
卒業生資格・検定取得実績
建築分野

二級建築士［国家資格］

1名合格
出身県 出身校 学科

宮城県 仙台市立仙台工業 大工技能学科

建築大工技能士［国家資格］

2級　4名合格
出身県 出身校 学科

宮城県 宮城県名取 大工技能学科

秋田県 秋田県立秋田北鷹 大工技能学科

青森県 弘前東 大工技能学科

青森県 弘前学院聖愛 大工技能学科

3級　37名合格　
出身県 出身校 学科

宮城県 宮城県塩釜 大工技能学科

宮城県 宮城県宮城広瀬 大工技能学科

宮城県 宮城県石巻工業 大工技能学科

宮城県 宮城県石巻北 大工技能学科

宮城県 宮城県仙台東 大工技能学科

宮城県 宮城県泉松陵 大工技能学科

宮城県 宮城県登米 大工技能学科

宮城県 宮城県登米総合産業 大工技能学科

宮城県 宮城県名取 大工技能学科

宮城県 仙台育英学園・宮城野校舎 大工技能学科

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 大工技能学科

宮城県 仙台市立仙台工業 大工技能学科

宮城県 仙台市立仙台工業 大工技能学科

宮城県 仙台市立仙台商業 大工技能学科

宮城県 仙台城南 大工技能学科

宮城県 ヒューマンキャンパス 大工技能学科

福島県 福島県立小高産業技術 大工技能学科

福島県 帝京安積 大工技能学科

福島県 福島県立長沼 大工技能学科

福島県 福島県立白河実業 大工技能学科

福島県 福島県立保原 大工技能学科

福島県 福島県立保原 大工技能学科

山形県 山形城北 大工技能学科

山形県 米沢中央 大工技能学科

岩手県 岩手県立高田 大工技能学科

岩手県 岩手県立水沢工業 大工技能学科

岩手県 岩手県立水沢工業 大工技能学科



岩手県 岩手県立大東 大工技能学科

秋田県 秋田県立秋田北鷹 大工技能学科

青森県 弘前学院聖愛 大工技能学科

青森県 弘前東 大工技能学科

青森県 弘前東 大工技能学科

青森県 青森県立むつ工業 大工技能学科

青森県 青森県立青森工業 大工技能学科

青森県 八戸聖ウルスラ学院 大工技能学科

神奈川県 星槎国際 大工技能学科

千葉県 千葉県立八千代東 大工技能学科

建築ＣＡＤ検定

2級　11名合格
出身県 出身校 学科

宮城県 宮城県石巻西 建築デザイン学科

宮城県 宮城県古川工業 建築デザイン学科

宮城県 尚絅学院 建築デザイン学科

宮城県 仙台市立仙台工業 建築デザイン学科

宮城県 東北学院 建築デザイン学科

福島県 福島県立相馬東 建築デザイン学科

福島県 福島県立保原 建築デザイン学科

岩手県 岩手県立一関工業 建築デザイン学科

青森県 青森県立五所川原農林 建築デザイン学科

青森県 八戸工業高等専門 建築デザイン学科

青森県 青森県立三沢 建築デザイン学科

3級　49名合格
出身県 出身校 学科

宮城県 宮城県塩釜 大工技能学科

宮城県 宮城県気仙沼 建築デザイン学科

宮城県 宮城県宮城広瀬 建築デザイン学科

宮城県 宮城県古川工業 建築デザイン学科

宮城県 宮城県柴田 建築デザイン学科

宮城県 宮城県石巻工業 大工技能学科

宮城県 宮城県登米 大工技能学科

宮城県 宮城県登米総合産業 大工技能学科

宮城県 宮城県白石工業 建築デザイン学科

宮城県 宮城県白石工業 建築デザイン学科

宮城県 宮城県名取 大工技能学科

宮城県 尚絅学院 建築デザイン学科

宮城県 仙台城南 大工技能学科

宮城県 東北・泉キャンパス 建築デザイン学科

宮城県 東北学院 建築デザイン学科

宮城県 ヒューマンキャンパス 大工技能学科

福島県 福島県立小高産業技術 建築デザイン学科

福島県 松韻学園福島 建築デザイン学科

福島県 福島県立いわき光洋 建築デザイン学科

福島県 福島県立修明 建築デザイン学科

福島県 福島県立須賀川 建築デザイン学科



福島県 福島県立長沼 大工技能学科

福島県 福島県立二本松工業 建築デザイン学科

福島県 福島県立白河実業 大工技能学科

福島県 福島県立福島明成 建築デザイン学科

福島県 福島県立保原 建築デザイン学科

福島県 福島県立保原 建築デザイン学科

福島県 福島県立保原 建築デザイン学科

福島県 福島県立保原 大工技能学科

山形県 山形県立米沢興譲館 建築デザイン学科

山形県 米沢中央 大工技能学科

岩手県 岩手県立一関工業 建築デザイン学科

岩手県 岩手県立高田 大工技能学科

岩手県 岩手県立黒沢尻北 建築デザイン学科

