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３年生の進路決定状況を報告します
１２月１４日現在での３年生の進路決定状況を報告します。

詳細は裏にあります。

（１）進路希望別人数と決定状況 秋田県立花輪高等学校

進路 男 女 計 決定者 決定率

進学 47 64 111 77 69.4%

就職 15 9 24 21 87.5%

その他 0 1 1 1 100.0%

計 62 74 136 99 72.8%

（２）進路希望と決定状況

希望者 決定者 決定率 希望者 決定者 決定率 希望者 決定者 決定率

13 3 23.1% 19 10 52.6% 32 13 40.6%

17 9 52.9% 21 16 76.2% 38 25 65.8%

0 0 - 0 0 - 0 0 -

0 0 - 5 5 100.0% 5 5 100.0%

看護医療 4 4 100.0% 4 3 75.0% 8 7 87.5%

その他 13 12 92.3% 15 15 100.0% 28 27 96.4%

47 28 59.6% 64 49 76.6% 111 77 69.4%

（３）就職決定状況

男 女 男 女 男 女

一般 1 0 1 0 2 0

金融 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 1

4 3 0 0 4 3

1 2 1 2 2 4

2 0 3 0 5 0

8 5 5 3 13 8
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１２月１５日現在の進路内定状況です。

１・２年生は、先輩の達成した進路先の企業名や

学校名から業務内容や学問の内容を調べ、具体的な

進路志望を描き、行動に移していきたいところです。

３年生はまだまだ勝負が続きます。早く決めるこ

とだけが大事なことではありません。どれだけの準

備をし、どれだけの想いで向かったのかが、進路先

での将来の姿につながるのです。自分を信じて日々

努力を続けましょう。

民間企業内定状況

地域 職種 企業名

管内 分析技術員 ＤＯＷＡテクノリサーチ株式会社

管内 電工 株式会社かなでん

管内 介護支援員 社会福祉法人花輪ふくし会(3名)

管内 製造オペレーター 小坂製錬株式会社

管内 農林漁業 有限会社ポークランド

管内 自動車整備士 有限会社沢田自動車整備工場

県内 技能職 ニプロ株式会社大館工場(3名)

県外 引越作業員 アートコーポレーション株式会社

県外 美容アシスタント 株式会社おしゃれ企画　ＺＥＬＥ

県外 理容アシスタント 株式会社ハンサム

県外 販売スタッフ 株式会社ファイブフォックス

県外 郵便局員 日本郵便株式会社東京支社

公務員試験合格状況

地域 職種 事業所名

管内 事務職 鹿角広域行政組合(2名)

県外 保安 自衛官　一般曹候補生(3名)

専門学校（医療系）

学校 学科 方式

岩手看護専門学校 本科 推薦

仙台保健福祉専門学校 作業療法科 ＡＯ

国際医療看護福祉大学校 臨床工学士科 一般

東京都立荏原看護専門学校 看護学科 推薦

東京医薬専門学校 臨床工学技士科 ＡＯ

横浜労災看護専門学校 (労災病院院長推薦) 院長推薦

横浜中央病院附属看護専門学校 看護学科 ＡＯ

専門学校（その他）

学校 学科 方式

北海道メディカル・スポーツ専門学校 ＡＯ

鷹巣技術専門校 自動車整備科 一般

北日本ハイテクニカルクッキングカレッジ 製菓衛生師科（2名） ＡＯ

北日本医療福祉専門学校 こどもマイスター養成科 ＡＯ

上野法律ビジネス専門学校 文化・教養（2名） 推薦

盛岡医療福祉専門学校 医療事務学科 推薦

盛岡ペットワールド専門学校 ドッグトレーナー科 ＡＯ

大原スポーツ公務員専門学校 盛岡校 文化・教養専門課程 自己

仙台コミュニケーションアート専門学校 調理師科 ＡＯ

仙台コミュニケーション専門学校 クリエーティブコミュニケーション学科 ＡＯ

仙台こども専門学校 保育科（3名） ＡＯ

仙台総合ペット専門学校 飼育管理科 ＡＯ

日本デザイナー芸術学院仙台校 ＡＯ

東京法律専門学校 行政学科警察官・消防官・自衛官ｺｰｽ ＡＯ

国際マルチビジネス専門学校 国際ホテル学科 ＡＯ

音響芸術専門学校学校 録音・ＰＡ技術科 ＡＯ

Ｅ＆Ｇアカデミー ＡＯ

東京医薬専門学校 歯科衛生士科 ＡＯ

東京リゾート＆スポーツ専門学校 スポーツ保育科 ＡＯ

日本電子専門学校 ＡＩ ＡＯ

日本電子専門学校 コンピュータグラフィックス科 ＡＯ

ＨＡＬ東京 ゲーム学科 ＡＯ

代々木アニメーション学院 声優アニソン科 ＡＯ

国公立大学

大学 学部 学科 方式

弘前大学 人文社会科学部 ＡＯ

岩手大学 教育学部 小学校教育コース 推薦

宮城大学 看護学群 看護学類（3名） ＡＯ

秋田大学 国際資源学部 国際資源学科 ＡＯ

秋田大学 理工学部 システムデザイン工学科機械工学コース ＡＯ

秋田大学 理工学部 物質科学科応用化学コース ＡＯ

秋田県立大学 システム科学技術学部 建築環境システム学科 推薦

山形大学 人文学部 人文社会科学科 推薦

山梨大学 教育学部 学校教育課程障害児教育コース 推薦

都留文科大学 文学部 英文学科 推薦

静岡文化芸術大学 文化政策学部 国際文化学科 推薦

私立大学

大学 学部 学科 方式

東北女子大学 家政学部 健康栄養学科 推薦

岩手医大学 看護学部 看護学科 推薦

盛岡大学 文学部 社会文化学科 推薦

盛岡大学 文学部 児童教育学科・保育 推薦

東北学院大学 法学部 法律学科 指定

東北福祉大学 健康科学部 保健看護学科 推薦

東北福祉大学 総合福祉学部 社会福祉学科 推薦

尚絅学院大学 心理・教育学群 心理学類 推薦

尚絅学院大学 健康栄養学群 健康栄養学類 推薦

秋田看護福祉大学 看護福祉学部 看護学科 指定

秋田看護福祉大学 看護福祉学部 看護学科（2名） 推薦

国際医療福祉大学 保健医療学部 看護学科 ＡＯ

日本薬科大学 薬学科 ＡＯ

城西大学 薬学部 薬学科 ＡＯ

淑徳大学 人文学部 歴史学科 推薦

明海大学 経済学部 経済学科 部活動

駒澤大学 グローバルメディアスタディーズ グローバルメディア学科 ＡＯ

帝京平成大学 健康メディカル学部 医療科学科救急救命士コース 推薦

帝京科学大学 医療科学部 東京理学療法学科 自己

東海大学 政治経済学部 政治学科 ＡＯ

日本大学 危機管理学部 危機管理学科 推薦

日本大学 スポーツ科学部 競技スポーツ学科 部活動

新潟医療福祉大学 リハビリテーション学部 理学療法学科 ＡＯ

新潟医療福祉大学 医療技術学部 救急救命学科 ＡＯ

短期大学

短大 学科 方式

青森中央短期大学 幼児保育学科 指定校

聖和学園短期大学 保育学科 ＡＯ

仙台青葉学院短期大学 観光ビジネス科 ＡＯ

東京歯科大学短期大学 歯科衛生士学科 推薦

洗足こども短期大学 幼児教育保育科 ＡＯ


