
三重県立久居農林高等学校【２０２１／３／３１】

アートコーポレーション（アート引越センター） 清少納言 堀坂 愛知工業大学 土木工学科防災土木工学専攻 愛知県立農業大学校 園芸農産課程果樹専攻
アイケーディ 世古工務店 ホンダカーズ三重 愛知産業大学 経営学部総合経営学科 旭美容専門学校 トータルエステティック科
愛知機械工業 瀬古食品　Ｄｒｅａｍオーシャン 本田技研工業　鈴鹿製作所 大阪樟蔭女子大学 学芸学部ライフプランニング学科 旭美容専門学校 美容科
アクアイグニス多気株式会社ＶＩＳＯＮ セコム三重 マコトロイ工業 岐阜経済大学 経営学部スポーツ経営学科 伊勢保健衛生専門学校 歯科衛生学科
旭電器工業 ＺＴＶ マスヤ 岐阜聖徳学園大学 経済情報学部経済情報学科 上田安子服飾専門学校 ファッションクリエーター学科ファッションクリエイターコース
旭鍍金 ゼビオ　スーパースポーツゼビオ津ラッツ店 松阪ＡＰＭ 京都先端科学大学 バイオ環境学部食農学科 エコール辻　大阪 辻カフェ＆パティスリーマスターカレッジ
アサンテ セントラル硝子 松阪興産 皇學館大学 現代日本社会学部現代日本社会学科 エコール辻大阪 辻製菓マスターカレッジ
アドウェル 全日警　中部空港支社 松阪厚生病院 皇學館大学 文学部コミュニケーション学科 大阪医専 医療福祉学部医療技術学科作業療法コース
アンセイ三重工場 装建工業 松崎歯科医院 皇學館大学 文学部国文学科 大阪工業技術専門学校 建築学科
アンテンドゥ ソラスト　三重支社 マリンフーズ　三重工場 四国大学 経営情報学部経営情報学科 大阪スクールオブミュージック プロミュージシャン科ヴォーカルパフォーマンスワールドバンドヴォーカルコース