岩手県 岩手県立盛岡第三 建築デザイン学科

岩手県 岩手県立大東 大工技能学科

岩手県 第一学院　盛岡キャンパス 建築デザイン学科

秋田県 秋田県立秋田北鷹 大工技能学科

青森県 弘前学院聖愛 大工技能学科

青森県 弘前東 大工技能学科

青森県 青森県立むつ工業 大工技能学科

青森県 青森県立五所川原工業 建築デザイン学科

青森県 青森県立三沢 建築デザイン学科

青森県 青森県立尾上総合(定時制) 建築デザイン学科

青森県 青森県立六ケ所 建築デザイン学科

青森県 八戸工業高等専門 建築デザイン学科

新潟県 新潟県立新井 建築デザイン学科

神奈川県 星槎国際 大工技能学科

千葉県 千葉県立八千代東 大工技能学科

商業施設士補

6名登録
出身県 出身校 学科

宮城県 宮城県石巻好文館 建築デザイン学科

宮城県 宮城県石巻西 建築デザイン学科

宮城県 東北・泉キャンパス 建築デザイン学科

山形県 山形県立酒田光陵 建築デザイン学科

岩手県 岩手県立岩谷堂 建築デザイン学科

岩手県 岩手県立盛岡第三 建築デザイン学科

測量・土木分野

測量士［国家資格］

2名登録
出身県 出身校 学科

秋田県 秋田県立秋田工業 測量学科

秋田県 秋田県立西目 測量学科



測量士補［国家資格］

45名登録
出身県 出身校 学科

宮城県 宮城県工業 環境土木工学科

宮城県 宮城県柴田農林 測量学科

宮城県 宮城県柴田農林 環境土木工学科

宮城県 宮城県石巻工業 測量学科

宮城県 宮城県石巻工業 測量学科

宮城県 宮城県築館 環境土木工学科

宮城県 宮城県本吉響 環境土木工学科

宮城県 宮城県利府 測量学科

宮城県 古川学園 環境土木工学科

宮城県 仙台市立仙台工業 測量学科

宮城県 仙台城南 環境土木工学科

宮城県 仙台城南 測量学科

宮城県 仙台城南 環境土木工学科

宮城県 東北学院榴ケ岡 環境土木工学科

福島県 福島県立小高産業技術 測量学科

福島県 福島県立会津農林 環境土木工学科

福島県 福島県立岩瀬農業 測量学科

福島県 福島県立須賀川 測量学科

福島県 福島県立福島西 測量学科

福島県 福島県立福島明成 環境土木工学科

福島県 福島県立福島明成 測量学科

福島県 福島県立勿来工業 環境土木工学科

山形県 新庄東 環境土木工学科

山形県 創学館 測量学科

岩手県 岩手県立遠野 環境土木工学科

岩手県 岩手県立葛巻 測量学科

秋田県 秋田県立横手清陵学院 環境土木工学科

秋田県 秋田県立横手清陵学院 環境土木工学科

秋田県 秋田県立横手 環境土木工学科

秋田県 秋田県立金足農業 測量学科

秋田県 秋田県立金足農業 測量学科

秋田県 秋田県立金足農業 測量学科

秋田県 秋田県立金足農業 環境土木工学科

秋田県 秋田県立五城目 測量学科

秋田県 秋田県立秋田工業 環境土木工学科

秋田県 秋田県立大曲工業 測量学科

秋田県 秋田県立雄物川 測量学科

青森県 五所川原第一 環境土木工学科

青森県 青森県立五所川原農林 環境土木工学科

青森県 青森県立三本木農業 環境土木工学科

青森県 青森県立八戸工業 環境土木工学科

青森県 青森県立八戸工業 測量学科

青森県 青森県立八戸西 測量学科

青森県 青森県立板柳 環境土木工学科

茨城県 茨城県立下館工業 環境土木工学科



土木施工管理技士［国家資格］

2級（学科）　19名合格
出身県 出身校 学科

宮城県 宮城県工業 環境土木工学科

宮城県 宮城県築館 環境土木工学科

宮城県 宮城県本吉響 環境土木工学科

宮城県 古川学園 環境土木工学科

宮城県 仙台城南 環境土木工学科

宮城県 東北学院榴ケ岡 環境土木工学科

福島県 福島県立会津農林 環境土木工学科

福島県 福島県立福島明成 環境土木工学科

福島県 福島県立勿来工業 環境土木工学科

山形県 新庄東 環境土木工学科

岩手県 岩手県立遠野 環境土木工学科

秋田県 秋田県立横手清陵学院 環境土木工学科

秋田県 秋田県立横手清陵学院 環境土木工学科

秋田県 秋田県立金足農業 環境土木工学科

秋田県 秋田県立秋田工業 環境土木工学科

青森県 青森県立五所川原農林 環境土木工学科

青森県 青森県立三本木農業 環境土木工学科

青森県 青森県立八戸工業 環境土木工学科

青森県 青森県立板柳 環境土木工学科

建設機械関係

小型移動式クレーン技能講習

14名合格
出身県 出身校 学科

宮城県 宮城県工業 環境土木工学科

宮城県 宮城県登米 大工技能学科

