
業種 就職先 職種
インターネット附随サービス業 エキサイト株式会社 総合職

（株）　日能研 総合職
（公財）　日本書道美術館 事務
（株）　ノジマ 販売

営業
事務

その他の製造業 （株）　ライオン事務器 事務
（株）　イムラ封筒 総合職
日本製紙クレシア株式会社 総合職

飲食料品卸売業 三菱食品株式会社 事務
(株)　ピラミッドフィルム ディレクター
（株）　ベネッセコーポレーション 総合職
（株）　小学館集英社プロダクション 保育士
柏書房株式会社 編集
（学）　国本学園　国本幼稚園 幼稚園教諭
（学）　市川学園　サンライズ幼稚園 幼稚園教諭
（学）　秋元学園　狛江みずほ幼稚園 幼稚園教諭
（学）　松蔭学園　松蔭幼稚園 幼稚園教諭
（学）　松本学園　新松戸幼稚園 幼稚園教諭
（学）　杉崎学園　茅ヶ崎すみれ幼稚園 幼稚園教諭
（学）　清明幼稚園 幼稚園教諭
（学）　千宏学園　みちる幼稚園 幼稚園教諭
（学）　南嶺学園　こうりんじ幼稚園 幼稚園教諭
（学）　柏芳学園　豊四季幼稚園 幼稚園教諭
（学）　平和学園　白鳩幼稚園 幼稚園教諭 　　
（学）　由田学園　富貴島幼稚園 幼稚園教諭
茨城県公立高等学校 高等学校教員
加須市公立幼稚園 幼稚園教諭

神奈川県公立小学校 小学校教員
大泉学園幼稚園 幼稚園教諭

東京都特別区公立幼稚園 幼稚園教諭
日本女子大学附属豊明幼稚園 幼稚園教諭
福田幼稚園 幼稚園教諭

機械器具卸売業 （株）　山善 事務
機械器具小売業 (株)　ネクステージ 営業
協同組織金融業 信金中央金庫 事務

（株）　三菱ＵＦＪ銀行 事務
（株）　東京スター銀行 事務
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 準総合職
ＡＮＡエアポートサービス株式会社 地上職
全日本空輸株式会社 客室乗務員

国家公務（略） 国土交通省 事務
(株)　ｏｎｅ　ｒｏｏｆ　なりた空の保育園 保育士
（株）　アソシエ・インターナショナル 保育士

ケアワーカー
保育士
総合職
保育士

（株）　日本保育サービス 保育士
（社福）　えどがわ 保育士
（社福）　彩保育会　WITHグループ 保育士
横浜市住宅供給公社 総合職
（株）　ネクストビート 総合職
富士ソフト株式会社 営業

職業紹介・労働者派遣業 (株)エス・エム・エスキャリア 営業
水道業 管清工業株式会社 営業

テクノブレーン株式会社 総合職
（株）　イマジナ コンサルタント
（株）　セントメディア 営業
パーソルキャリア株式会社 営業
三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 事務

洗濯・理容・美容・浴場業 （株）　アートネイチャー 総合職
倉庫業 三井物産トレードサービス株式会社 総合職

旭化成リフォーム株式会社 事務
大和ハウス工業株式会社 営業
越谷市 事務
横須賀市 保育士
横浜市 事務
厚木市 保育士
鴻巣市 事務
船橋市 保育士
東京・特別区 事務
栃木市 保育士
（株）　エムティーアイ 総合職
（株）　NTT東日本－南関東 営業
（株）　ベルパーク 販売

鉄道業 東日本旅客鉄道株式会社 駅務
不動産取引業 三菱地所プロパティマネジメント株式会社 事務
不動産賃貸業・管理業 イーソーコ株式会社 総合職

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 準総合職
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 準総合職

準総合職
事務

日新火災海上保険株式会社 準総合職
日本生命保険相互会社 営業
（株）　かんぽ生命保険 営業

放送業 （株）　テレビ朝日 アナウンサー

銀行業

通信業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

（株）　大塚商会

（株）　ベネッセスタイルケア

（株）　ポピンズ

大同生命保険株式会社

航空運輸業

社会保険・社会福祉・介護事業

情報サービス業

専門サービス業（他に分類されないもの）

総合工事業

地方公務（略）

その他の小売業

パルプ・紙・紙加工品製造業

映像・音声・文字情報制作業

2018年度　学科別就職先（児童学科）

その他の教育，学習支援業

学校教育

埼玉県公立小学校 小学校教員

東京都公立小学校 小学校教員



業種 就職先 職種
その他のサービス業 ＪＡ全農青果センター株式会社 総合職
その他の卸売業 （株）　デイリーフーズ 営業
飲食店 （株）　きちり 営業

TOKYOフレッシュ株式会社 事務
エノテカ株式会社 営業

飲料・たばこ・飼料製造業 キリンビール株式会社 食品技術者
（株）　ミルボン 総合職
デュポン株式会社 総合職
イオンリテール株式会社 総合職
サミット株式会社 総合職

機械器具卸売業 アオイ工販株式会社 営業
社会保険・社会福祉・介護事業 （株）　学研ココファン・ナーサリー 保育士
織物・衣服・身の回り品小売業 （株）　中川政七商店 販売

（株）　アントステラ 総合職
（株）　サンジェルマン 食品技術者
（株）　ヨックモック 総合職
（株）　柿安本店 総合職
ケンコーマヨネーズ株式会社 総合職
ひかり味噌株式会社 総合職
伊藤ハム株式会社 総合職
大宮糧食工業株式会社 食品技術者
日本ピュアフード株式会社 総合職
日本製粉株式会社 総合職
富士食品工業株式会社 営業
明星食品株式会社 営業

政治・経済・文化団体（略） （一財）　日本食品分析センター 食品技術者
アビームコンサルティング株式会社 コンサルタント
虎門中央法律事務所 事務

通信業 東日本電信電話株式会社 総合職
物品賃貸業 三菱ＵＦＪリース株式会社 事務
保険業（保険代理業，保険サービス業含む） アフラック生命保険株式会社 総合職

2018年度　学科別就職先（食物学科　食物学専攻）

飲食料品卸売業

化学工業

各種商品小売業

食料品製造業

専門サービス業（他に分類されないもの）



業種 就職先 職種
（株）　サンドラッグ 栄養士
（株）　千葉薬品 栄養士
（株）　大島薬局 栄養士
日本調剤グループ 栄養士
（社福）　三井記念病院 栄養士
ＪＡ静岡厚生連　遠州病院 栄養士
慶應義塾大学病院 栄養士
国家公務員共済組合連合会　虎の門病院 栄養士
東京医科大学八王子医療センター 栄養士
東京慈恵会医科大学附属病院 栄養士
（株）　ラムラ 調理師
（株）　共立メンテナンス 栄養士
西洋フード・コンパスグループ株式会社 栄養士
（株）　ヤクルト本社 総合職
カゴメ株式会社 総合職

映像・音声・文字情報制作業 （株）　柴田書店 編集
（株）　ウテナ 総合職
（社）　日本血液製剤機構 MR
薬樹株式会社 栄養士

各種商品小売業 （株）　新百合ストア 販売
学校教育 さいたま市公立小学校 栄養教諭

（株）　静岡銀行 総合職
日本銀行 事務

持ち帰り・配達飲食サービス業 エームサービス株式会社 総合職
（社福）　信和会　キッズハウス浜町公園 栄養士
社会保険診療報酬支払基金 事務
(株)　ＵＳＥＮーＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ 総合職
日本ラッド株式会社 SE

