
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 宮城県一迫商業 経理事務学科 事務職総合コース ㈱白謙蒲鉾店

宮城県 宮城県塩釜 経理事務学科 経理ビジネスコース 大森運送㈱

宮城県 宮城県塩釜 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行政

宮城県 宮城県塩釜 税理士会計士学科 公認会計士チャレンジ2年 ㈱エイジェック

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年 赤石税理士事務所

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 名取市職員　初級　行政

宮城県 宮城県角田 ＯＡ事務学科 パソコン事務コース ㈱勝英自動車学校

宮城県 宮城県角田 経理事務学科 事務職総合コース 岩機ダイガスト工業㈱

宮城県 宮城県角田 法律公務員学科 警察消防自衛官ｺｰｽ1年 ㈱柾

宮城県 宮城県岩ヶ崎 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 税務職員　東北

宮城県 宮城県気仙沼 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 宮城県職員　高等学校卒業程度　一般事務

宮城県 宮城県気仙沼 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 国家公務員一般職（高卒者）事務　関東甲信越

宮城県 宮城県気仙沼 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　関東甲信越

宮城県 宮城県気仙沼 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱ヨドバシカメラ

宮城県 宮城県気仙沼 総合公務員学科 公務員民間就職ｺｰｽ 志和事務所　志和　進一

宮城県 宮城県気仙沼向洋 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 仙台市職員　高校卒業程度　事務

宮城県 宮城県気仙沼西 税理士会計士専攻学科 税理士専攻コース 五十嵐忍税理士事務所

宮城県 宮城県宮城広瀬 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱エイジェック

宮城県 宮城県宮城広瀬 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 自衛官候補生

宮城県 宮城県宮城広瀬 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 仙台市職員　高校卒程度　事務

宮城県 宮城県宮城広瀬 行政公務員学科 県庁市区町村コース2年 自衛官候補生

宮城県 宮城県宮城広瀬 行政公務員学科 県庁市区町村コース2年 株式会社アイリスプラザ  ダイシンカンパニー

宮城県 宮城県宮城広瀬 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 宮城県職員　高等学校卒業程度　一般事務

宮城県 宮城県宮城広瀬 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 塩竃市職員　初級　一般事務

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 社会福祉法人　湖星会

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 刑務官A　東北

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 ダンロップタイヤ東北㈱

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 あぶくま消防　初級

宮城県 宮城県宮城野 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 宮城県古川 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 美里町職員　初級　行政

宮城県 宮城県古川工業 経理事務学科 事務職総合コース アルプスアルパイン㈱

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 ㈱ワールドインテック

宮城県 宮城県古川工業 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 宮城県職員　高等学校卒業程度　総合土木

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 ㈱アオバヤ

宮城県 宮城県古川黎明 行政公務員学科 国家公務員コース１年 税務職員　関東甲信越

宮城県 宮城県工業 行政公務員学科 県庁市区町村コース2年 コスモ警備株式会社

宮城県 宮城県工業 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 東洋ワーク㈱

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 東京消防庁消防官　Ⅲ類

宮城県 宮城県黒川 行政公務員学科 県庁市区町村コース2年 東洋ワーク株式会社

宮城県 宮城県黒川 情報システム学科 ゲームエンジニアコース ㈱ジャステック

宮城県 宮城県黒川 情報システム学科 ゲームエンジニアコース 日研トータルソーシング㈱

宮城県 宮城県黒川 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 宮城県佐沼 経理事務学科 事務職総合コース ㈱北日本銀行

宮城県 宮城県佐沼 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 宮城県職員　高等学校卒業程度　一般事務

宮城県 宮城県佐沼 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 宮城県職員　高等学校卒業程度　学校事務

宮城県 宮城県佐沼 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 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 石井ビル管理㈱

