
業種 就職先 職種
印刷・同関連業 （株）　トッパンインフォメディア 総合職
化学工業 （株）　三栄精機工業 事務
非鉄金属製造業 三菱マテリアル株式会社 事務
情報サービス業 （株）　インフォメーション　クリエーティブ SE

日本アイ・ビー・エム株式会社 営業
（株）　ビーネックスソリューションズ SE
（株）　三菱電機ビジネスシステム 総合職

航空運輸業 ＡＮＡ成田エアポートサービス株式会社 地上職
倉庫業 （株）　住友倉庫 事務
機械器具卸売業 ＭＸモバイリング株式会社 販売
その他の卸売業 （株）　トーハン 総合職
織物・衣服・身の回り品小売業 （株）　エフ・ディ・シィ・プロダクツ 総合職

（株）　ソラオブトウキョウ 販売
その他の小売業 （株）　ヴァンドームヤマダ 販売

日本トイザらス株式会社 販売
銀行業 （株）　みずほ銀行 準総合職

（株）　横浜銀行 総合職
協同組織金融業 亀有信用金庫 総合職

埼玉縣信用金庫 総合職
巣鴨信用金庫 総合職

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関 三菱ＵＦＪニコス株式会社 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
保険業（保険代理業，保険サービス業含む） ジブラルタ生命保険株式会社 総合職

ソニー生命保険株式会社 総合職
第一生命保険株式会社 準総合職
大同生命保険株式会社 総合職
（株）　ＭＹＪ 事務
日本生命保険相互会社 営業
プルデンシャル生命保険株式会社 総合職
明治安田生命保険相互会社 営業

不動産取引業 （株）　ザイマックスウィズ 総合職
（株）　フージャースホールディングス 総合職
三井不動産株式会社 総合職
三井不動産リアルティ株式会社 総合職

事務
三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 事務

専門サービス業（他に分類されないもの） ｊ．ｕｎｉｏｎ株式会社 総合職
（一財）　日本不動産研究所 事務

宿泊業 リゾートトラスト株式会社 総合職
持ち帰り・配達飲食サービス業 シダックス株式会社 児童指導員
その他の生活関連サービス業 （株）　エイチ・アイ・エス 総合職
娯楽業 ＫＣＪ　ＧＲＯＵＰ株式会社 展示解説員
学校教育 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
神奈川県公立小学校 小学校教員
千葉県公立小学校 小学校教員
川崎市公立小学校 小学校教員
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
東京都特別区公立幼稚園 幼稚園教諭
（学）　上中里学園　上中里幼稚園 幼稚園教諭
学習院幼稚園 幼稚園教諭
（学）　名倉学園　愛心幼稚園 幼稚園教諭
國學院大學附属幼稚園 幼稚園教諭
淡島幼稚園 幼稚園教諭
（学）　芳村学園　さくら幼稚園 幼稚園教諭
ひばり幼稚園 幼稚園教諭
（学）　雨宮学園　みたから幼稚園 幼稚園教諭
（学）　神蔵学園　町田こばと幼稚園 幼稚園教諭
（学）　富山市五番町幼稚園 幼稚園教諭
（学）　松ヶ崎学園　認定こども園　まつがさきの森幼稚園 幼稚園教諭

その他の教育，学習支援業 （株）　学究社 個人教師（インストラクター）

（株）　公文教育研究会 総合職
（株）　日本入試センター 総合職

保健衛生 （財）　東京都予防医学協会 事務

2019年度　学科別就職先（児童学科）



社会保険・社会福祉・介護事業 （株）　アソシエ・インターナショナル 保育士
（株）　こどもの森 保育士
（株）　ＪＰホールディングス 総合職
（株）　ニチイ学館 総合職
（株）　ポピンズ 保育士

協同組合（他に分類されないもの） 日本生活協同組合連合会 総合職
職業紹介・労働者派遣業 ライクスタッフィング株式会社 総合職

（株）　リクルートスタッフィング（派遣社員） 事務
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

日本ビル・メンテナンス株式会社 事務
国家公務（略） 国家一般職 事務
地方公務（略） 狭山市 事務

寄居町 保育士
船橋市 保育士
小平市 保育士
町田市 事務
東京・特別区 事務
東京・特別区 保育士
川崎市 事務



業種 就職先 職種
味の素冷凍食品株式会社 総合職
カルビー株式会社 営業
亀田製菓株式会社 食品技術者
（株）　ブルボン 食品技術者
ケンコーマヨネーズ株式会社 食品技術者
サンヨー食品株式会社 総合職
敷島製パン株式会社 食品技術者
デリア食品株式会社 総合職
日本製粉株式会社 総合職
日本ピュアフード株式会社 総合職
プリマハム株式会社 総合職
（株）　Ｊ－オイルミルズ 総合職
（株）　ロッテ 営業

飲料・たばこ・飼料製造業 サントリーホールディングス株式会社 総合職
（株）　日本総合研究所 SE
バレットグループ株式会社 総合職

鉄道業 東海旅客鉄道株式会社 事務
航空運輸業 全日本空輸株式会社 客室乗務員
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）　そごう・西武 総合職
機械器具小売業 （株）　IDOM 企画
その他の小売業 （株）　アインホールディングス 事務

（株）　りそな銀行 総合職
三井住友信託銀行株式会社 準総合職

飲食店 （株）　グリーンハウス 総合職
娯楽業 （株）　リージョナルクリエーション長崎 総合職
医療業 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター 事務
地方公務（略） 名古屋市 衛生監視

2019年度　学科別就職先（食物学科　食物学専攻）

食料品製造業

情報サービス業

銀行業



業種 就職先 職種
シマダヤ株式会社 総合職
デリア食品株式会社 総合職
日東ベスト株式会社 総合職
（株）　宝幸 総合職
（株）  明治 栄養士
森永製菓株式会社 営業
カゴメ株式会社 総合職
キリンビバレッジ株式会社 食品技術者
サッポロビール株式会社 総合職

印刷・同関連業 大日本印刷株式会社 総合職
日本電営株式会社 事務
ベース株式会社 SE

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 長瀬産業株式会社 事務
飲食料品小売業 日本給食株式会社 栄養士

（株）　エスシーグループ 事務
（株）　ココカラファイン 栄養士
サンハルク株式会社 栄養士
ジェイフロンティア株式会社 総合職
（株）　スギ薬局 栄養士

銀行業 （株）　りそな銀行 総合職
栄養士
総合職

西洋フード・コンパスグループ株式会社 栄養士
エームサービス株式会社 栄養士
エームサービスジャパン株式会社 栄養士

その他の生活関連サービス業 （株）　ベストブライダル ウェディングプランナー
ＩＭＳグループ 栄養士
（学）　北里研究所　北里大学病院 栄養士
（医）　順江会江東病院 栄養士
昭和大学病院 栄養士
帝京大学医学部附属病院 栄養士
（医）　哺育会　桜ヶ丘中央病院 栄養士
（医）　瑞穂会 栄養士

社会保険・社会福祉・介護事業 （社福）　春献美会　はるひ野保育園 栄養士
地方公務（略） 東京都庁 栄養士

持ち帰り・配達飲食サービス業

医療業

（株）　グリーンハウス

2019年度　学科別就職先（食物学科　管理栄養士専攻）

食料品製造業

飲料・たばこ・飼料製造業

情報サービス業

その他の小売業

飲食店



業種 就職先 職種
総合工事業 旭化成ホームズ株式会社 事務

旭化成リフォーム株式会社 営業
(株）　アイダ設計 営業
鹿島建設株式会社 施工管理
（株）　サンケイビルテクノ 営業
清水建設株式会社 施工管理
住友林業ホームテック株式会社 総合職
（株）　スペース 総合職
積水ハウス株式会社 事務
住友林業株式会社 設計