情報通信機械器具製造業 富士通株式会社 総合職
職業紹介・労働者派遣業 アドバンテック株式会社 化学技術者

（株）  明治 栄養士
（株）　ミツカングループ本社 食品技術者
（株）　虎屋 総合職
カルビー株式会社 総合職
ジャパンフリトレー株式会社 営業
テーブルマーク株式会社 総合職
伊藤ハム株式会社 総合職
日本クッカリ－株式会社 総合職
日本食研ホールディングス株式会社 食品技術者

水運業 大東港運株式会社 事務
（株）　ＬＥＯＣ 栄養士
（株）　ナリコマフード 総合職
富士産業株式会社 栄養士
秦野市 栄養士
東京・特別区 衛生監視
東京都庁 栄養士

保険業（保険代理業，保険サービス業含む） 共立株式会社 事務

銀行業

社会保険・社会福祉・介護事業

情報サービス業

食料品製造業

専門サービス業（他に分類されないもの）

地方公務（略）

2018年度　学科別就職先（食物学科　管理栄養士専攻）

その他の小売業

医療業

飲食店

飲料・たばこ・飼料製造業

化学工業



業種 就職先 職種
その他の教育，学習支援業 （株）　秀英予備校 事務
その他の小売業 （株）　クマヒラ 総合職
パルプ・紙・紙加工品製造業 ザ・パック株式会社 その他の技術者
印刷・同関連業 トッパン・フォームズ株式会社 総合職
化学工業 東ソー株式会社 事務
家具・装備品製造業 阿部興業株式会社 事務
各種商品小売業 （株）　ルミネ 総合職
航空運輸業 （株）　ＪＡＬスカイ 地上職
社会保険・社会福祉・介護事業 ライクキッズネクスト株式会社 総合職

（株）　ネクストビート 総合職
（株）　日立システムズフィールドサービス 施工管理

職業紹介・労働者派遣業 （株）　丹青ヒューマネット その他の技術者
食料品製造業 NIPPON SHOKKEN　U.S.A. INC. 営業
政治・経済・文化団体（略） 独立行政法人　都市再生機構 総合職
設備工事業 牧野電設株式会社 設計
専門サービス業（他に分類されないもの） （株）　東急モールズデベロップメント 総合職
倉庫業 三菱倉庫株式会社 準総合職

（株）　ＬＩＸＩＬ住宅研究所 設計
（株）　アキュラホーム 総合職
（株）　一条工務店 設計
（株）　環境デザイン研究所 事務
（株）　藤田建装 設計
スウェーデンハウス株式会社 設計
タマホーム株式会社 総合職
トヨタホーム東京株式会社 設計
旭化成ホームズ株式会社 設計
旭化成リフォーム株式会社 設計
宮下工業株式会社 営業
高島屋スペースクリエイツ株式会社 総合職
三井不動産リフォーム株式会社 施工管理
住友林業ホームテック株式会社 設計
大東建託株式会社 施工管理
鉄建建設株式会社 施工管理
横浜市 設計

事務
設計

通信業 （株）　ディ・ポップス 営業
（株）　東急コミュニティー 総合職
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 事務
三井不動産株式会社 事務
三菱地所プロパティマネジメント株式会社 総合職

不動産賃貸業・管理業 イオンモール株式会社 総合職
保険業（保険代理業，保険サービス業含む） あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 準総合職
補助的金融業等 独立行政法人　住宅金融支援機構 総合職

2018年度　学科別就職先（住居学科　居住環境デザイン専攻）

情報サービス業

総合工事業

地方公務（略）
東京・特別区

不動産取引業



業種 就職先 職種
その他の小売業 （株）　ニトリ 総合職
運輸に附帯するサービス業 成田国際空港株式会社 設計
映像・音声・文字情報制作業 （株）　ビーダッシュ ディレクター
情報サービス業 日本アイ・ビー・エム株式会社 SE
設備工事業 牧野電設株式会社 施工管理

アクセンチュア株式会社 コンサルタント
弁護士法人　大江橋法律事務所 秘書
（株）　アキュラホーム 設計
（株）　合田工務店 事務
（株）　新昭和 設計
ポラス株式会社 設計
三井住友建設株式会社 施工管理
住友林業ホームテック株式会社 設計
清水建設株式会社 施工管理
積水ハウス株式会社 設計
大和ハウス工業株式会社 設計
日本総合住生活株式会社 設計

地方公務（略） 茅ヶ崎市 事務
鉄道業 東日本旅客鉄道株式会社 設計
電子部品・デバイス・電子回路製造業 オリエンタルモーター株式会社 事務

（株）　オープンハウス 設計
（株）　ジェイアール東日本都市開発 総合職
ＮＲＥＧ東芝不動産株式会社 総合職
住友不動産販売株式会社 営業

不動産賃貸業・管理業 （株）　サンケイビル 総合職

2018年度　学科別就職先（住居学科　建築デザイン専攻）

専門サービス業（他に分類されないもの）

総合工事業

不動産取引業



業種 就職先 職種
（株）　ファーストリテイリング 総合職
アズワン株式会社 事務
豊島株式会社 事務

その他の教育，学習支援業 （株）　ＡＢＣ　Ｃｏｏｋｉｎｇ　Ｓｔｕｄｉｏ 営業
その他の事業サービス業 オリックス・ファシリティーズ株式会社 総合職

（株）　ジュン 販売
（株）　ハイサイド・コーポレーション 営業
（株）　銀座メガネ 販売
資生堂ジャパン株式会社 美容部員（BA）

その他の生活関連サービス業 （株）　ベルクラシック東京 ウェディングプランナー

ナカバヤシ株式会社 総合職
水上印刷株式会社 営業
（株）　そごう・西武 販売
（株）　高島屋 販売
（株）　三越伊勢丹ホールディングス 販売
（株）　東武百貨店 総合職

機械器具卸売業 （株）　ジンズ 総合職
技術サービス業（他に分類されないもの） （株）　ビームス・デザイン・コンサルタント 事務
金属製品製造業 センクシア株式会社 事務

（株）　みずほ銀行 事務
（株）　静岡中央銀行 総合職
三井住友信託銀行株式会社 準総合職

娯楽業 （株）　マルハン 総合職
広告業 バリューコマース株式会社 総合職
航空運輸業 日本航空株式会社 客室乗務員
社会保険・社会福祉・介護事業 （社福）　善光会 ケアワーカー

（株）　メトロシステムズ SE
エブリ株式会社 SE
ピクシブ株式会社 企画
（株）　アイジーエー 総合職
（株）　アダストリア 総合職
（株）　エレメントルール 総合職
（株）　しまむら 総合職
（株）　セブンユニフォーム 総合職
（株）　ダイドーフォワード 販売
（株）　デイトナインターナショナル 総合職
（株）　トリート スタイリスト
（株）　パル 総合職
（株）　プラステ 販売
（株）　ミキハウス 販売
（株）　やまと 販売
（株）　ユナイテッドアローズ 総合職
（株）　ワールドストアパートナーズ 販売
（株）　田原屋 総合職
（株）フリーインターナショナル 営業
アニエスベージャパン株式会社 販売
オンワード商事株式会社 総合職
田中興産株式会社 販売

職別工事業(設備工事業を除く) ハプティック株式会社 総合職
（一財）　カケンテストセンター 衣料管理士
（一財）　ニッセンケン品質評価センター 衣料管理士
（一財）　メンケン品質検査協会 総合職
（株）　メガ 営業
（株）　一蔵 総合職

洗濯・理容・美容・浴場業 （株）　コンヴァノ エステティシャン
繊維・衣服等卸売業 （株）　ユニオンゲートグループ 総合職

（株）　アバハウスインターナショナル 総合職
(株)　ﾎﾞﾝマックス 総合職
（株）　リンク・セオリー・ジャパン 総合職
（株）　レナウン 総合職
アイア株式会社 編集
旭化成アドバンス株式会社 総合職