宮城県 宮城県佐沼 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

宮城県 宮城県登米 ビジネス学科 公務員ｽﾎﾟｰﾂｺｰｽ 自衛官候補生

宮城県 宮城県志津川 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱東洋ワーク

宮城県 宮城県柴田農林 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

宮城県 宮城県小牛田農林 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱ピックルスコーポレーション 

宮城県 宮城県小牛田農林 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 大崎市職員　初級　行政

宮城県 宮城県小牛田農林 行政公務員学科 地方公務員中・初コース ㈱東流社

宮城県 宮城県松島 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 仙台清掃公社

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2年 ALSOK宮城㈱

宮城県 宮城県松島 ビジネス学科 スポーツビジネスコース ㈱LEAD

宮城県 宮城県水産 税理士会計士学科 公認会計士チャレンジ2年 平塚丸岡税理士事務所

宮城県 宮城県石巻好文館 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 宮城県石巻好文館 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 宮城県石巻工業 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 宮城県石巻工業 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 石巻市職員　初級　電気

宮城県 宮城県石巻工業 行政公務員学科 県庁市区町村コース2年 国家公務員一般職（高卒者）技術　東北

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 国家公務員一般職（高卒者）技術　東北

宮城県 宮城県石巻商業 行政公務員学科 国家公務員コース2年 石巻市職員　初級　行政

宮城県 宮城県石巻商業 情報システム学科 システムエンジニアコース 日本システムエンジニアリング㈱



出身県 出身校 学科 コース 内定先

宮城県 宮城県石巻商業 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

宮城県 宮城県石巻西 ビジネス学科 総合ビジネスコース しらゆりクリニック

宮城県 宮城県仙台西 ビジネス学科 不動産ビジネスコース ㈱ミニミニ

宮城県 宮城県仙台西 行政公務員学科 県庁市区町村コース2年 ㈱エイジェック

宮城県 宮城県仙台西 行政公務員学科 国家公務員大卒コース 自衛官候補生

宮城県 宮城県仙台西 総合公務員学科 公務員民間就職コース ㈱パルックス

宮城県 宮城県仙台東 ビジネス学科 総合ビジネスコース 大森運送㈱

宮城県 宮城県仙台東 経理事務学科 経理ビジネスコース ニチレキ㈱

宮城県 宮城県仙台東 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 宮城県職員　高等学校卒業程度　学校事務

宮城県 宮城県泉 行政公務員学科 県庁市区町村コース2年 多賀城市職員　初級　事務

宮城県 宮城県泉松陵 ビジネス学科 スポーツトレーナーコース ㈱アイリスプラザダイシンカンパニー

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 ㈱日本ハウスホールディングス

宮城県 宮城県村田 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

宮城県 宮城県多賀城 経理事務学科 事務職総合コース ㈱仙台銀行

宮城県 宮城県多賀城 行政公務員学科 県庁市区町村コース2年 ㈱エイジェック

宮城県 宮城県多賀城 行政公務員学科 国家公務員コース１年 名取市初級行政

宮城県 宮城県多賀城 行政公務員学科 国家公務員大卒コース 防衛省職員一般職高卒

宮城県 宮城県多賀城 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 利府町職員　初級　行政

宮城県 宮城県多賀城 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 海上・航空自衛隊航空学生

宮城県 宮城県大河原商業 行政公務員学科 県庁市区町村コース2年 新地町職員　行政

宮城県 宮城県大河原商業 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 東北税理士会

宮城県 宮城県大河原商業 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 宮城県職員　高等学校卒業程度　一般事務

宮城県 宮城県大河原商業 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 角田市職員　初級　行政

宮城県 宮城県大河原商業 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 特別区(東京23区)職員Ⅲ類

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2年 あずさ監査法人

宮城県 宮城県大河原商業 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 宮城県職員　高等学校卒業程度　一般事務

