
就職者数 就職者数 就職者数 就職者数

【建設業】 2 株式会社常陽銀行 （福島県） 【複合サービス業】 1 【教員（公立）】 53
大和ハウス工業株式会社 （大阪府） 株式会社東邦銀行 （福島県） 2 はが野農業協同組合 （栃木県） 北海道公立学校 （北海道）
株式会社竹中工務店 （大阪府） 株式会社福島銀行 （福島県） 岩手県公立学校 （岩手県）

福島信用金庫 （福島県） 仙台市公立学校 （宮城県） 3
福島県商工信用組合 （福島県） 【サービス業】 13 宮城県公立学校 （宮城県） 6

【製造業】 5 株式会社足利銀行 （栃木県） 有限会社ティクレ （福島県） 中島村幼稚園 （福島県）
株式会社ポーラ （宮城県） 三菱ＵＦＪニコス株式会社 （東京都） 株式会社ほこだて仏光堂 （福島県） 福島県公立学校 （福島県） 16
株式会社スリーボンド （東京都） 株式会社ジェイエイライフ・千葉 （千葉県） 須賀川市幼稚園 （福島県）
株式会社三和化学研究所 （愛知県） 株式会社エイチ・アイ・エス （東京都） 栃木県公立学校 （栃木県） 3
鶴見鋼管株式会社 （福島県） 【保険業】 5 株式会社メガロス （東京都） 群馬県公立学校 （群馬県）
福島キヤノン株式会社 （福島県） 宮城県民共済生活協同組合 （宮城県） 秋田県商工会連合会 （秋田県） 埼玉県公立学校 （埼玉県） 4

日本生命保険相互会社 （宮城県） 一般社団法人福島復興ソーラー・アグリ体験交流の会 （福島県） 千葉県公立学校 （千葉県） 3
東京海上日動火災保険株式会社 （福島県） 福島県保険医協会 （福島県） 浦安市立幼稚園 （千葉県）

【電気・ガス・水道業】 1 第一生命保険株式会社 （福島県） 2 ディップ株式会社 （東京都） 東京都公立学校 （東京都）
株式会社みなとみらい二十一熱供給 （神奈川県） 株式会社ル・プロジェ （福島県） 2 川崎市公立学校 （神奈川県）

株式会社福島県折込広告社 （福島県） 神奈川県公立学校 （神奈川県） 5
【不動産業、物品賃貸業】 1 株式会社ビジュアル （栃木県） 新潟県公立学校 （新潟県） 2

【情報通信業】 4 ケイアイスター不動産株式会社 （埼玉県） 岐阜県公立学校 （岐阜県）
株式会社いまじん （東京都） 静岡県公立学校 （静岡県） 2
株式会社エム・ティ・プランニング （東京都） 【公務員（国家）】 1
株式会社クエスト （東京都） 【宿泊業、飲食サービス業】 1 法務省（保護観察官） （福岡県）
株式会社中央コンピュータシステム （神奈川県） 株式会社幸楽苑 （宮城県） 【教員（公立）臨時採用】 30

【公務員（地方）】 26 岩手県公立学校（臨時採用） （岩手県） 3
盛岡市 （岩手県） 宮城県公立学校（臨時採用） （宮城県） 3

【運輸業、郵便業】 2 【教育・学習支援業】 14 七ヶ宿町 （宮城県） 秋田県公立学校（臨時採用） （秋田県） 2
東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （宮城県） 学校法人尚絅学院 （宮城県） 仙台市 （宮城県） 2 山形県公立学校（臨時採用） （山形県）
小田急電鉄株式会社 （東京都） 学校法人大乗淑徳学園 （東京都） 仙台市（福祉職） （宮城県） 福島市立幼稚園（嘱託） （福島県） 3

イノウエトシマロダンスワールド （福島県） 大河原町 （宮城県） 福島県公立学校（臨時採用） （福島県） 14
カワイ音楽教室 （福島県） 宮城県（心理職） （宮城県） 千葉県公立学校（臨時採用） （千葉県）

