
就職・進学先一覧（平成２３年度卒業者） 

アンダーラインは県内就職  ( )は人数、無記入は 1 人  正＝正規 臨＝臨時 

人間発達文化学類 

区  分 進  路  先 

教員 （公立学校教員） 
福島県(正 3 臨 9)  青森県（臨 2）   岩手県（正 4 臨 2）  宮城県(正 17)   山形県(正 2) 
茨城県（正 4）       群馬県(正 2)    埼玉県（正 6 臨 2）  千葉県(正 臨 3) 
東京都（正 3）       神奈川県(正 10)  新潟県（臨 3）       長野県（臨）  
岐阜県  奈良県    横浜市（正 4）   川崎市（正 2） 

（幼稚園） 
福島市   二本松市（臨 2）  栗原市  ひたちなか市（臨）    

（私立学校教員） 
福島成蹊高等学校（正 2 臨）    いわき秀英高等学校   （学）会津若葉幼稚園  
（学）栄光学園（臨）           （学）あおぞら幼稚園    （社）三矢会 

保育士 福島県  福島市  いわき市  仙台市（2）  大館市  宇都宮市（2）  前橋市  新潟市 
（社）多摩福祉会砧保育園 

国家公務員 法務省刑務官  東北財務局  仙台国税局  秋田労働局 

地方公務員 （県・市町村職員） 

福島県    青森県    山形県    茨城県  
伊達市（2）  棚倉町    中島村   本宮市（2）  須賀川市（臨）   仙台市（正 臨）   
岩沼市（2）  角田市    矢板市   仙南地域広域行政  

（県警） 
山形県  宮崎県 

（消防） 
  仙台市  東京都 
（心理職） 

宮城県  仙台市  栃木県 

建設業 セキスイハイム東北㈱  東日本ハウス㈱ 

製造業 ＮＥＣネットワークプロダクツ㈱          
アルテマイスター㈲ 
㈱ツボイ 

アイリスオーヤマ㈱  
㈱山本製作所    
日新薬品㈱ 

ノバルティスファーマ㈱  
ブリストル・マイヤーズ㈱ 
㈱アシックス 

卸・小売業 

 

福島県教科用図書販売所 
㈱マクサムコミニュケーションズ 
㈲五十嵐工業 
カメイ（株） 

㈲メディカほし薬局 
㈱ワンダーコーポレーション 
㈱ハヤブサドットコム 
㈱ｹ-ﾕｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

㈱ｻﾏﾝｻﾀﾊﾞｻｼﾞｬﾊﾟﾝﾘﾐﾃｯﾄﾞ 
㈱肉好 
 

飲食・宿泊業 ㈱くらコーポレーション  ㈱デミック 

金融業 ㈱東邦銀行（3） 
㈱第四銀行 
㈱日本政策金融公庫 
青い森信用金庫 

㈱みちのく銀行 
きらやか銀行 
東北労働金庫（2） 
野村證券㈱ 

㈱岩手銀行 
㈱北都銀行 
鶴岡信用金庫 
 

保険業 ㈱損害保険ジャパン      第一生命保険相互㈱（2）    ㈱ライフパートナー  

東京海上日動火災保険㈱ 

運輸業 東日本旅客鉄道㈱（ＪＲ東日本）  北海道国際航空㈱  パナソニックロジスティクス㈱ 

情報通信業 ㈱ソフトコム  ㈱アーリークロス  ㈱メディア・バスターズ 

医療・保健衛生 （財）会津中央病院   鎌田クリニック    （医）一陽会病院    東北医療福祉事業協同組合 

（医）松田病院      （独）国立病院機構  日本赤十字社埼玉県支部 

社会保健・福祉・介護 （社）つどいもちずりワーク  （社）秋田県社会福祉事業団  ㈱ニチイ学館 

教育・学習支援業 （国）宮城教育大学   （国）秋田大学    ㈱東日本学院      ㈱ベスト学院     
㈱イー・ブレイン     ㈱名城塾        ㈱秀英予備校     ㈱仙台進学プラザ    
㈱ｲｰｵﾝ・ｲｰｽﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ ㈱家庭教師のトライ ㈱ﾜｸｼｽ・ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ ㈱コロロ発達療育センター 