倉庫業 東京納品代行株式会社 総合職
貸金・クレジットカード業等非預金信用機関 野村證券株式会社 準総合職
電気機械器具製造業 クボタ空調株式会社 総合職
道路貨物運送業 国際自動車株式会社 総合職
不動産取引業 三井不動産リアルティ株式会社 事務

太陽生命保険相互会社 事務
朝日生命保険相互会社 準総合職
日本生命保険相互会社 営業
明治安田生命保険相互会社 営業

補助的金融業等 ソニーペイメントサービス株式会社 総合職
放送業 （株）　テレビ大分 アナウンサー

銀行業

情報サービス業

2018年度　学科別就職先（被服学科）

その他の卸売業

その他の小売業

印刷・同関連業

各種商品小売業

織物・衣服・身の回り品小売業

政治・経済・文化団体（略）

専門サービス業（他に分類されないもの）

繊維工業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）



業種 就職先 職種
その他の卸売業 加藤産業株式会社 総合職
その他の事業サービス業 三井不動産ビルマネジメント株式会社 事務
その他の小売業 （株）　ビックカメラ 総合職
その他の生活関連サービス業 （株）　ノバレーゼ ウェディングプランナー
化学工業 住友化学株式会社 事務
各種商品卸売業 三井物産株式会社 事務
業務用機械器具製造業 （株）　フィリップス・ジャパン 営業

（株）　みずほ銀行 事務
（株）　りそな銀行 総合職
（株）　京葉銀行 総合職
（株）　国際協力銀行 事務

事務
準総合職

（株）　山口フィナンシャルグループ 準総合職
（株）　新生銀行 営業
(株)　日本政策投資銀行 事務
三井住友信託銀行株式会社 準総合職
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 準総合職

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 阪和興業株式会社 事務
広告業 （株）　Ｄ2Ｃ 総合職
航空運輸業 日本航空株式会社 客室乗務員

（株）　アットマーク・ソリューション SE
（株）　インタースペース 総合職
（株）　キーマネジメントソリューションズ SE
（株）　さくらケーシーエス SE
（株）　システム・コンサルタンツ SE
（株）　三越伊勢丹システム・ソリューションズ SE
（株）　日立システムズ SE
ＭＫＩテクノロジーズ株式会社 SE
ＴＩＳ株式会社 SE
ジャパンメディアシステム株式会社 営業
楽天株式会社 総合職
日通情報システム株式会社 総合職
日販コンピュータテクノロジイ株式会社 SE

織物・衣服・身の回り品小売業 （株）　アーバンリサーチ 販売
職業紹介・労働者派遣業 （株）　アウトソーシング 総合職
食料品製造業 日本食研ホールディングス株式会社 総合職

（株）　ディアーズ・ブレイン ウェディングプランナー
アクセンチュア株式会社 コンサルタント
あずさ監査法人 事務
イー・ギャランティ株式会社 事務
ほけんの窓口グループ株式会社 総合職
ヤフー株式会社 総合職
東京ガスカスタマーサポート株式会社 総合職
日本空港テクノ株式会社 総合職
富士通コミュニケーションサービス株式会社 総合職
三菱倉庫株式会社 準総合職
郵船ロジスティクス株式会社 事務
住友林業株式会社 事務
坪井工業株式会社 事務
東光電気工事株式会社 総合職

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関 日立キャピタル株式会社 総合職
地方公務（略） 安中市 事務

大崎市 事務
通信業 （株）　ＮＴＴ東日本－関信越 総合職
不動産取引業 三井不動産リアルティ株式会社 事務

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 総合職
三井住友ファイナンス＆リース株式会社 事務
（株）　かんぽ生命保険 事務
ＭＳ＆ＡＤ事務サービス株式会社 事務
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 準総合職
住友生命保険相互会社 営業
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 準総合職
東京海上日動あんしん生命保険株式会社 準総合職
日本生命保険相互会社 営業
富国生命保険相互会社 事務
明治安田生命保険相互会社 営業
（株）　テレビユー福島 アナウンサー
日本放送協会北九州放送局（契約社員） 気象予報士

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

放送業

（株）　三菱ＵＦＪ銀行

2018年度　学科別就職先（家政経済学科）

銀行業

情報サービス業

専門サービス業（他に分類されないもの）

倉庫業

総合工事業

物品賃貸業



業種 就職先 職種
（株）　アンビション プログラマー
アソビモ株式会社 企画
ＳＭＢ建材株式会社 事務
三菱商事マシナリ株式会社 事務
（学）　北里研究所 事務
（有）　英語の時間 事務
ＩＳＩランゲージスクール その他教員
千駄ヶ谷日本語学校 その他教員

その他の事業サービス業 三井不動産ファシリティーズ株式会社 事務
（株）　カインズ 総合職
（株）　はせがわ 総合職

その他の生活関連サービス業 （株）　エイチ・アイ・エス 総合職
その他の製造業 （株）　レッグス 営業
はん用機械器具製造業 （株）　ケーテー製作所 事務

ＮＴＴ印刷株式会社 総合職
共同印刷株式会社 総合職
佐川印刷株式会社 営業
新村印刷株式会社 総合職
大日本印刷株式会社 総合職
凸版印刷株式会社 営業

映像・音声・文字情報制作業 （株）　ユニット ディレクター
（株）　カスミ 販売
（株）　コメリ 総合職
（株）　三越伊勢丹ホールディングス 販売
さいたま市公立中学校 中学校教員
埼玉県公立高等学校 高等学校教員
埼玉県公立中学校 中学校教員
神奈川県公立高等学校 高等学校教員
（株）　カナデン 総合職
パナソニック　コンシューマーマーケティング株式会社 総合職

技術サービス業（他に分類されないもの） （株）　博展 総合職
共立信用組合 総合職
信金中央金庫 事務

金属製品製造業 藤原産業株式会社 事務
（株）　りそな銀行 総合職
（株）　群馬銀行 総合職
（株）　三菱ＵＦＪ銀行 事務
（株）　武蔵野銀行 総合職
（株）　読売ＩＳ 総合職
ソウルドアウト株式会社 総合職

宿泊業 （株）　星野リゾート・マネジメント 総合職
（株）　ＤＮＰ情報システム SE
(株)　ＵＳＥＮーＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ 総合職
（株）　レッティ 営業
（株）　日本キャスト SE
ＮＴＴデータフォース株式会社 SE
きらぼしシステム株式会社 SE
テクニカルプランニング株式会社 SE
パルソネット株式会社 SE
日本郵政インフォメーションテクノロジー株式会社 SE

情報通信機械器具製造業 日本電気株式会社 営業
（株）　イッセイミヤケ 総合職
（株）　ロフト 販売
（公財）　富士市文化振興財団 総合職
（財）　東京都予防医学協会 事務
独立行政法人　勤労者退職金共済機構 事務
日本郵政グループ労働組合 事務

生産用機械器具製造業 （株）　ディスコ 事務
設備工事業 （株）　協和エクシオ 総合職

（株）　ウェザーニューズ 総合職
ＮＴＴデータマネジメントサービス株式会社 総合職
テクノブレーン株式会社 総合職
牛島総合法律事務所 秘書
日研トータルソーシング株式会社 施工管理

各種商品小売業

インターネット附随サービス業

その他の卸売業

その他の教育，学習支援業

その他の小売業

印刷・同関連業

2018年度　学科別就職先（日本文学科）

織物・衣服・身の回り品小売業

政治・経済・文化団体（略）

専門サービス業（他に分類されないもの）

学校教育

機械器具卸売業

協同組織金融業

銀行業

情報サービス業

広告業



弁護士法人　心 法務従事者
繊維工業 （株）　ワコール 販売

（株）　ミルックス 事務
京葉プラントエンジニアリング株式会社 総合職
鉄建建設株式会社 事務
八千代エンジニヤリング株式会社 事務
（株）　オリエントコーポレーション 事務
（株）　岡三証券グループ 準総合職
みずほ証券株式会社 準総合職
野村證券株式会社 準総合職
越谷市 事務
埼玉県 事務
所沢市 事務
川越市 事務
立川市 事務