【卸売業・小売業】 19 リーフラス株式会社 （福島県） 宮城県（警察） （宮城県） 神奈川県公立学校（臨時採用） （神奈川県）

コセキ株式会社 （宮城県） 株式会社仙台進学プラザ （福島県） 白石市 （宮城県） 長野県公立学校（臨時採用） （長野県）
キヤノンシステムアンドサポート株式会社 （福島県） 株式会社東日本学院 （福島県） 湯沢市 （秋田県） 兵庫県公立学校（臨時採用） （兵庫県）
株式会社タカムラ （福島県） 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ａｓｓｉｓｔ　ベスト学院 （福島県） 2 山形県 （山形県）
福島県南酒販株式会社 （福島県） ＫＡＴＥＫＹＯ学院 （福島県） 伊達市 （福島県） 2
株式会社やまや （宮城県） 株式会社神子学院 （千葉県） 浪江町 （福島県） 【教員（私立）】 8
株式会社ワールドストアパートナーズ （宮城県） 株式会社ＮＳＧアカデミー （新潟県） 田村市 （福島県） かしのき幼稚園 （山形県）
株式会社野川食肉食品センター （山形県） 株式会社秀英予備校 （山梨県） 相馬市 （福島県） 学校法人中沢学園 （福島県）
株式会社青木商店 （福島県） ＮＰＯ法人なみあい育遊会 （長野県） 福島市 （福島県） 学校法人勿来中野学園　なこそ幼稚園（ジュニア教育センター） （福島県）
東都クリエート株式会社 （福島県） 福島県 （福島県） 2 学校法人尚志学園　尚志高等学校 （福島県）
株式会社おおみ北川 （福島県） 福島県（警察職員犯罪鑑識技術員） （福島県） 学校法人吉羽学園 （茨城県）
株式会社パステル （福島県） 【医療、福祉】 8 福島県（警察） （福島県） 4 学校法人柿の木学園 （栃木県）
株式会社三松 （福島県） 福島医療生活協同組合 （福島県） 郡山市 （福島県） 学校法人東稜学園福島東稜高等学校（臨時採用） （福島県）
株式会社会喜 （福島県） 財団法人脳神経疾患研究所　総合南東北病院 （福島県） 前橋市 （群馬県） 学校法人日生学園附属中学校（臨時採用） （三重県）
栃木トヨタ自動車株式会社 （栃木県） 済生会　宇都宮病院 （栃木県）
株式会社カインズ （埼玉県） 社会福祉法人北心会 （青森県） 【公務員（保育士）】 14
プリモ・ジャパン株式会社 （東京都） 社会福祉法人湖星会 （福島県） 仙台市（保育士） （宮城県） 4 【進学】 26
株式会社ジャステージ （東京都） 独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構 （千葉県） 山形市（保育士） （山形県） 2 東北大学大学院教育学研究科 （宮城県）
株式会社ディ・ポップス （東京都） 株式会社アビリティーズケアネット （東京都） 二本松市（保育士） （福島県） 東北大学大学院文学研究科 （宮城県）
株式会社ポイント （東京都） 社会福祉法人進和学園 （神奈川県） 伊達市（保育士） （福島県） 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県） 18

本宮市（保育士） （福島県） 福島学院大学短期大学部保育科第二部 （福島県）
水戸市（保育士） （茨城県） 横浜国立大学大学院教育学研究科 （神奈川県）

【金融業】 11 壬生町（保育士） （栃木県） 名古屋大学大学院教育発達科学研究科 （愛知県）
株式会社北日本銀行 （岩手県） 宇都宮市（保育士） （栃木県） 2 愛知教育大学大学院教育学研究科 （愛知県）
新庄信用金庫 （山形県） 東京都北区（保育士） （東京都） 鳴門教育大学大学院学校教育研究科 （徳島県）
株式会社大東銀行 （福島県） アイオワ大学 （その他）

平成２４年度卒業者就職・進学先一覧
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就職者数 就職者数 就職者数 就職者数

【建設業】 3 【金融業】 11 【複合サービス事業】 4 双葉町 （福島県）
セキスイハイム東北株式会社 （宮城県） 株式会社青森銀行 （青森県） 日本郵便株式会社 （山形県） 国見町 （福島県） 3
セキスイハイム東北株式会社 （福島県） 株式会社岩手銀行 （岩手県） いわき市農業協同組合（ＪＡいわき市） （福島県） 川俣町 （福島県）
アエラホーム株式会社 （福島県） 株式会社七十七銀行 （宮城県） 新ふくしま（ＪＡ新ふくしま）農業協同組合 （福島県） 川内村 （福島県）

