
平成２９年度
東北生活文化大学高等学校

３学年進路状況
平成２９年１２月２７日現在

大学名 学部・学科・専攻 高校科コース 入試 
種別 出身中学校 

宮城大学 事業構想学群 
事業プランニング学類 

(商)進学ライセンス ＡＯ 将監東 

長岡造形大学 

造形学部 
視覚デザイン学科 美術・デザイン科 

ＡＯ 
鶴谷 

造形学部 
プロダクトデザイン学科 美術・デザイン科 鹿島台 

大学名 学部・学科・専攻 入試種別 高校科コース 出身中学校 

東北生活文化大学 

家政学部家政学科 

健康栄養学専攻 
指定校推薦 

(普)生活文化 将監 

(普)総合教養 将監 

家政学部家政学科服飾文化専攻 

ＡＯ 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 古川西 

家政学部生活美術学科 

(普)総合教養 南光台 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 大郷 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 長町 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 利府西 

セミナー 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 向陽台 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 南中山 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 上杉山 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 成田 

芸術系指導者推薦 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 向陽台 

東北学院大学 

経済学部経済学科 指定校推薦 (普)進学文系 向陽台 

経済学部共生社会経済学科 
ＡＯ (普)進学理系 寺岡 

指定校推薦 (普)進学文系 北仙台 

経営学部経営学科 

ＡＯ (普)進学理系 東仙台 

ｽﾎﾟｰﾂ推薦 (商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 鳴瀬未来 

指定校推薦 (商)進学ﾗｲｾﾝｽ 将監 

法学部法律学科 指定校推薦 (普)進学文系 東向陽台 

教養学部地域構想学科 
文化活動推薦 

(普)進学理系 
寺岡 

指定校推薦 住吉台 

工学部電気電子学科 ＡＯ (普)進学理系 長命ヶ丘 

東北福祉大学 

健康科学部保健看護学科 

推薦Ｂ 

(普)進学理系 岩沼 

健康科学部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科理学療法学専攻 (普)進学理系 富谷 

健康科学部医療経営管理学科 
(普)進学理系 富谷 

ＡＯ 
(普)進学文系 沖野 

総合福祉学部社会福祉学科 
(普)進学文系 南光台 

推薦Ａ (普)保育 東向陽台 

東北工業大学 

工学部情報通信学科 ＡＯ (商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 将監東 

工学部建築学科 公募推薦 (普)進学理系 広瀬 

ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学部安全安心生活ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 
指定校推薦 

(普)総合教養 長野裾花 

ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学部経営ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 (商)進学ﾗｲｾﾝｽ 坂元 

ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学部ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 公募推薦 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 台原 

東北文化学園大学 

医療福祉学部看護学科 一般推薦 (普)進学理系 佐沼 

医療福祉学部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科言語聴覚専攻 

ＡＯ 

(普)進学理系 古川西 

科学技術学部知能情報ｼｽﾃﾑ学科 
(普)進学理系 台原 

(普)進学理系 南中山 

総合政策学部総合政策学科 
(普)進学理系 南小泉 

(商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 加茂 

宮城学院女子大学 

教育学部教育学科児童教育専攻 
ＡＯ 

(普)総合教養 仙台第二 

学芸学部日本文学科 
(普)進学文系 大衡 

指定校推薦 
(普)進学文系 宮城野 

学芸学部英文学科 (普)進学文系 仙台第二 

仙台白百合女子大学 

人間学部健康栄養学科 指定校推薦 (普)進学理系 富谷第二 

人間学部心理福祉学科 
公募推薦 (普)総合教養 鶴が丘 

指定校推薦 (普)進学理系 栗原西 

仙台大学 

体育学部体育学科 
指定校推薦 (商)進学ﾗｲｾﾝｽ 館 

ＡＯ 
(普)進学文系 成田 

体育学部運動栄養学科 
(普)総合教養 七北田 

公募推薦 
(普)総合教養 向陽台 

体育学部健康福祉学科 (普)進学理系 仙台第一 

尚絅学院大学 
総合人間科学部現代社会学科 指定校推薦 (普)進学理系 富沢 

総合人間科学部人間心理学科 公募推薦 (商)進学ﾗｲｾﾝｽ 八乙女 

石巻専修大学 

人間学部人間教育学科 
ＡＯ 

(普)保育 大沢 

経営学部経営学科 
(商)進学ﾗｲｾﾝｽ 南光台東 

指定校推薦 (普)進学理系 東仙台 

東北芸術工科大学 

ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学部ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 
ＡＯ (普)進学文系 将監東 