事務
積水ハウスリフォーム東日本株式会社 営業
大和ハウス工業株式会社 設計
東京セキスイハイム株式会社 総合職
東京都住宅供給公社 総合職
（株）　藤田建装 施工管理
ポラス株式会社 総合職

設備工事業 ＮＴＴ都市開発ビルサービス株式会社 総合職
ＡＧＣ硝子建材株式会社 設計
三機工業株式会社 事務

食料品製造業 日本食研ホールディングス株式会社 営業
非鉄金属製造業 不二サッシ株式会社 設計
金属製品製造業 クリナップ株式会社 営業
電気機械器具製造業 ダイキン工業株式会社 技術営業

三菱電機照明株式会社 総合職
その他の製造業 （株）　良品計画 販売
電気業 東京電力ホールディングス株式会社 総合職
情報サービス業 エリクソン・ジャパン株式会社 電気・電子・通信技術者

（株）　コンカー 総合職
鉄道業 東急電鉄株式会社 設計

東日本旅客鉄道株式会社 設計
道路貨物運送業 日本通運株式会社 総合職
航空運輸業 ＡＮＡ成田エアポートサービス株式会社 地上職
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 伊藤忠建材株式会社 事務
その他の小売業 （株）　ニトリ 総合職
不動産取引業 アットホーム株式会社 SE

日本ハウズイング株式会社 事務
不動産賃貸業・管理業 イオンモール株式会社 総合職

住友不動産建物サービス株式会社 総合職
（株）　ＵＲコミュニティ 居住施設・ビル等管理人

物品賃貸業 三井住友ファイナンス＆リース株式会社 総合職
大和リース株式会社 設計

広告業 （株）　Ｒｏｏｔｓ　ｄｅｓｉｇｎ ディレクター
技術サービス業（他に分類されないもの） （株）　エイ．アンド．エス．システム 設計

（一財)　さいたま住宅検査センター その他の技術者
(株)　住宅性能評価センター その他の技術者
（株）　山川設計 設計

娯楽業 （株）　カ－ブスジャパン 企画
学校教育 国立大学法人　東京大学 総合職
その他の事業サービス業 （株）　空ディメンジョンズ 営業
地方公務（略） 横浜市 設計

2019年度　学科別就職先（住居学科　居住環境デザイン専攻）



業種 就職先 職種
旭化成ホームズ株式会社 設計
（株）　アキュラホーム 営業
清水建設株式会社 事務
住友林業ホームテック株式会社 設計
（株）　スペース 総合職

総合職
設計

西松建設株式会社 施工管理
日本総合住生活株式会社 総合職
（株）　フジタ 設計
東急リニューアル株式会社 施工管理
(株)　バウハウス丸栄 設計

金属製品製造業 菊川工業株式会社 設計
その他の製造業 コクヨ株式会社 設計
情報サービス業 ＴＤＣソフト株式会社 SE
鉄道業 東日本旅客鉄道株式会社 設計
機械器具卸売業 北沢産業株式会社 パタンナー

（株）　りそな銀行 総合職
総合職
事務

清水総合開発株式会社 総合職
三菱地所コミュニティ株式会社 総合職
東京建物不動産販売株式会社 総合職
（株）　長谷工アーベスト 総合職
独立行政法人　都市再生機構 総合職
丸紅リアルエステートマネジメント株式会社 総合職

地方公務（略） 長野県 設計

不動産賃貸業・管理業

2019年度　学科別就職先（住居学科　建築デザイン専攻）

積水ハウスリフォーム東日本株式会社

（株）　三菱ＵＦＪ銀行

総合工事業

職別工事業(設備工事業を除く)

銀行業

不動産取引業



業種 就職先 職種
食料品製造業 味の素ＡＧＦ株式会社 総合職
飲料・たばこ・飼料製造業 （株）　ヤクルト本社 事務

アイア株式会社 総合職
（株）　リンク・セオリー・ジャパン 販売
（株）　ジャヴァコーポレーション 販売
（株）　トンボ 総合職
（株）　ルネ 販売
リコージャパン株式会社 総合職
（株）　ニコン 総合職
ＤＩＲインフォメーションシステムズ株式会社 SE
（株）　コンピュータマネジメント SE
（株）　日立システムズエンジニアリングサービス SE
（株）　メイネットワーク 総合職

映像・音声・文字情報制作業 （株）　カラフルカンパニー 営業
航空運輸業 （株）　ＪＡＬスカイ 地上職
各種商品卸売業 豊島株式会社 事務

（株）　ゲストリスト 総合職
ヒロタ株式会社 総合職
（株）　ヤギ 事務
（株）　ワールド 総合職

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 山本商会株式会社 事務
機械器具卸売業 （株）　ベルパーク 総合職

（株）　マクニカ 総合職
（株）　ドウシシャ 事務
（株）　イトーヨーカ堂 総合職
（株）　小田急百貨店 総合職
（株）　スタンディングポイント 販売
青山商事株式会社 販売
（株）　アーバンリサーチ 販売
Ｈ＆Ｍヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパン株式会社 販売
（株）　コナカ 総合職
（株）　しまむら 店長候補
（株）　ジュン　アシダ 販売
（株）　スウィートマミー 企画

総合職
販売

（株）　ワールドストアパートナーズ 総合職
（株）　フィールグッド 販売
（株）　ベイクルーズ 総合職
ラルフローレン株式会社 販売
ＰＯＲＴ　ＳＴＹＬＥ　株式会社 販売
（株）　三松 販売

飲食料品小売業 （株）　ドレステーブル 総合職
（株）　ジュン 販売
資生堂ジャパン株式会社 美容部員（BA）
（株）　りそな銀行 総合職
（株）　千葉銀行 総合職
（株）　東北銀行 総合職
ソニー生命保険株式会社 総合職
三井住友海上火災保険株式会社 準総合職
東京海上日動火災保険株式会社 準総合職
日本生命保険相互会社 営業
三井住友トラスト不動産株式会社 事務
東急リバブル株式会社 事務

専門サービス業（他に分類されないもの） （株）　ガイアート 事務
（株）　キャストＫＳＢパートナーズ アナウンサー
（株）　ヒラオインク 広報
（株）　メンバーズ ディレクター
（株）　リクルートホールディングス 営業
（一財）　カケンテストセンター 衣料管理士
（一財）　ボーケン品質評価機構東京事業所 衣料管理士

宿泊業 アパグループ株式会社 総合職
高見株式会社 ウェディングプランナー
ＢＬＤ　ＷＥＤＤＩＮＧＳ　株式会社 ウェディングプランナー

縫製
ダンサー

静岡県公立中学校 中学校教員
栃木県公立高等学校 高等学校教員
東京都公立中学校 中学校教員

その他の教育，学習支援業 （株）　日本入試センター 総合職
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