株式会社山形銀行 （山形県） 農業協同組合かみつが （栃木県） 白河市 （福島県）
商工組合中央金庫（商工中金） （福島県） 相馬市 （福島県）

【製造業】 7 東北労働金庫 （福島県） 2 石川町 （福島県）
株式会社文明堂東京 （東京都） 株式会社東邦銀行 （福島県） 【サービス業】 12 福島市 （福島県） 6
株式会社新宿中村屋 （東京都） 株式会社福島銀行 （福島県） 司法書士法人彩の国佐藤事務所 （宮城県） 福島県 （福島県） 17
株式会社あけぼの印刷社 （茨城県） 結城信用金庫 （茨城県） 株式会社アイデックス （福島県） 福島県（警察） （福島県）
ＮＥＣエンベデッドプロダクツ株式会社 （山形県） 2 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 （東京都） こころネット株式会社 （福島県） 郡山市 （福島県） 4
株式会社キーエンス （東京都） 株式会社旅工房 （東京都） 茨城県 （茨城県）
タカラスタンダード株式会社 （大阪府） ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社 （宮城県） 茨城県（警察） （茨城県）

【保険業】 7 株式会社Ｓ・Ｙワークス （宮城県） 小山市 （栃木県）
日本生命保険相互会社 （宮城県） 社団法人宮城県医師会 （宮城県） 栃木県 （栃木県） 2

【情報通信業】 10 株式会社ハーツライフサポート （宮城県） 一般社団法人福島復興ソーラー・アグリ体験交流の会 （福島県） 富士見市 （埼玉県）
株式会社ステップ （宮城県） 全国共済　福島県本部（ＪＡ共済連福島）農業協同組合連合会 （福島県） 社団法人福島市医師会 （福島県） 新潟県 （新潟県） 2
株式会社第一エージェンシー （宮城県） 富国生命保険相互会社 （福島県） 福島県町村議会議長会 （福島県） 千曲市 （長野県）
株式会社エス・シー・シー （福島県） 第一生命保険株式会社 （福島県） 2 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 （千葉県） 長野県 （長野県）
株式会社福島県中央計算センター （福島県） 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング （東京都） ソウルドアウト株式会社 （東京都）
福島民友新聞社 （福島県） 【教員（公立）臨時採用】 2
株式会社ぶらっとＷＥＢ放送 （福島県） 秋田県公立学校（臨時採用） （秋田県）
東日本電信電話　（ＮＴＴ東日本）株式会社 （東京都） 2 【不動産業、物品賃貸業】 5 【公務員（国家）】 3 福島県公立学校（臨時採用） （福島県）
株式会社ＮＴＴデータ （東京都） アドレス株式会社 （福島県） 仙台国税局 （宮城県）
株式会社読売情報開発 （東京都） 株式会社オノヤ不動産 （福島県） 福島地方裁判所いわき支部 （福島県）

ケイアイスター不動産株式会社 （埼玉県） 裁判所職員 （埼玉県） 【進学】 5
株式会社飯田産業 （東京都） 福島大学大学院地域政策科学研究科 （福島県） 4

【運輸業、郵便業】 7 株式会社トヨタレンタリース栃木 （栃木県） 立教大学大学院 （東京都）
青い森鉄道株式会社 （青森県） 【公務員（地方）】 84
日本郵政株式会社 （宮城県） 北海道 （北海道） 2
株式会社サカイ引越センター （宮城県） 【教育、学習支援業】 6 青森市 （青森県）
東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （宮城県） 国立大学法人東北大学 （宮城県） 奥州市 （岩手県）
東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （東京都） 国立大学法人福島大学 （福島県） 岩手県 （岩手県）
株式会社日新 （東京都） イノウエトシマロダンスワールド （福島県） 岩手県（警察） （岩手県） 2
丸全昭和運輸 （神奈川県） ダンスファクトリーＫマニフィックスタジオ （福島県） 盛岡市 （岩手県） 2

