
出身校別就職決定者
出身県 出身校 学科 コース 内定先 内定先住所

宮城県 石巻 税理士会計士学科 税理士チャレンジコース2.4年 日本パートナーズ税理士法人 宮城県

宮城県 石巻市立桜坂 OA事務学科 ＩＴビジネスコース ㈱よくする 宮城県

宮城県 石巻市立桜坂 総合公務員学科 公務員チャレンジコース ㈱石巻精機製作所 宮城県

宮城県 石巻工業 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 女川町職員　初級　行政 宮城県

宮城県 石巻工業 総合公務員学科 公務員チャレンジコース ㈱華音 宮城県

宮城県 石巻工業 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 柴田町職員　上級　土木 宮城県

宮城県 石巻工業 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 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 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 自衛官候補生 未定

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 石巻商工信用組合　 宮城県

宮城県 石巻好文館 ＯＡ事務学科 医療秘書情報コース 株式会社ニチイ学館 宮城県

宮城県 石巻商業 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱ダイナム 未定

宮城県 石巻商業 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱ウエマツ 東京都

宮城県 石巻商業 ビジネス学科 総合ビジネスコース (株)小泉 未定

宮城県 石巻商業 総合公務員学科 公務員総合コース2年 ㈱東北マツダ 宮城県

宮城県 石巻西 ビジネス学科 不動産ビジネスコース ㈱マーキュリー 宮城県

宮城県 石巻西 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱小泉 東京都

宮城県 石巻西 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 新妻生花店 宮城県

宮城県 石巻西 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

宮城県 石巻西 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 税務職員　関東 未定

宮城県 石巻西 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 未定

宮城県 泉 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 未定

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 ダンロップタイヤ東北㈱ 宮城県

宮城県 泉松陵 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 自衛官候補生 未定

宮城県 大河原商業 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 川崎町　初級　行政 宮城県

宮城県 大河原商業 総合公務員学科 公務員総合コース2年 宮城県職員　高卒程度　一般事務 宮城県

宮城県 大河原商業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 あぶくま消防本部 宮城県

宮城県 大崎中央 ビジネス学科 販売ビジネスコース 服部コーヒーフーズ㈱ 未定

宮城県 角田 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

宮城県 黒川 ビジネス学科 総合ビジネスコース アルプスアルパイン(株) 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 東洋ワーク㈱ 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 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合　初級　消防 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 国家公務員一般職（高卒者）事務　関東甲信越 未定

宮城県 気仙沼 行政公務員学科 国家公務員コース1年 (株)ミニミニ 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 気仙沼信用金庫 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 宮城日産自動車㈱ 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 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合　初級　消防 宮城県

宮城県 気仙沼 総合公務員学科 公務員総合コース2年 石巻商工信用組合 宮城県

宮城県 気仙沼 総合公務員学科 公務員総合コース1年 (株)新生ホームサービス 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 日本年金機構 宮城県

宮城県 小牛田農林 経理事務学科 経理ビジネスコース 東和総合住宅(株) 宮城県

宮城県 小牛田農林 税理士会計士専攻学科 税理士専攻コース 行政書士及川一事務所 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 塩釜 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 塩釜市職員　初級　行政 宮城県

宮城県 塩釜 総合公務員学科 公務員・民間就職コース ㈱産電 未定

宮城県 塩釜 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 志津川 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 丸磯建設株式会社 宮城県

宮城県 志津川 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 志津川 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 未定

宮城県 志津川 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 未定

宮城県 柴田 経理事務学科 事務職総合コース (株)東流社 宮城県

宮城県 柴田 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 （株）アサヒセキュリティ 宮城県

宮城県 柴田農林 情報システム学科 ゲームエンジニアコース サイバーコム㈱ 未定

宮城県 柴田農林・川崎校 総合公務員学科 公務員・民間就職コース 宮城県職員　高等学校卒業程度　一般事務 宮城県

宮城県 尚絅学院 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　事務 宮城県

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 自衛官候補生 未定

宮城県 白石 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 七ヶ宿町　初級　行政 宮城県

宮城県 白石工業 ビジネス学科 総合ビジネスコース 東北テレメディア開発㈱ 宮城県

宮城県 聖ウルスラ学院英智 ＯＡ事務学科 ITビジネスコース (株)アサヒセキュリティ 宮城県

宮城県 聖ウルスラ学院英智 行政公務員学科 国家公務員コース2年 社会福祉法人仙台YMCA福祉会 宮城県

宮城県 聖ウルスラ学院英智 総合公務員学科 公務員・民間就職コース 東洋ワークセキュリティ㈱ 未定

宮城県 聖ドミニコ学院 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 （株）アサヒセキュリティ 宮城県