各種商品小売業

織物・衣服・身の回り品小売業

その他の小売業

娯楽業

学校教育

2019年度　学科別就職先（被服学科）

銀行業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

不動産取引業

広告業

技術サービス業（他に分類されないもの）

その他の生活関連サービス業

（株）　ダイドーフォワード

（株）　オリエンタルランド

繊維工業

業務用機械器具製造業

情報サービス業

繊維・衣服等卸売業

その他の卸売業



その他の事業サービス業 セコム株式会社 総合職
国家公務（略） 国家一般職 事務

東京都庁 事務
東京・特別区 事務
北海道警察本部 警官
埼玉県警察本部 事務

地方公務（略）



業種 就職先 職種
（株）　キャンディルテクト 営業
積水ハウス株式会社 総合職
（株）　ノーブルホーム インテリアデザイナー

家具・装備品製造業 パラマウントベッド株式会社 総合職
印刷・同関連業 （株）　アクセア 営業
化学工業 住友化学株式会社 事務
非鉄金属製造業 三菱マテリアル株式会社 事務
電子部品・デバイス・電子回路製造業 （株）　タムラ製作所 総合職
電気機械器具製造業 （株）　キーエンス 事務

（株）　インターネットイニシアティブ 総合職
（株）　ＤＳＲ SE
（株）　ＤＴＳ SE
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 SE
パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社 SE
（株）　ピーエスシー SE
明治安田システム・テクノロジー株式会社 SE

映像・音声・文字情報制作業 （株）　メディア・ワン ディレクター
航空運輸業 （株）　ＡＩＲＤＯ 客室乗務員
倉庫業 伊藤忠ロジスティクス株式会社 事務
各種商品卸売業 全日空商事株式会社 事務
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 三井物産プラスチック株式会社 事務
機械器具卸売業 因幡電機産業株式会社 事務
その他の卸売業 住友商事マシネックス株式会社 準総合職

（株）　イトーヨーカ堂 総合職
（株）　成城石井 総合職

機械器具小売業 トヨタモビリティ東京株式会社 総合職
資産管理サービス信託銀行株式会社 事務
三井住友信託銀行株式会社 準総合職
（株）　新生銀行 総合職
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 総合職
（株）　みずほ銀行 事務
（株）　北洋銀行 総合職
（株）　ゆうちょ銀行 営業
全国共済農業協同組合連合会　千葉県本部 総合職
東京三協信用金庫 総合職
イオンフィナンシャルサービス株式会社 営業
（株）　岡三証券グループ 営業
（株）　オリエントコーポレーション 準総合職
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 営業
ＭＳ＆ＡＤ事務サービス株式会社 事務
三井住友海上火災保険株式会社 準総合職
第一生命保険株式会社 準総合職
大同生命保険株式会社 準総合職

準総合職
営業

大樹生命保険株式会社 準総合職
準総合職
営業

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 準総合職
旭化成不動産レジデンス株式会社 総合職
三井不動産株式会社 事務
三井不動産リアルティ株式会社 事務

物品賃貸業 オリックス株式会社 事務
（株）　ＡｃｒｏＸ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 事務
（株）　シーユーシー 企画
（株）　ラーニングエージェンシー 事務
（株）　サイバーエージェント 総合職
（株）　電通 総合職
（株）　プリンスホテル 客室係
（株）　星野リゾート・マネジメント 総合職

飲食店 Ｂｌｕｅ　Ｂｏｔｔｌｅ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｊａｐａｎ　合同会社 調理師
洗濯・理容・美容・浴場業 （株）　ＬＩＦＥ　ＣＲＥＡＴＥ 個人教師（インストラクター）

学校教育 東京都公立中学校 中学校教員
その他の教育，学習支援業 （株）　創英コーポレーション 個人教師（インストラクター）

（一社）　埼玉県医師会 総合職
全国労働者共済生活協同組合連合会 総合職
日本年金機構 総合職
（株）　インターワークス 総合職
（株）　クイック コンサルタント

その他の事業サービス業 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 事務
国家専門職　国税専門官 国税専門官
国家一般職 事務

日本生命保険相互会社

2019年度　学科別就職先（家政経済学科）

総合工事業

情報サービス業

各種商品小売業

銀行業

協同組織金融業

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関

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

国家公務（略）

不動産取引業

専門サービス業（他に分類されないもの）

広告業

宿泊業

社会保険・社会福祉・介護事業

職業紹介・労働者派遣業



業種 就職先 職種
職別工事業(設備工事業を除く) ジャストトレーディング株式会社 事務
飲料・たばこ・飼料製造業 （株）　ヤクルト本社 営業
繊維工業 ヨウジヤマモトグループ 販売

（株）　アクセア 営業
共同印刷株式会社 営業
宝印刷株式会社 総合職
トッパン・フォームズ株式会社 総合職
ナカバヤシ株式会社 総合職

化学工業 リンテック株式会社 総合職
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 佐和工業有限会社 製造従事者
ゴム製品製造業 （株）　ブリヂストン 事務
生産用機械器具製造業 冨士ダイス株式会社 事務
情報通信機械器具製造業 日本電気株式会社 総合職
その他の製造業 ヨネックス株式会社 総合職

九州朝日放送株式会社 記者
北海道文化放送株式会社 アナウンサー
（株）　アイエスエフネット SE
（株）　インテリジェントウェイブ 営業
大樹生命アイテクノロジー株式会社 SE
ＮＲＩプロセスイノベーション株式会社 総合職
（株）　クレスコ SE
（株）　昭和システムエンジニアリング SE
（株）　J-POWERビジネスサービス 事務
（株）　システムサポート SE
（株）　システムエグゼ SE
(株)　スリー・イー SE
地銀ソリューション・サービス株式会社 SE
（株）　ＤＴＳ SE
テルウェル東日本株式会社 総合職
TDCソフト株式会社 SE
ＴＩＳ株式会社 SE
ソーバル株式会社 SE
キーウェアソリューションズ株式会社 事務
マルチネット株式会社 SE
（株）　ビジコム 事務
富士ソフト株式会社 SE
ヤマトシステム開発株式会社 総合職
（株）　リアルテック SE
（株）　ツインエンジン 総合職
（株）　トムス・エンタテイメント 総合職
（株）　プラウトゥーワン 編集
首都圏新都市鉄道株式会社 駅務
東日本旅客鉄道株式会社 駅務

道路貨物運送業 日本通運株式会社 総合職
航空運輸業 日本航空株式会社 客室乗務員
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 （株）　ＥＮＥＯＳサンエナジー 総合職
その他の卸売業 （株）　リネックス 事務

（株）　そごう・西武 総合職
（株）　羽田エアポートエンタープライズ 販売
京都きもの友禅株式会社 販売
（株）　ビー・エル・シー エステティシャン
（株）　ユナイテッドアローズ 販売
（株）　ロフト 販売

機械器具小売業 コネクシオ株式会社 販売
（株）　島忠 販売
資生堂ジャパン株式会社 美容部員（BA）
（株）　丸善ジュンク堂書店 総合職
（株）　ビックカメラ 総合職
（株）　プラザクリエイト 営業
（株）　メガネトップ 販売
（株）　りそな銀行 総合職
（株）　清水銀行 総合職
（株）　千葉銀行 総合職
（株）　三菱ＵＦＪ銀行 事務
（株）　岡三証券グループ 準総合職
イオンクレジットサービス株式会社 総合職
三菱ＵＦＪニコス株式会社 総合職
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 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
第一生命保険株式会社 営業
日本生命保険相互会社 営業
ほけんの窓口グループ株式会社 総合職
大樹生命保険株式会社 営業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