株式会社ジェイック （東京都） 陸前高田市 （岩手県）
株式会社ＮＳＧアカデミー（ＮＳＧグループ） （新潟県） 仙台市 （宮城県） 4

【卸・小売業】 16 仙台市（建築職） （宮城県）
株式会社シンセイ （福島県） 宮城県 （宮城県） 3
大中物産株式会社 （東京都） 【医療、福祉】 12 宮城県（学校事務） （宮城県）
株式会社山城 （東京都） 日本赤十字社北海道ブロック血液センター （北海道） 富谷町 （宮城県）
株式会社日本アクセス （東京都） 財団法人三友堂病院 （山形県） 白石市 （宮城県）
株式会社ティーティーシー （静岡県） 福島中央市民医療生活協同組合 （福島県） 石巻市 （宮城県） 2
株式会社ツルハホールディング （北海道） 福島県厚生（ＪＡ福島厚生連）農業協同組合連合会 （福島県） 大仙市 （秋田県）
大学生活協同組合東北事業連合 （青森県） 財団法人仁泉会医学研究所 （福島県） 横手市 （秋田県）
イオンスーパーセンター株式会社 （岩手県） 財団法人星総合病院 （福島県） 由利本荘市 （秋田県）
大学生活協同組合東北事業連合 （宮城県） 医療法人菅間記念病院 （栃木県） 寒河江市 （山形県） 2
クオール株式会社 （福島県） 社会福祉法人みんなの輪 （宮城県） 山形市 （山形県）
株式社青木商店 （福島県） 社会福祉法人山形県社会福祉事業団 （山形県） 山形県 （山形県）
株式会社ジェイ　アイ　エヌ （福島県） 社会福祉法人わたり福祉会 （福島県） 米沢市 （山形県）
福島大学生活協同組合（臨時） （福島県） 社会福祉法人安積福祉会 （福島県） 鶴岡市 （山形県）
株式会社銀座ヨシノヤ （千葉県） 社会福祉法人全国社会福祉協議会 （東京都） いわき市 （福島県）
株式会社ＡＯＫＩ （神奈川県） 二本松市 （福島県）
株式会社セブンイレブン・ジャパン （愛知県） 会津美里町 （福島県） 2

会津若松市 （福島県）

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等会　社　名　等

【行政政策学類】



平成２４年度卒業者就職・進学先一覧
※就職者数は複数のみ記入、空欄は1人

就職者数 就職者数 就職者数 就職者数

【建設業】 4 【運輸業・郵便業】 10 株式会社ゆうちょ銀行 （東京都） 財団法人建材試験センター （埼玉県）
積水ハウス株式会社 （岩手県） 東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （岩手県） 株式会社りそなホールディングス （東京都） 株式会社ビジネスコンサルタント （東京都）
株式会社竹中工務店 （宮城県） ヤマト運輸株式会社 （宮城県） 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 （東京都） 一般財団法人　ふくしま市町村支援機構 （福島県）
セキスイハイム東北株式会社 （福島県） 日本通運株式会社 （宮城県） 川崎市信用保証協会 （神奈川県） 株式会社福島綜合警備保障株式会社 （福島県）
栃木セキスイハイム株式会社 （栃木県） 東邦運輸倉庫株式会社 （宮城県） 株式会社大光銀行 （新潟県） ディップ株式会社 （東京都）

福島交通株式会社 （福島県） 2 株式会社第四銀行 （新潟県） 株式会社オンザプラネット （東京都）
センコー株式会社 （東京都） 山梨県民信用組合 （山梨県） 株式会社日立ビルシステム （東京都）