宮城県 宮城県名取 大工技能学科

宮城県 仙台市立仙台工業 大工技能学科

宮城県 仙台市立仙台工業 大工技能学科

宮城県 仙台城南 環境土木工学科

宮城県 ヒューマンキャンパス 大工技能学科

福島県 福島県立会津農林 環境土木工学科

福島県 福島県立長沼 大工技能学科

山形県 新庄東 環境土木工学科

秋田県 秋田県立横手清陵学院 環境土木工学科

青森県 青森県立むつ工業 大工技能学科

茨城県 茨城県立下館工業 環境土木工学科

神奈川県 星槎国際 大工技能学科

小型車両系建設機械 特別教育

4名合格
出身県 出身校 学科

宮城県 仙台城南 環境土木工学科



山形県 新庄東 環境土木工学科

秋田県 秋田県立横手清陵学院 環境土木工学科

秋田県 秋田県立秋田工業 環境土木工学科

玉掛け技能講習

21名合格
出身県 出身校 学科

宮城県 宮城県宮城広瀬 建築デザイン学科

宮城県 宮城県宮城広瀬 大工技能学科

宮城県 宮城県古川工業 建築デザイン学科

宮城県 宮城県工業 環境土木工学科

宮城県 宮城県登米 大工技能学科

宮城県 宮城県名取 大工技能学科

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 建築デザイン学科

宮城県 仙台市立仙台工業 大工技能学科

宮城県 仙台市立仙台工業 大工技能学科

宮城県 仙台城南 環境土木工学科

宮城県 東北学院榴ケ岡 環境土木工学科

宮城県 ヒューマンキャンパス 大工技能学科

福島県 福島県立会津農林 環境土木工学科

福島県 福島県立長沼 大工技能学科

山形県 新庄東 環境土木工学科

山形県 米沢中央 大工技能学科

岩手県 岩手県立岩谷堂 建築デザイン学科

秋田県 秋田県立横手清陵学院 環境土木工学科

秋田県 秋田県立横手清陵学院 環境土木工学科

青森県 八戸工業高等専門 建築デザイン学科

神奈川県 星槎国際 大工技能学科

フォークリフト運転特別教育

4名合格
出身県 出身校 学科

宮城県 宮城県名取 大工技能学科

宮城県 仙台市立仙台工業 大工技能学科

宮城県 仙台市立仙台工業 大工技能学科

神奈川県 星槎国際 大工技能学科

ローラー運転特別教育

4名合格
出身県 出身校 学科

宮城県 仙台城南 環境土木工学科

福島県 福島県立勿来工業 環境土木工学科

山形県 新庄東 環境土木工学科

茨城県 茨城県立下館工業 環境土木工学科



デザイン分野

色彩士検定

2級　1名合格
出身県 出身校 学科

青森県 八戸工業高等専門 建築デザイン学科

3級　11名合格
出身県 出身校 学科

宮城県 宮城県古川工業 建築デザイン学科

宮城県 宮城県柴田 建築デザイン学科

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 建築デザイン学科

福島県 福島県立相馬東 建築デザイン学科

福島県 福島県立保原 建築デザイン学科

山形県 山形県立酒田光陵 建築デザイン学科

岩手県 岩手県立一関工業 建築デザイン学科

秋田県 秋田県立秋田北鷹 建築デザイン学科

青森県 青森県立五所川原工業 建築デザイン学科

青森県 八戸工業高等専門 建築デザイン学科

新潟県 新潟県立新井  建築デザイン学科

福祉住環境コーディネーター

3級　21名合格
出身県 出身校 学科

宮城県 宮城県宮城広瀬 建築デザイン学科

宮城県 宮城県古川工業 建築デザイン学科

宮城県 宮城県白石工業 建築デザイン学科

宮城県 聖和学園・三神峯キャンパス 建築デザイン学科

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 建築デザイン学科

宮城県 仙台市立仙台工業 建築デザイン学科

宮城県 仙台城南 建築デザイン学科

福島県 福島県立小高産業技術 建築デザイン学科

福島県 帝京安積 建築デザイン学科

福島県 福島県立修明 建築デザイン学科

福島県 福島県立福島明成 建築デザイン学科

岩手県 岩手県立一関工業 建築デザイン学科

岩手県 岩手県立岩谷堂 建築デザイン学科

岩手県 岩手県立盛岡工業 建築デザイン学科

岩手県 岩手県立盛岡第三 建築デザイン学科

秋田県 秋田県立秋田北鷹 建築デザイン学科

青森県 青森県立五所川原農林 建築デザイン学科

青森県 青森県立三沢 建築デザイン学科

青森県 青森県立八戸中央 建築デザイン学科

青森県 八戸工業高等専門 建築デザイン学科

新潟県 新潟県立新井 建築デザイン学科