通信業 ＭＸモバイリング株式会社 販売
電気機械器具製造業 富士ゼロックス株式会社 総合職
電気業 日本原燃株式会社 総合職

（株）　エイブル 営業
（株）　東急ステーションリテールサービス 総合職
住友不動産販売株式会社 営業
東急ファシリティサービス株式会社 総合職
（株）　トータル保険サービス 総合職
（株）　富士通トータル保険サービス 準総合職
ＭＳ＆ＡＤ事務サービス株式会社 事務
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 準総合職
住友生命保険相互会社 事務
第一生命保険株式会社 営業
日本生命保険相互会社 営業
（株）　ジュピターテレコム 総合職
日本放送協会 アナウンサー

無店舗小売業 （株）　タイムレス 総合職
輸送用機械器具製造業 エイム株式会社 SE

不動産取引業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

放送業

総合工事業

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関

地方公務（略）



業種 就職先 職種
（株）　ＮＯＶＡ 準総合職
（株）　東京個別指導学院 総合職
（株）　ＩＨＩビジネスサポート 総合職
（株）　ＮＨＫビジネスクリエイト 総合職
（株）　一休 総合職
（株）　ダイユーエイト 総合職
タワーレコード株式会社 企画
（株）　KNT-CTウエブトラベル 企画
（株）　エイチ・アイ・エス 総合職
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社 総合職

医療業 ＩＭＳグループ 事務
飲食店 （株）　シャノアール 総合職
飲食料品小売業 ゴディバジャパン株式会社 販売

（株）　６２９ ディレクター
（株）　コンバートコミュニケーションズ 営業
（株）　アルビオン 美容部員（BA）
（株）　ノエビア 美容部員（BA）
東リ株式会社 事務

各種商品卸売業 住友商事株式会社 事務
各種商品小売業 （株）　ミスターマックス 総合職
機械器具卸売業 （株）　山善 事務
機械器具小売業 ネッツトヨタ栃木株式会社 総合職

（株）　ビー・エム・エル 営業
（株）　ワンズ・ベスト 事務
(株)　日立プラントサービス 総合職
信金中央金庫 事務
多摩信用金庫 事務
中央労働金庫 総合職
コニカミノルタ株式会社 営業
菱熱工業株式会社 営業
（株）　三井住友銀行 事務
（株）　三菱ＵＦＪ銀行 事務

準総合職
（株）　千葉興業銀行 総合職
（株）　東日本銀行 総合職
三井住友信託銀行株式会社 準総合職
（株）　サイバーエージェント 総合職
（株）　サンライズ社 総合職
（株）　日本ドリコム 営業
（株）　ＪＡＬスカイ 地上職
ＡＮＡエアポートサービス株式会社 地上職
スカイマーク株式会社 客室乗務員
全日本空輸株式会社 客室乗務員
日本航空株式会社 客室乗務員
（一財）　本所賀川記念館 社会福祉主事
メディカルアシスト株式会社 ケアワーカー
日本年金機構 総合職
（株）　ＬＤＨ 営業
（株）　プリンスホテル 総合職
（株）　マイステイズ・ホテル・マネジメント 総合職
（株）　星野リゾート 総合職
アパホテル株式会社 総合職
日本ホテル株式会社 総合職
（株）　ネタもと 営業
（株）　プロシーズ 総合職
楽天株式会社 総合職
日本アイ・ビー・エム株式会社 営業

情報通信機械器具製造業 富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社 事務
(株)　スリー・イー SE
（株）　ワークポート 総合職
ディップ株式会社 営業

職別工事業(設備工事業を除く) （株）　サイボウ 事務
食料品製造業 （株）　文明堂東京 営業
生産用機械器具製造業 キヤノンファインテックニスカ株式会社 総合職

業務用機械器具製造業

銀行業

広告業

その他の教育，学習支援業

その他の事業サービス業

その他の小売業

その他の生活関連サービス業

映像・音声・文字情報制作業

化学工業

2018年度　学科別就職先（英文学科）

航空運輸業

社会保険・社会福祉・介護事業

宿泊業

情報サービス業

職業紹介・労働者派遣業

技術サービス業（他に分類されないもの）

協同組織金融業



石油製品・石炭製品製造業 ＪＸＴＧエネルギー株式会社 総合職
設備工事業 日本電設工業株式会社 総合職

（株）　ゼネラルリンク 編集
ＴＭＩ総合法律事務所 秘書
西村あさひ法律事務所 秘書

繊維工業 福助株式会社 総合職
群峰アクシア株式会社 事務
住友林業株式会社 営業
（株）　キュービタス 事務
（株）　クレディセゾン 営業
マネックスグループ株式会社 総合職
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 準総合職
野村證券株式会社 準総合職
印西市 事務
横浜市 事務
真岡市 事務
川崎市 事務
東京都庁 事務

鉄鋼業 新日鐵住金株式会社 事務
鉄道業 東海旅客鉄道株式会社 事務

ヤマトグローバルロジスティスクジャパン 総合職
佐川急便株式会社 事務
（株）　長谷工ライブネット 総合職
アイレントホーム株式会社 事務
アットホーム株式会社 総合職
ジェイ・プラウド株式会社 営業
積和不動産株式会社 事務

物品賃貸業 オリックス自動車株式会社 準総合職
（株）　ＭＹＪ 事務
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 準総合職
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 準総合職
第一生命保険株式会社 営業
日本生命保険相互会社 営業
富国生命保険相互会社 事務
明治安田生命保険相互会社 営業

事務
補助的金融業等 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社 事務
放送業 （株）　東京放送 総合職

（株）　ＩＨＩ 事務
三菱自動車工業株式会社 総合職

輸送用機械器具製造業

総合工事業

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関

地方公務（略）

道路貨物運送業

不動産取引業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

専門サービス業（他に分類されないもの）



業種 就職先 職種
その他の卸売業 三菱商事テクノス株式会社 営業

（株）　創英コーポレーション 総合職
（公財）　日本書道美術館 事務
(株)　ワンスター 総合職
日本マニュファクチャリングサービス株式会社 その他製造技術者
（株）　ＥＰファーマライン 総合職
（株）　ノリタケカンパニーリミテド 事務
（株）　ダスキン 総合職
（株）　読売旅行 総合職

その他の製造業 ＹＫＫ　ＡＰ株式会社 事務
印刷・同関連業 （株）　光邦 営業

（株）　松屋フーズ 総合職
（株）　日本レストランエンタプライズ 販売

運輸に附帯するサービス業 ＡＮＡ新千歳空港株式会社 総合職
映像・音声・文字情報制作業 （株）　マイナビ 総合職
化学工業 （株）　アルビオン 美容部員（BA）
学校教育 茨城県公立中学校 中学校教員

桐生信用金庫 総合職
千葉みらい農業協同組合 総合職

業務用機械器具製造業 キヤノン株式会社 総合職
（株）　パイオラックス 総合職
東プレ株式会社 総合職

金融商品取引業，商品先物取引業 （株）　フィナンシャル・エージェンシー 営業
（株）　ジャパンネット銀行 総合職
（株）　みずほ銀行 事務
（株）　りそな銀行 総合職
（株）　三井住友銀行 事務