【製造業】 18 日本通運（航空事業部）株式会社 （東京都） 株式会社清水銀行 （静岡県） 京楽産業株式会社 （愛知県）
仙台コカ・コーラボトリング株式会社 （宮城県） 東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （東京都）
株式会社グレープストーン （東京都） 株式会社インターナショナルエクスプレス （東京都） 【保険業】 10 【公務員（国家）】 4
株式会社メヂカルフレンド社 （東京都） 株式会社かんぽ生命保険 （宮城県） 労働局 （青森県）
株式会社帆風 （東京都） 三井住友海上火災保険株式会社 （福島県） 仙台国税局 （宮城県） 3
株式会社佐藤製線販売 （宮城県） 【卸・小売業】 25 株式会社損害保険ジャパン （福島県） 4
株式会社テージーケー （東京都） 伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社 （宮城県） さくら総合保険事務所 （栃木県） 【公務員（地方）】 51
コンドーテック株式会社 （大阪府） 株式会社マイティ （埼玉県） 東京海上日動火災保険株式会社 （栃木県） 北見市 （北海道）
ホシザキ東北株式会社 （宮城県） コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社（東京都） あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 （東京都） 青森県 （青森県）
株式会社ワタナベ （神奈川県） 株式会社大正富山医薬品 （東京都） 　 （東京都） 北上市 （岩手県）
株式会社キーエンス （大阪府） 株式会社東京デリカフーズ （東京都） 奥州市 （岩手県）
デルタ電子株式会社 （東京都） 株式会社ワールドストアパートナーズ （宮城県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 5 仙台市 （宮城県） 2
株式会社アドバンテスト （東京都） 株式会社ヰセキ東北 （宮城県） 2 株式会社たいはっくる （宮城県） 宮城県（警察） （宮城県）
株式会社いわきユアサ （福島県） 駿明株式会社 （宮城県） ケイアイスター不動産株式会社 （埼玉県） 柴田町 （宮城県）
株式会社青南商事 （青森県） トヨタカローラ山形株式会社 （山形県） 三井不動産リアルティ株式会社 （東京都） 白石市 （宮城県）
東北江南株式会社 （福島県） 株式会社ヨークベニマル （山形県） 株式会社レオパレス２１ （東京都） 色麻町 （宮城県）
福島キヤノン株式会社 （福島県） ネッツトヨタ郡山株式会社 （福島県） 大和ハウス工業株式会社 （大阪府） 角田市 （宮城県）
クリナップ株式会社 （東京都） 株式会社青木商店 （福島県） 湯沢市 （秋田県）
株式会社シード （東京都） 株式会社ダイユーエイト （福島県） 【宿泊業・飲食サービス業】 4 山形県 （山形県）

株式会社パステル （福島県） 2 有限会社吉川屋 （福島県） 置賜広域事務組合消防本部 （山形県）
株式会社ヨークベニマル （福島県） 株式会社幸楽苑 （福島県） 酒田市 （山形県）

【電気・ガス・水道業】 2 株式会社ＡＯＫＩ　ＯＲＩＨＩＣＡカンパニー （福島県） タリーズコーヒージャパン株式会社 （東京都） 三春町 （福島県）
東北電力株式会社 （宮城県） 株式会社北関東マツダ （栃木県） 株式会社グリーンハウス （東京都） 柳津町 （福島県）
常磐共同火力株式会社 （福島県） 株式会社ホンダカーズ　埼玉 （埼玉県） 田村市 （福島県）

株式会社イオンフォレスト （東京都） 【医療,福祉】 7 白河市 （福島県）
株式会社ヤングファッション研究所 （東京都） 医療法人回生堂　しのぶ病院 （福島県） 相馬市 （福島県）

【情報通信業】 14 アークランドサカモト株式会社 （新潟県） 公益財団法人福島県保険衛生協会 （福島県） 石川町 （福島県）
デーリー東北新聞社 （青森県） 株式会社マルイ （新潟県） 菅間記念病院 （栃木県） 磐梯町 （福島県）
東京コンピュータサービス株式会社 （宮城県） 株式会社ツルハホールディング （山梨県） 独立行政法人福祉医療機構 （東京都） 福島市 （福島県） 4
株式会社マクロミル （宮城県） 社会福祉法人共生社 （茨城県） 福島県 （福島県） 17
東栄広告株式会社 （群馬県） 日本年金機構 （東京都） 郡山市 （福島県） 2
エス・ビー・エス株式会社 （東京都） 2 【金融業】 37 株式会社学研ココファン （東京都） 須賀川市 （福島県）
クオリカ株式会社 （東京都） 株式会社北日本銀行 （岩手県） 栃木県（警察） （栃木県）
東日本電信電話　（ＮＴＴ東日本）株式会社 （東京都） 株式会社岩手銀行 （岩手県） 2 【複合サービス事業】 4 那須烏山市 （栃木県）
株式会社オプト （東京都） 宮城第一信用金庫 （宮城県） ＪＡみやぎ登米 （宮城県） 松戸市 （千葉県）
株式会社ゼンリン （東京都） 東北労働金庫 （宮城県） 福島県中央会（ＪＡグループ福島）農業協同組合 （福島県） 葛飾区 （東京都）
株式会社二番工房 （東京都） 株式会社七十七銀行 （宮城県） 3 宇都宮（ＪＡうつのみや）農業協同組合 （栃木県） 豊島区 （東京都）
株式会社日立ソリューションズ・ネクサス （東京都） 秋田県信用保証協会 （秋田県） 株式会社エフエムジー （千葉県）
株式会社日立フーズ＆ロジスティクスシステムズ （東京都） 大和証券株式会社 （福島県）
ＮＴＴデータカスタマサービス株式会社 （東京都） 株式会社大東銀行 （福島県） 4 【サービス業】 16 【進学】 4

