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【リ リ ー ス 事 項】 

 

１． 「就職ガイダンス in 公益大」を開催します [資料添付] 

 

２． 《東北公益文科大学 Koeki Kids Project》 

学生が酒田市立第四中学校で授業を行います 

 

 

 

 

 

次回の定例プレスリリース（ 3 月第 1 回）は 2018 年 3 月 14 日の予定です。 

 

 
リリースに関するお問い合わせ 

東北公益文科大学（広報担当） 

TEL）0234-41-1117  FAX）0234-41-1133 

E-mail）koho@koeki-u.ac.jp 



 

 

2018 年 2 月 28 日 

東北公益文科大学 

 

「就職ガイダンスｉｎ公益大」を開催します 
 

 

3 月 1 日の就職活動開始に伴い、本学学生と企業･団体様との出会いの場として、「就

職ガイダンス in 公益大」を実施いたします。 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

■日時 

2018 年 3 月 7 日（水）、8 日（木）、12 日（月）、13 日（火） 

午前の部/10：00～12：15、午後の部/13：30～15：45  

■会場 

東北公益文科大学 公益ホール 1 階 中研修室 1 
 

 

                

 

 

Press Release 

★ポイント 

○県内外を問わず、4 日間で１４４社の企業･団体様にご出展いただきます（出

展企業･団体リストは別紙のとおり）。 

○午前の部･午後の部の 2部制とし、全ての企業･団体様を入れ替えます。 

○出展企業･団体様には、1回 30 分程度で、会社の概要や仕事内容、採用を予定

している職種等について、学生にご説明いただきます。 

お問い合わせ 

 キャリア開発センター 

 電話）0234-41-1112 



 3月7日　午前の部

参加日時 企業名 本社所在地 業種
外国人留
学生採用

有無

大学院生
採用有無

7日-午前の部 株式会社ウンノハウス 山形県 建設・住宅・不動産 無し 有り

7日-午前の部 海上保安庁 東京都 官公庁・団体 無し 有り

7日-午前の部 社会福祉法人光風会 山形県 医療・福祉施設 無し 有り

7日-午前の部 社会福祉法人正覚会 山形県 医療・福祉施設 無し 有り

7日-午前の部 株式会社　荘内銀行 山形県 銀行 有り 有り

7日-午前の部 生活協同組合共立社 山形県 生活協同組合 無し 有り

7日-午前の部 株式会社セノン 東京都 その他サービス 有り 有り

7日-午前の部 第一貨物株式会社 山形県 運輸 無し 有り

7日-午前の部 社会医療法人若竹会　つくばセントラル病院 茨城県 医療・福祉施設 無し 有り

7日-午前の部 社会福祉法人ファミリーケアサービス 秋田県 医療・福祉施設 無し 無し

7日-午前の部 株式会社ベガスベガス 山形県 エンターテインメント 有り 無し

7日-午前の部 株式会社　北都銀行 秋田県 銀行 無し 有り

7日-午前の部 医療法人社団みつわ会 山形県 医療・福祉施設 無し 有り

7日-午前の部 株式会社ヤガイ 山形県 水産・食品 無し 有り

7日-午前の部 ヤマト運輸株式会社 東京都 運輸 有り 有り

7日-午前の部 株式会社八幡自動車商会 山形県 専門店（自動車関連） 有り 有り

7日-午前の部 ロイヤルネットワーク株式会社 山形県 その他サービス 有り 有り



 3月7日　午後の部

参加日時 企業名 本社所在地 業種
外国人留
学生採用

有無

大学院生
採用有無

7日-午後の部 アートコーポレーション株式会社 大阪府 運輸 有り 有り

7日-午後の部 アイジー工業株式会社 山形県 建設・住宅・不動産 無し 有り

7日-午後の部 秋田ダイハツ販売株式会社 秋田県 専門店（自動車関連） 無し 有り

7日-午後の部 株式会社 学研ココファン 東京都 医療・福祉施設 有り 有り

7日-午後の部 株式会社後藤組 山形県 建設・住宅・不動産 無し 有り

7日-午後の部 清山会医療福祉グループ 宮城県 医療・福祉施設 有り 有り

7日-午後の部 株式会社ツルハ 北海道 専門店（ドラッグストア・調剤薬局） 有り 有り

7日-午後の部 東洋ワーク株式会社 宮城県 人材紹介・人材派遣 無し 有り

