化大学 ビジネス学科 販売ビジネスコース ㈱パロマ

宮城県 東北生活文化大学 経理事務学科 事務職総合コース ニチレキ㈱

宮城県 東北生活文化大学 経理事務学科 事務職総合コース 東日本高速道路(株)

宮城県 東北生活文化大学 行政公務員学科 国家公務員コース2年 税務職員　関東甲信越

宮城県 東北生活文化大学 情報システム学科 情報システムコース インテックソリューションパワー

宮城県 東北生活文化大学 情報システム学科 情報システムコース ㈱富士ソフト

宮城県 東北生活文化大学 情報システム学科 情報経理コース ㈱エイジェック

宮城県 東北生活文化大学 総合公務員学科 公務員民間就職コース サンセイ医機㈱

宮城県 東北生活文化大学 総合公務員学科 公務員民間就職コース ダンロップタイヤ東北㈱

宮城県 東陵 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 国家公務員一般職(高卒者)事務　関東甲信越

宮城県 東陵 OA事務学科 ITビジネスコース 太平電気㈱

宮城県 東陵 ビジネス学科 スポーツビジネスコース ㈱ヨドバシカメラ

宮城県 明成 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 宮城県警察官B

宮城県 明成 総合公務員学科 公務員総合コース2年 塩釜地区消防事務組合　高校の部　消防

宮城県 明成 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 自衛隊一般曹候補生

宮城県 北海道芸術  総合公務員学科 公務員民間就職コース ㈱Kibidango

宮城県 北海道芸術高校仙台 OA事務学科 パソコン事務コース 東北リース㈱

宮城県 屋久島おおぞら(仙台) OA事務学科 OA経理事務コース 東洋ワーク㈱

宮城県 屋久島おおぞら(仙台) ビジネス学科 総合ビジネスコース イオン東北㈱



出身県 出身校 学科 コース 内定先

宮城県 屋久島おおぞら(仙台) 情報システム学科 情報システムコース ㈱システナ

福島県 会津若松ザベリオ学園 総合公務員学科 公務員民間就職コース 東洋ワーク㈱

福島県 会津北嶺高等学校 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 ＡＬＳＯＫ宮城㈱

福島県 小高産業技術 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 福島県職員　高卒程度　行政事務

福島県 小高産業技術 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 アイリスオーヤマ㈱

福島県 松韻学園福島 ビジネス学科 不動産ビジネスコース (有)みどり不動産

福島県 松韻学園福島 総合公務員学科 公務員民間就職コース ㈱穴原ホテル

福島県 松韻学園福島 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 蔵王町職員　初級　行政

福島県 聖光学院 ビジネス学科 スポーツビジネスコース JAふくしま未来

福島県 聖光学院 ビジネス学科 スポーツビジネスコース ㈱ヨドバシカメラ

福島県 聖光学院 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 アイリスオーヤマ㈱

福島県 福島県立いわき総合 総合公務員学科 公務員総合コース1年 (医)西村矯正歯科クリニック

福島県 福島県立会津工業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 東洋ワークセキュリティ㈱

福島県 福島県立郡山商業 税理士会計士学科 税理士チャレンジコース2.4年 税理士法人三部会計事務所

福島県 福島県立郡山商業 税理士会計士学科 税理士チャレンジコース3年 (有)菅原税理士事務所

福島県 福島県立原町 総合公務員学科 公務員総合コース2年 南相馬市職員　高卒程度　一般行政

福島県 福島県立光南 ビジネス学科 不動産ビジネスコース 日本住宅㈱

福島県 福島県立若松商業 経理事務学科 経理ビジネスコース アスカ電子㈱

福島県 福島県立新地 ビジネス学科 総合ビジネスコース 草野建設㈱

福島県 福島県立須賀川 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 自衛隊一般曹候補生

福島県 福島県立須賀川桐陽 経理事務学科 事務職総合コース ㈱キャスティングロード

福島県 福島県立相馬東 OA事務学科 OA経理事務コース 矢崎エナジーシステム㈱

福島県 福島県立相馬東 ビジネス学科 スポーツビジネスコース ㈱はま寿司

福島県 福島県立相馬東 総合公務員学科 公務員総合コース1年 福島県警察官B

福島県 福島県立相馬東 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 アイリスオーヤマ㈱

福島県 福島県立田村 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 福島市職員　初級　行政

福島県 福島県立田島 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 税務職員　関東甲信越

