
                 進路だより NO.7

科 大学名 学部 学科 入試区分

A 鹿児島大学　 農 農業生産科学科 一推

G くらしき作陽大学 子ども教育 小学校・特別支援学校コース 一推

S 大阪学院大学 経営 経営 AO

S 大阪学院大学 経営 経営 AO

G 兵庫医療大学 リハビリテーション 作業療法 一推

G 広島都市学園大学 健康科 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 指定

G 関西福祉大学 教育 児童教育 一推

E 広島工業大学 工 知能機械工 指定

G 島根県立大学 看護栄養 健康栄養 総合推

G 島根県立大学短期大学部 保育 一推

G 広島文化学園短期大学 保育 指定

G 広島文化学園短期大学 保育 一推

G 広島文化学園短期大学 コミュニティ生活 指定

G 大阪成蹊短期大学 幼児教育 指定

S ＩＧＬ医療福祉専門学校 柔整 特待生

S 麻生工科自動車大学校 １級自動車整備 一推

G 出雲医療看護専門学校 言語聴覚 クラブ推薦

G 石見高等看護学院 看護 地域

G 石見高等看護学院 看護 地域

G 石見高等看護学院 看護 地域

A 石見高等看護学院 看護 地域

A 北九州市立高等理容美容学校　 理容科 一推

G 京都保健衛生専門学校 第一臨床検査 一推

A 高津理容美容専門学校 美容科 一推

G 島根県歯科技術専門学校 歯科衛生士 一推

G 島根県歯科技術専門学校 歯科衛生士 一推

G ＥＳＰエンタテイメント東京 音楽芸能スタッフ科　コンサート制作コース AO

G 京都栄養医療専門学校 衛生専門課程管理栄養科４年生 AO

A 島根県立農業大学校 農学科 有機農業 一般

A 島根県立農林大学校 農業科 有機農業 一推

S 東京デザイン専門学校 ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ 一推

G 東京モード学園 モード基礎学科 一推

S ﾄﾘﾆﾃｨ広島医療福祉専門学校 臨床工 特待生

G 浜田医療ｾﾝﾀｰ付属看護学校 看護 一推

G 平岡調理製菓専門学校 製菓衛生師本科 AO

G 広島医療秘書こども専門学校 こども総合 AO

S 広島自動車大学校 自動車整備科 2級整備士コース 指定

S 広島情報専門学校 情報システム科 ゲームクリエイト専攻 指定

A 広島酔心調理製菓専門学校 調理師科 一推

G 広島ﾋﾞｭｰﾃｨｰｱｰﾄ専門学校 トータルビューティー 一推

G 広島美容専門学校 トータルビューティー ヘアメイクコース 一推

A ポリテクカレッジ島根 住居環境科 指定

A 山口県立農業大学校 園芸学科果樹専攻 一般

S 山口コアカレッジ専門学校 IT・ビジネス 一推

A ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｶﾚｯｼﾞ島根 理学療法学科 指定

S 自衛隊

E 益田広域消防本部

E 自衛隊

A 自衛隊

A 国家公務員

A 大田市役所

A 島根県職員

A 自衛隊

A 大田市役所

A 国家公務員

A 島根県職員
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　師走となり、何かと忙しい時季となりました。９月１６日から始まった就職試験はほぼ決まり、進学に関しては、来年の一般受験が残っていると
いう状況です。まだまだ、全員の進路が決まっていませんが、１２月２２日現在の状況を載せています。
１・２年生の皆さんは、自分の進路決定の参考にしてください。
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一般企業

