
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 ヒューマンキャンパス    大工技能学科 浦山建設㈱ 宮城県

宮城県 宮城県塩釜 建築デザイン学科 ㈱サトー技建 宮城県

宮城県 宮城県塩釜 大工技能学科 ㈱カナワホーム 宮城県

宮城県 宮城県気仙沼 建築デザイン学科 TSUCHIYA㈱ 岐阜県

宮城県 宮城県宮城広瀬 建築デザイン学科 新山形ホームテック㈱ 山形県

宮城県 宮城県宮城広瀬 大工技能学科 ㈱一条工務店仙台 宮城県

宮城県 宮城県古川工業 建築デザイン学科 ㈱CMC 東京都

宮城県 宮城県工業 環境土木工学科 ㈱ダイワ技術サービス 宮城県

宮城県 宮城県柴田 建築デザイン学科 川口土木建築工業㈱ 埼玉県

宮城県 宮城県柴田農林 測量学科 ㈱仙南測量設計 宮城県

宮城県 宮城県柴田農林 環境土木工学科 むつみ造園土木㈱ 秋田県

宮城県 宮城県石巻好文館 建築デザイン学科 杉本興業㈱ 東京都

宮城県 宮城県石巻工業 測量学科 ㈱木村土建 宮城県

宮城県 宮城県石巻工業 測量学科 ㈱佐藤土木測量設計事務所 宮城県

宮城県 宮城県石巻工業 大工技能学科 ㈱アーネストウィング 東京都

宮城県 宮城県石巻西 建築デザイン学科 東北鉄骨橋梁㈱ 宮城県

宮城県 宮城県石巻北 大工技能学科 佐々木工業㈱ 宮城県

宮城県 宮城県仙台東 大工技能学科 青葉建設㈱ 宮城県

宮城県 宮城県泉松陵 建築デザイン学科 ㈱協和 東京都

宮城県 宮城県泉松陵 大工技能学科 陸上自衛隊秋田駐屯地業務隊管理課 秋田県

宮城県 宮城県築館 環境土木工学科 ㈲ミヤギエンジニアリング 宮城県

宮城県 宮城県登米 大工技能学科 ㈱伊藤建設 宮城県

宮城県 宮城県登米総合産業 大工技能学科 ㈱インテリア・エース 東京都

宮城県 宮城県白石工業 建築デザイン学科 ㈱ASKA総合計画 宮城県

宮城県 宮城県白石工業 建築デザイン学科 石川営板㈱ 宮城県

宮城県 宮城県本吉響 環境土木工学科 ㈱ハシカンプラ 宮城県

宮城県 宮城県本吉響 建築デザイン学科 石川建設㈱ 宮城県

宮城県 宮城県名取 大工技能学科 積和建設埼玉㈱ 埼玉県

宮城県 宮城県利府 測量学科 ㈱地清建設企画 宮城県

宮城県 古川学園 環境土木工学科 ㈱村田工務所 宮城県

宮城県 尚絅学院 建築デザイン学科 ㈱光生エンジニアリング 宮城県

宮城県 尚絅学院 建築デザイン学科 ㈱エネ・グリーン 広島県

宮城県 聖和学園・三神峯キャンパス 建築デザイン学科 千田建設㈱ 宮城県

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 建築デザイン学科 川口土木建築工業㈱ 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 ㈱CMC 東京都