イオンリテール　東海カンパニー名古屋事務所 大衛　津工場 丸亀産業 鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部医療福祉学科医療福祉学専攻 大阪文化服装学院 ブランドマネージメント学科
伊賀ふるさと農業協同組合 大建工業　三重工場 丸高コンクリート工業　三重事業所 鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部医療栄養学科管理栄養学専攻 大阪ペピィ動物看護専門学校 動物看護総合学科　福祉コース
いせしま森林組合 大興 丸トポートリー食品　松阪支店 鈴鹿医療科学大学 保健衛生学部鍼灸サイエンス学科鍼灸・スポーツトレーナー学専攻 大原法律公務員専門学校　津校 １年制公務員科
伊勢農業協同組合 大和精工 丸豊技研　三重工場 中京学院大学 経営学部経営学科 大原法律公務員専門学校　津校 ２年制公務員科
伊勢村田製作所 タカノ商事 マルマンストア 名古屋学院大学 経済学部経済学科 大原簿記医療観光専門学校　津校 ２年制医療事務科医療事務コース
伊勢湾マリン開発 タカノフーズ関西 マルヤス 名古屋女子大学 家政学部生活環境学科 京都栄養医療専門学校 衛生専門課程栄養士科２年制
一志ゴルフ倶楽部 田中工業所 ミートサプライ 名古屋文理大学 健康生活学部フードビジネス学科 ＫＥＮＫＥＮ プロ育成コース
井村屋 田中紙管三重工場 三重いすゞ自動車 新潟食料農業大学 食料産業学科 湖南馬事研修センター
ウス井樹園 田村組 三重ヰセキ販売 日本福祉大学 経済学部経済学科 鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校 医療秘書科
宇戸平工務店 ＣＨＡＭＰＩＯＮ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 三重伊丹電機 人間環境大学 人間環境学部環境科学科 専門学校　セントラルトリミングアカデミー 動物美容・管理学科
嬉野食品工業 中央土木 三重河西 三重大学 生物資源学部共生環境学科 中日美容専門学校 美容科
ＡＨＢ 中勢ゴム みえぎょれん販売 三重大学 生物資源学部資源循環学科 中部ファッション専門学校 ファッション学科
エクセディ　上野事業所 中勢森林組合 三重県観光開発 四日市大学 環境情報学部環境情報学科 中和医療専門学校 柔道整復師科
エスケー化研　三重営業所 津安芸農業協同組合 三重交通 四日市大学 総合政策学部総合政策学科 津看護専門学校 看護学科
ＳＷＳ西日本 津松菱 三重総合コンサルタント（メロンズテイル） 酪農学園大学 農食環境学群循環農学類畜産コース 辻学園調理・製菓専門学校 上級調理師科
遠藤製作所 ＴＨＫ　三重工場 三重チキン 酪農学園大学 農食環境学群循環農学類農学コース 辻製菓専門学校 製菓技術マネンジメント学科
凰林会 TBCグループ 三重中央農業協同組合 鈴鹿大学短期大学部 生活コミュニケーション学科こども学専攻 辻調理師専門学校 調理技術マネジメント学科
オークワ ティップトップ 三重中西金属 鈴鹿大学短期大学部 生活コミュニケーション学科食物栄養学専攻 辻調理師専門学校 調理師本科
大里畜産 デリカ食品 三重日野自動車 高田短期大学 キャリア育成学科オフィスワークコース 津文化服装専門学校 服飾技術科　夜間部
オカダコーポレーション デンソー 三重ヒヨコ 高田短期大学 キャリア育成学科介護福祉コース 東亜和裁 和裁基礎コース
オクトス 東海近畿クボタ　一宮事務所 三重ユニフォーム 高田短期大学 子ども学科 東海医療工学専門学校 救急救命科
オクムラ（旧　奥村ゴム製作所） 東海紙器 水谷建設 名古屋文化短期大学 服飾美容専攻メイクアップ・コスメティックコース 東海工業専門学校　金山校 建築工学科
オプト電工 東海不動産 ミヤコ産業 西日本短期大学 緑地環境学科 東海工業専門学校　金山校 測量設計科
おやつカンパニー 東プレ東海 ミュゼプラチナム 三重短期大学 生活科学科食物栄養学専攻 東海工業専門学校　金山校 土木工学科
柿安本店　東京本部 東邦ガステクノ 明和プラテック 三重短期大学 生活科学科生活科学専攻　居住環境コース 東京ＩＴ会計専門学校 情報処理学科
河西工業ジャパン（旧三重河西） 東和化工　三重工場 メナード青山リゾート（日本メナード化粧品） ユマニテク短期大学 幼児保育学科 トライデント外国語・ホテル・ブライダル専門学校 英米語学科総合英語専攻
嘉祥会 トーシンリゾート モビリティランド　鈴鹿サーキット トライデントコンピューター専門学校 ゲームカレッジプログラマー専攻
関西紙業 戸田家 ヤマト運輸　三重主管支店 名古屋医療秘書福祉専門学校 医療秘書科
ぎゅーとら トッパンパッケージプロダクツ　松阪工場 大和串Ｐｌａｎｎｉｎｇ 名古屋ウエディング&ブライダル専門学校 ウエディングプランナー科
共栄工業 トモ　営業本部 ヤマモリ 名古屋ウェディング＆ブライダル専門学校 ブライダルヘアメイク＆ドレス科
近畿日本鉄道 トヨタ自動車 ヤマモリ 名古屋ウェディング＆フラワー・ビューティ学院 フラワービジネス科フラワーウェディングコース
近鉄・都ホテルズ　四日市都ホテル トヨタ車体 ヤンマーアグリジャパン　中部近畿支社 名古屋ECO動物海洋専門学校 エコ・コミュニケーション科