株式会社東邦銀行 （福島県） 4 名鉄観光サービス株式会社 （宮城県） 東北大学 （宮城県）
株式会社福島銀行 （福島県） 株式会社ウェディングエルティ （福島県） 東北大学会計大学院 （宮城県）
福島信用金庫 （福島県） 3 フィールズ株式会社 （東京都） 立教大学大学院経済学研究科 （東京都）
株式会社栃木銀行 （栃木県） 3 株式会社新日邦 （静岡県） ＴＡＣ （宮城県）
株式会社足利銀行 （栃木県） 北川和宏税理士事務所 （岩手県）
りそなグループ （埼玉県） 株式会社三澤経営センター （宮城県）
りそなグループ （東京都） 税理士法人　三部会計事務所 （福島県）
イオンクレジットサービス株式会社 （東京都） 日本郵政株式会社 （茨城県）

会　社　名　等 会　社　名　等

【経済経営学類】

会　社　名　等 会　社　名　等



平成２４年度卒業者就職・進学先一覧
※就職者数は複数のみ記入、空欄は1人

就職者数 就職者数 就職者数 就職者数

【建設業】 4 株式会社カインズ （埼玉県） 茨城県 （茨城県） 【建設業】 1
川木建設株式会社 （埼玉県） 株式会社スタートトゥデイ （千葉県） 東京消防庁 （東京都） 富士機材株式会社 （福島県）
株式会社日立ビルシステム （東京都） 株式会社セブンイレブン・ジャパン （東京都） 警視庁 （東京都）
日立工機株式会社 （東京都） 【製造業】 3
グリーン産業株式会社 （新潟県） 【金融業】 6 【教員（公立）】 5 株式会社ハローワーク （岩手県）

株式会社岩手銀行 （岩手県） 宮城県公立学校 （宮城県） アサヒ電子株式会社 （福島県）
【製造業】 19 株式会社七十七銀行 （宮城県） 福島県公立学校 （福島県） アイリスオーヤマ株式会社 （宮城県）
テクダイヤ株式会社 （東京都） 株式会社仙台銀行 （宮城県） 埼玉県公立学校 （埼玉県）
中外鉱業株式会社 （東京都） 株式会社福島銀行 （福島県） 千葉県公立学校 （千葉県） 【情報通信業】 2
フランスベッド株式会社 （宮城県） 株式会社足利銀行 （栃木県） 大阪府公立学校 （大阪府） 株式会社ジェネス （富山県）
株式会社中野製作所 （福島県） 株式会社三井住友銀行 （東京都） 株式会社エヌ・ティ・ティ・ソルコ （愛知県）
梶原工業株式会社 （埼玉県） 【教員（公立）臨時採用】 1
株式会社アマダ （神奈川県） 【保険業】 1 青森県公立学校（臨時採用） （青森県） 【卸・小売業】 7
富士通アイソテック株式会社 （福島県） 株式会社かんぽ生命保険 （宮城県） 株式会社倉島商店 （福島県）
明星電気株式会社 （群馬県） 【教員（私立）臨時採用】 2 イオンリテール株式会社 （宮城県）
株式会社ＪＶＣケンウッド （神奈川県） 【宿泊業・飲食サービス業】 1 学校法人郡山開成学園郡山女子大学附属高等学校（臨時採用） （福島県） 東都クリエート株式会社 （福島県）
ティーオーエー株式会社 （兵庫県） チムニー株式会社 （東京都） 学校法人高崎商科大学付属高等学校（臨時採用） （群馬県） 株式会社いちい （福島県）
株式会社ケーヒン （栃木県） 株式会社うすい百貨店 （福島県）
トーハツ株式会社 （東京都） 【教育、学習支援業】 4 株式会社パステル （福島県）
本田技研工業株式会社 （東京都） 公立大学法人　福島県立医科大学 （福島県） 【進学】 51 株式会社おおつか （福島県）
株式会社シマノ （大阪府） 株式会社イー・ブレイン （福島県） 東北大学大学院 （宮城県）
福島キヤノン株式会社 （福島県） 4 株式会社仙台進学プラザ （福島県） 東北大学大学院工学研究科 （宮城県） 【金融業】 8
日研グループ （東京都） 株式会社東日本学院 （福島県） 福島大学大学院共生システム理工学研究科 （福島県） 33 株式会社北日本銀行 （岩手県） 2