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 建築デザイン学科 ㈱日本ハウスHD 東京都

宮城県 仙台育英学園・宮城野校舎 大工技能学科 東北ミサワ建設㈱ 宮城県

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 大工技能学科 ㈱永住ホーム 神奈川県

宮城県 仙台市立仙台工業 測量学科 ㈱サトー技建 宮城県

宮城県 仙台市立仙台工業 建築デザイン学科 ㈱コンテック 東京都

宮城県 仙台市立仙台工業 建築デザイン学科 川口土木建築工業㈱ 埼玉県

宮城県 仙台市立仙台工業 大工技能学科 ㈱渡邊工務店 愛知県

宮城県 仙台市立仙台工業 大工技能学科 一建設㈱ 東京都

宮城県 仙台市立仙台商業 大工技能学科 一建設㈱ 東京都

宮城県 仙台城南 測量学科 ㈱テクニカルサポート 宮城県

宮城県 仙台城南 環境土木工学科 近代建設㈱ 宮城県

宮城県 仙台城南 環境土木工学科 ㈱ミライ測地 宮城県

宮城県 仙台城南 建築デザイン学科 ㈱ラムセス 東京都

宮城県 仙台城南 建築デザイン学科 石野建設㈱ 宮城県

宮城県 仙台城南 建築デザイン学科 日本建設㈱ 大阪府

宮城県 仙台城南 建築デザイン学科 ㈱ARI設計 宮城県

宮城県 仙台城南 大工技能学科 ㈱アーネストウィング 東京都

宮城県 東北・泉キャンパス 建築デザイン学科 向井建設㈱ 東京都

宮城県 東北学院 建築デザイン学科 初谷建設㈱ 栃木県



出身県 出身校 学科・コース 内定先 内定先住所

宮城県 日本放送協会（NHK）学園 建築デザイン学科 ㈱北村清プランツアソシエイツ 宮城県

福島県 松韻学園福島 建築デザイン学科 亀谷建設㈱ 福島県

福島県 帝京安積 建築デザイン学科 石川建設㈱ 宮城県

福島県 帝京安積 大工技能学科 荒牧建設㈱ 福島県

福島県 福島県立いわき光洋 建築デザイン学科 山商リフォームサービス㈱ 東京都

福島県 福島県立会津農林 環境土木工学科 柳津測量設計㈱ 福島県

福島県 福島県立岩瀬農業 測量学科 ㈱日本測地コンサルタント 福島県

福島県 福島県立修明 建築デザイン学科 川口土木建築工業㈱ 埼玉県

福島県 福島県立小高産業技術 測量学科 ㈱東コンサルタント 福島県

福島県 福島県立小高産業技術 建築デザイン学科 多田建設㈱ 東京都

福島県 福島県立小高産業技術 大工技能学科 三井ホームエンジニアリング㈱ 東京都

福島県 福島県立須賀川 測量学科 ㈱オオバ 東京都

福島県 福島県立須賀川 建築デザイン学科 隂山建設㈱ 福島県

福島県 福島県立相馬東 建築デザイン学科 吾妻工業㈱ 埼玉県

福島県 福島県立長沼 大工技能学科 ㈲ウッドライフ 福島県

福島県 福島県立二本松工業 建築デザイン学科 日本建設㈱ 大阪府

福島県 福島県立白河実業 大工技能学科 一建設㈱ 東京都

福島県 福島県立福島西 測量学科 ㈱ダイワ技術サービス 宮城県

福島県 福島県立福島明成 測量学科 陸奥テックコンサルタント㈱ 福島県

福島県 福島県立福島明成 環境土木工学科 ㈱愛工大興 宮城県

福島県 福島県立福島明成 建築デザイン学科 ㈱桂設計 宮城県

福島県 福島県立福島明成 建築デザイン学科 ジェイ・エイ・ティー・シー設計㈱ 東京都

福島県 福島県立福島明成 建築デザイン学科 ㈱大丸工務店 福島県

福島県 福島県立保原 建築デザイン学科 立花建設㈱ 東京都

福島県 福島県立保原 建築デザイン学科 隂山建設㈱ 福島県

福島県 福島県立保原 建築デザイン学科 ㈱氏家建築設計事務所 宮城県

福島県 福島県立保原 大工技能学科 ㈱フレスコ 千葉県

福島県 福島県立保原 大工技能学科 大宝建設㈱ 福島県

福島県 福島県立勿来工業 環境土木工学科 ㈱渡辺組 福島県

山形県 山形県立酒田光陵 建築デザイン学科 丸磯建設㈱ 東京都

山形県 山形県立新庄神室産業 建築デザイン学科 ㈱三和技術コンサルタント 山形県

山形県 山形県立米沢興譲館 建築デザイン学科 鹿島建設㈱ 宮城県