事務
準総合職

（株）　清水銀行 総合職
（株）　千葉銀行 準総合職
（株）　ヴィアックス 司書
（株）　電通クリエーティブフォース ディレクター
全日本空輸株式会社 客室乗務員
日本航空株式会社 客室乗務員

国家公務（略） 国家専門職　国税専門官 国税専門官
（株）　かくの木 事務
茨城県市町村職員共済組合 事務
東京海上日動ベターライフサービス株式会社 ケアワーカー

宿泊業 アパグループ株式会社 総合職
（株）　ＮＴＴデータビジネスブレインズ SE
（株）　ＴＫＣ 営業
（株）　インタースペース 総合職
（株）　フューチャ技研 SE
（株）　ユニヴァ・ペイキャスト 総合職
（株）　日本システムデザイン SE
エール・システムズ株式会社 SE
サンネット株式会社 SE
三菱総研ＤＣＳ株式会社 SE
日本ソフト技研株式会社 SE
（株）　田原屋 総合職
住商モンブラン株式会社 事務

職業紹介・労働者派遣業 （株）　スタッフサービス 事務
食料品製造業 味の素株式会社 総合職
政治・経済・文化団体（略） 日本私立学校振興・共済事業団 事務
生産用機械器具製造業 （株）　ディスコ 事務

(株)　東京コンサルティングファーム 総合職
フォーシーズ株式会社 営業
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 秘書

繊維工業 （株）　ナルミヤ・インターナショナル 販売
倉庫業 三井埠頭株式会社 事務

金属製品製造業

銀行業

広告業

航空運輸業

社会保険・社会福祉・介護事業

情報サービス業

（株）　三菱ＵＦＪ銀行

2018年度　学科別就職先（史学科）

織物・衣服・身の回り品小売業

専門サービス業（他に分類されないもの）

その他の教育，学習支援業

その他の事業サービス業

その他の小売業

その他の生活関連サービス業

飲食店

協同組織金融業



総合工事業 旭化成ホームズ株式会社 事務
イオンクレジットサービス株式会社 総合職
みずほ証券株式会社 準総合職
さいたま市 事務
つくば市 事務
加須市 事務
神奈川県 事務
川崎市 事務
調布市 事務
東京・特別区 事務
立川市 事務

通信業 ＭＸモバイリング株式会社 販売
不動産取引業 三井不動産リアルティ株式会社 事務

（株）　日立保険サービス 事務
住友生命保険相互会社 営業
第一生命保険株式会社 営業
日本生命保険相互会社 営業
明治安田生命保険相互会社 事務
三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社 事務
三菱ＵＦＪ住宅ローン保証株式会社 事務

郵便局 日本郵便株式会社 営業

地方公務（略）

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

補助的金融業等

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関



業種 就職先 職種
その他の卸売業 （株）　宮地商会（宮地楽器） 総合職
その他の生活関連サービス業 ファミリーコーポレーション株式会社 営業
印刷・同関連業 凸版印刷株式会社 その他の技術者
映像・音声・文字情報制作業 チームラボエンジニアリング株式会社 SE

茨城県公立中学校 中学校教員
神奈川県公立中学校 中学校教員
藤村女子中学校・高等学校 中学校教員

技術サービス業（他に分類されないもの） （株）　大和総研 SE
協同組合（他に分類されないもの） いるま野農業協同組合 総合職
業務用機械器具製造業 キヤノン株式会社 電気・電子・通信技術者

（株）　みずほ銀行 事務
日本銀行 SE

娯楽業 （株）　オリエンタルランド 総合職
航空運輸業 ＡＮＡエアポートサービス株式会社 地上職

（株）　NSソリューションズ東京 SE
（株）　ＮＴＴデータ・エム・シー・エス SE
（株）　アクト SE
（株）　インターネットイニシアティブ SE
(株)　エス･エス･シー SE
（株）　オープンドア 総合職
（株）　キーマネジメントソリューションズ SE
（株）　ソフトテックス SE
（株）　ディアイスクエア SE
（株）　トウ・ソリューションズ SE
（株）　日立産業制御ソリューションズ SE
（株）　富士通ディフェンスシステムエンジニア SE
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 SE
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 電気・電子・通信技術者

ＳＣＳＫ株式会社 SE
ＴＩＳ株式会社 SE
インターネットウェア株式会社 SE
エムエルアイ・システムズ株式会社 SE
キヤノンITソリューションズ株式会社 SE
サイバーコム株式会社 SE
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 SE
三菱総研ＤＣＳ株式会社 SE
第一生命情報システム株式会社 SE
東芝インフラシステムズ株式会社 その他の技術者
東芝デジタルソリューションズ株式会社 SE
日本アイ・ビー・エム株式会社 SE
八十二システム開発株式会社 SE
富士ソフト株式会社 SE
（株）　日立製作所 SE
日本電気株式会社 SE
富士通株式会社 総合職
（株）　キャン 販売
（株）　ファッションクロス 販売
合同会社　Ｖｏｌ． 販売
（株）　アスパーク プログラマー
（株）　パソナ 営業

水運業 （株）　ポートサービス 経理
（株）　エイレックス コンサルタント
ＮＴＴデータマネジメントサービス株式会社 総合職

繊維工業 （株）　レナウン 総合職
コスモ技研株式会社 設計
ビューハウス株式会社 営業

地方公務（略） 毛呂山町役場 事務
通信業 エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社 SE
電気機械器具製造業 （株）　東芝 SE
電気業 東京電力ホールディングス株式会社 電気・電子・通信技術者

電子部品・デバイス・電子回路製造業 マイクロンメモリ　ジャパン株式会社 電気・電子・通信技術者

専門サービス業（他に分類されないもの）

総合工事業

2018年度　学科別就職先（数物科学科）

学校教育

銀行業

情報サービス業

情報通信機械器具製造業

織物・衣服・身の回り品小売業

職業紹介・労働者派遣業



輸送用機械器具製造業 本田技研工業株式会社 自動車技術者
郵便局 日本郵便株式会社 営業



業種 就職先 職種
ガス業 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 営業

（株）　千代田組 事務
住友商事ケミカル株式会社 総合職
住友商事マシネックス株式会社 準総合職

その他の教育，学習支援業 （株）　ジャパンテクニカルソフトウェア SE
その他の事業サービス業 セコム株式会社 総合職
その他の小売業 （株）　ノジマ 販売
その他の生活関連サービス業 （株）　ＪＡＬナビア コールセンターオペレーター

（株）　キングジム 総合職
タマポリ株式会社 総合職

営業
化学技術者

飲食料品小売業 コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 営業
飲料・たばこ・飼料製造業 （株）　ランフリー 品質管理
化学工業 住友化学株式会社 化学技術者

（学）　土佐中学校・高等学校 中学校教員
東京都公立中学校 中学校教員

学術・開発研究機関 国立研究開発法人　防災科学技術研究所 事務
技術サービス業（他に分類されないもの） （株）　アールピーエム 総合職
業務用機械器具製造業 （株）　日立ハイテクフィールディング 機械技術者 

（株）　SMBC信託銀行 総合職
（株）　広島銀行 総合職
(株)　日本政策投資銀行 事務

広告業 （株）　エム・シィオー 企画
航空運輸業 全日本空輸株式会社 客室乗務員
鉱業，採石業，砂利採取業 国際石油開発帝石株式会社 事務
持ち帰り・配達飲食サービス業 エームサービス株式会社 総合職
宿泊業 （株）　星野リゾート ウェディングプランナー