指定校推薦 
美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 広瀬 

ﾃﾞｻﾞｲﾝ工学部建築・環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 (普)進学理系 富谷 

芸術学部美術科日本画コース 
ＡＯ 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 矢本第一 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 みどり台 

芸術学部美術科洋画コース 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 玉川 

芸術学部美術科工芸コース 
自己推薦 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 吉成 

ＡＯ 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 沖野 

日本大学 商学部経営学科 公募推薦 (普)進学理系 日吉台 

駒澤大学 経済学部商学科 自己推薦 (商)進学ﾗｲｾﾝｽ 涌谷 

東海大学 体育学部体育学科 公募推薦 (普)進学文系 根白石 

関東学院大学 経済学部経済学科 指定校推薦 (普)進学理系 八木山 

東京農業大学 
生物産業学部 

自然資源経営学科 

運動選手 

推薦 

(普)生活文化 沖野 

(商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 岩切 

帝京大学 経済学部経済学科 ＡＯ (普)進学理系 五城 

明星大学 経済学部経済学科 ｽﾎﾟｰﾂ特別推薦 (普)進学理系 将監東 

昭和音楽大学 音楽学部音楽芸術表現学科 推薦 (普)特別進学 仙台第一 

足利工業大学 工学部創生工学科建築・土木分野 公募推薦 (普)進学文系 広瀬 

淑徳大学 看護栄養学部栄養学科 ＡＯ (普)特別進学 向陽台 

駿河台大学 経済経営学部経済経営学科 指定校推薦 (普)進学文系 鶴が丘 

和光大学 芸術学科 指定校推薦 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 門脇 

文化学園大学 服装学部ﾌｧｯｼｮﾝｸﾘｴｲｼｮﾝ学科 推薦 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 館 

短期大学名 学部・学科・専攻 入試種別 高校科コース 出身中学 

東北生活文化大学 

短期大学部 

生活文化学科食物栄養学専攻 

ＡＯ 

(普)進学理系 寺岡 

生活文化学科子ども生活専攻 

(普)保育 南光台 

(普)保育 高崎 

(普)保育 広瀬 

(普)保育 七郷 

(普)保育 北仙台 

(普)保育 宮城野 

(普)保育 幸町 

(普)保育 大衡 

(普)保育 富沢 

(普)保育 広瀬 

(普)保育 向洋 

(普)保育 加茂 

(普)保育 将監 

(普)進学文系 将監 

(普)進学理系 栗原西 

聖和学園短期大学 
キャリア開発総合学科 

ＡＯ (普)進学文系 根白石 

自己ｱﾋﾟｰﾙ 
(普)総合教養 鹿島台 

(普)進学理系 仙台第一 

保育学科 ＡＯ (普)進学文系 宮床 

仙台青葉学院短期大学 

看護学科 ＡＯ (普)進学理系 日吉台 

こども学科 
公募推薦 

(普)進学文系 広瀬 

(普)進学文系 館 

指定校推薦 (普)進学文系 西山 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科理学療法学専攻 ＡＯ (普)進学文系 利府 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科作業療法学専攻 指定校推薦 (普)進学理系 東向陽台 

ビジネスキャリア学科 
指定校推薦 

(商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 鶴谷 

観光ビジネス学科 (普)保育 鶴谷 

仙台赤門短期大学 看護学科 ＡＯ (普)進学理系 七北田 

国際学院埼玉短期大学 幼児保育学科 ＡＯ (普)保育 埼玉桜木 

鶴見大学鶴見短期大学部 保育科 ＡＯ (普)保育 大和 

学校名 学科（課程）・科 入試種別 高校科コース 出身中学 

葵会仙台看護専門学校 看護学科 指定校推薦 (普)進学理系 西多賀 

東京女子医科大学看護専門学校 看護学科 推薦 (普)進学理系 東華 

晃陽看護栄養専門学校 看護学科 
推薦 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 村田第一 

指定校推薦 (普)進学理系 桜丘 

赤門鍼灸柔整専門学校 鍼灸指圧科 一般 (普)総合教養 西山 

仙台医健専門学校 視能訓練科 ＡＯ (普)保育 住吉台 

仙台ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 
理学療法学科 指定校推薦 (普)総合教養 八木山 