会社名 科 事業内容 職　種 住　所 勤務地 県

1 (株)ジュンテンドー Ａ ホームセンター 販売 益田市下本郷町206-5 島根、山口、鳥取 島根

2 堀建設(株) Ａ 総合建設業 建設技術者補助員 鹿足郡津和野町枕瀬575-9 津和野町 島根

3 大畑建設(株) Ａ 総合建設業 土木技術者 益田市大谷町36-3 益田市 島根

4 シマネ益田電子(株) Ｅ 半導体製造業 半導体製造業 益田市虫追町ロ320-97 益田市 島根

5 (株)ホンダカーズ石見 Ｇ ホンダ車の販売・修理 一般事務 益田市高津6-8-22 益田市 島根

6 アケボノ(株) Ｓ プラスチック金型設計 プラスチック金型製造 益田市左ヶ山町ロ167-1 益田市左ヶ山町 島根

7 島根県農業協同組合　西いわみ地区本部 Ｇ 総合農協 事務及び営業 益田市駅前町15-1 益田･鹿足の各支所 島根

8 (株)内村電機工務店 Ｅ 電気工事 配電工事技術者(電気) 出雲市今市町1154-10 益田市かもしま東町 島根

9 日本郵便(株) Ｇ 金融、窓口業務、不動産等 郵便局員 広島市中区東白島町19-8 希望配属エリア内 島根

10 日本郵便(株) Ｇ 金融、窓口業務、不動産等 郵便局員 広島市中区東白島町19-8 希望配属エリア内 島根

11 マルハマ食品(株) Ｇ 食品製造･販売 食品製造職 浜田市周布町イ１００ 浜田市周布町 島根

12 (株)松永牧場 Ａ 肉用業の繁殖 肉用牛の哺育、育成、管理 益田市種村町イ1780-1 益田市種村町 島根

13 (株)美都森林 Ａ 木材の伐採、搬出 木材伐出作業員 益田市美都町都茂1076 益田市美都町 島根

14 花の店　エムフローラ Ａ 生花小売業 生花販売 益田市有明町1-7 益田市有明町 島根

15 （公社）益田市医師会 Ｇ 介護事業 介護職員 益田市遠田町1917-2 益田市遠田町 島根

16 花柳園 Ａ 生花販売・配達 生花販売・配達 益田市喜阿弥町ｲ２９９ 花柳園工場、キヌヤ本店、中吉田店 島根

17 トラスト・Ａ Ｇ 各種店舗 パン製造 松江市浜乃木2-9-5 松江、米子、出雲 島根

18 島根中井工業(株) Ｓ 製造業 製造職 益田市美都町仙道850-1 益田市美都町および虫追町 島根

101 パナソニック(株) Ｅ 総合エレクトロニクスメーカー 技能職 大阪府門真市大字門真1006 門真市、草津市 大阪

102 西日本コベルコ建機(株) Ｓ 建設機械の販売サービス 建設機械・運搬機械の整備・修理サービス 兵庫県尼崎市丸島町４６－１ 神戸市、姫路市、尼崎市などの各工場 兵庫