宮城県 宮城県大河原商業 法律公務員学科 警察消防自衛官コース2年 宮城県警察官B

宮城県 宮城県築館 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱コジマ

宮城県 宮城県築館 法律公務員学科 警察消防自衛官コース2年 栗原市職員　初級　消防

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 国家公務員一般職（高卒者）事務　東北

宮城県 宮城県農業 行政公務員学科 地方公務員中・初コース ㈱メディラック

宮城県 宮城県農業 法律公務員学科 警察消防自衛官コース1年 名取市職員　初級　消防

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 大森運送㈱

宮城県 宮城県白石工業 総合公務員学科 公務員民間就職コース ㈱日本デリカフレッシュ仙台工場

宮城県 宮城県迫桜 行政公務員学科 県庁市区町村コース2年 登米市職員　初級　行政

宮城県 宮城県迫桜 総合公務員学科 公務員民間就職コース ㈲日野通信

宮城県 宮城県迫桜 経理事務学科 事務職総合コース ㈱アイランド

宮城県 宮城県名取 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱パルックス

宮城県 宮城県名取 経理事務学科 医療事務会計コース ㈻　寿なとり学園　なとり第二幼稚園

宮城県 宮城県名取 行政公務員学科 地方公務員中・初コース ㈱エイジェック

宮城県 宮城県名取北 ＯＡ事務学科 ＯＡ経理事務コース ㈱バイタルネット

宮城県 宮城県名取北 経理事務学科 医療事務会計コース ㈱東北丸和ロジスティクス

宮城県 宮城県名取北 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 宮城県涌谷 行政公務員学科 県庁市区町村コース2年 大崎市職員　初級　行政

宮城県 宮城県涌谷 総合公務員学科 公務員総合コース2年 大崎市職員　初級　行政

宮城県 宮城県涌谷 行政公務員学科 県庁市区町村ｺｰｽ1年 トヨテツ東北(株)

宮城県 宮城県利府 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱アサヒセキュリティ

宮城県 宮城県利府 行政公務員学科 県庁市区町村コース2年 株式会社ベルジョイス

宮城県 宮城県利府 総合公務員学科 公務員総合コース1年 宮城県警察官B

宮城県 宮城県利府 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　消防職員　初級

宮城県 宮城県利府 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

宮城県 宮城県亘理 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱ヨークベニマル

宮城県 宮城県宮城第一 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 多賀城市職員　初級　事務

宮城県 宮城県仙台三桜 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱東北マツダ

宮城県 古川学園 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 株式会社　逢隈製作所

宮城県 古川学園 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 古川農業協同組合

宮城県 古川学園 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 共栄メタル㈱

宮城県 古川学園 総合公務員学科 公務員民間就職コース 自衛隊一般曹候補生

宮城県 尚絅学院 ビジネス学科 総合ビジネスコース アルプスアルパイン㈱

宮城県 尚絅学院 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 サンキョーシャッター株式会社

宮城県 常盤木学園 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 星槎国際 経理事務学科 事務職総合コース 東洋ワーク㈱

宮城県 聖ドミニコ学院 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

宮城県 聖和学園・三神峯ｷｬﾝﾊﾟｽ 行政公務員学科 地方公務員中・初コース ㈱エイジェック

宮城県 聖和学園・三神峯ｷｬﾝﾊﾟｽ 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 名取市職員　初級　行政

宮城県 聖和学園・三神峯ｷｬﾝﾊﾟｽ 総合公務員学科 公務員民間就職コース ㈱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 株式会社小泉

宮城県 聖和学園・薬師堂ｷｬﾝﾊﾟｽ ＯＡ事務学科 総合情報ビジネスコース ㈱サンセツ

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 渡辺文彦税理士事務所

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・初コース 国家公務員一般職（高卒者）事務　関東甲信越

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 東洋ワーク㈱



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 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 聖和学園・薬師堂ｷｬﾝﾊﾟｽ 総合公務員学科 公務員民間就職コース 空調技工株式会社

宮城県 聖和学園・薬師堂ｷｬﾝﾊﾟｽ 総合公務員学科 公務員民間就職コース 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 公務員民間就職コース 医療法人　徳真会グループ

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 警視庁警察官Ⅲ類

宮城県 石巻市立桜坂 総合公務員学科 公務員民間就職コース ㈱テクノ長谷

宮城県 仙台市立仙台 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 税務職員　東北

宮城県 仙台市立仙台 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 仙台育英学園（通信制） 行政公務員学科 地方公務員中・初コース ㈱エイジェック