作業療法学科 指定校推薦 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 石巻山下 

東北文化学園専門学校 医療情報管理科 指定校推薦 (普)総合教養 大沢 

仙台医療秘書福祉専門学校 

医療事務科 

ＡＯ 

(普)生活文化 根白石 

医療秘書科 (普)生活文化 東華 

歯科アシスタント科 (商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 東仙台 

仙台医療福祉専門学校 

医療秘書学科 

ＡＯ 

(普)総合教養 多賀城第二 

(商)進学ﾗｲｾﾝｽ 日吉台 

医療事務学科 (普)保育 八木山 

医薬品販売学科 (普)総合教養 鶴谷 

東北歯科技工士専門学校 歯科技工士 ＡＯ (普)総合教養 台原 

宮城高等歯科衛生士学院 歯科衛生士 指定校推薦 (普)進学文系 山田 

東北大学歯学部附属歯科技工士学校 歯科技工士 推薦 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 八戸白山台 

宮城県立 

仙台高等技術専門校 

設備工事科 

推薦 

(普)総合教養 広瀬 

(普)進学文系 向陽台 

機械エンジニア科 (商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 中山 

電子制御システム科 
(普)進学理系 東向陽台 

一般 

(普)進学文系 高森 

塗装施工科 (普)総合教養 上杉山 

広告看板科 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 袋原 

宮城県立大崎高等技術専門校 木の家づくり科 推薦 (普)総合教養 松陵 

仙台工科専門学校 大工技能学科 ＡＯ (普)進学理系 南中山 

専門学校花壇自動車大学校 自動車科 ＡＯ 
(普)総合教養 加茂 

(普)総合教養 将監東 

赤門自動車整備大学校 ２級自動車整備士科 ＡＯ (普)総合教養 八乙女 

東北電子専門学校 

総合情報ビジネス科 

ＡＯ 

(普)進学理系 日吉台 

ＣＧクリエーター科 

(普)進学理系 台原 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 幸町 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 広陵 

ネットワークセキュリティ科 

推薦 

(商)進学ﾗｲｾﾝｽ 加茂 

ネットワークシステム科 
(商)進学ﾗｲｾﾝｽ 高崎 

(商)進学ﾗｲｾﾝｽ 長命ヶ丘 

専門学校日本デザイナー 

芸術学院仙台校 

イラストレーション科 

ＡＯ 

(普)生活文化 松島 

グラフィックデザイン科 
(普)総合教養 将監東 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 八木山 

コミックイラスト科 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 宮城野 

ゲームイラスト科 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 蒲町 

麻生建築＆ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校 ビジュアルデザイン科 ＡＯ 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 袋原 

仙台ﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校 ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 
ＡＯ (普)総合教養 成田 

自己推薦 (普)進学理系 五橋 

日本電子専門学校 

グラフィックデザイン科 

ＡＯ 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 将監 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 北仙台 

コンピュータグラフィックス科 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 八軒 

ＣＧ映像制作科 
美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 住吉 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 仙台第二 

ゲーム制作科 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 南光台東 

アニメーション科 
美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 三本木 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 宮城野 

仙台大原簿記情報公務員 

専門学校 

総合公務員学科 

推薦 (普)総合教養 大和 

指定校推薦  台原 

特別推薦 (普)進学理系 向陽台 

行政公務員学科 
ＡＯ (普)総合教養 桜丘 

一般 (普)進学文系 仙台第一 

法律公務員学科 

指定校推薦 

(商)進学ﾗｲｾﾝｽ 南中山 

ＯＡ事務学科 (商)進学ﾗｲｾﾝｽ 七北田 

ビジネス学科 

(普)総合教養 将監 

ＡＯ (普)進学理系 仙台第一 

一般推薦 (商)進学ﾗｲｾﾝｽ 台原 

ＡＯ 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 茂庭台 

東京 IT 会計専門学校仙台校 税理士コース ＡＯ (商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 南吉成 

東京法律専門学校仙台校 法律社会学科 ＡＯ (商)進学ﾗｲｾﾝｽ 七郷 

仙台総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ公務員 

専門学校 

総合公務員学科 特別推薦 

(商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 館 

(商)進学ﾗｲｾﾝｽ 折立 

(商)進学ﾗｲｾﾝｽ 西多賀 

(商)進学ﾗｲｾﾝｽ 若柳 

ブライダル科 ＡＯ (普)総合教養 将監東 

販売ビジネス科 指定校推薦 (普)進学理系 日吉台 

仙台幼児保育専門学校 こども保育科 ＡＯ 
(普)保育 松陵 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 八木山 

