
出身校別就職決定者
出身県 出身校 学科 内定先 内定先住所

宮城県 ヒューマンキャンパス    建築デザイン学科 (株)スイコウ 東京都

宮城県 宮城県塩釜 建築デザイン学科 石川建設(株) 宮城県

宮城県 宮城県塩釜 建築デザイン学科 大木建設(株)　東北支店 宮城県

宮城県 宮城県気仙沼 環境土木工学科 岩田地崎建設(株) 仙台支店 宮城県

宮城県 宮城県宮城広瀬 建築デザイン学科 ジェイ・エイ・ティー・シー設計(株) 東京都

宮城県 宮城県宮城広瀬 建築デザイン学科 川口土木建築工業(株) 埼玉県

宮城県 宮城県宮城広瀬 測量学科 (株)センソクコンサルタント 宮城県

宮城県 宮城県宮城野 建築デザイン学科 (株)デファンス設計　仙台支店 宮城県

宮城県 宮城県古川工業 環境土木工学科 向井建設(株)東北支店 宮城県

宮城県 宮城県佐沼 建築デザイン学科 (株)アリ設計 宮城県

宮城県 宮城県鹿島台商業 測量学科 (株)新星コンサルタント東北支社 宮城県

宮城県 宮城県柴田 大工技能学科 積和建設埼玉栃木(株) 栃木県

宮城県 宮城県小牛田農林 環境土木工学科 若葉建設(株) 宮城県

宮城県 宮城県小牛田農林 建築デザイン学科 (株)村田工務所 宮城県

宮城県 宮城県石巻好文館 環境土木工学科 (株)丸昭建設興業 宮城県

宮城県 宮城県石巻西 建築デザイン学科 (株)グリーンハウザー 宮城県

宮城県 宮城県仙台三桜 建築デザイン学科 日本建設(株)　仙台支店 宮城県

宮城県 宮城県仙台東 測量学科 佐野コンサルタンツ(株) 宮城県

宮城県 宮城県泉松陵 測量学科 (株)日野 東京都

宮城県 宮城県村田 大工技能学科 一建設(株) 東京都

宮城県 宮城県多賀城 建築デザイン学科 川口土木建築工業(株) 埼玉県

宮城県 宮城県白石工業 建築デザイン学科 (株)ＳＵＮ総合 宮城県

宮城県 宮城県名取 建築デザイン学科 (株)松浦組 宮城県

宮城県 宮城県名取北 大工技能学科 新山形ホームテック(株) 山形県

宮城県 宮城県利府 建築デザイン学科 日東工営(株) 東京都

宮城県 宮城県利府 大工技能学科 (株)清水工務店 宮城県

宮城県 宮城県亘理 大工技能学科 一条工務店宮城 宮城県

宮城県 古川学園 測量学科 土地家屋調査士 安藤事務所 宮城県

宮城県 聖和学園・三神峯キャンパス 環境土木工学科 (株)大伸建設 宮城県

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 大工技能学科 (株)エネサンス東北 宮城県

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 大工技能学科 (有)吉田建築 宮城県

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 大工技能学科 積和建設埼玉栃木(株) 埼玉県

宮城県 聖和学園・薬師堂キャンパス 大工技能学科 三井ホームエンジニアリング(株) 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 空調技工(株) 宮城県

