
東陵高等学校 

近年の主な進路実績（合格・内定実績） 
(2022 年 4 月現在) 

【四年制大学】 

（国立）北海道大学 文学部 

（国立）北海道教育大学 国際地域学科 

（国立）宮城教育大学 教育学部 中等教育教員養成課程 数学教育専攻/保健体育専攻 

（国立）新潟大学 法学部 法学科 

（国立）岩手大学 人文社会学群 人間文化課程 

（国立）山形大学 工学部 情報科学科/化学・バイオ工学科 

地域教育文化学部 地域教育文化学科 

（国立）福島大学 人文社会学部 経済経営学類 

（公立）高崎経済大学 経済学部 

（公立）福知山公立大学 地域経営学部 地域経営学科 

（公立）名桜大学 人間健康学部 スポーツ健康学科 

（公立）釧路公立大学 経済学部 経営学科 

（公立）名寄市立大学 保健福祉学部 社会福祉学科 

（公立）長野県立大学 グローバルマネジメント学部 グローバルマネジメント学科 

獨協医科大学 医学部 医学科 

東京理科大学 理学部 数学科 

立教大学 法学部 法学科 / 文学部 文学科 / 経営学部 国際経営学科 / 

コミュニティ福祉学部 コミュニティ政策学科 

明治大学 文学部 史学地理学科 / 農学部 食料環境政策学科 

中央大学 法学部 政治学科・国際企業関係法学科 / 文学部 人文社会学科 

法政大学 文学部 史学科・哲学科 / ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ学部 ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 

関西大学 社会安全学部 安全マネジメント学科 

立命館大学 産業社会学部 現代社会学科 

明治学院大学 心理学部 心理学科 

成城大学 文芸学部 英文学科 / 社会ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学部 政策ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ学科 

順天堂大学 スポーツ健康科学部 

駒澤大学 文学部 史学科 / 経済学部 現代応用経済学科 

日本大学 商学部 会計学科 / 理工学部 数学科 / 経済学部 経済学科 

帝京大学 経済学部 経済学科 / 医療技術学部 スポーツ医療学科 

東海大学 国際文化学部 / 理学部 情報数理学科・物理学科 /生物学部 生物学科 

國學院大學 法学部 法律学科 

大東文化大学 文学部 日本文学科 

国士舘大学 文学部 教育学科/政経学部 政経学科 

近畿大学 総合社会学部 

中京大学 スポーツ科学部 

白鷗大学 教育学部 発達科学科 / 法学部 法律学科 



東京農業大学 国際食料情報学部 

札幌大学 地域創生学群 

岩手医科大学 薬学部 薬学科 

東北医科薬科大学 薬学部 生命薬学科 

青森大学 薬学部 薬学科 

岩手保健医療大学 看護学部 

東北学院大学 法学部 法律学科 / 経済学部 経済学科・共生社会経済学科 / 

経営学部 経営学科 / 文学部 英文学科 / 教養学部 情報科学科 

東北福祉大学 教育学部 教育学科 / 総合福祉学部 社会福祉学科 / 

総合ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学部 情報福祉ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 

東北文化学園大学 医療福祉学部 看護学科・保健福祉学科/ 

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学科 理学療法学専攻・作業療法学専攻/ 

総合政策学部 総合政策学科 

東北工業大学 ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ学部 経営ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科・生活ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科/建築学部 

仙台大学 体育学部 体育学科/現代武道学科/運動栄養学科/ 

健康福祉学科/ｽﾎﾟｰﾂ情報ﾏｽﾒﾃﾞｨｱ学科/子ども運動教育学科 

石巻専修大学 人間学部 人間文化学科 / 経営学部 経営学科 / 

理工学部 生物科学科・情報電子工学科・機械工学科 

尚絅学院大学 総合人間科学部 現代社会学科 

宮城学院女子大学 教育学部 教育学科 / 生活科学部 食品栄養学科 / 

学芸学部 人間文化学科・心理行動科学科 

東北生活文化大学 美術学部 美術表現学科 

国際医療福祉大学 保健福祉学部 理学療法学科 

神田外語大学 外国語学部 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

神奈川大学 理学部 数理･物理学科 / 経営学部 国際経営学科 

関東学院大学 法学部 法学科 / 社会学部 現代社会学科 

帝京平成大学 健康医療スポーツ学部 柔道整復学科 

他 多数！ 
 

【短期大学】 

（公立）静岡県立大学短期大学部 社会福祉学科       上智大学短期大学部 英語学科 

仙台青葉学院大学 看護学科/栄養学科/子ども学科 

他 多数！ 
 

【専門学校等】 

気仙沼市医師会附属准看護学校                 日本航空大学校 

宮城県塩釜医師会付属准看護学院                  日産栃木自動車大学校 

石巻市医師会附属准看護学校                        トヨタ東京自動車大学校 

大崎市医師会附属准看護学校                        花壇自動車大学校 

山形厚生看護学校                                  宮城県立仙台高等技術専門校 



仙台医健専門学校                                  宮城県立気仙沼高等技術専門校 

東日本医療専門学校                                仙台医療秘書福祉専門学校 

仙台リハビリテーション専門学校                       仙台大原簿記情報公務員専門学校 

仙台こども専門学校                                 宮城調理製菓専門学校 

他 多数！ 
【公務員】 

宮城県警察官                              大曲仙北広域市町村圏組合消防職員・初級消防 

警視庁                                    陸上自衛隊一般曹候補生 

埼玉県警察官陸上自衛官候補生           刑務官 

 

【就職】 

(管内) 

気仙沼漁業協同組合 

株式会社 阿部長商店 

株式会社 加和喜フーズ 

株式会社 気仙沼商会 

株式会社 みらい造船 

株式会社 ヤヨイサンフーズ 

株式会社 ミヤカン 

東日本船舶株式会社 

株式会社 気仙沼自動車学校 

株式会社 アベキ 気仙沼営業所 

社会福祉法人 憲心会 

特定非営利活動法人 なごみ 

大信電設工業 株式会社 気仙沼営業所 

株式会社オノデラコーポレーション 

社会福祉法人 千香会 

医療法人医徳会 介護老人保健施設歌津つつじ

苑 

社会福祉法人なかつうみ会 

(県内) 

アイリスオーヤマ株式会社 

宮城県漁業協同組合 

タカラ米穀株式会社 

株式会社 カネサ藤原屋 

宮城県農業共済組合株式会社 

ネッツトヨタ仙台株式会社 

株式会社 早坂サイクル商会 

セイホク株式会社 

医療法人社団 仁明会齋藤病院 

いすゞ自動車東北 株式会社 

トヨタカローラ宮城 株式会社 

株式会社 登米村田製作所 

葵工業 株式会社 

株式会社エフオープランニング 

東洋ワークセキュリティー株式会社 

株式会社 トヨタレンタリース宮城 

浅井鉄工株式会社 宮城工場 

株式会社 サン・ベンディング東北 

宮城第一信用金庫 

(県外) 

株式会社 JFE ウイング 

株式会社 オヤマ 

H&M Hennes & Mauritz Japan 株式会社 

株式会社 リーブルテック 

日新製薬 株式会社 

株式会社 ヴェリエス 

株式会社 石狩レッドフェニックス 

                 他 多数！
 


