
対 象 全学年

定 員 各コース 名まで25
申込期間 ９/１７(火)９時～９/２６(木)１７時まで

申込方法

コ ー ス

決 定 方 法
①定員以下の場合：申込者全員参加決定

②定員超過の場合：抽選（高学年を優先）

結果通知 10月1日（火）に事務局前の掲示板及び学内サイトに参加
決定者の学籍番号を掲示しますので、必ず確認してください。

県内には多くの企業や団体があります。様々な業界・企業・団体
を知ることは、皆さんの就職先の “ 幅 ” を広げます。
自分の目で、“ 実際の企業 ”を見てみてください。

【問い合わせ先】入試・就職チーム

TEL017-764-1533 中谷・山田・赤垣
訪問先企業等一覧は
コチラ(裏面)→

県内企業バスツアー
２０１９年度 青森公立大学

事務局窓口の申込受付簿に氏名等をボールペンで記入
してください（複数のコースに申込可）。
※希望するコースの日程と授業とが重なった場合、授業

を優先してください。
※申込をキャンセルする場合は、必ず事務局へ連絡すること。
※参加決定後のキャンセルは、企業等にご迷惑をおかけ

するため、原則認めません。

 

 

 

 

 

 



コース/日程 企　業　等　名 業　種 訪 問 場 所

集合時間 9:00～9:30 事前学習  別途、指示します。

8:50 9:30 大学出発   

10/8
（火）

【昼食】
アスパム周辺

10:00～11:30 日本原燃グループ(日本原燃㈱、㈱ジェィテック、日本原燃分析㈱、六ヶ
所げんねん企画㈱、㈱青森原燃テクノロジーセンター）

エネルギー 日本原燃サイクル情報センター

青森 13:00～14:30 日本郵便㈱東北支社 サービス(複合含む)業 青森中央郵便局

15:00～16:30 ㈱みちのく銀行 金融・保険業 本店営業部

17:00(予定) 大学到着   

集合時間 9:00～9:30 事前学習  別途、指示します。

8:50 9:30 大学出発   

10:00～11:30 東日本旅客鉄道㈱ 運輸業 新青森駅

13:00～14:30 ㈱青森銀行 金融・保険業 本店営業部

青森 15:00～16:30 リコージャパン㈱　青森支社 卸売・小売業 青森支社

17:00(予定) 大学到着   

集合時間  事前学習（バス車内）   

8:50 9:00 大学出発   

10:00～11:30 黒石市役所 公務 黒石市役所

13:00～14:30 青森オリンパス㈱ 製造業 本社

黒石・平川 15:00～16:30 津軽みらい農業協同組合 サービス(複合含む)業 本店

17:30(予定) 大学到着   

集合時間 9:00～9:30 事前学習  別途、指示します。

8:50 9:30 大学出発   

10:00～11:30 青森県庁 公務 青森県庁

13:00～14:30 三井住友海上火災保険㈱ 金融・保険業 青森支店

青森 15:00～16:30 青森朝日放送㈱ 情報通信業 青森朝日放送

17:00(予定) 大学到着   

集合時間 9:00～9:30 事前学習  別途、指示します。

8:50 9:30 大学出発   

10:00～11:30 野村證券㈱ 金融・保険業 青森支店

13:00～14:30 青森県信用保証協会 サービス(複合含む)業 青森県信用保証協会

青森 14:50～16:20 日本赤十字社青森県支部 サービス(複合含む)業 青森支部

17:00(予定) 大学到着   

集合時間  事前学習（バス車内）   

8:40 8:45 大学出発   

10:50～12:20 トヨタカローラ八戸㈱ 卸売・小売業 ツカハラミュージアム

13:10～14:30 アルバック東北㈱ 製造業 本社

八戸 14:50～16:20 八戸市役所 公務 八戸市役所

18:30(予定) 大学到着   

集合時間 9:00～9:30 事前学習  別途、指示します。

8:50 9:30 大学出発   

10:00～11:30 青森市役所 公務 アウガ

13:00～14:30 ㈱JR東日本青森商業開発 卸売・小売業 青森駅ビル ラビナ

青森 15:00～16:30 ㈱エービッツ 情報通信業 本社

◆ 17:00(予定) 大学到着   

集合時間 9:00～9:30 事前学習  別途、指示します。

8:50 9:30 大学出発   

10:00～11:30 農林中央金庫 金融・保険業 青森支店

13:00～14:30 東京海上日動火災保険㈱ 金融・保険業 青森支店

青森 14:40～16:10 ㈱東海日動パートナーズ東北 金融・保険業 青森支店

17:00(予定) 大学到着   

集合時間  事前学習（バス車内）   

8:50 9:00 大学出発   

10:00～11:30 板柳町役場 公務 多目的ホールあぷる

13:00～14:30 (公社)弘前観光コンベンション協会 サービス(複合含む)業 弘前観光コンベンション協会

板柳・弘前 15:00～16:30 東奥信用金庫 金融・保険業 本店

17:45(予定) 大学到着   

集合時間 9:00～9:30 事前学習  別途、指示します。

8:50 9:30 大学出発   

10:00～11:30 青森県警察本部 公務 青森県警察本部

13:00～14:30 青森地方・家庭裁判所 公務 青森地方裁判所

青森 15:00～16:30 青森地域広域事務組合（消防） 公務 本部

17:00(予定) 大学到着   

集合時間  事前学習（バス車内）   

8:40 8:45 大学出発   

10:50～12:20 ㈱吉田産業 卸売・小売業 リフォームパレスDOLPHIN

13:00～14:20 ㈱テクノル 卸売・小売業 Tec-LABO

八戸 14:40～16:10 青い森信用金庫 金融・保険業 本店

18:30(予定) 大学到着   
※企業・団体様の都合により日程変更や中止になる場合もあります。

※参加人数は25名を基本としますが、多少増えることも可能なコースがあります。

※申込受付開始は9月17日から9月26日までです。みなさんの参加をお待ちしてます！

◆10/23(水)は、月曜日の講義となっています。

タイムスケジュール等
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10/9
（水） 【昼食】

アスパム周辺

Ｃ

10/11
（金）

 

10/15
（火）

Ａ
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10/23
（水）

Ｈ

10/25
（金）

Ｅ

10/16
（水）

Ｆ

10/18
（金）

【昼食】
弘前城周辺

【昼食】
県庁周辺

【昼食】
吉田産業

ドルフィン館

2019年度県内企業バスツアー　訪問企業一覧

【昼食】
道の駅田舎館

【昼食】
アスパム周辺

【昼食】
アスパム周辺

【昼食】
アルバック東北

社食

【昼食】
青森駅周辺

【昼食】
アスパム周辺

Ｋ

11/1
（金）

Ｉ

10/29
（火）

Ｊ

10/30
（水）

6月27日現在