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 大工技能学科 石川営板(株) 宮城県

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 大工技能学科 (株)一条工務店 宮城 宮城県

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 大工技能学科 石川営板(株) 宮城県

宮城県 仙台育英学園・多賀城校舎 大工技能学科 (株)一条工務店仙台 宮城県

宮城県 仙台工業 建築デザイン学科 東北ミサワ建設(株) 宮城県

宮城県 仙台工業 測量学科 (株)ケンセイ 宮城県

宮城県 仙台工業 大工技能学科 東北ミサワ建設(株) 宮城県

宮城県 仙台城南 建築デザイン学科 奈良建設(株) 神奈川県

宮城県 仙台城南 建築デザイン学科 向井建設(株) 宮城県

宮城県 仙台城南 大工技能学科 (株)仙台カナワホーム 宮城県

宮城県 東北・小松島キャンパス 建築デザイン学科 東北鉄骨橋梁(株) 宮城県

宮城県 東北・小松島キャンパス 測量学科 (株)ダイワ技術サービス 宮城県

宮城県 東北・小松島キャンパス 大工技能学科 (有)東武ハウジング 宮城県

宮城県 東北・小松島キャンパス 大工技能学科 (株)一条工務店 仙台 宮城県

宮城県 東北・小松島キャンパス 大工技能学科 スモリ工業(株) 宮城県

宮城県 東北・小松島キャンパス 大工技能学科 (株)エネサンス東北 宮城県

宮城県 東北・小松島キャンパス 大工技能学科 (株)一条工務店 宮城 宮城県

宮城県 東北・小松島キャンパス 大工技能学科 (株)一条工務店 宮城 宮城県



出身県 出身校 学科 内定先 内定先住所

宮城県 東北・小松島キャンパス 大工技能学科 三井ホームエンジニアリング(株) 東京都

宮城県 東北生活文化大学 建築デザイン学科 (株)パル 東京都

宮城県 東北生活文化大学 建築デザイン学科 (株)ユニバーサル建設 宮城県

宮城県 東陵 大工技能学科 (有)昆野建設 宮城県

福島県 (私立)石川 測量学科 柳津測量設計(株) 福島県

福島県 ふたば未来学園 測量学科 (株)大和田測量設計 福島県

福島県 尚志 大工技能学科 三井ホームエンジニアリング(株) 東京都

福島県 尚志（通信制）福島駅前キャンパス 建築デザイン学科 真栄工芸(株) 宮城県

福島県 松韻学園福島 大工技能学科 (株)一条工務店仙台 宮城県

福島県 松韻学園福島 大工技能学科 石川営板(株) 宮城県

福島県 東日本国際昌平 通信･白河 環境土木工学科 広成建設(株) 福島県

福島県 日本放送協会(ＮＨＫ)学園 環境土木工学科 昭和技術設計(株) 福島県

福島県 福島県立あさか開成 建築デザイン学科 (株)氏家建築設計事務所 宮城県

福島県 福島県立いわき総合 建築デザイン学科 多田建設(株) 東京都

福島県 福島県立会津 測量学科 (株)ケイナン 福島県

福島県 福島県立岩瀬農業 測量学科 (株)東日本建設コンサルタント 福島県

福島県 福島県立喜多方桐桜 測量学科 (株)郡山測量設計 福島県

福島県 福島県立原町 建築デザイン学科 庄司建設工業(株) 福島県

福島県 福島県立湖南 大工技能学科 マルヨシ工業(株) 福島県

福島県 福島県立修明 測量学科 (株)東日本建設コンサルタント 福島県

福島県 福島県立清陵情報 測量学科 日本振興(株) 福島県

福島県 福島県立川俣 大工技能学科 (株)千葉鉄工所 宮城県

福島県 福島県立相馬 建築デザイン学科 多田建設(株) 東京都

福島県 福島県立相馬 測量学科 (株)大和田測量設計 福島県

福島県 福島県立相馬農業 測量学科 福建コンサルタント 福島県

福島県 福島県立田村 建築デザイン学科 (株)セゾン 東京都

福島県 福島県立二本松工業 環境土木工学科 (有)丸中建設 福島県

福島県 福島県立白河実業 測量学科 (株)鈴幸技術コンサルタント 福島県

福島県 福島県立磐城桜が丘 測量学科 (株)トキワッテク 福島県

福島県 福島県立福島工業 建築デザイン学科 (株)構造計画 宮城県

福島県 福島県立福島明成 環境土木工学科 佐藤建材工業(株) 福島県

福島県 福島県立福島明成 環境土木工学科 (株)東北構造社 宮城県

福島県 福島県立平工業 測量学科 (株)東コンサルタント 福島県

福島県 福島県立保原 建築デザイン学科 (株)亀岡工務店 福島県

福島県 福島県立保原 大工技能学科 (株)北洲 宮城県

福島県 福島県立保原 大工技能学科 (株)引地工務店 福島県

山形県 九里学園 大工技能学科 新山形ホームテック(株) 山形県

山形県 山形県立山形工業 環境土木工学科 (株)田村測量設計事務所 山形県

山形県 山形県立山形工業 建築デザイン学科 (株)仙台都市整備センター 宮城県

山形県 山形県立酒田東 建築デザイン学科 大木建設(株)　東北支店 宮城県

山形県 山形県立新庄神室産業 建築デザイン学科 川口土木建築工業(株) 埼玉県

山形県 山形県立新庄神室産業 建築デザイン学科 日本設備工業(株) 東京都

山形県 山形県立新庄神室産業 建築デザイン学科 立花建設(株) 東京都