7日-午後の部 東洋ワークセキュリティ株式会社 宮城県 その他サービス 無し 有り

7日-午後の部 ネッツトヨタ山形株式会社 山形県 専門店（自動車関連） 無し 有り

7日-午後の部 マックスバリュ東北株式会社 秋田県 コンビニエンス・GMSストア 有り 有り

7日-午後の部 株式会社南東北クボタ 宮城県 その他商社 無し 有り

7日-午後の部 山形県警察本部 山形県 官公庁・団体 無し 有り

7日-午後の部 山形ダイハツ販売株式会社 山形県 専門店（自動車関連） 無し 有り

7日-午後の部 山形トヨペット株式会社 山形県 専門店（自動車関連） 無し 無し

7日-午後の部 株式会社山形部品 山形県 商社（自動車・輸送用機器） 無し 無し

7日-午後の部 株式会社ヤマザワ薬品 山形県 専門店（ドラッグストア・調剤薬局） 無し 有り

7日-午後の部 株式会社ヨークベニマル 福島県 コンビニエンス・GMSストア 無し 有り

7日-午後の部 米沢電話設備株式会社 山形県 専門店（電器） 無し 有り

7日-午後の部 株式会社ワールドストアパートナーズ 宮城県 専門店（ファッション関連） 無し 有り



 3月8日　午前の部

参加日時 企業名 本社所在地 業種
外国人留
学生採用

有無

大学院生
採用有無

8日-午前の部 有限会社　安藤運輸 山形県 運輸 無し 無し

8日-午前の部 株式会社　安藤組 山形県 建設・住宅・不動産 無し 無し

8日-午前の部 株式会社ウエノ 山形県 電子・電機 有り 有り

8日-午前の部 株式会社　エイアンドシー 山形県 専門店（電器） 無し 有り

8日-午前の部 エニシオ株式会社 山形県 専門店（電器） 無し 有り

8日-午前の部 サントリービバレッジサービス株式会社 東京都 その他専門店 無し 無し

8日-午前の部 損害保険ジャパン日本興亜　株式会社 山形県 保険 有り 有り

8日-午前の部 株式会社ダイキエンジニアリング 広島県 人材紹介・人材派遣 有り 有り

8日-午前の部 鶴岡信用金庫 山形県 信用金庫・労働金庫 無し 無し

8日-午前の部 ニクニグループ（株式会社ニクニ白鷹、株式会社ニクニアサヒ） 機械・プラントエンジニアリング 無し 有り

8日-午前の部 株式会社ニシムラ 山形県 専門店（ファッション関連） 無し 有り

8日-午前の部 株式会社平田牧場 山形県 水産・食品 無し 無し

8日-午前の部 株式会社プレステージ・インターナショナル 東京都 その他サービス 無し 無し

8日-午前の部 防衛省　自衛隊　山形地方協力本部　酒田地域事務所 山形県 官公庁・団体 無し 有り

8日-午前の部 株式会社POLA 東京都 その他専門店 有り 有り

8日-午前の部 山形三菱自動車販売株式会社 山形県 専門店（自動車関連） 無し 有り



 3月8日　午後の部

参加日時 企業名 本社所在地 業種
外国人留
学生採用

有無

大学院生
採用有無

8日-午後の部 ＡＬＳＯＫ山形株式会社 山形県 その他サービス 無し 有り

8日-午後の部 遠藤商事株式会社 山形県 商社（総合） 無し 有り

8日-午後の部 株式会社　カルラ 宮城県 専門店（フード） 無し 有り

8日-午後の部 着物の小いけ　（株式会社小いけ） 山形県 専門店（ファッション関連） 無し 無し

8日-午後の部 株式会社コメリ 新潟県 専門店（家具・インテリア） 有り 有り

8日-午後の部 湖山医療福祉グループ 宮城県 医療・福祉施設 有り 有り

8日-午後の部 株式会社旅館古窯 山形県 ホテル・旅行 有り 有り

8日-午後の部 精英堂印刷株式会社 山形県 印刷・パッケージ 無し 有り

8日-午後の部 株式会社タカヤナギ 秋田県 コンビニエンス・GMSストア 無し 無し

8日-午後の部 タニコー株式会社 東京都 電子・電機 無し 有り

8日-午後の部 株式会社にしむら 山形県 商社（水産・食品） 無し 無し

8日-午後の部 株式会社 日情システムソリューションズ 山形県 情報処理・ソフトウエア 無し 有り

8日-午後の部 株式会社日本ハウスホールディングス 東京都 建設・住宅・不動産 無し 有り

8日-午後の部 野川商事株式会社 山形県 商社（総合） 無し 無し

8日-午後の部 藤田金屬株式会社 新潟県 商社（鉄鋼・非鉄・金属製品） 無し 有り

8日-午後の部 扶桑電通株式会社 東京都 情報処理・ソフトウエア 無し 有り

8日-午後の部 山形県 山形県 官公庁・団体 有り 有り