宮城県 仙台育英学園（通信制） 情報システム学科 システムエンジニアコース ㈱システナ

宮城県 仙台育英学園・宮城野校舎 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 多賀城市 初級行政

宮城県 仙台育英学園・宮城野校舎 情報システム学科 情報システムコース ㈱エイジェック

宮城県 仙台育英学園・宮城野校舎 総合公務員学科 公務員総合コース1年 ALSOK宮城

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 ＯＡ事務学科 ＯＡ経理事務コース ㈱太陽重機工業

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 ＯＡ事務学科 医療秘書情報コース ㈱メディカル長栄

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 ＯＡ事務学科 パソコン事務コース (株)モトキ

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 ビジネス学科 スポーツトレーナーコース ダンロップタイヤ東北㈱

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 ビジネス学科 公務員スポーツコース ㈱富士薬品

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 自衛隊一般曹候補生

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 タカラ米穀㈱

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・初コース ㈱メディラック

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・初コース 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 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 女川町職員

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 ㈱アウトソーシング

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 総合公務員学科 公務員総合コース2年 東洋ワークセキュリティ㈱

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 ㈱ヤマダ電機

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 ㈱日本ハウスホールディングス

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 有限会社　矢本工業

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 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 法律公務員学科 警察消防自衛官コース1年 コスモ警備㈱

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 石巻地区広域行政事務組合　初級　消防

宮城県 仙台高等専門・名取ｷｬﾝﾊﾟｽ 行政公務員学科 国家公務員大卒コース 国税専門官

宮城県 仙台市立仙台商業 ビジネス学科 総合ビジネスコース ソニーストレージメディアマニュファクチャリング㈱

宮城県 仙台市立仙台商業 ビジネス学科 総合ビジネスコース ニチレキ㈱

宮城県 仙台市立仙台商業 経理事務学科 経理ビジネスコース ㈱キャリコン

宮城県 仙台市立仙台商業 行政公務員学科 国家公務員コース2年 宮城県職員　高等学校卒業程度　一般事務

宮城県 仙台市立仙台商業 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 富谷市職員　初級　行政

宮城県 仙台市立仙台商業 行政公務員学科 地方公務員中・初コース ㈱三和食品

宮城県 仙台市立仙台商業 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 富谷市職員　初級　行政

宮城県 仙台市立仙台商業 総合公務員学科 公務員民間就職コース ㈱フォーレスト

宮城県 仙台市立仙台商業 法律公務員学科 警察消防自衛官コース1年 黒川地域行政事務組合（消防）

宮城県 仙台市立仙台商業 法律公務員学科 警察消防自衛官コース2年 警視庁職員　Ⅲ類

宮城県 仙台市立仙台商業 税理士会計士学科 税理士チャレンジコース2年 北杜学園

宮城県 仙台城南 総合公務員学科 公務員総合コース2年 自衛官候補生

宮城県 仙台城南 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

宮城県 仙台城南 法律公務員学科 警察消防自衛官コース1年 警視庁警察官Ⅲ類

宮城県 仙台城南 ビジネス学科 総合ビジネスコース 農業

宮城県 仙台白百合学園 総合公務員学科 公務員民間就職コース 扇屋商事㈱

宮城県 東北・小松島ｷｬﾝﾊﾟｽ ＯＡ事務学科 医療秘書情報コース ㈲つるみ薬局

宮城県 東北・小松島ｷｬﾝﾊﾟｽ ＯＡ事務学科 医療秘書情報コース SOMPOケア株式会社

宮城県 東北・小松島ｷｬﾝﾊﾟｽ 行政公務員学科 県庁市区町村コース2年 ALSOK宮城㈱

宮城県 東北・小松島ｷｬﾝﾊﾟｽ 情報システム学科 システムエンジニアコース 日本システムエンジニアリング㈱

宮城県 東北・小松島ｷｬﾝﾊﾟｽ 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 東北・小松島ｷｬﾝﾊﾟｽ 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 東北・小松島ｷｬﾝﾊﾟｽ 総合公務員学科 公務員民間就職コース ㈱小泉