（株）　JIEC SE
（株）　アークシステム SE
（株）　オービックビジネスコンサルタント 総合職
（株）　キリンビジネスシステム SE
（株）　システムイオ SE
（株）　ジャステック SE
（株）　電通国際情報サービス SE
（株）　日立ソリューションズ・クリエイト SE
（株）　日立ハイシステム２１ SE
（株）　日立産業制御ソリューションズ SE
（株）　富士通ソフトウェアテクノロジーズ SE
IQVIAソリューションズ ジャパン株式会社 SE
アウリガ・コンサルティング株式会社 SE
三井情報株式会社 SE
三菱ＵＦＪトラストシステム株式会社 SE
第一生命情報システム株式会社 SE
東芝インフラシステムズ株式会社 その他の技術者
日本アイ・ビー・エム株式会社 SE
ＷＤＢ株式会社エウレカ社 化学技術者
アドバンテック株式会社 化学技術者

食料品製造業 東洋水産株式会社 総合職
水運業 朝日航洋株式会社 その他の技術者
水道業 （株）　フソウ 施工管理

（一財）　ボーケン品質評価機構東京事業所 品質管理
（一財）　日本食品分析センター 化学技術者
独立行政法人　労働者健康安全機構 事務
イーピーエス株式会社 保健医療サービス職業従事者

長島・大野・常松法律事務所 秘書
総合工事業 （株）　アーキ・ジャパン 営業

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 営業
丸三証券株式会社 総合職
君津市 事務
警視庁 警官

2018年度　学科別就職先（物質生物科学科）

情報サービス業

職業紹介・労働者派遣業

政治・経済・文化団体（略）

専門サービス業（他に分類されないもの）

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関

地方公務（略）

その他の卸売業

その他の製造業

印刷・同関連業

学校教育

凸版印刷株式会社

銀行業



東京都庁 事務
（株）　ＮＴＴドコモ 電気・電子・通信技術者

エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社 総合職
電気機械器具製造業 （株）　コルグ 営業
電子部品・デバイス・電子回路製造業 アルプス電気株式会社 総合職
不動産取引業 （株）　イーストランドクリエイト 営業

（株）　かんぽ生命保険 事務
大樹生命保険株式会社 総合職

営業
準総合職

無店舗小売業 （株）　ジャパンビバレッジ 営業
輸送用機械器具製造業 日産自動車株式会社 自動車技術者

通信業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

第一生命保険株式会社



業種 就職先 職種
その他の卸売業 （株）　富士通マーケティング 営業
その他の教育，学習支援業 （学）　大妻学院 事務

（株）　ジェイエムエス 事務
（株）　電通キャスティングアンドエンターテイメント 総合職
（株）　ＪＴＢメディアリテーリング 総合職
（株）　エイチ・アイ・エス 準総合職
クラブツーリズム株式会社 総合職

医療業 大宮七里眼科 事務
飲食料品卸売業 （株）　西原商会 総合職
飲食料品小売業 （株）　京橋千疋屋 販売
運輸に附帯するサービス業 ＡＮＡ新千歳空港株式会社 地上職

（株）　ビジュアルコミュニケーションズ ディレクター
（株）　ロースター 編集
（株）　ちふれ化粧品 販売
カラーズ株式会社 広報
（株）　山善 事務
ディーブイエックス株式会社 総合職

技術サービス業（他に分類されないもの） 公認会計士　野口新太郎事務所 経理
埼玉県民共済生活協同組合 総合職
神奈川県信用農業協同組合連合会 総合職
ろうきん中央機関グループ 総合職
東京シティ信用金庫 総合職
（株）　きらぼし銀行 総合職
（株）　みずほ銀行 事務
（株）　りそな銀行 総合職
（株）　三井住友銀行 事務

事務
準総合職

（株）　清水銀行 総合職
（株）　東京スター銀行 総合職
三井住友信託銀行株式会社 準総合職
（株）　サイバーエージェント 総合職
（株）　リクルートホールディングス 総合職
（株）　博報堂プロダクツ 総合職
バリューコマース株式会社 総合職
ＡＮＡエアポートサービス株式会社 地上職
中国東方航空 地上職

国家公務（略） 国家専門職　国税専門官 国税専門官
社会保険・社会福祉・介護事業 （株）　ベネッセスタイルケア ケアワーカー
宿泊業 リゾートトラスト株式会社 総合職

（株）　プライム・ブレインズ SE
サイオステクノロジー株式会社 事務
フォース株式会社 SE
みんなのマーケット株式会社 総合職
東急テックソリューションズ株式会社 SE
日興システムソリューションズ株式会社 SE
日本システム技術株式会社 SE
富士電機ＩＴセンター株式会社 SE
（株）　スタージュエリーブティックス 販売
（株）　プラステ 総合職
（株）　ユナイテッドアローズ 販売

職業紹介・労働者派遣業 （株）　パソナ 総合職
生産用機械器具製造業 旭ダイヤモンド工業株式会社 総合職
石油製品・石炭製品製造業 日本精蝋株式会社 総合職

（株）　Ｅストアー 総合職
（株）　シミズオクト 営業
エン・ジャパン株式会社 総合職
ディーアールエス株式会社 事務
トーマツイノベーション株式会社 事務
レイス株式会社 準総合職
（株）　住友倉庫 事務

（株）　三菱ＵＦＪ銀行

協同組合（他に分類されないもの）

協同組織金融業

銀行業

広告業

航空運輸業

情報サービス業

織物・衣服・身の回り品小売業

専門サービス業（他に分類されないもの）

倉庫業

機械器具卸売業

2018年度　学科別就職先（現代社会学科）

その他の事業サービス業

その他の生活関連サービス業

映像・音声・文字情報制作業

化学工業



（株）　日新 総合職
王子物流株式会社 総合職
三菱倉庫株式会社 準総合職
（株）　東栄住宅 営業
三井不動産リフォーム株式会社 総合職
積水ハウス株式会社 営業
東建コーポレーション株式会社 営業

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 準総合職
伊東市 事務
神奈川県 事務
北茨城市 事務

通信業 （株）　ベルパーク 販売
鉄鋼業 新日鐵住金株式会社 事務

東日本旅客鉄道株式会社 駅務
日本貨物鉄道株式会社 総合職
日本モレックス株式会社 営業
日立アプライアンス株式会社 総合職

道路貨物運送業 西濃運輸株式会社 事務
事務
総合職

住友不動産販売株式会社 事務
不動産賃貸業・管理業 イオンモール株式会社 総合職

（株）　アクティオ 事務
丸紅建材リース株式会社 事務
山王スペース＆レンタル株式会社 総合職
東銀リース株式会社 事務

営業
事務

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 準総合職
共栄火災海上保険株式会社 準総合職
三井住友海上火災保険株式会社 準総合職

営業
総合職

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 準総合職
大同生命保険株式会社 準総合職
第一生命保険株式会社 準総合職
東京海上日動火災保険株式会社 準総合職

営業
事務

スズキ株式会社 事務
大同精密工業株式会社 総合職

電気機械器具製造業

不動産取引業

物品賃貸業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

輸送用機械器具製造業

三井不動産リアルティ株式会社

（株）　かんぽ生命保険

住友生命保険相互会社

富国生命保険相互会社

鉄道業

総合工事業

地方公務（略）



業種 就職先 職種
その他の卸売業 イシグロ株式会社 事務
その他の教育，学習支援業 （学）　北里研究所 事務
その他の小売業 （株）　ノジマ 販売
その他の生活関連サービス業 （株）　エイチ・アイ・エス 準総合職

（株）　スタジオアリス 総合職
その他の製造業 ＹＫＫ　ＡＰ株式会社 事務

（医）　石心会　川崎幸病院 ソーシャルワーカー
（社福）　済生会　川口総合病院 ソーシャルワーカー
（社福）　新潟市社会事業協会信楽園病院 ソーシャルワーカー
厚木市立病院 社会福祉士
聖マリアンナ医科大学病院 社会福祉士
特定医療法人財団　五省会 社会福祉士