近鉄リテーリング トリックス ユーサポート 名古屋カフェ・パティシエ＆調理専門学校 カフェ・パティシエ科パティシエ＆ショコラティエコース
楠原歯科医院 ＮＡＫＡＧＡＷＡ 陽光園 名古屋観光専門学校 鉄道交通学科鉄道コース
クラギ ナガサクコンサルタント 横浜ゴム　三重工場 名古屋工学院専門学校 コンピュータ・ＩＴ分野ＡＩシステム科
ＫＳ 長島観光開発 ライジング　明和工場 名古屋工学院専門学校 コンピュータ・ＩＴ分野情報システム科
健栄製薬 中日本高速道路 リケンテクノス　三重工場 名古屋工学院専門学校 ゲームCG分野
コイサンズ 中日本産業 リンリン 名古屋こども専門学校 保育科
ゴートップ（旧　新日本工業） 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋 ＲＯＡＫ　ＨＥＩＲ 名古屋スクールオブビジネス専門学校 ビューティービジネス学科
国分プレス工業　安濃工場 中村土建 綿清商店（わたせい） 名古屋スクールオブビジネス専門学校 ペットビジネス科
近藤緑化 ニシタニ 名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 コンサート企画制作コース
三恵技研工業　安濃工場 ニチリン　白山 【自営・自己開拓】 名古屋スクールオブミュージック＆ダンス専門学校 照明ライティングコース
三洋化学工業 日東電工　亀山事業所 伊藤牧場 名古屋製菓専門学 洋菓子技術マスター科
ＧＭＴ 日本郵便　東海支社 茨木塗装 名古屋デザイナー学院 インテリアデザイン学科インテリアコーディネート専攻
シーズプランニング ニプロファーマ　伊勢工場 岩本建設 名古屋デザイナー学院 ビジュアルデザイン学科グラフィックデザイン専攻
シーボン 日本土建 Ｍ’ｓ　Ｎａｉｌ 日本ナレーション演技研究所　お茶の水校
ＪＡ全農みえミート 日本フェニックス 奥津新聞販売所今井新聞店 名古屋ビジュアルアーツ専門学校 パフォーミングアーツ　ダンサー専攻
ジェイエイ津安芸 ＮＯＳＥＡＮＡ 三時の羊ｃａｆｅ 名古屋ビューティーアート専門学校 トータルビューティー科
JFEエンジニアリング　津製作所 ハイパーツ三重　久居事業所 スカイ 名古屋ビューティーアート専門学校 ヘアメイク科
ＪＦＥテクノス　三重事業所 白山開発　白山ヴィレッジゴルフコース 鮨　いの上 名古屋美容専門学校 美容科
シャープ　亀山工場 医療法人博仁会(村瀬病院ｸﾞﾙｰﾌﾟ） 宝牧場 名古屋リゾート＆スポーツ専門学校 スポーツトレーナー科
ジャパンファインプロダクツ 八甲　ゴルフ事業部 豊田畜産 日本ペット文化学院 トリマー養成コース／動物看護士養成コース
ジャパンマリンユナイテッド　津事業所 八昇製菓 ㈲ナガモリ ＨＡＬ名古屋 昼間コース２年制　ゲーム学科
寿泉会　しおりの里 はっとり美容室 ＨＡＲＭＯＮＹ ＨＡＬ名古屋 夜間コース　ＷＥＢデザイン学科
正和製菓 花やの六さん ひさい動物クリニック ヒューマンアカデミー名古屋校 パフォーミングアーツカレッジ　声優専攻
白川建設 パブリックサービス 美容室　エアラ 北海道ハイテクノロジー専門学校 医療専門課程　救急救命士学科
神宮司廳 はまゆう会 Ｂｅｌｉｖｅ（ＡＰＯＡ） 三重介護福祉専門学校 介護福祉士科
新生電子　松阪工場 葉山電器製作所 ビルテック・ユー 三重県農業大学校 果樹コース
シンセイフーズ ヒラマツ　虹の夢　津 フレッシュ物流 三重県農業大学校 水田作コース
寿がきや食品 ファーム（滋賀農業公園ブルーメの丘） 法善寺横丁　本湖月 三重県農業大学校 畜産コース
鈴鹿インター ファイブフォックス 三重県いなば園 三重県農業大学校 野菜コース
住友電装　津製作所 ファナックサーボ 三重中央医療センター 三重公務員学院 全日制コース
住友理工 富士電設備株式会社 椋の樹農産 三重調理専門学校 調理経営学科調理製菓２年コース
社会福祉法人すみれ会　吉祥苑 フタバ電子工業 Ｌａｎｓｅｎ（ランセン） 三重調理専門学校 調理師科調理１年コース
社会福祉法人すみれ会　百花苑 プロマット・ジャパン 椋の樹農産 ミエへアーチストアカデミー 美容科
スルガ　亀山工場 ヘアーアンドコミュニケーション　佑 Ｌａｎｓｅｎ（ランセン） 森ノ宮医療学園専門学校 柔道整復学科

ユマニテク医療福祉大学校 作業療法学科
ユマニテク医療福祉大学校 歯科衛生学科
ユマニテク医療福祉大学校 理学療法学科

国家公務員（名古屋税関） 三重県職員（技術） 航空自衛隊（自衛官） ユマニテク看護助産専門学校 看護学科
国家公務員　国土交通省中部整備局（土木） 三重県職員（農業） 海上自衛隊（自衛官） ユマニテク調理製菓専門学校 製菓製パン総合学科

四日市職員（土木） 陸上自衛隊（自衛官） ユマニテク調理製菓専門学校 総合調理学科
津市職員（事務） 陸上自衛隊　高等工科学校 ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校 スポーツ健康科アスリートコース
松阪市職員（土木）

専門学校・各種学校就職

　　平成３０年度～令和２年度卒業生に下記の事業所および進学先から採用内定・入試合格をいただきました。

大学・短期大学

　厚くお礼申し上げます。(五十音順に記載）

公務員　（合格）


