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３年生の進路決定状況を報告します
１２月１５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 59 56 115 71 61.7%

就職 13 10 23 21 91.3%

その他 0 0 0 0 -

計 72 66 138 92 66.7%

（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

20 3 15.0% 14 5 35.7% 34 8 23.5%

26 16 61.5% 21 15 71.4% 47 31 66.0%

1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0%

2 2 100.0% 6 6 100.0% 8 8 100.0%

看護医療 0 0 － 4 3 75.0% 4 3 75.0%

その他 10 9 90.0% 10 10 100.0% 20 19 95.0%

59 31 52.5% 56 40 71.4% 115 71 61.7%

（３）就職決定状況

男 女 男 女 男 女

一般 0 3 1 0 1 3

金融 0 0 0 0 0 0

0 1 0 1 0 2

4 0 2 2 6 2

0 1 1 1 1 2

1 1 2 0 3 1
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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。センター

試験対策もいよいよ大詰めを迎えます。現役生は

まだまだ伸びます。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 道路維持作業 秋田道路株式会社
管内 土木技術者 株式会社柳沢建設
管内 総合職 株式会社せせらぎ宿
管内 一般事務 かづの農業協同組合
管内 製造オペレーター 小坂製錬株式会社
管内 事務職員 医療法人寿光会
県内 接客事務販売 トヨタカローラ秋田株式会社
県内 ＶＲサポート 株式会社テクノス秋田
県内 総合職 大館ヤクルト販売株式会社
県外 保線・土木 東日本旅客鉄道株式会社盛岡支社
県外 エステティシャン ＴＢＣグループ株式会社
県外 製造スタッフ 株式会社エフテック
県外 郵便局員 日本郵便株式会社東京支社
県外 飲料サービス 日本ビューホテル株式会社浅草事業所
県外 洋菓子製造 Ｄ&Ｎコンフェクショナリー株式会社
県外 チェッカー職 株式会社オオゼキ
県外 技術技能職 医療法人明徳会総合新川橋病院

公務員試験合格状況
地域 職種 事業所名

管内 事務職 鹿角市役所
管内 事務職 鹿角広域行政組合
県外 事務職 税務職員 東北
県外 保安 自衛官 一般曹候補生
県外 保安 自衛官 自衛官候補生(2名）

短期大学
短大 学科 方式

秋田職業能力開発短期大学校 住居環境科 自己
盛岡大学短期大学部 幼児教育科 推薦
仙台青葉短期大学 観光ﾋﾞｼﾞﾈｽ学科 ＡＯ
仙台青葉学院短大 ビジネスキャリア学科 指定
東北生活文化大学短期大学部 生活文化学科食物栄養学専攻ＡＯ
会津大学短期大学部 食物栄養科 推薦
城西短期大学 ビジネス総合学科 指定
秋草学園短大 幼児教育夜間 ＡＯ
新渡戸文化短期大学 臨床検査学科 推薦
湘北短期大学 総合ビジネス・情報学科 ＡＯ

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
花巻高等看護専門学校 看護科 推薦
東武医学技術専門学校 臨床検査科 指定

専門学校（その他）
学校 学科 方式

札幌ビジュアルアーツ 写真学科 担任推
秋田県立鷹巣技術専門校 住宅建築科 一般
秋田県立鷹巣技術専門校 自動車 推薦
盛岡医療福祉専門学校 柔道整復学科 ＡＯ
岩手歯科医療専門学校 歯科技工学科 推薦
仙台スイーツ&カフェ専門学校 スイーツパティシェ科 ＡＯ
宮城調理製菓専門学校 上級製菓技術科 ＡＯ
仙台ﾍｱﾒｲｸ専門学校 美容科 ＡＯ
仙台コミュニケーションアート専門学校 調理師科 ＡＯ
仙台リゾート＆スポーツ専門学校 スポーツトレーナー ＡＯ
仙台医療秘書福祉専門学校 医療秘書科 ＡＯ
国際アート＆デザイン大学校 コミックイラスト科 ＡＯ
いばらき中央福祉専門学校 介護科 ＡＯ
東放学園音響専門学校 音響技術科 ＡＯ
キャスウェル ホテル＆ブライダル専門学校 ホテル学科 ＡＯ
新東京歯科衛生士専門学校 歯科衛生科 ＡＯ
東京医薬専門学校 医療事務科 ＡＯ
ＨＡＬ東京専門学校 ゲーム制作学科 ＡＯ
日本医歯薬専門学校 歯科衛生士学科Ⅰ部 ＡＯ

国公立大学

大学 学部 学科 方式
室蘭工業大学 工学部 機械航空創造系学科 推薦
青森県立保健大学 健康科学部 社会福祉学科 推薦
弘前大学 人文社会科学部 社会経営課程 推薦
岩手大学 人文社会学部 地域政策課程 ＡＯ
岩手大学 理工学部 化学・生命理工学科化学コース 推薦
秋田県立大学 生物資源科学部 アグリビジネス学科 推薦
福島大学 人文社会学部 行政政策学類 推薦
高崎経済大学 経済学部 経営学科 推薦

私立大学
大学 学部 学科 方式

東京農業大学 生物産業学部 アクアバイオ学科 推薦
北翔大学 生涯スポーツ学部 スポーツ教育学科 推薦
弘前医療福祉大学 医療技術学科 言語聴覚学専攻 推薦
秋田看護福祉大学 看護福祉学部 看護学科 指定
日本赤十字秋田看護大学 看護学部 看護学科 推薦
岩手医科大学 看護学部 推薦
東北福祉大学 総合マネジメント学部 産業福祉マネジメント学科 ＡＯ
石巻専修大学 経営学部 ＡＯ
東北公益文科大学 公益学部 公益学科 指定
日本大学 工学部 建築学科 ＡＯ
国際医療福祉大学 保健医療学部 作業療法学科 ＡＯ
高崎健康福祉大学 保健医療学部 理学療法学科 推薦
流通経済大学 経済学部 経済学科 ＡＯ
城西国際大学 福祉総合学部 理学療法学科 推薦
淑徳大学 看護栄養学部 栄養学科 ＡＯ
明海大学 外国語学部 日本語学科 ＡＯ
了徳寺大学 健康科学部 看護学科（2名） ＡＯ
国士舘大学 法学部 現代ビジネス法学科 ＡＯ
駒澤大学 文学部 国文学科 自己
駒澤大学 法学部 法律学科 ＡＯ
拓殖大学 外国語学部 中国語学科 ＡＯ
玉川大学 教育学部 教育学科保健体育専攻 ＡＯ
津田塾大学 学芸学部 英文学科 推薦
東京医療保健大学 医療保健学部 医療栄養学科 推薦
東海大学 国際文化学部 地域創造学科（2名） ＡＯ
法政大学 社会学部 社会政策科学科 部活動
湘南医療大学 保健医療学部 看護学科 推薦
山梨学院大 スポーツ科学部 ＡＯ
新潟医療福祉大学 社会福祉学部 社会福祉学科 ＡＯ