宮城県 東北・小松島ｷｬﾝﾊﾟｽ 総合公務員学科 公務員民間就職コース ㈱髙野

宮城県 東北・小松島ｷｬﾝﾊﾟｽ 総合公務員学科 公務員民間就職コース ㈱アウトソーシングテクノロジ－PRODESK事業

宮城県 東北・小松島ｷｬﾝﾊﾟｽ 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 東北・小松島ｷｬﾝﾊﾟｽ 総合公務員学科 公務員民間就職コース 千葉県警察官B

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 黒川地域行政事務組合　消防職員　初級

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 ALSOK宮城㈱

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2年 宮城県警察官B

宮城県 東北・泉キャンパス ビジネス学科 公務員スポーツコース ㈱フュービック

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 東洋ワーク㈱

宮城県 東北・泉キャンパス 経理事務学科 医療事務会計コース ㈱エイジェック

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 協業組合仙台清掃公社

宮城県 東北・泉キャンパス 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 株式会社ユーメディア

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 自衛隊一般曹候補生

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 自衛官候補生

宮城県 東北学院榴ケ岡 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱マーキュリー

宮城県 東北学院榴ケ岡 情報システム学科 情報システムコース ニチレキ㈱



出身県 出身校 学科 コース 内定先

宮城県 東北生活文化大学 ＯＡ事務学科 ＯＡ経理事務コース 東洋ワーク㈱

宮城県 東北生活文化大学 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 メディカルケアサービス株式会社

宮城県 東北生活文化大学 税理士会計士学科 公認会計士チャレンジ2年 太陽監査法人東北事務所

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 ㈱ヤマダ電機

宮城県 東北生活文化大学 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 東北生活文化大学 ビジネス学科 公務員スポーツコース 自衛隊一般曹候補生

宮城県 東陵 ビジネス学科 公務員スポーツコース ㈱全日警

宮城県 仙台大学附属明成 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 飛鳥未来 ＯＡ事務学科 パソコン事務コース 熱海建設㈱

宮城県 飛鳥未来 総合公務員学科 公務員民間就職コース ㈱全日警

宮城県 ｸﾗｰｸ記念国際 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱東北マツダ

宮城県 屋久島おおぞら 情報システム学科 システムエンジニアコース フジビジネスセンター

宮城県 鹿島学園 経理事務学科 事務職総合コース ㈱ホンダ四輪販売南・東北

福島県 福島県立葵 総合公務員学科 公務員民間就職ｺｰｽ (株)リバーシ

福島県 福島県立小高産業技術 経理事務学科 経理ビジネスコース 若竹信雄税理士事務所

福島県 福島県立小高産業技術 情報システム学科 ネットワークセキュリティコース ㈱アルプス技研

福島県 福島県立小高産業技術 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 尚志 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

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 福島県警察官B

福島県 聖光学院 ＯＡ事務学科 パソコン事務コース ㈱野田塗店

福島県 帝京安積 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

福島県 福島県立あさか開成 行政公務員学科 県庁市区町村コース2年 国家公務員一般職（高卒者）事務　関東甲信越

福島県 福島県立いわき総合 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 税務職員　東北

福島県 福島県立いわき総合 情報システム学科 情報システムコース ㈱エイジェック

福島県 福島県立郡山東 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 多田建設㈱

福島県 福島県立郡山商業 税理士会計士学科 公認会計士チャレンジ3年 太陽監査法人東北事務所

福島県 福島県立郡山北工業 ビジネス学科 不動産ビジネスコース ㈱キンキホーム

福島県 福島県立原町 経理事務学科 経理ビジネスコース 東光電気工事㈱

福島県 福島県立原町 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 税務職員　東北

福島県 福島県立原町 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 福島県警察官B

福島県 福島県立光南 法律公務員学科 警察消防自衛官コース2年 須賀川瓦斯㈱

福島県 福島県立須賀川 ビジネス学科 総合ビジネスコース 有限会社ウェルファー

福島県 福島県立相馬 ビジネス学科 総合ビジネスコース あぶくま信用金庫

福島県 福島県立相馬東 経理事務学科 医療秘書事務コース ㈲つるみ薬局

福島県 福島県立相馬東 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 税務職員　東北

福島県 福島県立磐城桜が丘 行政公務員学科 地方公務員中・初コース いわき市職員　初級　一般事務

福島県 福島県立福島工業 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 伊達地方消防組合消防職員　初級