飲食店 （株）　シャノアール 総合職
（株）　マイナビ 総合職
（株）　メディア・ワン ディレクター
（株）　双葉社 総合職

学校教育 栃木県立特別支援学校 中学校教員
（株）　みずほ銀行 事務
（株）　横浜銀行 総合職
（株）　三菱ＵＦＪ銀行 事務
（株）　千葉興業銀行 総合職

広告業 （株）　リクルートホールディングス 総合職
ＡＮＡエアポートサービス株式会社 地上職
日本航空株式会社 客室乗務員

国家公務（略） 環境庁／環境省 事務
（医）　健和会 社会福祉士
（株）　学研ココファン ケアワーカー
（株）東急イーライフデザイン 総合職
（社福）　楽晴会　世田谷希望ヶ丘ホーム ケアワーカー
（社福）　至誠学舎立川 ケアワーカー
（社福）　松戸市社会福祉協議会 総合職
（社福）　青葉会 ソーシャルワーカー
（社福）　東京都手をつなぐ育成会 ケアワーカー
（社福）　武蔵野 ケアワーカー
（社福）　奉優会 ケアワーカー
オリックス・リビング株式会社 ケアワーカー
（株）　インターコム 営業
（株）　鎌倉新書 総合職
ＳＣＳＫ株式会社 SE
かんぽシステムソリューションズ株式会社 SE
トランスコスモス株式会社 総合職
楽天株式会社 総合職
日野コンピューターシステム株式会社 SE
富士テレコム株式会社 総合職
（株）　マーブルシュッド 販売
京都きもの友禅株式会社 総合職

職業紹介・労働者派遣業 マンパワーグループ株式会社 総合職
設備工事業 （株）　協和エクシオ 総合職

（株）　ケアサービス ケアワーカー
（株）　ネス・コーポレーション 保育士
医療システムズ株式会社 SE
長島・大野・常松法律事務所 秘書

倉庫業 日鉄住金物流株式会社 事務
総合工事業 住友林業ホームテック株式会社 総合職

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 事務
丸三証券株式会社 準総合職
日立キャピタル株式会社 総合職
野村證券株式会社 準総合職
横浜市 福祉専門職
千葉県 児童指導員

事務
福祉専門職

東京・特別区 福祉専門職
鉄鋼業 新日鐵住金株式会社 事務
電気機械器具製造業 （株）　東芝 総合職
不動産取引業 （株）　エフ・ジェー・ネクスト 総合職

（株）　郵愛 事務
ＭＳ＆ＡＤ事務サービス株式会社 事務
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 準総合職
三井住友海上火災保険株式会社 準総合職

営業
事務

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 準総合職
第一生命保険株式会社 営業
日本生命保険相互会社 営業
明治安田生命保険相互会社 営業

補助的金融業等 三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社 事務
放送業 （株）　ジュピターテレコム 総合職
無店舗小売業 古本買取通販ドットコム株式会社 事務

2018年度　学科別就職先（社会福祉学科）

医療業

映像・音声・文字情報制作業

銀行業

航空運輸業

地方公務（略）

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

住友生命保険相互会社

川崎市

社会保険・社会福祉・介護事業

情報サービス業

織物・衣服・身の回り品小売業

専門サービス業（他に分類されないもの）

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関



業種 就職先 職種
（株）　早稲田アカデミー 事務
（株）　増田塾 総合職
（株）　臨海 個人教師（インストラクター）

その他の小売業 （株）　イービーエム 美容部員（BA）
その他の生活関連サービス業 高見株式会社 総合職

三菱食品株式会社 事務
日清商事株式会社 事務

各種商品卸売業 住友商事フィナンシャルマネジメント株式会社 事務
（学）　柏芳学園　豊四季幼稚園 幼稚園教諭
（学）　明の星学園　浦和明の星幼稚園 幼稚園教諭
ひばり幼稚園 幼稚園教諭
茨城県公立小学校 小学校教員
横浜市公立小学校 小学校教員
丸山幼稚園 幼稚園教諭
埼玉県公立小学校 小学校教員

長野県公立小学校 小学校教員
東京女学館小学校 小学校教員

東京都特別区公立幼稚園 幼稚園教諭
認定こども園ムロノキッズ 幼稚園教諭
木下川薬師附属やくし幼稚園 幼稚園教諭

技術サービス業（他に分類されないもの） （一財）　日本不動産研究所 事務
協同組織金融業 東京信用金庫 総合職
業務用機械器具製造業 コベルコ建機株式会社 総合職
銀行業 （株）　きらぼし銀行 総合職

（株）　三菱ＵＦＪ銀行 事務
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 神鋼商事株式会社 事務
航空運輸業 日本航空株式会社 客室乗務員

（株）　コスモズ 保育士
（株）　日本保育サービス 児童指導員
（社福）　渋谷区社会福祉事業団（認定こども園） 保育士
（社福）　同愛会　川崎事業本部 児童指導員

宿泊業 （株）  東横イン 客室係
（株）　Ｌｅｅ．ネットソリューションズ SE
ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社 SE
ダイナテック株式会社 総合職
トランスコスモス株式会社 総合職
ユニアデックス株式会社 営業
日本ユニシス株式会社 総合職
（株）　アダストリア 総合職
青山商事株式会社 営業
（株）　サーチフィールド ディレクター
(株)　ネオキャリア 総合職
マンパワーグループ株式会社 総合職
（株）　ハート 営業
（株）　老松 総合職
敷島製パン株式会社 営業

政治・経済・文化団体（略） 特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール 児童指導員
生産用機械器具製造業 （株）　アマダ 総合職
石油製品・石炭製品製造業 出光ルブテクノ株式会社 総合職

（株）　スワベ商会 事務
（株）　リヴァンプ SE
レイス株式会社 総合職
弁護士法人　鈴木総合法律事務所 事務

繊維・衣服等卸売業 三共生興アパレルファッション株式会社 事務系助手
倉庫業 相模トランス株式会社 事務

セキスイハイム東海株式会社 総合職
旭化成ホームズ株式会社 事務
積水ハウス株式会社 営業

2018年度　学科別就職先（教育学科）

その他の教育，学習支援業

飲食料品卸売業

学校教育

神奈川県公立小学校 小学校教員

川崎市公立小学校 小学校教員

東京都公立小学校 小学校教員

社会保険・社会福祉・介護事業

情報サービス業

織物・衣服・身の回り品小売業

職業紹介・労働者派遣業

食料品製造業

専門サービス業（他に分類されないもの）

総合工事業



東鉄工業株式会社 総合職
国分寺市 事務

司書
事務

本庄市 事務
三井不動産リアルティ株式会社 事務
住友不動産販売株式会社 事務
三井住友海上火災保険株式会社 準総合職
住友生命保険相互会社 営業
東京海上日動火災保険株式会社 準総合職

輸送用機械器具製造業 スズキ株式会社 営業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

神奈川県
地方公務（略）

不動産取引業



業種 就職先 職種
インターネット附随サービス業 千株式会社 営業
ガス業 東京ガス株式会社 営業

（株）　ＡＢＣ　Ｃｏｏｋｉｎｇ　Ｓｔｕｄｉｏ 営業
（株）　ニーズ・メディカルシステム 総合職
（株）　アークス 事務
（株）　ハピネット 総合職
（株）　メガネトップ 販売
大興電子通信株式会社 SE
島村楽器株式会社 販売
芙蓉パーソナルコミュニケーション株式会社 総合職

医療業 独立行政法人国立病院機構　東海北陸グループ 児童指導員
飲食店 （株）　物語コーポレーション 店長候補
映像・音声・文字情報制作業 （株）　マイナビ 総合職
化学工業 （株）　富士薬品 MR