福島県 福島県立福島工業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 自衛隊一般曹候補生

福島県 福島県立福島工業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 福島県警察官B

福島県 福島県立福島商業 ビジネス学科 総合ビジネスコース 福島信用金庫

福島県 福島県立福島商業 経理事務学科 経理ビジネスコース ㈱成和

福島県 福島県立福島商業 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 (医)ARCクリニック

福島県 福島県立福島商業 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 福島市職員　初級　行政

福島県 福島県立福島商業 税理士会計士学科 公認会計士チャレンジコース4年 三品会計事務所

福島県 福島県立福島商業 税理士会計士学科 税理士チャレンジコース2.4年 税理士法人今井会計事務所

福島県 福島県立福島西 総合公務員学科 公務員民間就職コース 協業組合 仙台清掃公社

福島県 福島県立福島北 ビジネス学科 鉄道交通ビジネスコース 福島交通㈱

福島県 福島県立保原 ビジネス学科 スポーツビジネスコース ㈱ファクトリージャパングループ

福島県 福島県立保原 経理事務学科 事務職総合コース 東北リース㈱

福島県 福島県立保原 行政公務員学科 国家公務員大卒コース ㈱スズキ自販福島

福島県 福島県立保原 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース ＡＬＳＯＫ宮城㈱

福島県 福島県立保原 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 伊達市職員　高卒程度　行政事務

福島県 福島県立保原 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 (公財) 福島市スポーツ振興公社

福島県 福島県立保原 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 ㈱エイジェック

福島県 福島県立保原 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 ㈱小泉

福島県 福島県立保原 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 ㈱全日警

福島県 福島成蹊 ビジネス学科 総合ビジネスコース 東洋ワーク㈱

福島県 福島成蹊 ビジネス学科 総合ビジネスコース 福島水産㈱

福島県 福島成蹊 ビジネス学科 不動産ビジネスコース ㈱ヨドバシカメラ

福島県 福島成蹊 総合公務員学科 公務員民間就職コース 福島水産㈱

福島県 第一学院　高萩校  情報システム学科 情報システムコース ニチレキ㈱

山形県 山形県立寒河江 行政公務員学科 国家公務員大卒コース 寒河江市職員　上級　行政

山形県 山形県立寒河江 情報システム学科 情報システムコース 日本システムエンジニアリング㈱

山形県 山形県立山形南 情報システム学科 ゲームエンジニアコース アンドロボティクス㈱

山形県 山形県立酒田光陵 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 ㈱プレステージ・インターナショナル

山形県 山形県立米沢工業 経理事務学科 事務職総合コース 東和総合住宅㈱

山形県 山形城北 ビジネス学科 総合ビジネスコース 山形ダイハツ販売㈱

山形県 山形城北 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 国家公務員一般職(高卒者)事務　関東甲信越

山形県 酒田南 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 西置賜行政組合　消防

山形県 東海大学山形 ビジネス学科 スポーツビジネスコース ㈱ゴルフレンジ＆24フィットネスアミーゴ

山形県 東海大学山形 ビジネス学科 スポーツビジネスコース ㈱ファクトリージャパングループ

山形県 東海大学山形 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 村山市職員　消防

山形県 東海大学山形 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 山形県警察官B

山形県 日本大学山形 経理事務学科 事務職総合コース ニチレキ㈱

山形県 日本大学山形 総合公務員学科 公務員総合コース1年 山和建設㈱



出身県 出身校 学科 コース 内定先

山形県 日本大学山形 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 ㈱エイジェック

山形県 鹿島朝日 情報システム学科 ゲームエンジニアコース テクノプロ・IT社(㈱テクノプロ)

岩手県 岩手県立一関工業 ビジネス学科 スポーツビジネスコース ㈱アサヒセキュリティ

岩手県 岩手県立一関第二 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 国家公務員一般職(高卒者)事務　関東甲信越