8日-午後の部 山形トヨタ自動車株式会社 山形県 専門店（自動車関連） 無し 有り

8日-午後の部 山形労働局 山形県 官公庁・団体 無し 有り

8日-午後の部 リコージャパン株式会社山形支社 東京都 商社（精密機器・医療用機器） 無し 有り



 3月12日　午前の部

参加日時 企業名 本社所在地 業種
外国人留
学生採用

有無

大学院生
採用有無

12日-午前の部 社会福祉法人朝日敬慎会 山形県 医療・福祉施設 有り 有り

12日-午前の部 余目町農業協同組合 山形県 官公庁・団体 無し 有り

12日-午前の部 株式会社エヌ・ケー・フローリスト 山形県 その他専門店 無し 有り

12日-午前の部 株式会社エム・エス・アイ 山形県 情報処理・ソフトウエア 有り 有り

12日-午前の部 株式会社　カーサービス山形 山形県 専門店（自動車関連） 有り 有り

12日-午前の部 クリーンサービス株式会社 山形県 その他サービス 無し 無し

12日-午前の部 社会福祉法人 恵泉会 山形県 医療・福祉施設 無し 無し

12日-午前の部 医療法人宏友会 山形県 医療・福祉施設 無し 有り

12日-午前の部 株式会社幸楽苑ホールディングス 福島県 専門店（フード） 有り 有り

12日-午前の部 酒田エフエム放送株式会社 山形県 マスコミ 無し 無し

12日-午前の部 株式会社 庄交コーポレーション 山形県 ホテル・旅行 有り 有り

12日-午前の部 東北日本ハム株式会社 山形県 水産・食品 無し 有り

12日-午前の部 常盤洋紙株式会社 宮城県 その他商社 無し 無し

12日-午前の部 ハイテクシステム株式会社 東京都 情報処理・ソフトウエア 無し 無し

12日-午前の部 山形スバル株式会社 山形県 専門店（自動車関連） 無し 有り

12日-午前の部 YAMAGATA DESIGN株式会社 山形県 ホテル・旅行 無し 有り

12日-午前の部 ヤンマーアグリジャパン株式会社　東日本カンパニー 宮城県 その他商社 無し 有り



 3月12日　午後の部

参加日時 企業名 本社所在地 業種
外国人留
学生採用

有無

大学院生
採用有無

12日-午後の部 株式会社アークベル 新潟県 その他サービス 無し 無し

12日-午後の部 アークランドサカモト株式会社 新潟県 専門店（家具・インテリア） 無し 有り

12日-午後の部 株式会社近江建設 山形県 建設・住宅・不動産 無し 有り

12日-午後の部 株式会社カワチ薬品 栃木県 専門店（ドラッグストア・調剤薬局） 有り 有り

12日-午後の部 鴻池メディカル株式会社 東京都 その他サービス 無し 無し

12日-午後の部 社会福祉法人五輪坂秋峰会 秋田県 医療・福祉施設 無し 無し

12日-午後の部 庄内たがわ農業協同組合 山形県 官公庁・団体 無し 有り

12日-午後の部 株式会社　セゾンファクトリー 山形県 水産・食品 無し 有り

12日-午後の部 大和リース株式会社 大阪府 建設・住宅・不動産 有り 有り

12日-午後の部 株式会社テクノプロ　テクノプロ・ＩＴ社 東京都 情報処理・ソフトウエア 有り 有り

12日-午後の部 株式会社東北丸和ロジスティクス 岩手県 運輸 無し 有り

12日-午後の部 医療法人徳真会グループ 新潟県 医療・福祉施設 無し 無し

12日-午後の部 新潟県警察本部 新潟県 官公庁・団体 無し 有り

12日-午後の部 日本年金機構 東京都 官公庁・団体 無し 有り

12日-午後の部 株式会社日本旅行東北 宮城県 ホテル・旅行 有り 有り

12日-午後の部 株式会社日立公共システム 東京都 情報処理・ソフトウエア 有り 有り

12日-午後の部 モガミフーズ株式会社 山形県 水産・食品 有り 有り

12日-午後の部 山形パナソニック株式会社 山形県 その他商社 無し 有り

12日-午後の部 株式会社ヤマザワ 山形県 コンビニエンス・GMSストア 無し 有り



 3月13日　午前の部

参加日時 企業名 本社所在地 業種
外国人留
学生採用

有無

大学院生
採用有無

13日-午前の部 株式会社阿部長商店 宮城県 商社（水産・食品） 無し 有り

13日-午前の部 株式会社ETSホールディングス 東京都 建設・住宅・不動産 無し 有り

13日-午前の部 株式会社協和エクシオ 東京都 通信関連 有り 有り

13日-午前の部 社会福祉法人さくら福祉会 山形県 医療・福祉施設 有り 有り

13日-午前の部 株式会社シグマソリューションズ 秋田県 情報処理・ソフトウエア 無し 有り