印刷・同関連業

放送業

情報サービス業

映像・音声・文字情報制作業

鉄道業

各種商品小売業

2019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

その他の小売業

銀行業

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関



大樹生命保険株式会社　東京プラネット事業部 営業
不動産取引業 京王不動産株式会社 営業
不動産賃貸業・管理業 （株）　レーベンコミュニティ　 事務

西村あさひ法律事務所 秘書
日本カルミック株式会社 総合職
（株）　メガ 営業

広告業 （株）　サイバー・バズ 総合職
（株）　マイステイズ・ホテル・マネジメント 総合職
日本ビューホテル株式会社 総合職

飲食店 （株）　シュガーレディ 営業
その他の生活関連サービス業 （株）　近畿日本ツーリスト首都圏 総合職

国立大学法人　東京大学 総合職
（学）　杏林学園 総合職
千葉県公立高等学校 高等学校教員
茨城県公立中学校 中学校教員
さいたま市公立中学校 中学校教員
埼玉県公立中学校 中学校教員

その他の教育，学習支援業 （学）　片柳学園 総合職
医療業 （一財）　茨城県メディカルセンター 事務

東京海上日動ベターライフサービス株式会社 総合職
一般財団法人　郵政福祉 総合職

廃棄物処理業 （株）　北陸環境サービス 事務
（株）スタッフサービス（派遣社員） 事務
（株）　アヴァンティスタッフ 営業

その他の事業サービス業 （株）　アト 総合職
豊島区 司書
伊奈町 事務
大網白里市 事務
東京・特別区 事務
埼玉県警察本部 警官
警視庁 事務

専門サービス業（他に分類されないもの）

学校教育

社会保険・社会福祉・介護事業

職業紹介・労働者派遣業

地方公務（略）

宿泊業



業種 就職先 職種
（株）　アーキ・ジャパン 総合職
コンチネンタルホーム株式会社 営業
大和ハウス工業株式会社 総合職
東建コーポレーション株式会社 営業
三井デザインテック株式会社 事務

職別工事業(設備工事業を除く) （株）　東急Ｒｅ・デザイン 総合職
ＵＣＣ上島珈琲株式会社 総合職
日本たばこ産業株式会社 総合職

繊維工業 アイア株式会社 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
（株）　ニッピ 総合職
富士製薬工業株式会社 MR
（株）　フロウエル 事務

窯業・土石製品製造業 ＨＡＲＩＯ株式会社 総合職
業務用機械器具製造業 （株）　ニコン 総合職
電子部品・デバイス・電子回路製造業 （株）　村田製作所 事務

トピー工業株式会社 営業
富士機械株式会社 総合職
京葉瓦斯株式会社 総合職
東京ガス株式会社 事務
ＫＤＤＩ株式会社 総合職
東日本電信電話株式会社 総合職

放送業 （株）　ＮＨＫビジネスクリエイト 総合職
（株）　アグレックス SE
ＮＴＴコム　ソリューションズ株式会社 SE
（株）　ＫＣＳ SE
（株）　システムリサーチ SE
（株）　エヌアイデイ SE
日経メディアマーケティング株式会社 総合職
ネクストリンクス株式会社 プログラマー

コンサルタント
SE

（株）　日立システムズエンジニアリングサービス SE
映像・音声・文字情報制作業 （株）　宝島社 編集

ＡＮＡテレマート株式会社 コールセンターオペレーター

ＡＮＡエアポートサービス株式会社 地上職
（株）　ＪＡＬスカイ 地上職
（株）　ＪＡＬグランドサービス 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

倉庫業 澁澤倉庫株式会社 総合職
運輸に附帯するサービス業 羽田空港サービス株式会社 地上職

伊藤忠商事株式会社 事務
双日株式会社 事務
ＪＦＥ商事株式会社 事務
大建工業株式会社 製造従事者
紅忠スチール株式会社 総合職

機械器具卸売業 ペルモビール株式会社 広報
（株）　木村洋行 事務
クオレ株式会社 営業
（株）　そごう・西武 総合職
米国三越株式会社 販売

織物・衣服・身の回り品小売業 （株）　アオキホールディングス 販売
飲食料品小売業 （株）　セブン－イレブン・ジャパン 総合職

（株）　イノベイションオブメディカルサービス 事務
（株）　シロ 美容部員（BA）
（株）  ダブリュ・アイ・システム 販売

無店舗小売業 ＣＲＯＯＺ　ＳＨＯＰＬＩＳＴ　株式会社 総合職
（株）　イオン銀行 総合職
（株）　りそな銀行 総合職
（株）　群馬銀行 総合職
（株）　京葉銀行 総合職
三井住友信託銀行株式会社 準総合職
（株）　東京スター銀行 事務
（株）　東邦銀行 総合職
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 事務
（株）　三菱ＵＦＪ銀行 事務
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 準総合職
（株）　ゆうちょ銀行 営業
スバルファイナンス株式会社 総合職

パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社

総合工事業

飲料・たばこ・飼料製造業

印刷・同関連業

化学工業

輸送用機械器具製造業

ガス業

通信業

情報サービス業

航空運輸業

各種商品卸売業

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

その他の卸売業

各種商品小売業

その他の小売業

2019年度　学科別就職先（英文学科）

銀行業

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 総合職
日立キャピタル株式会社 総合職
三菱ＵＦＪ代行ビジネス株式会社 事務
三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社 事務

準総合職
コールセンターオペレーター

三井住友海上火災保険株式会社 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
日本生命保険相互会社 営業
富国生命保険相互会社 準総合職
大樹生命保険株式会社 営業
明治安田生命保険相互会社 営業
オークラヤ住宅株式会社 営業
東京都市開発株式会社 総合職
三井不動産リアルティ株式会社 事務

不動産賃貸業・管理業 （株）　Ｓ－ＦＩＴ　 営業
物品賃貸業 みずほリース株式会社 総合職

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 秘書
弁護士法人　鈴木康之法律事務所 事務
青和特許法律事務所 事務
（株）　エードット 企画
（株）　博報堂 総合職
（株）　リクルートホールディングス 総合職
岩崎産業株式会社 総合職
（株）　ニュー・オータニ 総合職

持ち帰り・配達飲食サービス業 （株）　マリオン 販売
洗濯・理容・美容・浴場業 (株)　エストロワ エステティシャン

ＡＮＡセールス株式会社 総合職
（株）　ＪＴＢ 準総合職
（株）　サンライズプロモーション東京 総合職
（株）　スポーツプロジェクト 個人教師（インストラクター）

日本中央競馬会 事務
神奈川県公立高等学校 高等学校教員
東洋大学附属牛久高等学校 高等学校教員
（株）　ウエストゲイト 総合職
（株）　GABA 総合職
（株）　ＮＯＶＡホールディングス 総合職
一ツ橋進学塾 事務
（医）　協友会　柏厚生総合病院 事務
（医）　水聖会　メディカルスキャニング 事務
（株）　ニチイ学館 総合職
（株）　リエイ 総合職

郵便局 日本郵便株式会社 営業
（株）　エイジェック 事務
（株）　エス・エム・エスキャリア 総合職
ＡＮＡビジネスソリューション株式会社 総合職
（株）　綜合キャリアオプション 総合職
パーソルテンプスタッフ株式会社 営業
マンパワーグループ株式会社 総合職
ＡＮＡスカイビルサービス株式会社 地上職
マスターピースグループ株式会社 総合職

