
平成２８年度～３０年度卒業生　就職先一覧

年度 就職先 勤務地 職種

1 秋田やまもと農業協同組合　 三種町 総合事業職

2 有限会社　ブランメルインターナショナル 北秋田市 ソーイングオペレーター

3 株式会社　三愛 北秋田市 葬祭スタッフ

4
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（３名）

秋田市 カスタマーサービススタッフ

5 大民石油販売株式会社 秋田市 ガソリンスタンドスタッフ

6 ユナイテッド計画　株式会社 潟上市 プラント運転員

7 太陽鉱油　株式会社 秋田市 ガソリンスタンドスタッフ

8 有限会社エーエスケー 大仙市 金属切削加工員

9 株式会社　ＥＮＥＯＳフロンティア 東京都 サービスステーション販売スタッフ

10 株式会社　サッポロライオン 東京都 ホールスタッフ（就職・進学制度）学生社員

11 厚木プラスチック株式会社関東工場 群馬県 製造機械オペレーター

12 株式会社　吉仙 函館市　他 （総合職）
店舗スタッフ・店長候補

13 男鹿断熱　 男鹿市 熱絶縁工

14 株式会社　ふくまる 秋田市 ホールスタッフ

15 自衛隊　（２名） 秋田市 自衛官候補生

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 事務従事者

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 保安職業従事者
2 秋田活版印刷 株式会社 秋田市 生産工程従事者
3 株式会社リーディングアクター 秋田市 サービス職業従事者
4 太平熔材株式会社 秋田市 事務従事者
5 株式会社　そごう・西武　西武秋田店 秋田市 販売従事者
6 ＳＫシーリング 秋田市 建設・採掘従事者
7 有限会社ＳＤＣアイテック 由利本荘市 生産工程従事者
8 廣瀬産業株式会社 由利本荘市 生産工程従事者

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 販売従事者

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 事務従事者

11 ナガイ白衣株式会社 大仙市 生産工程従事者
12 株式会社　中村技建 東京都 専門的・技術的職業従事者
13 宗教法人　出雲大社　相模分祠 神奈川県 サービス職業従事者
14 海上自衛隊　（自衛官候補生） 京都府 保安職業従事者
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                             No,7  R1.6.30(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！     
明日から令和２年３月卒業新規高卒求人票が全国一斉に公開されます。求人票は、６Ｆ進路指

導室にて閲覧可能です。県内企業の求人数も昨年度に引き続き増加傾向にあります。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。 
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掲示用 2019/6/26

通信制課程　進路指導部

２０１９　学校説明会・オープンキャンパス一覧

　会の名称 実施日時 場所 備考

秋田技術専門校 ７月２６日（金） 秋田技術専門校 申込は個人で行うこと。

オープンキャンパス 午前９時３０分～１１時３０分 （別紙チラシ参照）

秋田県立衛生看護学院 ７月２２日（月） 校内申込締切

オープンキャンパス 　午前９時３０分～１２時 ６月１６日（日） 終了

　午後１時３０分～４時 担任へ

７月２３日（火）

　午前９時３０分から１２時 ★12月分は後日

中通高等看護学院 第１回　　７月２７日（土） 校内申込締切

オープンキャンパス 　　　午前９時３０分～午後３時 ６月３０日（日）

第２回　　７月２９日（月） 担任へ

　　　午前９時～午後４時

聖霊女子短期大学 ７月６日（土）、９月７日（土）

オープンキャンパス 午後１時～４時

秋田大学 ７月２７日（土） 秋田大学　手形キャンパス

オープンキャンパス 日時未定 　同　　　本道キャンパス

秋田公立美術大学 ７月２７日（土）
 秋田公立美術大学 事前申込必要。詳細は要項発表後。

オープンキャンパス 午前９時３０分～午後３時３０分

日本赤十字秋田看護大学 ７月２１日（日） 申込は大学ＨＰより各自で

日本赤十字秋田短期大学 午前１０時３０分～午後３時

オープンキャンパス

秋田県立大学 ７月１４日（日）

生物資源科学部 午前９時３０分～午後３時３０分 事前申込なし

（秋田キャンパス）

秋田県立大学 ７月１５日（月）祝

システム科学技術学部 午前９時３０分～午後３時３０分 事前申込なし

（本荘キャンパス）

模擬授業・体験実習・秋田県
ドクターヘリ見学体験など

学科紹介・模擬講義、実験
公開など

学科説明会・模擬講義・研究
室大公開など

★　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。

秋田県立衛生看護学院

中通高等看護学院

聖霊女子短期大学 事前申込なし

事前申込なし

連 絡                

１ 全年次生対象 

（１）新規高卒者・中小企業等就職促進セミナーについて（別紙要項参照） 

   地元の中小企業の魅力を知る良い機会です。卒年次生はもちろん、在校生（１～３年次生）、 

保護者の方の参加も可能です。県内就職を考えている人は、是非参加してください。当日、 

進路指導部職員も参加します。 

①日 時 ７月２８日（日）午後１時～４時３０分（現地集合、現地解散の予定）  

②場 所 秋田キャッスルホテル ４階 矢留の間 

③内 容 第１部 秋田の中小企業紹介、企業ＰＲ、経営者・社会人からのメッセージ  

        第２部 採用予定企業との情報交換会（進路指導教諭、就職希望生徒・保護者）  

④申 込 ７月４日（木）までに申込用紙を担任へ提出すること。 

（２）大学入学共通テスト説明会について（別紙案内参照） 

次のとおり、説明会を実施します。大学進学希望者は是非参加してください。  

    ①日 時 ７月２４日（水）午後１時３０分～２時３０分   

   ②場 所 ６Ｆ多目的教室  

③内 容 大学入試センター試験との違いについて 等 

   ③申 込 ７月１４日（日）＜Ｓ８＞までに申込用紙を担任へ提出すること。 

（３）県内大学・専門学校オープンキャンパス等について（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 卒年次生対象 

（１）一般職業適性検査結果説明・就職相談について 

  検査受検者対象に７月３日(水)、５日（金）１０時から１２時まで行います。指定した時間 

の１０分前に６Ｆキャンパスキューブで待機してください。不明な点は進路主事まで。 

（２）就職のための実践講座について（７月３日・９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。 