宮城県 聖和学園・三神峯キャンパス 総合公務員学科 公務員・民間就職コース 大崎地域広域行政事務組合　初級　消防 宮城県

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス ビジネス学科 スポーツビジネスコース ㈱法華倶楽部 宮城県

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス ビジネス学科 総合ビジネスコース 住友生命保険相互会社 宮城県

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス ビジネス学科 鉄道交通ビジネスコース コスモ警備㈱ 宮城県

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱マーキュリー 未定

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 税務職員　関東 未定

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 総合公務員学科 公務員・民間就職コース ㈱ヤマダ電機 群馬県

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 名取市職員　初級　行政 宮城県

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 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 聖和学園・薬師堂キャンパス 総合公務員学科 公務員・民間就職コース アストモスリテイリング㈱東北カンパニー 宮城県

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 総合公務員学科 公務員・民間就職コース 日本郵便㈱ 未定

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 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　東北 未定

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 総合公務員学科 公務員・民間就職コース ㈱ヤマダ電機 宮城県

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 (株)コスモ警備 宮城県



宮城県 仙台 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　事務 宮城県

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 ビジネス学科 総合ビジネスコース 石巻商工信用組合 宮城県

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱小泉 東京都

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱トラストライフ 宮城県

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 医療法人社団　平成会 宮城県

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 情報システム学科 ゲームエンジニアコース ㈱テクノプロ　テクノプロIT社 東京都

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 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 未定

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1年 山田車体工業 宮城県

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 国家公務員一般職（高卒者）事務　関東甲信越 未定

宮城県 仙台育英学園（通信制） ビジネス学科 不動産ビジネスコース ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 未定

宮城県 仙台育英学園（通信制） 税理士会計士学科 税理士コース4年 税理士法人　山田＆パートナーズ 宮城県

宮城県 仙台育英学園・宮城野校舎 税理士会計士学科 税理士コース4年 北川和宏税理士事務所 岩手県

宮城県 仙台三桜 行政公務員学科 国家公務員（大学卒業程度）コース ㈱スマホスピタル 未定

宮城県 仙台商業 ビジネス学科 総合ビジネスコース (株)アサヒセキュリティ 東京都

宮城県 仙台商業 経理事務学科 経理ビジネスコース 東日本高速道路(株) 未定

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 医療法人　宏人会 宮城県

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 石巻商工信用組合 宮城県

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 辻・本郷税理士法人仙台事務所 宮城県

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 富谷市職員　初級　行政 宮城県

宮城県 仙台城南 総合公務員学科 公務員・民間就職コース ㈱ビッグモーター 宮城県

宮城県 仙台西 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 名取市職員　初級　行政 宮城県

宮城県 仙台西 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 (株)ﾜｰﾙﾄﾞコンストラクション 宮城県

宮城県 仙台東 経理事務学科 経理ビジネスコース (株)アーネストワン 東京都

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 国家公務員一般職（高卒者）事務　関東甲信越 未定

宮城県 仙台東 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 神奈川県警察官B 神奈川県

宮城県 仙台南 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱ニューライフ 埼玉県

宮城県 多賀城 ＯＡ事務学科 OA経理事務コース 實商(株) 宮城県

宮城県 多賀城 総合公務員学科 公務員総合コース2年 株式会社アイングループ 東京都

宮城県 多賀城 総合公務員学科 公務員・民間就職コース 宮城県職員　高等学校卒業程度　学校事務 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 (株)ハイレックス宮城 宮城県

宮城県 築館 総合公務員学科 公務員・民間就職コース ㈱フジテック 岩手県

宮城県 築館 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 刑務官　東北 未定

宮城県 築館 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 （株）兼市丸漁業 千葉県

宮城県 東北・泉キャンパス ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱ヨドバシカメラ 東京都

宮城県 東北・泉キャンパス ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱テクノプロ・コンストラクション 宮城県