山形県 山形県立新庄神室産業 建築デザイン学科 ジェイ・エイ・ティー・シー設計(株) 東京都

山形県 山形県立新庄神室産業 建築デザイン学科 (株)リノベース 福島県

山形県 山形県立新庄神室産業 建築デザイン学科 (株)エイジャック 宮城県

山形県 山形県立長井 建築デザイン学科 (株)大和建築設計 埼玉県

山形県 山形県立長井工業 建築デザイン学科 川口土木建築工業(株) 埼玉県

山形県 山形県立米沢工業 測量学科 三善測量(株) 宮城県

山形県 山形城北 大工技能学科 三井ホームエンジニアリング(株) 東京都

山形県 新庄東 環境土木工学科 千田建設(株) 宮城県

山形県 新庄東 建築デザイン学科 (株)沼澤工務店 山形県

山形県 鶴岡東 測量学科 (株)大和エンジニア 山形県

山形県 東海大学山形 測量学科 (株)秋元技術コンサルタンツ 宮城県

山形県 東海大学山形 測量学科 (株)金沢総合コンサルタンツ 岩手県

山形県 東海大学山形 大工技能学科 三井ホームエンジニアリング(株) 東京都



出身県 出身校 学科 内定先 内定先住所

岩手県 花巻東 建築デザイン学科 多田建設(株) 東京都

岩手県 岩手県立花巻北 建築デザイン学科 (株)構造計画 宮城県

岩手県 岩手県立釜石 建築デザイン学科 (株)ＣＭＣ 東京都

岩手県 岩手県立久慈東 測量学科 (株)スズマ測量設計 岩手県

岩手県 岩手県立宮古商業 建築デザイン学科 (株)日盛ハウジング 岩手県

岩手県 岩手県立高田 建築デザイン学科 (株)日盛ハウジング 岩手県

岩手県 岩手県立高田 大工技能学科 スモリ工業(株) 宮城県

岩手県 岩手県立種市 測量学科 (株)青秋 青森県

岩手県 岩手県立盛岡工業 大工技能学科 (株)北洲 宮城県

岩手県 岩手県立大船渡 建築デザイン学科 (株)竹澤工務店 宮城県

岩手県 岩手県立大船渡東 測量学科 中井測量設計(株) 岩手県

岩手県 岩手県立大槌 測量学科 (有)スカイ測量設計 岩手県

岩手県 岩手県立福岡 建築デザイン学科 (株)安達建築設計事務所 東京都

岩手県 盛岡市立 環境土木工学科 佐藤建設(株) 岩手県

岩手県 盛岡誠桜 建築デザイン学科 (株)クリマテック 東京都

岩手県 専修大学北上 建築デザイン学科 郡建設(株) 茨城県

秋田県 秋田県立横手 建築デザイン学科 (株)シーモアオカダデザイン 秋田県

秋田県 秋田県立横手城南 測量学科 (株)岡部総合技術 秋田県

秋田県 秋田県立金足農業 測量学科 (株)石川技研コンサルタント 秋田県

秋田県 秋田県立金足農業 測量学科 (株)矢留測量設計 秋田県

秋田県 秋田県立五城目 測量学科 仙東技術(株) 宮城県

秋田県 秋田県立秋田工業 環境土木工学科 (株)ナカノアイシステム 新潟県

秋田県 秋田県立秋田工業 測量学科 (株)矢留測量設計 秋田県

秋田県 秋田県立秋田北鷹 建築デザイン学科 (株)エネ・グリーン 宮城県

秋田県 秋田県立増田 建築デザイン学科 (有)アシスト實務工房 秋田県

秋田県 秋田県立大館桂桜 環境土木工学科 (株)新東洋技術コンサルタント 宮城県

秋田県 秋田県立大館桂桜 大工技能学科 一建設(株) 東京都

秋田県 秋田県立大曲工業 環境土木工学科 (有)タカタツ 秋田県

秋田県 秋田県立大曲農業 大工技能学科 (有)サンコーベース 秋田県

秋田県 秋田県立湯沢翔北 建築デザイン学科 (株)小板橋建設 秋田県

秋田県 秋田和洋女子 建築デザイン学科 東和総合住宅(株) 宮城県

秋田県 聖霊女子短大付属 建築デザイン学科 (有)カントリーガーデン 秋田県

青森県 五所川原商業 建築デザイン学科 タクミホーム(株) 青森県

青森県 五所川原第一 建築デザイン学科 (株)エス・ケイ・ディ　仙台支店 宮城県

青森県 五所川原第一 建築デザイン学科 日本設備工業(株) 東京都

青森県 五所川原第一 測量学科 (株)東英 青森県

青森県 弘前東 建築デザイン学科 (株)南建設 青森県

青森県 弘前東 大工技能学科 (株)ウッドパーツ 北海道

青森県 青森県立五所川原 測量学科 (株)東北プランニング 岩手県

青森県 青森県立五所川原農林 環境土木工学科 (株)コンテック東日本 青森県

青森県 青森県立五所川原農林 建築デザイン学科 川口土木建築工業(株) 埼玉県

青森県 青森県立三本木農業 建築デザイン学科 (株)ＣＭＣ 東京都

青森県 青森県立青森北 建築デザイン学科 (株)ユニバーサル建設 宮城県

青森県 青森県立田名部 建築デザイン学科 日本設備工業(株) 東京都

青森県 青森県立八戸 環境土木工学科 八戸市役所 青森県

青森県 青森山田 測量学科 (株)Ｎｏｒｔｈ Ｓｈａｒｅ 青森県

青森県 八戸学院光星 測量学科 ＧＳＫ(株) 青森県

青森県 八戸学院野辺地西 大工技能学科 (株)アーネストウィング 東京都

茨城県 茨城県立勝田 建築デザイン学科 グロリア・アーツ(株) 神奈川県

北海道 旭川永嶺 建築デザイン学科 岩田地崎建設(株)　東北支店 宮城県

北海道 札幌大谷 建築デザイン学科 (株)現代綜合設計 東京都

沖縄県 沖縄県立北部工業        測量学科 (株)新日本興発コンサルタント 宮城県