複合サービス業 ＪＡ新ふくしま  ＪＡあいづ  ＪＡ新あきた  郵便局㈱      

サービス業 ㈱ＡＣ福島ユナイテッド   グルーポン・ジャパン㈱    ㈱トヨタレンタリース山形 
㈱エイチ・アイ・エス     スタジオアリス㈱        ㈱オースビー    ㈱ボディワーク 

進学 福島大学人間発達文化研究科(18)  福島学院短期大学専攻科   宮城教育大学大学院 
東北大学文学研究科   明治大学国際日本学研究科   日本ナレーション演技研究所 



行政政策学類 

区  分 進  路  先 

教員 （公立学校教員） 
岩手県（臨）   福島県（臨） 

（私立学校教員） 
  いわき秀英高等学校 

国家公務員 裁判所事務官     福島労働局   厚生労働省 

地方公務員 （県・市町村職員） 
福島県(11) 
栃木県(2) 
相馬市 
只見町 
名寄市 
仙台市（3） 
秋田市 
宇都宮市 
栃木県市町村共済 

（県警） 
福島県(3) 
長野県 

（消防） 
東京都 

 
青森県（2） 
福島市(10) 
いわき市 
伊達市（4） 
八戸市 
石巻市 
上山市（2） 
春日部市 
大桑村教育委員会（臨） 

 
福島県警察事務 
 
 
 

 
宮城県 
郡山市(5) 
飯館村 
西会津町 
花巻市 
岩沼市 
鶴岡市 
浦安市 
公立岩瀬病院 
 
秋田県 
 
 
 

 
秋田県（2） 
会津若松市 
桑折町 
広野町 
盛岡市 
大崎市 
大江町 
神奈川県 
 
 
警視庁 
 

建設業 セキスイハイム東北㈱福島支店  ㈱郡山塗装  セキスイハイム東北㈱  ㈱ウンノハウス 

㈱桧家住宅   増木工業㈱    ㈱類設計室 

製造業 福島キャノン㈱    ㈱トッパンＴＤＫレーベル    ㈱ウエノ    ㈱エイラク通信  
 ㈱伊藤園       岡崎機械㈱      

卸・小売業 ㈱いちい      ㈱蔵場      ㈱岡部      ㈱デンコードー    光照㈱       
水戸ヤクルト販売㈱        トヨタカローラ栃木販売㈱ 

金融業 ㈱福島銀行 
㈱荘内銀行 
東北労働金庫 
三菱ＵＦＪニコス㈱ 

㈱常陽銀行 
㈱七十七銀行 
宮城第一信用金庫 
 

㈱足利銀行 
㈱ゆうちょ銀行 
仙南信用金庫 
 

㈱三井住友銀行 
烏山信用金庫 
新潟県信用保証協会 

 

保険業 ＪＡ共済連福島    日本生命保険相互会社   山形中央農業共済組合   ＪＡ共済連栃木 

不動産業 斎藤住建    ㈱東急コミュニティー 

運輸業 第一貨物ｓ㈱   東日本旅客鉄道㈱（ＪＲ東日本）    住友不動産建物サービス㈱ 

情報通信業 

 

㈱福島中央テレビ    東邦情報システム㈱    ㈱山形テレビ 
㈱インフォメーション・ディベロプメント         キャノンマーケティングジャパン㈱ 

電気・ガス・水道業 東北電力㈱ 

医療・保健衛生 （財）竹田綜合病院     東北医療福祉事業協同組合     （医）桐和会 

社会保健・福祉・介護 （医）平成会   （社）アリヴアーレ宝生園   ㈲三友医療  （株）スタッフ・アクタガワ 

教育・学習支援業 （国）東北大学    （国）秋田大学   一般社団法人ワカツク  ㈱向学舎グループ 

複合サービス業 ＪＡうつのみや    郵便局㈱ 

サービス業 須賀川市商工会議所   宮城県保険医協会  地方職員共済組合   新潟県市町村共済組合  
㈱ニラク           ㈱ラウンドワン      ㈱アルス         ㈱フライングガーデン  
アデコ㈱           ㈱クレオ         ㈱東日本環境アクセス ㈱アンデスフィルム     
㈲人事・労務        ㈱マックスガイ 