宮城県 東北・泉キャンパス 経理事務学科 事務職総合コース (株)エム・ケー・シィ 宮城県

宮城県 東北・泉キャンパス 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 東北・泉キャンパス 情報システム学科 情報経理コース ㈱エイジェック 東京都

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 仙南地域広域行政事務組合　初級　消防 宮城県

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1年 自衛隊一般曹候補生 未定

宮城県 東北学院 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 未定

宮城県 東北・小松島キャンパス ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱セノン 宮城県

宮城県 東北・小松島キャンパス 情報システム学科 ゲームエンジニアコース ㈱テクノプロ　テクノプロエンジニアリング社 東京都

宮城県 東北・小松島キャンパス 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 自衛官候補生 未定

宮城県 東北・小松島キャンパス 総合公務員学科 公務員・民間就職コース 石川営板㈱ 宮城県

宮城県 東北・小松島キャンパス 総合公務員学科 公務員・民間就職コース ㈱ベガスベガス 東京都

宮城県 東北・小松島キャンパス 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 未定

宮城県 東北・小松島キャンパス 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 宮城県

宮城県 東北生活文化大学 ＯＡ事務学科 OA経理事務コース アイングループ 宮城県

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 ㈱羽田エアポートエンタープライズ 東京都

宮城県 東北生活文化大学 ビジネス学科 スポーツトレーナーコース ㈱ネクステージ 未定

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 ㈱トヨタレンタリース宮城 宮城県

宮城県 東北生活文化大学 総合公務員学科 公務員チャレンジコース プライムアースEVエナジー㈱ 宮城県

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 ALSOK宮城㈱ 未定

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 （医）宏人会 宮城県

宮城県 東陵 総合公務員学科 公務員総合コース2年 協同組合仙台清掃公社 宮城県

宮城県 常盤木学園 ビジネス学科 販売ビジネスコース As-meエステール㈱ 未定

宮城県 常盤木学園 経理事務学科 経理ビジネスコース ヤンマーアグリジャパン(株) 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 自衛官候補生 未定

宮城県 登米 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 埼玉県警察官B（春） 埼玉県

宮城県 登米 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 特別区(東京23区)職員Ⅲ類 未定

宮城県 登米総合産業 ビジネス学科 総合ビジネスコース 近物レックス㈱ 宮城県

宮城県 中新田 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

宮城県 中新田 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 未定

宮城県 名取 経理事務学科 経理ビジネスコース （株）明治　東北工場 宮城県

宮城県 名取 総合公務員学科 公務員・民間就職コース 株式会社コメリ 宮城県

宮城県 名取北 経理事務学科 事務職総合コース 大森運送㈱ 宮城県

宮城県 迫桜 ビジネス学科 鉄道交通ビジネスコース セントラル警備保障㈱ 東京都

宮城県 迫桜 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 未定

宮城県 古川工業 ビジネス学科 不動産ビジネスコース ハウスコム㈱ 東京都

宮城県 古川工業 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 未定

宮城県 古川工業 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 大崎市職員　初級　行政 宮城県

宮城県 古川工業 行政公務員学科 国家公務員コース2年 富谷市職員 初級 建築 宮城県

宮城県 古川工業 総合公務員学科 公務員・民間就職コース ㈱メディアステーション 宮城県

宮城県 古川工業 総合公務員学科 公務員総合コース1年 栗原市職員　初級　行政 宮城県

宮城県 松島 総合公務員学科 公務員総合コース1年 (株)トシマ 宮城県

宮城県 美田園 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 税務職員　関東甲信越 未定

宮城県 美田園 行政公務員学科 国家公務員コース1年 自衛隊一般曹候補生 未定

宮城県 美田園 総合公務員学科 公務員・民間就職コース タマホーム㈱ 宮城県

宮城県 宮城県工業 ビジネス学科 ホテル観光ビジネスコース 宮城ダイハツ販売㈱ 宮城県



宮城県 宮城県農業 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 未定

宮城県 宮城県農業 ＯＡ事務学科 総合情報ビジネスコース ㈱ソユー 宮城県

宮城県 宮城県農業 ビジネス学科 不動産ビジネスコース 仙台砕石㈱ 宮城県

宮城県 宮城県農業 経理事務学科 事務職総合コース 国際医療福祉大学　成田病院 千葉県

宮城県 宮城野 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 仙台市職員高校卒業程度事務 宮城県

宮城県 宮城野 情報システム学科 情報経理コース 佐野コンサルタンツ㈱ 宮城県

宮城県 宮城広瀬 ＯＡ事務学科 OA経理事務コース 宮城県職員 宮城県

宮城県 宮城広瀬 ＯＡ事務学科 総合情報ビジネスコース アイリスオーヤマ㈱ 宮城県

宮城県 宮城広瀬 ＯＡ事務学科 OA経理事務コース 医療法人　宏人会 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 實商㈱ 宮城県

