
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 石巻北 環境土木工学科 株式会社 晃和工業 宮城県

宮城県 石巻北 建築デザイン学科 クラシタス株式会社 宮城県

宮城県 石巻北 大工技能学科 一建設株式会社 東京都

宮城県 石巻工業 建築デザイン学科 ジェイ・エイ・ティー・シー設計株式会社 東京都

宮城県 石巻工業 建築デザイン学科 株式会社コンステック 大阪府

宮城県 石巻工業 建築デザイン学科 株式会社チョウエイハンズ 宮城県

宮城県 石巻工業 建築デザイン学科 日本設備工業株式会社 東京都

宮城県 石巻工業 建築デザイン学科 シンヨー株式会社 神奈川県

宮城県 石巻工業 大工技能学科 東北ミサワ建設株式会社 宮城県

宮城県 石巻工業 大工技能学科 株式会社 エネサンス東北 宮城県

宮城県 石巻西 建築デザイン学科 株式会社松下設計 埼玉県

宮城県 石巻西 大工技能学科 株式会社山大 宮城県

宮城県 泉松陵 環境土木工学科 日建工業　株式会社 宮城県

宮城県 泉松陵 建築デザイン学科 株式会社サトウ装工 宮城県

宮城県 角田 大工技能学科 セキスイハイム東北株式会社 宮城県

宮城県 黒川 環境土木工学科 株式会社　東開基礎コンサルタント 宮城県

宮城県 気仙沼向洋 環境土木工学科 有限会社　新栄技研 岩手県

宮城県 小牛田農林 大工技能学科 東北ミサワ建設株式会社 宮城県

宮城県 佐沼 測量学科 株式会社庄内測量設計舎 山形県

宮城県 塩釜 建築デザイン学科 多田建設株式会社 東京都

宮城県 柴田農林 大工技能学科 セルコホーム株式会社 宮城県

宮城県 白石 建築デザイン学科 株式会社日本ハウスHD 東京都

宮城県 白石工業 建築デザイン学科 川口土木建築工業株式会社 埼玉県

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 建築デザイン学科 積水工業株式会社 東京都

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 大工技能学科 一建設株式会社 東京都

宮城県 仙台 環境土木工学科 株式会社　目黒開発設計 土地家屋調査士 目黒正夫事務所 宮城県

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 建築デザイン学科 積水工業株式会社 東京都

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 建築デザイン学科 株式会社CMC 東京都

宮城県 仙台育英学園（通信制） 測量学科 仙東技術株式会社 宮城県

宮城県 仙台育英学園・宮城野校舎 測量学科 本州測量設計株式会社 宮城県

宮城県 仙台工業 建築デザイン学科 一建設株式会社 東京都

宮城県 仙台工業 大工技能学科 株式会社デフォルメ 東京都

宮城県 仙台工業 大工技能学科 一建設株式会社 東京都

宮城県 仙台城南 測量学科 株式会社杜都環境開発機構 宮城県

宮城県 仙台城南 大工技能学科 株式会社秀建築デザイン 宮城県

宮城県 仙台城南 大工技能学科 株式会社ハウスチェックマネジネント仙台 宮城県

宮城県 仙台城南 大工技能学科 一建設株式会社 東京都

宮城県 仙台城南 大工技能学科 株式会社アーネストウイング 東京都

宮城県 仙台西 建築デザイン学科 株式会社後藤組 山形県

宮城県 築館 大工技能学科 株式会社奥羽木工所 宮城県

宮城県 東北学院 環境土木工学科 長谷川建設　株式会社 宮城県

宮城県 東北生活文化大学 大工技能学科 株式会社 北洲 宮城県

宮城県 登米 建築デザイン学科 川口土木建築工業株式会社 埼玉県

宮城県 登米 建築デザイン学科 日本設備工業株式会社 東京都