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 学校法人　長谷柳絮学園

福島県 福島県立福島商業 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 国家公務員一般職高卒行政

福島県 福島県立福島商業 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㈱

福島県 福島県立福島商業 税理士会計士専攻学科 税理士専攻コース ㈱日本パートナー会計事務所

福島県 福島県立福島西 行政公務員学科 国家公務員大卒コース 国家公務員一般職大卒行政

福島県 福島県立福島西 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 税務職員　東北

福島県 福島県立福島西 総合公務員学科 公務員総合コース2年 東洋ワーク㈱

福島県 福島県立福島北 行政公務員学科 地方公務員中・初コース ㈱エースエージェンシー

福島県 福島県立保原 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

福島県 福島成蹊 行政公務員学科 県庁市区町村コース2年 ㈱ニチイ学館

福島県 福島成蹊 情報システム学科 情報システムコース ㈱ヨドバシカメラ

福島県 福島成蹊 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 吉川紙業㈱

福島県 福島成蹊 総合公務員学科 公務員民間就職コース タカラ印刷㈱

福島県 福島成蹊 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

福島県 郡山学院高等専修学校 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 北海道三笠市職員

山形県 九里学園 法律公務員学科 警察消防自衛官コース1年 西置賜広域消防組合　消防職

山形県 山形県立左沢 総合公務員学科 公務員民間就職コース さんかくや

山形県 山形県立酒田光陵 行政公務員学科 地方公務員中・初コース ㈱エイジェック

山形県 山形県立庄内総合 行政公務員学科 地方公務員中・初コース ㈱エイジェック

山形県 山形県立庄内農業 経理事務学科 経理ビジネスコース 太平電業㈱

山形県 山形県立置賜農業 ＯＡ事務学科 医療秘書情報コース 東洋ワーク㈱

山形県 山形県立鶴岡工業 法律公務員学科 警察消防自衛官コース1年 鶴岡市職員　初級　消防

山形県 山形県立鶴岡工業 ビジネス学科 公務員スポーツコース ㈱ITコミュニケーションズ

山形県 山形県立天童 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 税務職員　関東甲信越

山形県 山形県立北村山 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 丸森町職員　初級　行政事務

山形県 山形市立商業 行政公務員学科 県庁市区町村コース2年 特別区（東京23区）職員　Ⅲ類　事務

山形県 山形明正 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱東洋ワーク

山形県 山形学院 経理事務学科 経理ビジネスコース 丸菱食品株式会社

山形県 山本学園 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱東洋ワーク

山形県 鶴岡東 行政公務員学科 県庁市区町村コース2年 警視庁警察官Ⅲ類

山形県 鶴岡東 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 鶴岡市職員　高校卒業程度　消防

山形県 鶴岡東 法律公務員学科 警察消防自衛官コース1年 最上広域市町村圏事務組合　消防　初級

山形県 東海大学山形 ＯＡ事務学科 パソコン事務コース ㈱オフィスコンフォートM

山形県 日本大学山形 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱ケアウェル



出身県 出身校 学科 コース 内定先

山形県 高卒認定合格 ビジネス学科 不動産ビジネスコース ㈱エイアンドシー

岩手県 一関学院 ビジネス学科 総合ビジネスコース 一関信用金庫

岩手県 一関学院 行政公務員学科 国家公務員大卒コース ㈱ダイトー建設不動産

岩手県 岩手県立一関第二 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 一関市職員　初級　事務