宮城県 宮城広瀬 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 未定

宮城県 宮城広瀬 行政公務員学科 国家公務員コース1年 (株)東北リース 宮城県

宮城県 宮城広瀬 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 仙台冷蔵倉庫(株) 宮城県

宮城県 宮城広瀬 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 （株）アサヒセキュリティ 宮城県

宮城県 宮城広瀬 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 未定

宮城県 宮城広瀬 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 東洋ワーク㈱ 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2年 塩釜地区消防事務組合　高校の部　消防 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2年 自衛隊一般曹候補生 未定

宮城県 明成 ビジネス学科 鉄道交通ビジネスコース ㈱アイエーオートバックス 神奈川県

宮城県 明成 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 ㈱SOL 宮城県

宮城県 利府 ビジネス学科 販売ビジネスコース 東武トップツアーズ㈱ 東京都

宮城県 利府 経理事務学科 医療事務会計コース ㈱エイチ・アイ・エス 未定

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 大郷町　初級　行政 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 多賀城市　初級　行政 宮城県

宮城県 利府 総合公務員学科 公務員総合コース2年 学校法人北杜学園 宮城県

宮城県 涌谷 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 古川電気工業(株) 宮城県

宮城県 亘理 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 亘理町職員　初級　行政 宮城県

宮城県 亘理 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 東北ニッソーサービス株式会社 未定

宮城県 亘理 総合公務員学科 公務員・民間就職コース ㈱テクノプロ　テクノプロエンジニアリング社 東京都

宮城県 亘理 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 亘理町職員　初級　行政 宮城県

宮城県 ヒューマンキャンパス ＯＡ事務学科 医療秘書情報コース ㈱ヤマザワ薬品 未定

宮城県 屋久島おおぞら（仙台） 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 (株)エイジェック　 宮城県

宮城県 気仙沼西 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱アイエスエフネット 東京都

宮城県 気仙沼西 ビジネス学科 総合ビジネスコース 青山商事㈱ 未定

宮城県 鹿島学園 経理事務学科 医療事務会計コース (有）奥州秋保温泉蘭亭 宮城県

宮城県 飛鳥未来 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱エイブル 宮城県

福島県 安積黎明 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 未定

福島県 安達 ビジネス学科 スポーツトレーナーコース ㈱ジャパンビバレッジ東北 未定

福島県 安達 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 未定

福島県 いわき光洋 行政公務員学科 国家公務員（大学卒業程度）コース 福島県市町村立学校事務職員（高校卒程度） 未定

福島県 小高産業技術 情報システム学科 ゲームエンジニアコース ㈱タカワ精密 福島県

福島県 小高産業技術 情報システム学科 情報システムコース アンドロボティクス㈱ 東京都

福島県 小高産業技術 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 福島県警察官 未定

福島県 川俣 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 未定

福島県 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　荒井会計事務所 福島県

福島県 郡山商業 税理士会計士学科 公認会計士チャレンジコース2.4年 税理士法人　青木＆パートナーズ 宮城県

福島県 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 辻・本郷税理士法人仙台事務所 宮城県

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 自衛官候補生 未定

福島県 須賀川桐陽 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 福島県警察官 未定

福島県 清陵情報 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱アーネストワン 東京都

福島県 相馬東 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 特定非営利活動法人　仙台ＹＭＣＡファミリーセンター 宮城県

福島県 相馬東 法律公務員学科 レスキュー・災害救助隊員コース 大杉商事有限会社 福島県

福島県 相馬東 法律公務員学科 レスキュー・災害救助隊員コース ＡLSＯK宮城(株) 宮城県

福島県 帝京安積 ビジネス学科 スポーツビジネスコース サントリービバレッジサービス㈱ 未定

福島県 帝京安積 ビジネス学科 不動産ビジネスコース ㈱アサンテ 福島県

福島県 帝京安積 ビジネス学科 スポーツビジネスコース ㈱セキノ興産 未定

福島県 福島北 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 未定

福島県 福島北 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 ネッツトヨタノヴェルふくしま㈱ 福島県