岩手県 岩手県立一関第二 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 岩手県職員　Ⅲ種　一般事務

岩手県 岩手県立宮古工業 総合公務員学科 公務員総合コース2年 自衛隊一般曹候補生

岩手県 岩手県立水沢 税理士会計士学科 税理士チャレンジコース2.4年 税理士法人山田&パートナーズ

岩手県 岩手県立水沢商業 税理士会計士学科 公認会計士コース4年 税理士法人植松会計事務所

岩手県 岩手県立盛岡商業 税理士会計士学科 税理士チャレンジコース2.4年 税理士法人青木&パートナーズ

岩手県 岩手県立千厩 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 岩手県職員　Ⅲ種　一般事務

岩手県 岩手県立大野 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱日本ハウスホールディングス

岩手県 岩手県立大野 総合公務員学科 公務員総合コース2年 洋野町職員　一般事務B

岩手県 岩手県立北上翔南 経理事務学科 事務職総合コース 東洋ワーク㈱

秋田県 横手(定時制) 総合公務員学科 公務員総合コース2年 国家公務員一般職(高卒者)事務　関東甲信越

秋田県 横手清陵学院 行政公務員学科 国家公務員大卒コース ㈱エイジェック

秋田県 横手清陵学院 行政公務員学科 国家公務員大卒コース 宮城県職員　高卒程度　一般事務

秋田県 秋田県立羽後 OA事務学科 ITビジネスコース サンキョーシャッター㈱

秋田県 秋田県立横手城南 経理事務学科 医療事務会計コース 大橋鉄工秋田㈱

秋田県 秋田県立横手城南 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 北海道行政職員　教育行政B

秋田県 秋田県立角館 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 大仙市職員　初級

秋田県 秋田県立秋田北鷹 経理事務学科 医療事務会計コース (福) 北秋田市社会福祉協議会

秋田県 秋田県立秋田明徳館 OA事務学科 OA経理事務コース ㈱アイセス

秋田県 秋田県立能代松陽 ビジネス学科 不動産ビジネスコース ㈲オノック

秋田県 秋田県立平成 税理士会計士学科 税理士チャレンジコース2.4年 税理士法人日本未来経営

秋田県 秋田修英 ビジネス学科 経営ビジネスコース (有)菱和産業

秋田県 秋田市立秋田商業 経理事務学科 経理ビジネスコース 羽後信用金庫

秋田県 秋田市立秋田商業 経理事務学科 経理ビジネスコース 能代商工会議所

秋田県 秋田市立秋田商業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 JR東日本東北総合サービス㈱

秋田県 明桜 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 国家公務員一般職(高卒者)事務　関東甲信越

秋田県 日本放送協会(NHK)学園 経理事務学科 経理ビジネスコース ㈱フィナンシャル・エージェンシー

青森県 五所川原第一 情報システム学科 ゲームエンジニアコース アンドロボティクス㈱

青森県 弘前学院聖愛 ビジネス学科 スポーツビジネスコース アサヒサンクリーン㈱

青森県 弘前学院聖愛 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱エフティグループ

青森県 弘前学院聖愛 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 弘前市職員　初級　一般行政

青森県 弘前学院聖愛 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 青森綜合警備保障(株)

青森県 弘前学院聖愛 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 田舎館村職員　初級　行政

青森県 青森県立黒石商業 ビジネス学科 総合ビジネスコース 東洋ワーク㈱

青森県 青森県立三沢 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 十和田市職員　高卒程度　事務

青森県 青森県立三沢 総合公務員学科 公務員総合コース2年 ㈱全日警

青森県 青森県立三本木農業 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 国家公務員一般職(高卒者)事務　東北

青森県 青森県立青森西 税理士会計士学科 税理士コース4年 日高見税理士法人

青森県 青森県立青森東 総合公務員学科 公務員総合コース1年 税務職員　関東甲信越

青森県 青森県立青森北 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 青森県警察官B

青森県 青森県立大間 ビジネス学科 不動産ビジネスコース ㈱リビングライフ

青森県 青森県立大湊 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 弘前市職員　初級　一般行政

青森県 青森県立田名部 行政公務員学科 国家公務員大卒コース いすゞ自動車東北㈱

青森県 青森県立八戸 税理士会計士学科 公認会計士チャレンジコース3年 中村崇二税理士事務所

青森県 青森県立八戸商業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 税務職員　関東甲信越

青森県 青森県立八戸西 ビジネス学科 鉄道交通ビジネスコース 青森県商工会連合会

青森県 青森県立六ケ所 総合公務員学科 公務員民間就職コース 日本フードパッカー㈱

青森県 青森県立六戸 ビジネス学科 販売ビジネスコース ㈱モスストアカンパニー

青森県 青森県立北斗(定時制) 経理事務学科 事務職総合コース (福) 仙台市手をつなぐ育成会

青森県 青森山田 総合公務員学科 公務員総合コース2年 自衛官候補生

青森県 東奥学園 情報システム学科 情報経理コース ㈱ダイエー

青森県 東奥義塾 ビジネス学科 不動産ビジネスコース ＡＬＳＯＫ宮城㈱

青森県 八戸工業大学第一 ビジネス学科 経営ビジネスコース 船田食品製造(株)

青森県 八戸聖ウルスラ学院 行政公務員学科 国家公務員大卒コース 宮城県職員　高卒程度　一般事務

青森県 八戸聖ウルスラ学院 総合公務員学科 公務員総合コース2年 国家公務員一般職(高卒者)事務　関東甲信越

北海道 札幌新陽 ビジネス学科 スポーツビジネスコース ボディパイオニア㈱

山梨県 日本航空高校 税理士会計士学科 公認会計士チャレンジコース2.4年 辻・本郷税理士法人