仙台こども専門学校 
保育科 

ＡＯ 
(普)保育 南小泉 

こども総合学科 (普)保育 南光台 

宮城調理製菓専門学校 

上級調理技術科 

ＡＯ 

(普)生活文化 仙台第一 

調理師科 (普)進学理系 富沢 

上級製菓技術科 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 広瀬 

仙台ｽｲｰﾂ&ｶﾌｪ専門学校 スイーツパティシエ科 ＡＯ 
(普)生活文化 増田 

(普)総合教養 広瀬 

仙台理容美容専門学校 美容科 
一般 

(普)総合教養 西多賀 

(普)保育 将監 

推薦 (普)進学文系 津山 

SENDAI 中央理容美容専門学校 美容科 一般 (普)総合教養 桜丘 

仙台ﾋﾞｭｰﾃｨｰｱｰﾄ専門学校 美容科 ＡＯ 

(普)保育 しからし台 

(普)保育 しらかし台 

(普)進学理系 三条 

(商)進学ﾗｲｾﾝｽ 松陵 

窪田理美容専門学校 美容科 特別推薦 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 仙台第二 

資生堂美容技術専門学校 ヘアスタイリストコース ＡＯ 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 南光台 

バンタンデザイン研究所 ﾌｧｯｼｮﾝﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ&ｽﾀｲﾘｽﾄ科 一般 (普)生活文化 山田 

横浜ﾌｧｯｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ専門学校 ﾌｧｯｼｮﾝｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ科 推薦 (普)生活文化 山田 

専門学校ﾃｼﾞﾀﾙｱｰﾂ仙台 ミュージックアーティスト科 ＡＯ (商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 松陵 

仙台ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｱｰﾄ専門学校 
ｴｺ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ科 

ＡＯ 
(普)総合教養 日吉台 

音楽ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ科 (商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 鶴が丘 

東京ﾌｨﾙﾑｾﾝﾀｰ映画俳優専門学校 映画俳優科 ＡＯ 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 岩沼 

代々木ｱﾆﾒｰｼｮﾝ学院東京校 

声優タレント科 

ＡＯ 

(商)進学ﾗｲｾﾝｽ 南中山 

アニメーター科 (商)進学ﾗｲｾﾝｽ 山田 

アニメ音響科 (商)進学ﾗｲｾﾝｽ 南中山 

仙台総合ペット専門学校 動物衛生看護科 ＡＯ (普)総合教養 寺岡 

仙台ｱﾆﾏﾙｲﾝﾀｰｶﾚｯｼﾞ専門学校 動物看護専修学科 ＡＯ 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 日吉台 

専門学校東北動物看護学院 動物看護総合学科 

ＡＯ 
(普)総合教養 将監東 

(普)総合教養 台原 

自己推薦 (普)総合教養 東向陽台 

ＡＯ (普)保育 大衡 

合格先 職種 産業別 高校科コース 出身中学 

海上自衛隊 一般曹候補 

公務 

(普)進学文系 住吉台 

陸上自衛隊 

一般曹候補生 

(普)生活文化 成田 

(普)進学理系 将監 

(商)進学ﾗｲｾﾝｽ 富谷 

自衛官候補生 

(普)総合教養 住吉台 

(普)総合教養 南光台東 

(普)総合教養 高崎 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 南光台東 

企業名 職種 産業別 高校科コース 出身中学 

アルプス電気(株)角田工場 製造 

製造 

(普)進学理系 丸森 

(株)菓匠三全 菓子製造 (普)生活文化 茂庭台 

山崎製パン(株) 生産関係職 (普)総合教養 将監東 

(株)三万石販売ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 和・洋菓子販売員 (商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 向陽台 

白石食品工業(株)仙台工場 製造員 
(普)総合教養 富谷第二 

(商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 東向陽台 

(株)東北ライト製作所 機械加工技術者 (普)総合教養 八乙女 

常盤化工(株) グラビア印刷オペレーター (普)総合教養 八乙女 

旭陽電気(株)宮城工場 電子機器の検査 電気・ガス (普)総合教養 日吉台 

マックスバリュ南東北(株) 店舗での営業及び販売 

卸売 

小売 

(普)生活文化 大衡 

(株)ヨークベニマル 総合職（ﾅｼｮﾅﾙ社員）（販売） (商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 将監 