福島県 福島北 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 神奈川県警察官B（春） 神奈川県

福島県 福島商業 経理事務学科 経理ビジネスコース 實商(株) 宮城県

福島県 福島商業 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 吉川紙業 福島県

福島県 福島成蹊 ビジネス学科 総合ビジネスコース ディップ㈱ 東京都

福島県 福島成蹊 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 (株)ＪＡふくしま未来サービス 福島県

福島県 福島成蹊 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 福島南 ＯＡ事務学科 OA経理事務コース 山田コンサルティンググループ(株) 宮城県

福島県 福島南 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 福島市職員　初 級　行政 福島県

福島県 保原 ＯＡ事務学科 OA経理事務コース （株）福島マツダ 福島県

福島県 保原 総合公務員学科 公務員・民間就職コース ㈱ナプロアース 福島県

福島県 若松商業 行政公務員学科 国家公務員（大学卒業程度）コース 会津若松市職員　高校・短大卒程度　事務 福島県

福島県 尚志（通信制）福島駅前キャンパス 総合公務員学科 公務員総合コース2年 (株)ファーストフーズ 福島県

山形県 左沢 税理士会計士学科 税理士コース2.4年 日高見　税理士法人 宮城県

山形県 上山明新館 経理事務学科 事務職総合コース イワタニ東北(株) 宮城県

山形県 九里学園 ビジネス学科 不動産ビジネスコース ㈱米住建設 山形県

山形県 寒河江 情報システム学科 ゲームエンジニアコース 日本エンジニアリングシステム 東京都

山形県 寒河江 情報システム学科 情報システムコース NTT東日本-東北 山形県

山形県 寒河江 総合公務員学科 公務員総合コース2年 神奈川県警察官B（春） 神奈川県

山形県 新庄神室産業 ビジネス学科 不動産ビジネスコース ㈱ミニミニ 未定

山形県 鶴岡中央 ＯＡ事務学科 OA経理事務コース ニチレキ㈱ 東京都

山形県 鶴岡中央 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 山形県市町村立学校事務職員　初級 未定

山形県 鶴岡東 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 古川電気工業㈱ 宮城県



山形県 鶴岡東 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 北海道警察官B 北海道

山形県 鶴岡南(通信制） ビジネス学科 ホテル観光ビジネスコース ㈱ホットマン 未定

山形県 日本大学山形 ＯＡ事務学科 OA経理事務コース 山形県水㈱ 山形県

山形県 日本大学山形 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 第一貨物㈱ 山形県

山形県 日本大学山形 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース ダンロップタイヤ東北㈱ 山形県

山形県 羽黒 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 鶴岡市職員　初級　消防 山形県

山形県 山形工業 ビジネス学科 総合ビジネスコース 岡田電気産業㈱ 東京都

山形県 山形城北 ビジネス学科 鉄道交通ビジネスコース 山形日産自動車㈱ 山形県

山形県 山形市立商業 経理事務学科 経理ビジネスコース (株)アーネストワン 未定

山形県 山本学園 経理事務学科 経理ビジネスコース 堀川土建(株) 山形県

山形県 山形電波工業 情報システム学科 ネットワークセキュリティコース ㈱エヌアイディ 未定

岩手県 一関学院 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 栗原市職員　初級　行政(病院事業） 宮城県

岩手県 一関第一 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 仙台市職員　高校卒程度　事務 宮城県