宮城県 登米 建築デザイン学科 株式会社グリーンハウザー 宮城県

宮城県 中新田 建築デザイン学科 川口土木建築工業株式会社 埼玉県

宮城県 名取 建築デザイン学科 住友不動産株式会社 東京都

宮城県 名取 大工技能学科 株式会社フレスコ 千葉県

宮城県 名取北 建築デザイン学科 株式会社協和 東京都

宮城県 古川学園 建築デザイン学科 株式会社村田工務所 宮城県

宮城県 宮城県工業 建築デザイン学科 株式会社西洋ハウジング 東京都

宮城県 宮城県農業 大工技能学科 株式会社 エネサンス東北 宮城県

宮城県 宮城県農業 大工技能学科 石川営板株式会社 宮城県

宮城県 宮城県農業 大工技能学科 積和建設埼玉株式会社 埼玉県

宮城県 宮城広瀬 建築デザイン学科 エルゴテック株式会社 東京都



宮城県 明成 建築デザイン学科 山商リフォームサービス株式会社 東京都

宮城県 明成 大工技能学科 一建設株式会社 東京都

宮城県 涌谷 建築デザイン学科 株式会社ヤマダホームズ 群馬県

宮城県 涌谷 大工技能学科 株式会社一条工務店仙台 宮城県

宮城県 高卒認定 環境土木工学科 城北興業　株式会社 宮城県

宮城県 屋久島おおぞら（仙台） 建築デザイン学科 株式会社ミヤハン　仙台支店 宮城県

宮城県 飛鳥未来 建築デザイン学科 株式会社エネ・グリーン 広島県

福島県 磐城農業 環境土木工学科 大日本土木　株式会社 岐阜県

福島県 磐城農業 測量学科 株式会社東コンサルタント 福島県

福島県 郡山北工業 環境土木工学科 JR東日本東北総合サービス 株式会社 宮城県

福島県 郡山北工業 大工技能学科 一建設株式会社 東京都

福島県 郡山商業 建築デザイン学科 アキレス株式会社 栃木県

福島県 松韻学園福島 建築デザイン学科 シンヨー株式会社 神奈川県

福島県 清陵情報 建築デザイン学科 川口土木建築工業株式会社 埼玉県

福島県 相馬農業 環境土木工学科 日本道路　株式会社 東京都

福島県 相馬農業 測量学科 株式会社福建コンサルタント 福島県

福島県 勿来工業 建築デザイン学科 菅野建設工業株式会社 福島県

福島県 二本松工業 環境土木工学科 有限会社　齋藤組 福島県

福島県 福島北 大工技能学科 株式会社エイブル 東京都

福島県 福島工業 建築デザイン学科 株式会社氏家建築設計事務所 宮城県

福島県 福島工業 測量学科 株式会社東日本建設コンサルタント 福島県

福島県 福島工業 大工技能学科 株式会社アーネストウイング 東京都

福島県 ふたば未来学園 建築デザイン学科 株式会社ワタナベ 福島県

福島県 尚志（通信制）福島駅前キャンパス 環境土木工学科 株式会社　半沢林業建設 福島県

福島県 浪江 測量学科 株式会社東日本建設コンサルタント 福島県

山形県 左沢 建築デザイン学科 新山形ホームテック株式会社 山形県

山形県 左沢 大工技能学科 積和建設埼玉株式会社 埼玉県

山形県 酒田光陵 環境土木工学科 日本道路　株式会社 東京都

山形県 酒田南 大工技能学科 株式会社沼澤工務店 山形県

山形県 新庄東 環境土木工学科 株式会社　新庄砕石工業所 山形県

山形県 新庄東 建築デザイン学科 川口土木建築工業株式会社 埼玉県

山形県 鶴岡中央 測量学科 株式会社ミライ測地 宮城県

山形県 東海大学山形 建築デザイン学科 日本設備工業株式会社 東京都

山形県 南陽 建築デザイン学科 株式会社クリエイト礼文 山形県

山形県 羽黒 大工技能学科 株式会社フレスコ 千葉県

山形県 山形工業 建築デザイン学科 愛和建設株式会社 山形県

山形県 遊佐 大工技能学科 株式会社今野建業 山形県

山形県 米沢工業 建築デザイン学科 初谷建設株式会社 栃木県

山形県 第一学院仙台キャンパス 大工技能学科 株式会社加藤住建 山形県

岩手県 一戸 建築デザイン学科 東和総合住宅株式会社 宮城県