地方公務（略） 茂原市 事務

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

専門サービス業（他に分類されないもの）

医療業

社会保険・社会福祉・介護事業

職業紹介・労働者派遣業

その他の事業サービス業

広告業

宿泊業

その他の生活関連サービス業

娯楽業

学校教育

その他の教育，学習支援業

補助的金融業等

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

不動産取引業



業種 就職先 職種
旭化成リフォーム株式会社 営業
（株）　一条工務店 営業

設備工事業 新菱冷熱工業株式会社 総合職
クラシエフーズ株式会社 営業
プライフーズ株式会社 事務

印刷・同関連業 （株）　ワコー 営業
（株）　シーボン 美容部員（BA）
ライオンハイジーン株式会社 事務

プラスチック製品製造業（別掲を除く） 藤森工業株式会社 営業
生産用機械器具製造業 （株）　打田製作所 その他製造技術者
業務用機械器具製造業 （株）　セガホールディングス 総合職

（株）　ＡＢＩ SE
鈴与シンワート株式会社 SE
セントランス株式会社 SE
（株）　日本コンピュータコンサルタント SE
（株）　ネットワーク SE
（株）　日立社会情報サービス SE
富士通エフ・アイ・ピーシステムズ株式会社 SE

インターネット附随サービス業 （株）　イー・ガーディアン 総合職
鉄道業 東日本旅客鉄道株式会社 駅務
道路貨物運送業 日本通運株式会社 総合職

（株）　ＦＭＧ 地上職
全日本空輸株式会社 客室乗務員

各種商品卸売業 兼松株式会社 準総合職
その他の卸売業 （株）　栗原医療器械店 営業

（株）　小田急百貨店 総合職
（株）　ヤオコー 総合職

その他の小売業 加藤憲Ｇ．Ｒ．Ｓ．株式会社 営業
（株）　千葉銀行 準総合職
（株）　三菱ＵＦＪ銀行 事務

協同組織金融業 東京三協信用金庫 事務
野村證券株式会社 準総合職
プレミアグループ株式会社 総合職

補助的金融業等 フォーシーズ株式会社 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
東京海上日動火災保険株式会社 準総合職
日本賃貸保証株式会社 総合職
ほけんの窓口グループ株式会社 総合職
明治安田生命保険相互会社 営業
住友不動産販売株式会社 事務
（株）　東急コミュニティー 総合職

不動産賃貸業・管理業 大成有楽不動産販売株式会社 事務
物品賃貸業 東銀リース株式会社 事務

（株）　進研アド 総合職
（株）　大広ＯＮＥＳ 総合職
（株）　BｉｔStar 総合職
（株）　セルリアンタワー東急ホテル 総合職
（株）　プリンスホテル 総合職
（株）　ホテルグランドパレス ウェイトレス
（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
プリオホールディングス株式会社 ウェディングプランナー
（学）　日本女子大学 総合職
千葉県公立中学校 中学校教員

その他の教育，学習支援業 （株）　さなる 総合職
新富士病院グループ本部 総合職
（株）　生光会健康管理センター 総合職
（医）　大壮会　久喜すずのき病院 総合職
デンタルオフィス新宿 事務

職業紹介・労働者派遣業 （株）　パソナ 総合職
三井不動産ビルマネジメント株式会社 事務
（株）　ジェイ・エス・エス 地上職

政治・経済・文化団体（略） 日本公認会計士協会 総合職
国家専門職　国税専門官 国税専門官
国家一般職 事務

国家公務（略）

銀行業

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

不動産取引業

広告業

宿泊業

2019年度　学科別就職先（史学科）

その他の生活関連サービス業

学校教育

医療業

その他の事業サービス業

総合工事業

食料品製造業

化学工業

情報サービス業

航空運輸業

各種商品小売業



川越市 事務
柏市 事務
東京・特別区 事務
警視庁 警官

地方公務（略）



業種 就職先 職種
（株）　アーキ・ジャパン 施工管理
ＴＡＫＵＭＩＮＯホールディングス株式会社 総合職
東急建設株式会社 事務
チョコレートデザイン株式会社 総合職
日本ハムマーケティング株式会社 営業
プライフーズ株式会社 事務

印刷・同関連業 （株）　石田大成社 総合職
生産用機械器具製造業 （株）　ディスコ 総合職
業務用機械器具製造業 菊水電子工業株式会社 総合職
電子部品・デバイス・電子回路製造業 （株）　村田製作所 事務
通信業 ソフトバンク株式会社 総合職
放送業 （株）　岩手めんこいテレビ 総合職

アプリケーションアシスト株式会社 SE
（株）　インターネットイニシアティブ 事務
（株）　茨城計算センター SE
（株）　Ｗｉｌｌ　Smart 総合職
（株）　ＮＴＴデータアイ SE
ＭＳ＆ＡＤシステムズ株式会社 SE
（株）　ＮＴＴデータテラノス SE
（株）　キーマネジメントソリューションズ SE
サイバーコム株式会社 SE
（株）　ＣＰＳ 事務
ちばぎんコンピューターサービス株式会社 SE
（株）　東計電算 営業
（株）　ＪＡＬインフォテック SE
（株）　日経リサーチ 総合職
ハマゴムエイコム株式会社 SE
（株）　富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ SE
扶桑電通株式会社 営業
三菱総研ＤＣＳ株式会社 SE
（株）　菱友システムズ SE
（株）　レコオーランド 記者

インターネット附随サービス業 （株）　ソフトクリエイトホールディングス ディレクター
（株）　ダイジョブス ディレクター
（株）　東阪企画 ディレクター

倉庫業 澁澤倉庫株式会社 総合職
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

兼松株式会社 準総合職
（株）　ＪＡＬＵＸ 総合職
全日空商事株式会社 事務
日鉄物産株式会社 事務

飲食料品卸売業 ＪＡ全農青果センター株式会社 総合職
織物・衣服・身の回り品小売業 （株）イチナナキログラム 企画
機械器具小売業 ＣＳリレーションズ株式会社 営業
その他の小売業 コスモ石油販売株式会社 営業

（株）　ＳＢＪ銀行 総合職
（株）　りそな銀行 準総合職
（株）　清水銀行 総合職
三井住友信託銀行株式会社 準総合職
（株）　栃木銀行 総合職
（株）　山形銀行 総合職
埼玉県信用農業協同組合連合会 事務
中央労働金庫 総合職
野村證券株式会社 準総合職
（株）　ビューカード 総合職
ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社 総合職

金融商品取引業，商品先物取引業 明治安田アセットマネジメント株式会社 総合職
ＭＳ＆ＡＤ事務サービス株式会社 事務
（株）　かんぽ生命保険 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
第一生命保険株式会社 営業
大同生命保険株式会社 準総合職
トーア再保険株式会社 事務
ともにあーる株式会社 総合職
日本生命保険相互会社 営業

2019年度　学科別就職先（現代社会学科）

協同組織金融業

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

総合工事業

食料品製造業

情報サービス業

映像・音声・文字情報制作業

各種商品卸売業

銀行業



明治安田生命保険相互会社 営業
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 準総合職
東急リバブル株式会社 事務
三井不動産リアルティ株式会社 事務

不動産賃貸業・管理業 東急住宅リース株式会社 総合職
専門サービス業（他に分類されないもの） （株）　ＤＹＭ 事務

（株）　アドウェイズ 営業
（株）　アド・プロ 総合職

宿泊業 日本ビューホテル株式会社 客室係
アイ・ケイ・ケイ株式会社 ウェディングプランナー
（株）　たちばな 販売

郵便局 日本郵便株式会社 営業
協同組合（他に分類されないもの） 日本生活協同組合連合会 総合職

（株）　ジェイエイシーリクルートメント コンサルタント
綜合キャリアグループ 総合職
ディーピーティー株式会社 SE
（株）　フォーミュレーションＩ．Ｔ．Ｓ． ディレクター