13日-午前の部 株式会社ジョインセレモニー 山形県 その他サービス 無し 無し

13日-午前の部 杉沢薬品株式会社 岩手県 その他専門店 無し 有り

13日-午前の部 株式会社タマツ 山形県 その他サービス 無し 無し

13日-午前の部 天童市農業協同組合 山形県 官公庁・団体 無し 有り

13日-午前の部 株式会社東北マツダ 宮城県 専門店（自動車関連） 無し 有り

13日-午前の部 とみひろグループ 山形県 専門店（ファッション関連） 無し 無し

13日-午前の部 トヨタカローラ山形株式会社 山形県 専門店（自動車関連） 無し 有り

13日-午前の部 株式会社トラスト・テック 東京都 人材紹介・人材派遣 有り 有り

13日-午前の部 株式会社　ベネッセスタイルケア 東京都 医療・福祉施設 有り 有り

13日-午前の部 株式会社マルハチ 山形県 水産・食品 無し 有り

13日-午前の部 株式会社ヤマデン 東京都 商社（鉄鋼・非鉄・金属製品） 無し 有り



 3月13日　午後の部

参加日時 企業名 本社所在地 業種
外国人留
学生採用

有無

大学院生
採用有無

13日-午後の部 株式会社エイジェック 東京都 人材紹介・人材派遣 無し 有り

13日-午後の部 株式会社　大沼 山形県 百貨店 無し 無し

13日-午後の部 社会福祉法人敬寿会 山形県 医療・福祉施設 無し 有り

13日-午後の部 株式会社 KDDIエボルバ やまがたワークプレイス 東京都 その他サービス 無し 無し

13日-午後の部 コマツ山形株式会社 山形県 専門店（自動車関連） 無し 無し

13日-午後の部 財務省東北財務局 宮城県 官公庁・団体 無し 有り

13日-午後の部 株式会社スズキ自販山形 山形県 専門店（自動車関連） 無し 有り

13日-午後の部 社会福祉法人素心会 神奈川県 医療・福祉施設 有り 有り

13日-午後の部 株式会社ダイユーエイト 福島県 専門店（家具・インテリア） 無し 有り

13日-午後の部 株式会社タイヨウ　社会福祉法人たいよう福祉会 山形県 医療・福祉施設 有り 無し

13日-午後の部 千葉県警察本部 千葉県 官公庁・団体 有り 有り

13日-午後の部 鶴岡市農業協同組合 山形県 官公庁・団体 無し 有り

13日-午後の部 株式会社テイクオフ 山形県 医療・福祉施設 有り 無し

13日-午後の部 株式会社ナウエル 山形県 その他サービス 有り 有り

13日-午後の部 ブリヂストンタイヤジャパン株式会社 東京都 商社（自動車・輸送用機器） 無し 有り

13日-午後の部 株式会社マツキ 山形県 教育機関 無し 有り

13日-午後の部 医療法人　松田会　松田病院　老健イズミ 宮城県 医療・福祉施設 無し 有り

13日-午後の部 株式会社薬王堂 岩手県 専門店（ドラッグストア・調剤薬局） 無し 有り

13日-午後の部 山形おきたま農業協同組合 山形県 官公庁・団体 無し 有り



 

 

2018 年 2 月 28 日 

東北公益文科大学 

 

<<東北公益文科大学 Koeki Kids Project>> 

学生が酒田市立第四中学校で授業を行います 
 

このたび本学 Koeki Kids Project の学生（2 年生 3 名）が「プロジェクト型応用演

習」の授業の中で修練してきた「中学生を対象にした『公益を考える授業』」の実践と

して、酒田市立第四中学校 1 年 6 組の生徒に対して授業を行うこととなりました。 

この授業の指導案と当日のテキスト作成については、Koeki Kids Project の学生自

らが行い、第四中学校の先生方と相談を重ねながら、中学生に「公益」をどう考えて

もらうか検討し、開発したオリジナルなものです。 

 

 

 

                  記 

○ 日 時： 
2018 年３月６日（火） 10：45～11：35 

○ 会 場： 

酒田市立第四中学校 1 年 6 組 
（住所：酒田市錦町一丁目 32-1 電話：0234-31-0911） 

 

【備考】 

・Koeki Kids Project の学生が第四中学校で授業実践を行うのは今回で 2 回目となります。 

・授業のテーマは、「地域おこしから考える公益の授業」です。 

・担当学生 3 名だけでなく、Koeki Kids Project のサポーター学生も参加します。 
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