岩手県 遠野緑峰 経理事務学科 事務職総合コース 日本郵便㈱ 未定

岩手県 宮古商業 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 岩手県職員　Ⅲ種　一般事務 未定

岩手県 宮古商業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 (株)トシマ 宮城県

岩手県 水沢 情報システム学科 情報システムコース ㈱テクノプロ　テクノプロエンジニアリング社 東京都

岩手県 水沢商業 税理士会計士学科 税理士チャレンジコース4年 ベンチャーサポート税理士法人 宮城県

岩手県 大東 税理士会計士学科 税理士コース4年 (株)ひなた会計事務所 宮城県

秋田県 羽後 法律公務員学科 レスキュー・災害救助隊員コース 仙台市職員　高卒　事務 宮城県

秋田県 羽後 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 ＡLSОK秋田(株) 秋田県

秋田県 横手城南 情報システム学科 ネットワークセキュリティコース ㈱システムアイ 神奈川県

秋田県 秋田工業 ビジネス学科 ホテル観光ビジネスコース 第一生命保険㈱ 宮城県

秋田県 秋田工業 総合公務員学科 公務員・民間就職コース コスモ警備㈱ 宮城県

秋田県 秋田商業 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

秋田県 秋田中央 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 未定

秋田県 秋田和洋女子 経理事務学科 医療事務会計コース 秋田基準寝具(株) 秋田県

秋田県 秋田和洋女子 経理事務学科 医療事務会計コース ㈱グランスポール 宮城県

秋田県 秋田和洋女子 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース メルパルク仙台 宮城県

秋田県 増田 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース1年 (株)高嶋組 秋田県

秋田県 大館桂桜 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 北海道警察官B（秋） 北海道

秋田県 大曲 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 由利本荘市職員 行政職 中級 秋田県

秋田県 大曲 税理士会計士学科 税理士コース2.4年 税理士法人　青木＆パートナーズ 宮城県

秋田県 湯沢翔北 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 湯沢市職員　初級　一般事務 秋田県

秋田県 湯沢翔北 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 秋田県職員　短大卒業程度　一般事務 未定

秋田県 湯沢翔北 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　スクラムマネジメント 宮城県

秋田県 六郷 経理事務学科 事務職総合コース 角館建設工業(株) 秋田県

青森県 五戸 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース1年 夢真ホールディングス 宮城県

青森県 五所川原工業 行政公務員学科 県庁・市区町村職員コース2年 青森市職員　高等学校卒業程度　事務 青森県

青森県 五所川原工業 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 未定

青森県 五所川原農林 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 家業継承（農業） 青森県

青森県 五所川原農林 総合公務員学科 公務員・民間就職コース ㈱セレスポ 埼玉県

青森県 弘前工業 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　関東甲信越 未定

青森県 弘前工業 税理士会計士学科 税理士コース2.4年 ホームオフィス仙台　税理士法人 宮城県

青森県 弘前実業 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 協業組合　仙台清掃公社 宮城県

青森県 弘前南 情報システム学科 情報システムコース エリクソンジャパン㈱ 宮城県

青森県 弘前南 総合公務員学科 公務員総合コース2年 青森県職員　高等学校卒業程度　教育事務 未定

青森県 黒石商業 税理士会計士学科 税理士チャレンジコース3年 税理士法人　山田＆パートナーズ 岩手県

青森県 三沢 行政公務員学科 国家公務員コース1年 税務職員　東北 未定

青森県 三本木 税理士会計士学科 税理士コース2.4年 税理士法人　植松会計事務所 宮城県

青森県 三本木農業 ビジネス学科 総合ビジネスコース MXモバイリング㈱ 東京都

青森県 青森山田 総合公務員学科 公務員・民間就職コース 青山商事㈱ 未定

青森県 青森商業 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 警視庁警察官Ⅲ類 未定

青森県 青森明の星 経理事務学科 事務職総合コース ㈱マーキュリー 未定

青森県 青森明の星 法律公務員学科 警察・消防・自衛官コース2年 太陽重機工業 宮城県

青森県 大湊 ビジネス学科 不動産ビジネスコース ㈱リビングライフ 東京都

青森県 大湊 行政公務員学科 地方公務員中級・初級コース 宮城県農業共済組合 宮城県

青森県 大湊 税理士会計士学科 税理士コース2年 有限会社　滝口商事 青森県

青森県 八戸学院光星 経理事務学科 経理ビジネスコース 日本ホワイトファーム(株) 青森県

青森県 八戸商業 ビジネス学科 総合ビジネスコース セキノ興産　(株) 宮城県

青森県 八戸商業 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　高等学校卒業程度　一般事務 宮城県

北海道 旭川大学高校 ビジネス学科 不動産ビジネスコース ㈱キンキホーム 宮城県

北海道 高卒認定合格 ビジネス学科 鉄道交通ビジネスコース 北海道旅客鉄道㈱ 北海道

埼玉県 蕨  行政公務員学科 国家公務員（大学卒業程度）コース ㈱かわむら 宮城県