(株)コジマ 販売総合職 
(商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 将監 

(商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 加茂 

(株)ツルハ ドラッグストア販売員 (商)進学ﾗｲｾﾝｽ 高崎 

(株)サトー商会 
倉庫業務（常温） (普)生活文化 鶴谷 

倉庫業務（冷凍） (商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 桜丘 

(株)ヤオコー 販売職 (普)進学文系 宮城野 

(株)エヌ・エス・シー 携帯電話専門ｼｮｯﾌﾟの窓口受付業務 (普)総合教養 仙台第一 

(株)早坂サイクル商会 自転車・オートバイ整備 (普)総合教養 向陽台 

(株)日商機械 営業事務 

不動産 

賃貸 

(普)総合教養 南光台 

ﾜﾀｷｭｰｾｲﾓｱ（株）東北支店 クリーニングスタッフ 

(普)生活文化 中山 

(普)生活文化 仙台中田 

美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 西山 

ｴｯｸｽﾚﾝﾀﾘｰｽ北都(株) ﾚﾝﾀｶｰの点検管理・清掃・配送 (普)生活文化 鶴谷 

日本郵便(株)郵便事業総本部東北支社 郵便配達等 
運輸 

(普)進学文系 八木山 

(株)ｷｭｰｿｰｴﾙﾌﾟﾗﾝ東日本事業部 技能職 (普)総合教養 北仙台 

勝山企業(株)「仙台勝山館」 サービス職 
飲食 

宿泊 

(普)生活文化 将監 

ﾛｲﾔﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ(株)東京本部 調理職 (普)進学文系 大和 

(株)アトム東北営業本部 ホールスタッフ (普)総合教養 桜丘 

水戸屋開発(株)ﾎﾃﾙﾆｭｰ水戸屋 接客 

飲食 

宿泊 

(普)保育 向陽台 

(株)ホテルきよ水 フロント受付 (商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 将監東 

(有)岩沼屋ホテル 客室ルーム係 (普)総合教養 六郷 

松月産業(株) 

ビジネスホテルフロント（Ａ） (普)総合教養 台原 

ビジネスホテルフロント（Ｂ） 
(普)生活文化 鶴谷 

(普)総合教養 富沢 

リゾートトラスト(株) ホテルサービス係 (普)総合教養 西山 

(株)アサヒセキュリティ 現金取扱スタッフ 

サービス 

(商)進学ﾗｲｾﾝｽ 八乙女 

(株)全日警仙台支店 セキュリティスタッフ (普)総合教養 向陽台 

(株)シンクラン 一般職 (普)総合教養 向陽台 

エックスレンタリース北都(株) ﾚﾝﾀｶｰの点検管理 (普)生活文化 鶴谷 

協業組合 仙台清掃公社 ドライバー (商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 日吉台 

(株)ミュゼプラチナム エステティシャン 

生活関連 

(普)総合教養 南吉成 

(株)ﾒｯｸｱｰﾊﾞﾝﾘｿﾞｰﾄ東北 キャディ職 (普)総合教養 鶴谷 

扇屋商事(株) ﾎｰﾙ運営ｽﾀｯﾌ・景品管理 (商)進学ﾗｲｾﾝｽ 八乙女 

(株)Wiz 仙台支社 総合職（コールセンター） 情報通信 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 幸町 

(社福)やまとみらい福祉会 介護職員 
医療 

福祉 

(普)総合教養 将監東 

(普)進学理系 南光台東 

ｱｻﾋｻﾝｸﾘｰﾝ(株)東北支店 介護職員 (普)生活文化 長町 

(社福)まほろば 介護職員 (普)総合教養 富谷第二 

(株)ｸﾞﾘｰﾝﾃｯｸ宮城営業所 自動車部品等の検査・選別 
技術 

サービス 

(普)総合教養 桜丘 

(普)総合教養 八乙女 

(商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 大衡 

(商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 将監東 

(商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 将監 

(商)情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ 富谷 

(株)金華工業商会 建設設備工事の施工管理 
建設 

(普)総合教養 将監東 

クレア工業(株) 左官職人 美術・ﾃﾞｻﾞｲﾝ科 七郷 

【国公立大学】

【私立大学】

【短期大学】

【専修各種学校】

【公務員】

【民間就職（学校推薦）】