進学 福島大学地域政策科学研究科(3)     明治大学法科大学院   愛知教育大学教育学研究科 

 

 

 

 

 

 



経済経営学類 

区分 進路先 

教員 （公立学校教員） 
宮城県（臨）         千葉県          神奈川県  

国家公務員 東北管区行政評価局    東北厚生局   東北財務局（2）   秋田検察庁   
国税専門官（2）        金融庁      法務省        国土交通省海難審判所 
陸上自衛隊             

地方公務員 （県・市町村職員等） 
福島県(4) 
福島市 
郡山市 
柴田町 
野田市 

 
宮城県（正2 臨） 
須賀川市 
石巻市 
大和町 
 

 
秋田県 
田村市 
岩沼市 
東松島市 
 

 
山形県(2) 
仙台市（2） 
多賀城市 
米沢市 
 

 福島県町村議会議長会 
 （県警） 

秋田県 
（消防） 

下北地域広域行政 

 
山形県 
 

 
栃木県 

 
 

建設業 ㈱オノヤ     ㈱アストラ      積水ハウス㈱ 
製造業 富士通アイソテック㈱      ㈱福島製作所      福島キャノン㈱ 

日本全薬工業㈱          白河オリンパス㈱      ㈱サンフレックス永谷園 
アイリスオーオヤマ㈱      ㈱ＤＮＰ東北          セコム工業㈱ 
富士エンヂニアリング㈱      日本食研㈱        大塚製薬㈱ 
山崎製パン㈱           ㈱小松製作所(2)     東京青果㈱          
㈱日本起重機製作所      大川精螺工業㈱     ブリストル・マイヤーズ㈱ 
西川産業              尾崎商事㈱    

卸・小売業 ㈱ダイユーエイト          ㈱ヨークベニマル(2)   トヨタカローラ福島㈱ 
㈱うすい百貨店（2）        ネッツトヨタ福島㈱(3)  ㈱ユニバース 
㈲山口商会             青葉化成㈱        カメイ㈱  
伊藤忠ｴﾈｸｽﾎｰﾑﾗｲﾌ東北㈱   ㈱伊藤チェーン      ㈱カワチ薬品 
㈱かましん                  ㈱ベイシア         ㈱ヨドバシカメラ     
国分㈱                     ㈱いなげや        隅田商事㈱ 
㈱一本堂(2)             ㈱ﾒﾓﾘｱﾙｱｰﾄの大野屋 東邦ホールディングス㈱ 
原信ﾅﾙｽﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱      杏林堂薬局        ㈱スギ薬局 
舞昆のこうはら            大黒天物産  

飲食・宿泊業 ホテル吉川屋           ㈱綱八           ㈱グロブリッジ 
㈱セラヴィリゾート泉郷 

金融業 ㈱東邦銀行(6) 
㈱第四銀行 
㈱仙台銀行(3) 
きらやか銀行 
会津信用金庫(2) 
りそなグループ 
野村證券㈱(2) 

㈱大東銀行(3) 
㈱七十七銀行(3) 
㈱足利銀行 
㈱日本政策金融公庫 
東北労働金庫 
一関信用金庫 
㈱アルフィックス 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 
㈱ゆうちょ銀行 
㈱北越銀行 
大田原信用金庫 
二本松信用金庫 
花巻信用金庫 
 

保険業 
第一生命保険（相）   ㈱トラストライフ   住友生命保険（相）   ㈱かんぽ生命  
富国生命保険（相）   日本生命保険（相）(2) 

不動産業 
㈱ｻﾞｲﾏｯｸｽｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰ  ㈱オープンハウス     三井不動産ﾚｼﾞﾃﾞﾝｼｬﾙ㈱ 
ｻﾝﾌﾞﾘﾁﾞﾋﾞﾙﾃｸﾉ㈱          ㈱ＪＲ東日本都市開発 

運輸業 航空集配サービス㈱    ＪＲ東日本(2)    ㈱ｹｰｱｲ・ﾌﾚｯｼｭｱｸｾｽ    富士物流㈱ 
情報通信業 ㈱エフコム       東邦情報システム㈱   ㈱エヌケー・テック       テクノ・マインド㈱ 

