
平成２９年度～令和元年度卒業生　就職先一覧

年度 就職先 勤務地 職種

1 株式会社　国際パトロール 秋田市 警備

2
株式会社プレステージインターナショナル
秋田ＢＰＯキャンパス

秋田市 事務

3 ホームテック　株式会社 秋田市 経理・事務
4 株式会社　アジマックス 秋田市 接客・サービス
5 株式会社　澤木塗装工業 男鹿市 製造・製作
6 秋田プリマ食品　株式会社 由利
本荘市 製造・製作
7 中国料理　ニュー幸楽 由利
本荘市 接客・サービス
8 株式会社　羽後林産 由利
本荘市 その他
9 株式会社　門脇木材 仙北市 製造・製作

10 株式会社　グランドパレス川端 大仙市 接客・サービス
11 介護老人保健施設　ふれ愛の里 秋田市 介護・福祉
12 医療法人　水仙会 宮城県 経理・事務
13 扇屋商事　株式会社(２名） 宮城県 接客・サービス
14 株式会社　協和清掃運輸　ふじみ野支社 埼玉県 その他
15 株式会社　フードサプライ 千葉県 その他
16 株式会社　オオゼキ 東京都 接客・サービス

1 日本通運株式会社秋田支店 秋田市 保安
2 秋田活版印刷 株式会社 秋田市 生産工程
3 株式会社リーディングアクター 秋田市 サービス
4 太平熔材株式会社 秋田市 事務
5 株式会社　そごう・西武　西武秋田店 秋田市 販売
6 ＳＫシーリング 秋田市 建設・採掘
7 有限会社ＳＤＣアイテック 由利本荘市 生産工程
8 廣瀬産業株式会社 由利本荘市 生産工程

9
イオンスーパーセンター株式会社
盛岡本部

由利本荘市 販売

10
プレステージインターナショナル
秋田ＢＰＯキャンパス　にかほブランチ

由利本荘市 事務

11 ナガイ白衣株式会社 大仙市 生産工程
12 株式会社　中村技建 東京都 専門・技術
13 宗教法人　出雲大社　相模分祠 神奈川県 サービス
14 海上自衛隊　（自衛官候補生） 京都府 保安

1 株式会社ニプロ大館工場 大館市 生産工程
2 ニプロファーマ株式会社大館工場 大館市 生産工程
3 株式会社横浜ファーマシー 大館市 販売
4 社会福祉法人正和会 潟上市 介護サービス
5 株式会社ＴＧＦ 潟上市 生産工程
6 東邦運輸倉庫株式会社 秋田市 運送・機械運転
7 株式会社ドン・キホーテ 秋田市 販売
8 サカイ引越センター 秋田市 運搬・清掃・包装等
9 株式会社高速 秋田市 運搬・清掃・包装等

10 株式会社クメカワリネン 秋田市 サービス
11 株式会社きららホールディングス 秋田市 介護サービス
12 有限会社堀井鉄工 秋田市 生産工程
13 株式会社ヤマトモード 秋田市 サービス
14 イートアンド株式会社 東京都 サービス
15 西濃運輸株式会社 東京都 運搬・清掃・包装等
16 株式会社ＯＧＩＳＨＩ 埼玉県 運搬・清掃・包装等
17 株式会社アクティオ 東京都 輸送・機械運転
18 アールアンドケーフードサービス株式会社 東京都 サービス
19 航空自衛隊＜自衛官候補生＞ 埼玉県 保安

29

30

元

                             No,7  R2.7.5(S7) 

                                                      秋 田 明 徳 館 高 等 学 校 

通信制課程  進路指導部 

高卒求人票 公開開始！     
７月１日から令和３年３月卒業新規高卒求人票が全国一斉に公開されています。求人票

は、６Ｆ進路指導室にて閲覧可能です。昨年度とは求人票の構成が異なっています。「進路の手

引き」ｐ26～29 をよく確認してください。次の表は、過去３年間の卒業生の就職先をまとめた

ものです。参考にしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進 路 通 信 

 



　会の名称 　実施日時 　会場 　備考

卒業予定者・既卒者が対象

新型コロナの影響のため事前申込が必要

日赤秋田看護大学（看護学部） ７月１９日（日） すべてのイベントをWEB形式で開催する

日赤秋田短期大学（介護福祉学科） ７月１９日（日）１３時～１６時３０分 日赤秋田短期大学 日程を短縮のうえ定員制で実施　ＨＰで申込

大曲技術専門校説明会 ８月２３日（日） 大曲技術専門校

★　詳細については、パンフレット・各学校のＨＰで確認すること。

聖霊女子短期大学

７月２６日（土）

秋田技術専門校 事前申込が必要　先着順の定員制なので早めに申し込むこと秋田技術専門校説明会

聖霊女子短期大学

オープンキャンパス

７月１８日（土）１３時～

９月　５日（土）１３時～

ＨＰの申込フォームから７月１５日（水）１６時まで受付する
秋田公立美術大学

オンライン進学相談会

８月２９日（土）

①１０時　②１１時　③１３時　④１４時

連 絡                

１ 全年次生対象 

（１）県内大学・専門学校オープンキャンパス等について 

   新型コロナウイルスの影響でほとんどの大学・短大においてオープンキャンパスが中止、

または延期となっています。学校によってはオンラインでのイベントや進学相談会を実施し

ているところもありますので、主な学校を紹介します。前号の通信も併せて参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）各学校の資料配付・各種進学・就職情報について 

  ・栄美通信 資料配布ＤＡＹ（進学希望者向け） 

   ※７月２０日（月）１５時３０分～１８時３０分 アルヴェ４階洋室Ｃにて配布。 

  ・さんぽう バーチャル進学フェア（進学希望者向け） 

   ※ＨＰにアクセスするか別紙チラシのＱＲコードからアクセス。 

  ・秋田商工会議所 新卒者応援事業（就職希望者向け） 

   ※ＨＰにアクセスするか別紙チラシのＱＲコードからアクセス。 

   ※「秋田県就活情報サイトこっちゃけ！」「企業ガイドブックあきた２０２０」からもアク

セス可能です。 

（３）今後の模擬試験について 

  ・高校３年第３回 看護医療模試   

  ・高校２年第１回 看護医療模試    

  ・高校３年第１回 ベネッセ・駿台大学入学共通テスト模試 

  ・高校３年第１回 ベネッセ・駿台記述模試   

  ※いずれの模試も申込用紙は７月１２日（日）＜Ｓ８＞で配付します。 

（４）一般職業適性検査について（２年次生） 

  ８月１７日(月)、９時５０分から１１時まで行います。自分の職業適性がわかる検査とな

ります。今後の進路を考える上で大いに参考となります。この日は休まずに必ず受検してく

ださい。不明な点は進路指導主事まで。 

 

２ 卒年次生対象 

就職のための実践講座について（７月１０日実施） 

  事前に配付した要項等をよく確認し、遅刻しないように登校してください。急遽不測の事

態で欠席する場合は、必ず担任へ連絡すること。 