その他の事業サービス業 パーク２４ビジネスサポート株式会社 総合職
地方公務（略） 東京都庁 事務

職業紹介・労働者派遣業

不動産取引業

広告業

その他の生活関連サービス業



業種 就職先 職種
旭化成ホームズ株式会社 事務
伊田テクノス株式会社 営業
積水ハウス株式会社 事務
大和ハウス工業株式会社 営業
双葉鉄道工業株式会社 総合職

食料品製造業 栄屋乳業株式会社 総合職
プラスチック製品製造業（別掲を除く） 藤森工業株式会社 総合職

大阪富士工業株式会社 総合職
日本鋳造株式会社 総合職

その他の製造業 （株）　ダッドウェイ 販売
（株）　テレビ神奈川 総合職
日本放送協会 ディレクター
（株）　アズジェント 総合職
（株）　アイネス SE
（株）　クラウドポイント 総合職
システム電装工業株式会社 SE
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 SE
（株）　日立社会情報サービス SE
（株）　ランドコンピュータ SE

インターネット附随サービス業 （株）　ファンコミュニケーションズ 営業
ＡＮＡエアポートサービス株式会社 地上職
（株）　ＯＣＳ 総合職
（株）　ＪＡＬスカイ 地上職
（株）　ＪＡＬグランドサービス 地上職

倉庫業 伊藤忠ロジスティクス株式会社 事務
運輸に附帯するサービス業 西日本高速道路株式会社 総合職
繊維・衣服等卸売業 （株）　ワールド 総合職
各種商品小売業 （株）　イトーヨーカ堂 総合職
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 総合職

アイングループ 事務
（株）　キタムラ 店長候補
（株）　フロンティア 総合職
（株）　りそな銀行 総合職
（株）　常陽銀行 総合職
資産管理サービス信託銀行株式会社 事務
（株）　八十二銀行 事務
（株）　三菱ＵＦＪ銀行 事務
（株）　横浜銀行 事務
東京東信用金庫 総合職
多摩信用金庫 総合職

総合職
準総合職

トヨタファイナンス株式会社 事務
補助的金融業等 静岡県信用保証協会 総合職

アフラック・ハートフル・サービス株式会社 総合職
（株）　かんぽ生命保険 事務
住友生命保険相互会社 事務
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 準総合職
東京海上日動火災保険株式会社 準総合職
日本生命保険相互会社 営業
創英国際特許法律事務所 事務
ＴＭＩ総合法律事務所 事務
（株）　船井総合研究所 コンサルタント
日本司法支援センター 事務
りらいあコミュニケーションズ株式会社 総合職

技術サービス業（他に分類されないもの） 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 総合職
飲食店 （株）　サイゼリヤ 店長候補

（学）　二階堂学園 総合職
角川ドワンゴ学園 総合職

その他の教育，学習支援業 （株）　イーオン 個人教師（インストラクター）

板橋区医師会病院 社会福祉士
国立研究開発法人　国立国際医療研究センター ソーシャルワーカー
（医）　光仁会　春日部厚生病院 福祉相談員
（社福）　恩賜財団　済生会横浜市東部病院 ソーシャルワーカー
（医）　三成会　新百合ヶ丘総合病院 社会福祉士
日本赤十字社　埼玉県支部 総合職
藤枝市立総合病院 社会福祉士

保健衛生 （一社）　日本家族計画協会 総合職
（社）　大田区社会福祉協議会 社会福祉士
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
（社福）　翠浩会 ケアワーカー

2019年度　学科別就職先（社会福祉学科）

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関

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）

学校教育

みずほ証券株式会社

その他の小売業

銀行業

協同組織金融業

総合工事業

鉄鋼業

放送業

情報サービス業

航空運輸業

医療業

社会保険・社会福祉・介護事業



全国健康保険協会 総合職
（株）　綜合キャリアトラスト 福祉相談員
（社福）　調布市社会福祉事業団 ソーシャルワーカー
（株）　ニチイ学館 総合職
（社福）　白峰福祉会 ケアワーカー
（社福）　三篠会 ケアワーカー
ＳＯＭＰＯケア株式会社 ケアワーカー

郵便局 日本郵便株式会社 営業
（株）　ウィルオブ・ワーク 総合職
ディップ株式会社 コンサルタント
レイス株式会社 コンサルタント

その他の事業サービス業 （株）　小田急ビルサービス 居住施設・ビル等管理人

東京都庁 福祉専門職
久喜市 事務
柏市 事務

事務
福祉専門職

川崎市 事務

東京・特別区

職業紹介・労働者派遣業

地方公務（略）



業種 就職先 職種
（株）　坂角総本舗 販売
（株）　ロッテ 営業

飲料・たばこ・飼料製造業 （株）　ヤッホーブルーイング 総合職
非鉄金属製造業 日本軽金属株式会社 事務
業務用機械器具製造業 リコージャパン株式会社 営業
通信業 （株）　NTT東日本－南関東 営業

キヤノンITソリューションズ株式会社 SE
コニカミノルタ情報システム株式会社 SE
（株）　システナ SE
農中情報システム株式会社 SE
ラクラス株式会社 コンサルタント
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
（株）　ＡＩＲＤＯ 客室乗務員

その他の卸売業 （株）　古島 事務
織物・衣服・身の回り品小売業 （株）イチナナキログラム 企画
その他の小売業 （株）　メガネトップ 販売

（株）　りそな銀行 総合職
（株）　国際協力銀行 事務
（株）　清水銀行 総合職
朝日信用金庫 事務
信金中央金庫 事務
かながわ信用金庫 事務
（株）　かんぽ生命保険 事務
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 準総合職
日本生命保険相互会社 準総合職
オークラヤ住宅株式会社 営業
住友不動産販売株式会社 総合職
三井住友トラスト不動産株式会社 事務

物品賃貸業 （株）  ユニバーサル園芸社 総合職
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 秘書
リ・カレント株式会社 コンサルタント

飲食店 （株）　蒼ひ ウェイトレス
洗濯・理容・美容・浴場業 ＴＢＣグループ株式会社 エステティシャン
その他の生活関連サービス業 （株）　エイチ・アイ・エス 総合職

相模原市公立小学校 小学校教員
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
神奈川県公立小学校 小学校教員
千葉県公立小学校 小学校教員
栃木県公立小学校 小学校教員
川崎市公立小学校 小学校教員
船橋市公立小学校 小学校教員
さいたま市公立小学校 小学校教員
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
日本女子大学附属豊明小学校 小学校教員
金港幼稚園 幼稚園教諭
柚木武蔵野幼稚園 幼稚園教諭
江東ＹＭＣＡ幼稚園 幼稚園教諭
平塚八幡宮つるみね幼稚園 幼稚園教諭
（学）　成立学園　成立学園幼稚園 幼稚園教諭
河合塾ドルトンスクール 幼稚園教諭
（学）　三幸学園 保育士
（株）　学研ココファン・ナーサリー 保育士
（株）　Kids　Smile　Project　キッズガーデン 保育士
（株）　クラーチ 総合職
（株）　こどもの森 保育士
（社福）　至誠学舎立川 児童指導員
（株）　ＪＰホールディングス 保育士