ＮＴＴデータ東北㈱   ㈱ステップ         東京ｺﾝﾋﾟｭｰﾀサービス㈱   ｱｲｴｯｸｽ・ﾅﾚｯｼﾞ㈱ 
ＮＴＴインターネット㈱ ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東日本情報システム             ㈱大塚商会 
㈱エムティーアイ    ＮＴＴ東日本㈱ 

医療・保健衛生 
（財）太田綜合病院        （財）会津中央病院     （社）カレスサッポロ   
 東北医療福祉事業協同組合 （医）成仁医院 

社会保険・福祉・介護 ㈱東日本医療福祉研究所 

教育・学習支援業 ㈱アカデミーグループ    ㈱東海ﾌﾟﾛｾｽｻｰﾋﾞｽ志門塾    桜国際日本語学校 
複合サービス業 ＪＡ伊達みらい  酒田商工会議所  郵便局㈱ 
サービス業 ㈱ル・プロジェ               小島税務会計事務所    キョウワセキュリオン㈱ 

セントラルスポーツ㈱       ㈱日本旅行           日本年金機構 
東急ﾌｧｲﾅﾝｽｱﾝﾄﾞｱｶｳﾝﾃｨﾝｸﾞ㈱ （税）山崎会計事務所    ﾔﾏﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ㈱ 
シリウスグループ          豆本義弘税理士事務所  いそべ会計 
㈱ラウンドワン            ㈱ﾜｰﾙﾄﾞｲﾝﾃｯｸﾃｸﾉ事業部 

進学 
福島大学経済学研究科(4)      仙台大原ﾗｲｾﾝｽｽｸｰﾙ   デジタルアーツ仙台 
立命館大学応用人間科学研究科 



共生システム理工学類 

区分 進路先 

教員 （公立学校教員） 
福島県（正）    宮城県    茨城県（正2）    東京都    横浜市 

（私立学校教員） 
福島成蹊高等学校（臨） 

国家公務員 東北財務局      国税庁      陸上自衛隊    海上自衛隊 

地方公務員 （県・市町村職員等） 
福島県(2)    宮城県   栃木県   千葉県   神奈川県   福島市    郡山市 
二本松市    須賀川市  三春町   川俣町    会津美里町  盛岡市（正 臨） 
仙台市      石巻市   大仙市   高萩市   常陸太田市  ひたちなか市 
日光市      佐野市   上尾市   湯沢町   会津若松広域市町村圏整備組合 

（県警） 
福島県(4)    茨城県   静岡県 

建設業 ㈱オノヤ      ㈲鈴与電機    東北ミサワホーム㈱    ㈱ユアテック 
㈱ウンノハウス  エース㈱ 

製造業 ㈱福島製作所           富士通ｱｲｿﾃｯｸ㈱(3)      福島キャノン㈱ 
白河オリンパス㈱         東北ニプロ製薬㈱       ㈱フクシマフーズ 
㈱マコト精機            岩手ノーミ㈱           ㈱日立ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ・ｱﾝﾄﾞ・ｻｰﾋﾞｽ 
滝澤ハム㈱             杏林製薬㈱           ㈱日本デジタル研究所 
㈱レナウン              森永乳業㈱           ㈱ゼンショー 
㈱ｲﾝｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ        日本紙パック㈱         ミナト製薬㈱ 
日本ＡＳＭ                        

卸・小売業 ㈱ヨークベニマル        富士ゼロックス福島㈱        ㈱青木商店(2)          
㈱東京インテリア家具     橋本産業㈱                   ㈱ローソン 
矢崎総業㈱               ㈱ＬＩＸＩＬビバ 

飲食・宿泊業 ㈱大庄             ㈱ｸﾘｴｲﾄ・ﾚｽﾄﾗﾝ・ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 

金融業 ㈱東邦銀行          ㈱福島銀行        ㈱みちのく銀行      ㈱七十七銀行             
㈱東北銀行          ㈱日本政策金融公庫  みずほｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ証券㈱ 