（株）　そごう・西武 総合職
マックスバリュ関東株式会社 準総合職

学校教育 浜松医科大学 事務
機械器具小売業 （株）　TDモバイル 販売
業務用機械器具製造業 富士フイルムテクノプロダクツ株式会社 事務

（株）　三菱ＵＦＪ銀行 事務
（株）　東京スター銀行 事務
三井住友信託銀行株式会社 準総合職
(株)　 ＫＲＣ　ＮＥＸＴ 営業
（株）　東芸エンタテイメンツ 企画
四季株式会社 ディレクター

航空運輸業 ＡＮＡエアポートサービス株式会社 地上職
（株）　アルプス技研 総合職
コムシス株式会社 SE
三井住友トラストＴＡソリューション株式会社 事務
（株）　パソナ 総合職
（株）　ワークポート 準総合職
羽田空港サービス株式会社 地上職

食料品製造業 （株）　神戸屋 販売
設備工事業 株式会社タカギ 営業

（株）　トライステージ 総合職
（株）　小林工芸社 営業
バルテス株式会社 SE

繊維工業 （株）　リンク・セオリー・ジャパン 総合職
貸金・クレジットカード業等非預金信用機関 （株）　オリエントコーポレーション 準総合職

横浜市 事務
東京・特別区 事務
藤沢市 事務
（株）　モバイルコミュニケーションズ 電気・電子・通信技術者

東洋通信工業株式会社 総合職
電気機械器具製造業 （株）　ＳＵＭＣＯ 事務
電子部品・デバイス・電子回路製造業 マイクロンメモリ　ジャパン株式会社 SE

みずほ不動産販売株式会社 総合職
三井不動産リアルティ株式会社 事務
住友生命保険相互会社 営業
太陽生命保険相互会社 事務
富国生命保険相互会社 営業

営業
事務

郵便局 日本郵政株式会社 総合職

2018年度　学科別就職先（心理学科）

その他の小売業

その他の教育，学習支援業

各種商品小売業

銀行業

通信業

不動産取引業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

明治安田生命保険相互会社

娯楽業

情報サービス業

職業紹介・労働者派遣業

専門サービス業（他に分類されないもの）

地方公務（略）



業種 就職先 職種
（株）　ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ 総合職
(株)　クロスシー 総合職
（株）　コロプラ 総合職
（株）　エス・ピーパック 事務
ソニーリージョナルセールス株式会社 営業
（株）　ＧＡＢＡ 総合職
（株）　エンベックスエデュケーション SE
（株）　栄光 個人教師（インストラクター）

（株）　早稲田外国語学校 その他教員
ＩＳＩグローバル株式会社 個人教師（インストラクター）

（有）　会営　カイエー薬局グループ 事務
日立ヘルスケアシステムズ株式会社 個人教師（インストラクター）

（株）　ＲＡＪＡ　【クイーンズウェイ】 エステティシャン
（株）　エイチ・アイ・エス 準総合職
(株)　ファイブスタークラブ 営業
（株）　近畿日本ツーリスト首都圏 準総合職
ビッグホリデー株式会社 総合職

医療業 上尾中央医科グループ本部事務局 総合職
(株)　ＳＨＩＮＷＡ 営業
合同会社グループONES 編集
（株）　プレナス 総合職
群馬ヤクルト販売株式会社 営業

飲食料品卸売業 三菱食品株式会社 事務
映像・音声・文字情報制作業 （株）　A-1 Pictures ディレクター

総合職
美容部員（BA）

（株）　タルサタイム 販売
伊藤忠フィナンシャルマネジメント株式会社 経理
日通商事株式会社 営業

各種商品小売業 (株)　和心 販売
(株)　ドラフト 総合職
(株)　フロムスクラッチ 事務

協同組合（他に分類されないもの） ながの農業協同組合 総合職
三島信用金庫 総合職
昭和信用金庫 総合職
（株）　みずほ銀行 事務
（株）　国際協力銀行 事務
（株）　三菱ＵＦＪ銀行 事務
（株）　七十七銀行 総合職
（株）　秋田銀行 総合職
（株）　百十四銀行 事務

娯楽業 公益財団法人　東京シティ・バレエ団 事務
（株）　アンデスフイルム ディレクター
（株）　日経産業広告社 総合職
（株）　ＪＡＬスカイ九州 地上職
ＡＮＡエアポートサービス株式会社 地上職
JALスカイエアポート沖縄株式会社 地上職
全日本空輸株式会社 客室乗務員
日本航空株式会社 客室乗務員
国家一般職 事務
国家専門職　国税専門官 国税専門官
ＨＩＴＯＷＡキッズライフ株式会社 保育士
日本年金機構 総合職
（株）　星野リゾート・マネジメント 総合職
アパグループ株式会社 総合職
日本ホテル株式会社 総合職
（株）　ＮＴＴデータビジネスシステムズ SE
（株）　ＴＫＣ コンサルタント
（株）　アドービジネスコンサルタント 総合職
（株）　ケー・ティー・システム 事務
（株）　コンピュータマインド プログラマー

2018年度　学科別就職先（文化学科）

インターネット附随サービス業

その他の卸売業

その他の教育，学習支援業

その他の小売業

銀行業

広告業

航空運輸業

その他の生活関連サービス業

印刷・同関連業

飲食店

化学工業

各種商品卸売業

（株）　アルビオン

国家公務（略）

社会保険・社会福祉・介護事業

宿泊業

情報サービス業

技術サービス業（他に分類されないもの）

協同組織金融業



（株）　シーシーエス SE
（株）　昭和システムエンジニアリング SE
（株）　中央コンピュータシステム SE
（株）ユードム SE
ＮＴＴデータジェトロニクス株式会社 SE
ＮＴＴデータフォース株式会社 SE
ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社 SE
富士ソフト株式会社 SE
（株）　プラステ 総合職
（株）　メルローズ 販売

職業紹介・労働者派遣業 (株)　スリー・イー SE
生産用機械器具製造業 信和産業株式会社 事務

（株）　プライムコンセプト コンサルタント
(株)　東京コンサルティングファーム 総合職
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 秘書

洗濯・理容・美容・浴場業 ミズノ株式会社 営業
繊維工業 （株）　ワコール 販売

サッポログループ物流株式会社 総合職
安田倉庫株式会社 準総合職
月島倉庫株式会社 総合職
(株)　ＧＰＥ 営業
ニッカホーム株式会社 営業
ポラス株式会社 営業
シャープファイナンス株式会社 総合職
野村證券株式会社 準総合職
東京・特別区 事務
日野市 事務
富岡市 事務

通信業 （株）　NTT東日本－南関東 営業
鉄道業 東京地下鉄株式会社 駅務

（株）　ＳＵＭＣＯ 総合職
（株）　バンダイナムコエンターテインメント 総合職
（株）　日放電子 事務
ＪＲ東日本メカトロニクス株式会社 電気・電子・通信技術者

タカラスタンダード株式会社 ショールームアドバイザー

電子部品・デバイス・電子回路製造業 エレコム株式会社 営業
（株）　アエラス 営業
（株）　インデックス 総合職
スターツコーポレーション株式会社 営業

不動産賃貸業・管理業 チューリップ不動産株式会社 事務
（株）　かんぽ生命保険 営業
住友生命保険相互会社 事務
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 準総合職
明治安田生命保険相互会社 営業

放送業 （一社）　日本民間放送連盟 総合職
輸送用機械器具製造業 エイム株式会社 自動車技術者
郵便局 日本郵便株式会社 営業

電気機械器具製造業

不動産取引業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

専門サービス業（他に分類されないもの）

倉庫業

総合工事業

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関

地方公務（略）

織物・衣服・身の回り品小売業
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