103 西日本電気テック(株) Ｅ 鉄道電気設備の検査 技術職 大阪市淀川区宮原3-5-24 西日本各地のメンテナンスセンター、駐在 大阪

104 中電環境テクノス(株) Ｓ 発電所等の運転・管理 技術職 広島県広島市中区小町4-33 中国地方9事業所 広島

105 中電環境テクノス(株) Ｅ 発電所等の運転・管理 技術職 広島県広島市中区小町4-33 中国地方9事業所 広島

106 中国電力(株) Ｅ 電気事業 技術職(電気) 広島県広島市中区小町4-33 中国5県の事業所 広島

107 岸本建設(株) Ａ 総合建設業 建設業(技術・技能) 大阪府摂津市昭和園9-13 摂津市昭和園 大阪

108 中電プラント(株) Ｓ 建設業 機械・電気技術職(工事施工管理) 広島県広島市南出汐2-3-18 中国5県の事業場 広島

109 中電プラント(株) Ｅ 建設業 機械・電気技術職(工事施工管理) 広島県広島市南出汐2-3-18 中国5県の事業場 広島

110 常石造船(株) Ｓ 造船業 技能職 広島県福山市沼隈町常石1083 福山市 広島

111 （財）中国電気保安協会 Ｅ 一般電気工作物の検査 電気設備の保安 広島県広島市中区小町4-33 広島市中区 広島

112 (株)きんでん Ｅ 設備工事業 外線工事 大阪府大阪市北区本庄東2-3-41 関東・関西を中心とした全国の事業所 大阪

113 石田エンジニアリング(株) Ｅ
エレベータ・エスカレータ据付・改修、
立体駐車場の保守・改修

エレベータ・エスカレータ据付・改修、
立体駐車場の保守・改修

大阪市福島区大開2-10-40 東京都北区 大阪

114 新川電機(株) Ｓ 電子機器の販売・保守 セールス・システム・カスタマー 広島県広島市中区三川町10-9 広島市中区、その他全国の支店 広島

115 (株)竹原美創 Ａ 理容・美容業 美容師補助 京都市右京区太秦川所町7-17 京都市右京区 京都

116 日東電工(株)尾道事業所 Ｓ 液晶用光学材料の製造 製造技能職 広島県尾道市美ノ郷町本郷455-6 尾道市、亀山市、豊橋市、草津市 広島

117 (株)日本製鋼所広島製作所 Ｓ 機械製造業 技能・技術職 広島市安芸区船越南1-6-1 広島市安芸区 広島

118 住友電気工業(株)大阪製作所 Ｓ 電線・ケーブル等製造 技術職 大阪市此花区島屋1-1-3 大阪市、伊丹市 大阪

119 住友電気工業(株)大阪製作所 Ｅ 電線・ケーブル等製造 技術職 大阪市此花区島屋1-1-3 大阪市、伊丹市 大阪

120 (株)デンソー Ｅ 自動車用システム製品 高専生(電気)→生産関係職 愛知県刈谷市昭和町1-1 愛知県安城市(学園) 愛知

121 西日本電気システム(株) Ｅ 鉄道電気工事 電気技術者 大阪市淀川区宮原3-5-36 西日本エリア 大阪

122 (株)東京躯体 Ｓ 鳶・土木工事等 鳶・土工 東京都中央区人形町3-12-7 東京都中央区日本橋富沢町2-17 東京

123 岸本建設(株) Ａ 総合建設業 建設業(技術・技能) 摂津市昭和園9-13 摂津市昭和園 大阪

124 キョーラク(株) Ｓ プラスチックの総合企業 技能職 東京都中央区東日本橋1-1-5 愛知県豊橋市 東京

125 （株）タカキベーカリー Ｓ パン洋菓子の製造・販売 工務・エンジニアリング 広島市中区鶴見町2-19 広島、千代田、岡山、秦野、つくば 広島

126 （株）ディック　ソリューション　エンジニアリング Ｅ 情報系・電機系エンジニア エンジニア 東京都港区浜松町1-29-6 東京都大田区・府中市 東京

127 合同産業（株） Ｅ 建築物総合管理 ビル設備管理技術者 広島市中区大手町2-7-10 広島市内の各事業所 広島

128 コベルコ建機(株) Ｓ 建設機械製造･販売 技能職(広島) 広島市佐伯区五日市港2-2-1 五日市工場、沼田工場 広島

129 (株)にしけい Ｓ 航空保安警備 空港保安検査員 福岡市博多区店屋町5-10 羽田空港、伊丹空港 福岡

130 (株)サンテック Ｅ 電気工事 技能工／送電 広島市中区大手町5-3-18 中国5県 広島

131 (株)サンテック Ｓ 電気工事 広島電機工場 広島市中区大手町5-3-18 中国5県 広島

132 (株)サンテック Ｅ 電気工事 広島電機工場 広島市中区大手町5-3-18 中国5県 広島

133 (株)中電工 Ｅ 電気工事 屋外電気工事技術者 広島市中区小網町6-12 各事業所 広島

134 広成建設（株） Ａ 建設工事 施工管理（線路） 広島市東区上大須賀町1-1 広島市東区上大須賀町 広島

135 (株)サンデリカ　広島事業所 Ｓ 調理パン、米飯、惣菜 生産技術職 広島県廿日市市串戸1-10-14 広島県廿日市市串戸 広島

136 日電工業(株) Ｅ 発変電に関する工事 技術（機械、電気） 広島市南区出汐2-3-29 中国地方各事業所 広島

137 (株)ワイテック Ｅ 自動車部品製造 生産技能職／広島 広島県安芸郡海田町曽田3-74 安芸郡海田工場、安芸区中野工場 広島

138 (株)ワークステーションＭＥＧ Ｇ ホテル 接客係 大阪市西区阿波座1-4-4 兵庫県 大阪

139 (株)レールテック Ａ 軌道保守工事 技術職 大阪市淀川区西中島5-4-20 JR西日本管内 大阪

140 (株)フォービル Ａ 型枠工事 型枠大工 大阪市旭区赤川2-2-23 大阪府周辺の建築現場 大阪

141 (株)ソルコム Ｅ 通信設備工事 通信設備エンジニア 広島市中区南千田東町2-32 中国地方各営業所 広島

142 (株)クリアー Ｓ カラオケルーム カラオケルーム店員 東京都豊島区西池袋1-44-4 東京都、埼玉、千葉、神奈川県 東京

143 （株）そわか Ｅ 理美容業 理容見習い 大阪市淀川区西中島6-7-3 大阪府茨木市彩都あさぎ1-2-1 大阪

144 ＳＣＹグループ(株) Ｇ フィットネス事業 接客スタッフ 大阪府高槻市芥川町1-8-26 各店 大阪

145 (株)福屋 Ｇ 百貨店 販売・接客 広島県広島市中区胡町6-26 八丁堀店、広島駅前店 広島

146 (株)サークフィットカーブス事業部 Ｇ フィットネス施設 接客スタッフ 東京都練馬区貫井1-2-1 東京都練馬区貫井1-2-1 東京

147 (株)かんでんエンジニアリング Ｅ 電気工事 技術職 大阪市北区中之島6-2-27 関西一円 大阪

148 (株)サンテック Ｅ 電気工事 技能工／送電 広島市中区大手町5-3-18 中国5県 広島

149 (株)ショウトク Ｅ 航空機地上支援業務 航空機地上支援業務 千葉県成田市川上245-1388 成田国際空港 千葉