保険業 ㈱かんぽ生命保険 

運輸業 ＪＲ東日本            ㈱シーエックスカーゴ    ㈱バンテック 

情報通信業 ㈱クラフト 
水戸ソフトエンジニアリング㈱ 
㈱ＮＳＤ 
日本自動化開発㈱ 

㈱テクノマインド 
茨城日立情報サービス㈱ 
日立公共システムサービスﾞ㈱ 
オープンリソース㈱ 

ソラン東北㈱ 
㈱オフィスエフエイ・コム 
㈱富士通ｼｽﾃﾑｿﾘｰｼｮﾝｽﾞ 
㈱ヨーズマー 

医療・保健衛生 （医）昨雲会            佐久総合病院 

複合サービス業 ＪＡ伊達みらい            ＪＡこまち 

サービス業 荒川産業㈱             ㈱ＪＡライフクリエイト         ㈱平成興業 
綜合警備保障㈱          三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱      ㈱オータ 
㈱インテリジェンス         日本年金機構             リスクモンスター㈱ 
データウエアネットアワーク㈱  ㈱スゥイッシュ・ジャパン 

進学 福島大学共生システム理工学研究科(36)   東北大学大学院 
一橋大学大学院                   福島大学理工学類研究生 

 

現代教養コース 

区分 進路先 

教員 福島県（臨） 

国家公務員 法務省刑務官 

地方公務員  飯館村（臨）    山元町   横浜市    県警：岩手県   消防：盛岡地区広域 

建設業 東北ミサワホーム㈱     ㈱総合園芸 

製造業 ㈱三万石            ㈱上越工産       

卸・小売業 ㈱いちい(2)          トヨタカローラ福島㈱(2)       ㈱ヨークベニマル(2)  
富士ゼロックス福島㈱    ㈱三城                   ホンダ部品販売㈱ 

金融業 今村証券㈱ 

運輸業 ＪＲ東日本 

不動産業 ㈱プレミアムライフ 

情報通信業 ㈱ｸﾘｰｸ･ｱﾝﾄﾞ･ﾘﾊﾞｰ社  ㈱あとらす二十一 

社会保健・福祉・介護 （社）創世福祉事業団   ㈱ベネッセスタイルケア 

サービス業 ㈱ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 教育・学習支援業 （国）福島大学（臨） 



人間発達文化研究科 

区分 進路先 

教員 （国公立学校教員） 
 岩手県（臨）   栃木県（臨）    千葉県    東京都    神奈川県     長野県 
 福島大学附属中学校（臨） 
 

地方公務員（心理職） 仙台市 

保険業 松北総合保険事務所 

医療・保健衛生 上野寺心身クリニック     まことクリニック 

運輸業 ＪＲ東日本 

教育・学習支援業 ㈱東日本学院   特定非営利活動法人ﾋﾞｰﾝｽﾞ福島  （国）福島大学特別支援学校（臨） 
桜の聖母短期大学 

サービス業 新潟アルビレックス 

 
 

地域政策科学研究科 

区分 進路先 

地方公務員 （県・市町村職員等） 
 郡山市     塩竃市 

卸・小売業 ㈱ベルグループ 

サービス業 福島総合警備保障㈱      （独）都市再生機構 

 
 

経済学研究科 

区分 進路先 

情報通信業 ㈱インフォメーション・ディベロップメント 

卸・小売業 アマゾンジャパン㈱ 

複合サービス業 岩手県農業協同組合中央会 

 

共生システム理工学研究科 

区分 進路先 

教員 （公立学校教員） 
 宮城県 
（私立学校教員） 
 福島成蹊学園高校（臨） 

地方公務員 （県・市町村職員等） 
 福島県庁 

建設業 新協地水㈱        日本工営㈱      ㈱日本天然物研究所      能美防災㈱ 

製造業 大阪シーリング印刷㈱   東北江南㈱            セレシティカ・ジャパン㈱ 
日立建機㈱          東北ニプロ製薬㈱        ㈱ シーテック 
テルモ㈱            宮坂ゴム㈱ 

情報通信業 ＮＤソフトウェア㈱      ユニバーサル・インフォメーション・サービス㈱ 
ナレッジウェア㈱       ㈱セントラルシステムズ 
タクトシステムズ       ㈱朝日新聞社 

運輸業 遠藤運輸㈱ 

教育・学習支援業 ㈱ファニーワーク 

サービス業 ＷＤＢエウレカ㈱      ㈱エル ・ コーエイ 

進学 福島大学共生システム理工学研究科(2)  

 