岩手県 高田 建築デザイン学科 株式会社デファンス設計 東京都

岩手県 花巻南 建築デザイン学科 ベルアート株式会社 宮城県

岩手県 久慈東 測量学科 株式会社スズマ測量設計 岩手県

岩手県 宮古商業 環境土木工学科 株式会社　アドテック 宮城県

岩手県 宮古商業 環境土木工学科 株式会社　港建設 岩手県

岩手県 水沢工業 建築デザイン学科 株式会社ジーク 京都府

岩手県 盛岡工業 大工技能学科 株式会社 北洲 宮城県

岩手県 盛岡大学附属 大工技能学科 株式会社日盛ハウジング 岩手県

岩手県 盛岡中央 環境土木工学科 株式会社　小野組 新潟県

岩手県 大船渡 大工技能学科 有限会社ひかり工務店 大阪府

岩手県 福岡 環境土木工学科 株式会社　グリーンロード岩手 岩手県

岩手県 北上翔南 建築デザイン学科 ユーディーアイ確認検査株式会社 東京都

秋田県 金足農業 環境土木工学科 城北興業　株式会社 宮城県

秋田県 金足農業 環境土木工学科 城北興業　株式会社 宮城県

秋田県 秋田西 大工技能学科 株式会社 北洲 宮城県

秋田県 秋田北鷹 建築デザイン学科 中田建設株式会社 秋田県

秋田県 仁賀保 大工技能学科 株式会社アーネストウイング 東京都

秋田県 大館桂桜 環境土木工学科 株式会社　小野組 新潟県

秋田県 大館桂桜 環境土木工学科 株式会社　キタコン 青森県

秋田県 大館桂桜 建築デザイン学科 株式会社日盛ハウジング 岩手県



秋田県 大館桂桜 大工技能学科 株式会社ホームプランナー 秋田県

秋田県 大曲 測量学科 興和技術コンサルタント 秋田県

秋田県 大曲農業 環境土木工学科 株式会社　ワイズシステム 秋田県

秋田県 能代工業 建築デザイン学科 日本建設株式会社 東京都

秋田県 能代西 環境土木工学科 株式会社宮本組　東北支店 宮城県

秋田県 本荘 環境土木工学科 フジタ道路　株式会社 東京都

秋田県 由利工業 建築デザイン学科 日本建設株式会社 東京都

秋田県 六郷 大工技能学科 積和建設埼玉株式会社 埼玉県

青森県 五所川原工業 大工技能学科 株式会社一条工務店仙台 宮城県

青森県 五所川原農林 建築デザイン学科 中日共同建設株式会社 愛知県

青森県 五所川原農林 測量学科 株式会社光生エンジニアリング 宮城県

青森県 五所川原農林 大工技能学科 日本ハウスホールディングス 東京都

青森県 三沢 建築デザイン学科 タナカホーム株式会社 青森県

青森県 三沢 測量学科 株式会社地清建設企画 宮城県

青森県 三本木農業 環境土木工学科 株式会社　コサカ技研 青森県

青森県 三本木農業 環境土木工学科 丸井重機建設　株式会社 青森県

青森県 三本木農業 環境土木工学科 株式会社　工藤組 青森県

青森県 三本木農業 測量学科 エイト技術株式会社 青森県

青森県 三本木農業 測量学科 株式会社佐藤土木測量設計事務所 宮城県

青森県 三本木農業 測量学科 丸井重機建設株式会社 青森県

青森県 三本木農業 測量学科 エイコウコンサルタンツ株式会社 青森県

青森県 三本木農業 測量学科 新産測量株式会社 青森県

青森県 三本木農業 測量学科 エイコウコンサルタンツ株式会社 青森県

青森県 青森東 建築デザイン学科 東和総合住宅株式会社 宮城県

青森県 青森東 建築デザイン学科 株式会社　山英 東京都

青森県 大曲農業 大工技能学科 株式会社藤枝建築店 秋田県

青森県 八戸学院光星 大工技能学科 有限会社織笠工務店 青森県

青森県 八戸工業 測量学科 エイト技術株式会社 青森県

青森県 木造 測量学科 東信技術株式会社 青森県

栃木県 那須清峰 大工技能学科 有限会社川嶋工務店 栃木県

栃木県 那須清峰 大工技能学科 ユーディーホーム株式会社 栃木県

沖縄県 宮古 測量学科 有限会社下北測量 青森県