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 自衛官候補生

岩手県 岩手県立花巻南 行政公務員学科 地方公務員中・初コース 岩手県警察官B

岩手県 岩手県立釜石 経理事務学科 経理ビジネスコース ㈱エムジー

岩手県 岩手県立高田 法律公務員学科 警察消防自衛官コース1年 ㈱ドリームジャーニー

岩手県 岩手県立高田 法律公務員学科 警察消防自衛官コース1年 名古屋市職員　第2類　消防

岩手県 岩手県立紫波総合 情報システム学科 ゲームエンジニアコース ㈱エイジェック

岩手県 岩手県立杜陵奥州校（通信） 総合公務員学科 公務員民間就職コース 大森運送㈱

岩手県 岩手県立北上翔南 ビジネス学科 総合ビジネスコース 伸和興業㈱

秋田県 秋田県立横手城南 ビジネス学科 スポーツトレーナーコース 秋田ふるさと農業協同組合

秋田県 秋田県立横手城南 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

秋田県 秋田県立五城目 ビジネス学科 総合ビジネスコース 秋田トヨタ自動車㈱

秋田県 秋田県立秋田西 ビジネス学科 スポーツビジネスコース 自衛隊一般曹候補生

秋田県 秋田県立西目 経理事務学科 事務職総合コース ㈱ティーアイアール

秋田県 秋田県立増田 法律公務員学科 警察消防自衛官コース2年 湯沢雄勝広域市町村圏組合　消防職員（初級）

秋田県 秋田県立大館国際情報学院 税理士会計士学科 税理士チャレンジコース2.4年 日高見税理士法人

秋田県 秋田県立大曲 税理士会計士学科 公認会計士コース2.4年 税理士法人スバル合同会計

秋田県 秋田県立能代 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 自衛官候補生

秋田県 秋田県立雄物川 ＯＡ事務学科 医療秘書情報コース ㈱アサヒセキュリティ

青森県 五所川原第一 総合公務員学科 公務員総合コース2年 株式会社ヤスタ創建

青森県 弘前東 ビジネス学科 スポーツ医療事務コース ㈱東洋ワークセキュリティ

青森県 青森県立五戸 法律公務員学科 警察消防自衛官コース2年 ㈱シュウテック

青森県 青森県立弘前実業 ビジネス学科 総合ビジネスコース ㈱パルックス

青森県 青森県立弘前実業 経理事務学科 経理ビジネスコース ㈱エイジェック

青森県 青森県立弘前実業 経理事務学科 経理ビジネスコース ㈱ジャーマン・ファクトリー

青森県 青森県立弘前実業 経理事務学科 経理ビジネスコース 池野公司税理士事務所

青森県 青森県立弘前実業 税理士会計士学科 公認会計士コース4年 東洋ワーク㈱

青森県 青森県立弘前実業 総合公務員学科 公務員チャレンジコース 藤崎町職員

青森県 青森県立弘前南 経理事務学科 医療事務会計コース ㈱エイジェック

青森県 青森県立三沢商業 情報システム学科 情報システムコース ㈱サトー技建

青森県 青森県立三沢商業 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　関東甲信越

青森県 青森県立七戸 行政公務員学科 県庁市区町村コース1年 宮城文化服装専門学校

青森県 青森県立七戸 総合公務員学科 公務員民間就職コース ㈱仙台銘板

青森県 青森県立青森東 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

青森県 青森県立青森南 情報システム学科 情報システムコース ニチレキ㈱

青森県 青森県立青森西 ビジネス学科 スポーツビジネスコース ㈱トヨタレンタリース宮城

青森県 青森県立八戸商業 税理士会計士学科 公認会計士チャレンジ2年 あずさ監査法人

青森県 青森県立八戸西 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　東北

青森県 青森県立八戸西 法律公務員学科 警察消防自衛官コース2年 仙台市職員　高校の部　消防

青森県 青森県立八戸東 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 青森山田 ＯＡ事務学科 ＯＡ経理事務コース ㈱エイジェック

青森県 八戸学院光星 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

青森県 東奥義塾 法律公務員学科 警察消防自衛官コース1年 さくら貝合同会社

青森県 東奥義塾 総合公務員学科 公務員総合コース2年 (株)コメリ

青森県 八戸工業大学第二 行政公務員学科 国家公務員コース2年 十和田市職員　高等学校卒業程度　事務

聖ｱﾝｽﾞ ｶﾚｯｼﾞ ｸﾙﾈｶﾞﾗ  税理士会計士学科 公認会計士ｺｰｽ2年 グローバルソリューションズコンサルティング株式会社