山形県 山形城北 大工技能学科 陸上自衛隊神町駐屯地 山形県

山形県 新庄東 環境土木工学科 ㈱柿﨑工務所 山形県

山形県 創学館 測量学科 三協コンサルタント㈱ 山形県

山形県 鶴岡東 建築デザイン学科 ㈱菅原工務所 山形県

山形県 米沢中央 大工技能学科 新山形ホームテック㈱ 山形県

岩手県 一関学院 建築デザイン学科 多田建設㈱ 東京都

岩手県 岩手県立一関工業 建築デザイン学科 ㈱松下設計 埼玉県

岩手県 岩手県立遠野 環境土木工学科 ㈱鈴木測量設計 岩手県

岩手県 岩手県立葛巻 測量学科 ㈱畑中組 岩手県

岩手県 岩手県立岩谷堂 建築デザイン学科 ㈱スリーヴイアメニティ 東京都

岩手県 岩手県立高田 大工技能学科 ㈱一条工務店仙台 宮城県

岩手県 岩手県立黒沢尻北 建築デザイン学科 ㈱ゆい工房 岩手県

岩手県 岩手県立水沢工業 大工技能学科 千田工業㈱ 岩手県

岩手県 岩手県立水沢工業 大工技能学科 ㈱アーネストウィング 東京都

岩手県 岩手県立盛岡工業 建築デザイン学科 マン・テック㈱ 宮城県

岩手県 岩手県立盛岡第三 建築デザイン学科 日本建設㈱ 大阪府

岩手県 岩手県立大東 大工技能学科 ㈱一条工務店仙台 宮城県

秋田県 秋田県立横手清陵学院 環境土木工学科 日本リーテック㈱ 東京都

秋田県 秋田県立横手 環境土木工学科 鹿島道路㈱ 東京都

秋田県 秋田県立金足農業 測量学科 ㈱矢留測量設計 秋田県

秋田県 秋田県立金足農業 測量学科 ㈱矢留測量設計 秋田県

秋田県 秋田県立金足農業 測量学科 ㈱矢留測量設計 秋田県

秋田県 秋田県立金足農業 環境土木工学科 ㈱三協技術 宮城県

秋田県 秋田県立五城目 測量学科 ㈱畑中工務店 宮城県

秋田県 秋田県立秋田工業 測量学科 ㈱水建技術 秋田県

秋田県 秋田県立秋田北鷹 建築デザイン学科 ㈱メグミ 岩手県



出身県 出身校 学科・コース 内定先 内定先住所

秋田県 秋田県立秋田北鷹 大工技能学科 ㈱小田島工務店 秋田県

秋田県 秋田県立西目 測量学科 ㈱石川技術コンサルタント 秋田県

秋田県 秋田県立大曲工業 測量学科 Takamitu㈱ 秋田県

秋田県 秋田県立雄物川 測量学科 ㈱岡部総合技術 秋田県

青森県 五所川原第一 環境土木工学科 ㈱ガイアート 宮城県

青森県 弘前学院聖愛 大工技能学科 住友林業ホームエンジニアリング㈱ 東京都

青森県 弘前東 大工技能学科 ㈱アーネストウィング 東京都

青森県 弘前東 大工技能学科 積和建設埼玉㈱ 埼玉県

青森県 青森県立むつ工業 大工技能学科 ㈱フレスコ 千葉県

青森県 青森県立五所川原工業 建築デザイン学科 日本設備工業㈱ 東京都

青森県 青森県立五所川原農林 環境土木工学科 板柳町役場 青森県

青森県 青森県立五所川原農林 建築デザイン学科 ㈱池下設計 宮城県

青森県 青森県立三沢 建築デザイン学科 日本設備工業㈱ 東京都

青森県 青森県立三本木農業 環境土木工学科 ㈱ガイアート 宮城県

青森県 青森県立青森工業 大工技能学科 石川営板㈱ 宮城県

青森県 青森県立八戸工業 測量学科 エイト技術㈱ 青森県

青森県 青森県立八戸工業 環境土木工学科 日起建設㈱ 愛知県

青森県 青森県立八戸西 測量学科 ㈱コサカ技研 青森県

青森県 青森県立八戸中央 建築デザイン学科 シンヨー㈱ 神奈川県

青森県 青森県立板柳 環境土木工学科 ㈱地清建設企画 宮城県

青森県 青森県立尾上総合(定時制) 建築デザイン学科 ㈱芳賀信建設 青森県

青森県 青森県立六ケ所 建築デザイン学科 ㈱細田工務店 東京都

青森県 八戸工業高等専門 建築デザイン学科 ㈱コンテック 東京都

青森県 八戸聖ウルスラ学院 大工技能学科 タクミホーム㈱ 青森県

茨城県 茨城県立下館工業 環境土木工学科 ㈱𠮷江組 茨城県

新潟県 新潟県立新井 建築デザイン学科 ㈱デファンス設計 東京都

神奈川県 星槎国際 大工技能学科 ㈲芹沢建設 神奈川県

千葉県 千葉県立八千代東  大工技能学科 ㈱オカムラホーム 千葉県