職業紹介・労働者派遣業 パーソルテンプスタッフ株式会社 営業
その他の事業サービス業 東京水道株式会社 その他のサービス職業従事者

日本私立学校振興・共済事業団 総合職
（一財）　日本原子力文化財団 総合職
上尾市 事務
横浜市 事務
川崎市 事務

その他の教育，学習支援業

社会保険・社会福祉・介護事業

政治・経済・文化団体（略）

地方公務（略）

2019年度　学科別就職先（教育学科）

食料品製造業

情報サービス業

航空運輸業

銀行業

協同組織金融業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

不動産取引業

専門サービス業（他に分類されないもの）

学校教育



業種 就職先 職種
パルプ・紙・紙加工品製造業 （株）　新田 事務
印刷・同関連業 （株）　ウエマツ 総合職

（株）　アクト・ブレーン SE
インテグレート・システム株式会社 SE
（株）　インターファクトリー 総合職
ＳＣＳＫ株式会社 SE
カチシステムプロダクツ株式会社 SE
（株）　クリエイティブジャパン SE
（株）　ＫＳＫ SE
（株）　ジャステック SE
（株）　システナ SE
（株）　セラク SE
ネオアクシス株式会社 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
富士電機ＩＴソリューション株式会社 営業
（株）　フォー・クオリア SE
三井情報株式会社 SE
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 SE
（株）　無限 SE

インターネット附随サービス業 （株）　イー・ガーディアン 総合職
映像・音声・文字情報制作業 中央出版株式会社 総合職
道路貨物運送業 いすゞライネックス株式会社 総合職

ＡＮＡテレマート株式会社 総合職
日本航空株式会社 客室乗務員
（株）　ファーストリテイリング 総合職
ＬＶＪグループ株式会社ルイ・ヴィトンジャパンカンパニー 販売

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 岩谷産業株式会社 事務
（株）　イトーヨーカ堂 総合職
（株）　東急百貨店 販売
（株）　三越伊勢丹ホールディングス 販売

織物・衣服・身の回り品小売業 アニエスベージャパン株式会社 販売
（株）　エーツー 販売
（株）　キタムラ 店長候補
シチズンリテイルプラニング株式会社 販売
（株）　プラザクリエイト 総合職
（株）　りそな銀行 総合職
（株）　千葉銀行 総合職
（株）　三菱ＵＦＪ銀行 事務
昭和信用金庫 総合職
横浜幸銀信用組合 総合職
アメリカン・エキスプレス・ジャパン株式会社 コールセンターオペレーター

東急カード株式会社 総合職
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 総合職
不動産取引業 （株）　ザイマックスウィズ 総合職
物品賃貸業 オリックス株式会社 事務
専門サービス業（他に分類されないもの） 西村あさひ法律事務所 秘書
飲食店 （株）　キャメル珈琲 総合職
洗濯・理容・美容・浴場業 （株）　ミス・パリ エステティシャン
学校教育 （学）　千葉学園　千葉商科大学 総合職
医療業 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター 総合職

アロンジェ株式会社 児童発達支援マルシェ 児童指導員
（株）　ベネッセスタイルケア ケアワーカー

協同組合（他に分類されないもの） 横浜農業協同組合 営業
職業紹介・労働者派遣業 パーソルキャリア株式会社 総合職

石川県 児童指導員
東京・特別区 事務
横浜市 司書
調布市 事務
神奈川県警察本部 警官

協同組織金融業

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関

社会保険・社会福祉・介護事業

地方公務（略）

2019年度　学科別就職先（心理学科）

情報サービス業

航空運輸業

繊維・衣服等卸売業

各種商品小売業

その他の小売業

銀行業



業種 就職先 職種
旭化成ホームズ株式会社 事務
殖産住宅株式会社 営業
東建コーポレーション株式会社 営業
ダイキンエアテクノ株式会社 総合職
ナカ工業株式会社 事務

食料品製造業 マルコメ株式会社 総合職
繊維工業 （株）　フォーシスアンドカンパニー スタイリスト
印刷・同関連業 （株）　広英社 営業
鉄鋼業 日之出水道機器株式会社 事務

川田工業株式会社 総合職
高周波熱錬株式会社 総合職
東京製鋼株式会社 総合職

生産用機械器具製造業 （株）　日立ハイテク 総合職
アンリツ株式会社 事務
横河マニュファクチャリング株式会社 総合職

電子部品・デバイス・電子回路製造業 （株）　村田製作所 事務
（株）　キーエンス 事務
三菱電機照明株式会社 総合職

その他の製造業 （株）　良品計画 販売
ガス業 東京ガス株式会社 総合職
通信業 ＫＤＤＩ株式会社 総合職

ＩＩＭヒューマン・ソリューション株式会社 SE
（株）　アイエスエイプラン SE
（株）　ＳＲＡ SE
（株）　ＮＴＴデータイントラマート SE
（株）　オレンジアーチ SE
（株）　キーマネジメントソリューションズ SE
（株）　昭和システムエンジニアリング SE
（株）　ＪＴＢ情報システム SE
ジャパニアス株式会社 事務
（株）　ジョイント・システムズ・サービス SE
鉄道情報システム株式会社 SE
（株）　ＮＴＴデータニューソン SE
（株）　富士通パブリックソリューションズ SE
フルタニ産業株式会社 SE
ユニアデックス株式会社 総合職
（株）　アクセスインターナショナル 編集
(株)　ライノ 編集
東京地下鉄株式会社 駅務
東日本旅客鉄道株式会社 駅務
ＳＧホールディングス株式会社 総合職
佐川急便株式会社 配達員

水運業 （株）　オーシャンホテルシステムズ 客室係
ＡＮＡ関西空港株式会社 地上職
（株）　ＪＡＬスカイ 地上職
ＡＮＡ成田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
日本航空株式会社 客室乗務員

倉庫業 伊藤忠ロジスティクス株式会社 事務
運輸に附帯するサービス業 スイスポートジャパン株式会社 地上職
その他の卸売業 住商インテリアインターナショナル株式会社 総合職

（株）　エムアイフードスタイル 総合職
（株）　そごう・西武 総合職
（株）　マルエツ 販売
（株）　エレメントルール 総合職
スーベニール株式会社 販売
Ｍａｋｅｒ’ｓ　Ｓｈｉｒｔ　鎌倉株式会社 販売
ネスレネスプレッソ株式会社 販売
コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 総合職
アイングループ 事務
（株）　トップカルチャー 総合職
（株）　ニューアート・シーマ 販売
（株）　プラザクリエイト 総合職
（株）　マイテック 総合職
（株）　秋田銀行 総合職

総合工事業

設備工事業

金属製品製造業

業務用機械器具製造業

電気機械器具製造業

情報サービス業

映像・音声・文字情報制作業

鉄道業

各種商品小売業

織物・衣服・身の回り品小売業

飲食料品小売業

その他の小売業

2019年度　学科別就職先（文化学科）

銀行業

道路貨物運送業

航空運輸業



静銀ビジネスクリエイト株式会社 事務
（株）　第四北越フィナンシャルグループ 総合職
（株）　三菱ＵＦＪ銀行 事務

協同組織金融業 ＪＡさいたま 営業
三菱ＵＦＪニコス株式会社 事務
野村證券株式会社 準総合職
ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス株式会社 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
東京海上日動火災保険株式会社 準総合職
日本生命保険相互会社 営業
日新火災海上保険株式会社 総合職
（株）　OKIプロサーブ 事務
三井住友トラスト不動産株式会社 事務

不動産賃貸業・管理業 シービ－アールイー株式会社 総合職
学術・開発研究機関 独立行政法人　宇宙航空研究開発機構 事務
専門サービス業（他に分類されないもの） 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 秘書

（株）　伝創社 営業
（株）　マイナビ 営業
（株）　 読広クロスコム 総合職
（有）　 近藤スタジオ カメラマン

品質管理
その他の技術者

(株)　L＆Ｇグローバルビジネス 総合職
JR九州ホテルズ株式会社 客室係
（株）　星野リゾート 総合職
ルートイングループ 客室係

飲食店 （株）　グリーンハウス 総合職
総合職
営業

公益財団法人　東京シティ・バレエ団 ダンサー
マセキ芸能社 企画
（株）　エスイージー 事務
（株）　河合塾マナビス 総合職
（株）　トライグループ 総合職
(株)　トヤマ 児童指導員
（医）　めぐみ会 事務

郵便局 日本郵便株式会社 営業
エムスリーキャリア株式会社 総合職
キャプラン株式会社 事務

政治・経済・文化団体（略） （公社）　経済同友会 コンサルタント
国家公務（略） 国家専門職　国税専門官 国税専門官

茨城県 司書
埼玉県 事務
富里市 事務
町田市 事務
福生市 事務

（株）　エイチ・アイ・エス

（株）　ベリサーブ

地方公務（略）

宿泊業

その他の生活関連サービス業

娯楽業

その他の教育，学習支援業

医療業

職業紹介・労働者派遣業

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

不動産取引業

広告業

技術サービス業（他に分類されないもの）



業種 就職先 職種
総合工事業 ミサワホーム株式会社 総合職
設備工事業 （株）　オーテック 施工管理

大日本印刷株式会社 総合職
SE
その他製造技術者
電気・電子・通信技術者
SE
電気・電子・通信技術者

セイコーエプソン株式会社 電気・電子・通信技術者
キオクシア株式会社 総合職
（株）　村田製作所 機械技術者 

総合職
SE

富士通株式会社 SE
（株）　ＮＴＴドコモ 総合職
エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社 SE
東日本電信電話株式会社 SE
ドコモ・システムズ株式会社 SE
（株）　アルカディアソフト開発 SE
（株）　アグレックス SE
（株）　アルファ・ウェーブ SE
（株）　ＡＣＣＥＳＳ SE
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 総合職
（株）　インフィニット・フィールド SE
（株）　ＮＴＴデータ SE
（株）　ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア SE
キヤノンITソリューションズ株式会社 SE
（株）　システムリサーチ SE
ＴＩＳ株式会社 SE
東芝デジタルソリューションズ株式会社 SE
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 コンサルタント
東芝インフラシステムズ株式会社 技術営業
（株）　日本総合研究所 SE
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社 SE
日本システム技術株式会社 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
（株）　日立ICTビジネスサービス 総合職
富士ソフト株式会社 SE
三菱総研ＤＣＳ株式会社 SE
三菱ＵＦＪトラストシステム株式会社 SE
（株）　ワイ・ディ・シー SE

鉄道業 東日本旅客鉄道株式会社 電気・電子・通信技術者
航空運輸業 ＡＮＡ成田エアポートサービス株式会社 地上職
無店舗小売業 （株）　ＴＢＳグロウディア 総合職
銀行業 日本銀行 SE
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 準総合職
不動産賃貸業・管理業 大成有楽不動産販売株式会社 総合職

アクセンチュア株式会社 SE
ＰｗＣコンサルティング合同会社 コンサルタント

広告業 （株）　フロンティアインターナショナル 企画
その他の生活関連サービス業 （株）　ノア 放送技術

茨城県公立中学校 中学校教員
（学）　安房家政学院　千葉県安房西高等学校 高等学校教員

職業紹介・労働者派遣業 （株）　エフイーティーブイ 放送技術
国家公務（略） 国家一般職 事務

通信業

情報サービス業

専門サービス業（他に分類されないもの）

学校教育

2019年度　学科別就職先（数物科学科）

凸版印刷株式会社

キヤノン株式会社

日本電気株式会社

印刷・同関連業

業務用機械器具製造業

電子部品・デバイス・電子回路製造業

情報通信機械器具製造業



業種 就職先 職種
三幸製菓株式会社 総合職
（株）　デリカシェフ 品質管理
米久株式会社 営業

パルプ・紙・紙加工品製造業 日本マタイ株式会社 総合職
キッセイ薬品工業株式会社 MR
アストラゼネカ株式会社 MR

プラスチック製品製造業（別掲を除く） アキレス株式会社 営業
（株）　荏原製作所 総合職
日本電産株式会社 機械技術者 
アンリツ株式会社 事務
日本電子株式会社 その他の技術者

電子部品・デバイス・電子回路製造業 （株）　村田製作所 事務
（株）　東芝 SE
ＮＥＣプラットフォームズ株式会社 SE
日本電気株式会社 電気・電子・通信技術者
富士通株式会社 SE

電気業 東京電力ホールディングス株式会社 総合職
通信業 東日本電信電話株式会社 SE

（株）　ウェザーニューズ 総合職
（株）　ＮＴＴデータ SE
（株）　ＮＴＴデータアイ SE
ＤＩＲインフォメーションシステムズ株式会社 SE
（株）　ＮＴＴデータフロンティア SE
ＮＴＴコムエンジニアリング株式会社 SE
キヤノンITソリューションズ株式会社 SE
（株）　コンシスト SE
（株）　インフォテクノ朝日 SE
サン・エム・システム株式会社 SE
（株）　ジャステック SE
（株）　テクノプロ　テクノプロ・ＩＴ社 SE
スミセイ情報システム株式会社 SE
（株）　ＤＳＲ SE
ＴＩＳシステムサービス株式会社 SE
（株）　東京システム技研 SE
東芝デベロップメントエンジニアリング株式会社 SE
（株）　ネットリンクス SE
ハイテクシステム株式会社 SE
日本ユニシス株式会社 SE
（株）　日立ハイシステム２１ SE
（株）　日立ソリューションズ・クリエイト SE
（株）　富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ SE
（株）　ビーネックスソリューションズ SE
三菱総研ＤＣＳ株式会社 SE
緑屋情報システム株式会社 SE
明治安田システム・テクノロジー株式会社 SE

映像・音声・文字情報制作業 （株）　テレビ朝日サービス 総合職
航空運輸業 全日本空輸株式会社 客室乗務員
その他の卸売業 花王グループカスタマーマーケティング株式会社 総合職
銀行業 （株）　りそな銀行 総合職

大和証券株式会社 事務
野村證券株式会社 準総合職
日本生命保険相互会社 営業
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 準総合職
（一財）　日本食品分析センター 化学技術者
国立研究開発法人　理化学研究所 総合職
（株）　大和総研 総合職
日鉄総研株式会社 事務

広告業 （株）　PIALA 営業
（一財）　関東電気保安協会 事務
（株）　ベリサーブ 機械技術者 

洗濯・理容・美容・浴場業 カネボウビューティカウンセリング株式会社 美容部員（BA）
娯楽業 （株）　ぜん　 個人教師（インストラクター）

その他の教育，学習支援業 越前松島水族館 農業従事者
医療業 湘南美容外科クリニック 営業
社会保険・社会福祉・介護事業 オリックス・リビング株式会社 ケアワーカー

2019年度　学科別就職先（物質生物科学科）

情報サービス業

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

学術・開発研究機関

専門サービス業（他に分類されないもの）

技術サービス業（他に分類されないもの）

食料品製造業

化学工業

はん用機械器具製造業

業務用機械器具製造業

電気機械器具製造業

情報通信機械器具製造業



アドバンテック株式会社 化学技術者
ＷＤＢ株式会社エウレカ社 化学技術者
（株）　トラストグロース 営業
（株）　メイテック 総合職

地方公務（略） 新潟県 林業従事者

職業紹介・労働者派遣業