福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県） 盛岡信用金庫 （岩手県）
【情報通信業】 14 【医療業、福祉】 4 東京大学大学院工学系研究科原子力専攻 （茨城県） 第一商品株式会社 （宮城県）
株式会社エキサイト （宮城県） 社会福祉法人済生会山形済生病院 （山形県） 筑波大学大学院 （茨城県） 株式会社東邦銀行 （福島県）
株式会社エスアールエー東北 （宮城県） 竹田綜合病院 （福島県） 筑波大学大学院システム情報工学研究科 （茨城県） 野村證券株式会社 （福島県）
株式会社ステップ （宮城県） 医療法人博仁会　志村大宮病院 （茨城県） 筑波大学大学院生命環境科学研究科 （茨城県） 2 福島信用金庫 （福島県）
株式会社アルフ （山形県） 福島県市町村職員共済組合 （福島県） 東京大学大学院 （千葉県） ＳＭＢＣフレンド証券株式会社 （東京都）
株式会社福島情報処理センター （福島県） 東京農工大学大学院　工学府　情報工学専攻 （東京都）
株式会社ケーエスジャパン （東京都） 【複合サービス事業】 1 横浜国立大学大学院 （神奈川県） 【医療、福祉】 3
株式会社ミーロード （東京都） 新ふくしま　（ＪＡ新ふくしま）農業協同組合 （福島県） 横浜国立大学大学院工学府 （神奈川県） 財団法人大原綜合病院 （福島県）
三菱スペース・ソフトウエア株式会社 （東京都） 岐阜大学数理デザイン工学 （岐阜県） セントケア・ホールディング株式会社 （宮城県）
株式会社アドバンスドシステムテクノロジー （東京都） 【サービス業】 4 名古屋大学大学院 （愛知県） 株式会社ここみケア （宮城県）
株式会社キューブシステム （東京都） 柴原善文税理士事務所 （東京都） 名古屋大学大学院情報科学研究科 （愛知県）
株式会社クエスト （東京都） フィールズ株式会社 （宮城県） 名古屋大学大学院水循環センター （愛知県） 【サービス業】 5
株式会社ジェイ・クリエイション （東京都） 株式会社ＵＮコンピューターテクノロジー （福島県） 奈良先端科学技術大学院大学 （奈良県） 株式会社みちのくジャパン （岩手県）
株式会社大塚商会 （東京都） テルウェル東日本株式会社 （東京都） 九州大学大学院 （福岡県） 株式会社マルハン （秋田県）
東芝テックソリューションサービス株式会社 （東京都） 福島県北再生資源協業組合 （福島県）

【公務員（国家）】 2 株式会社ジョイパック （群馬県）
【運輸業、郵便業】 5 国税専門官 （宮城県） 綜合警備保障（アルソック）株式会社 （東京都）
東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （岩手県） 自衛隊 （神奈川県）

東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （宮城県） 【公務員（国家）】 1
東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （東京都） 【公務員（地方）】 21 陸上自衛隊 （東京都）
株式会社サカイ引越センター （東京都） 大崎市 （宮城県）
信州名鉄運輸株式会社 （長野県） 宮城県 （宮城県） 【公務員（地方）】 4

山形県 （山形県） 久慈広域連合消防本部 （岩手県）
【卸・小売業】 10 田村市 （福島県） 白石市 （宮城県）
株式会社シグマソリューションズ （秋田県） 白河市 （福島県） いわき市 （福島県）
株式会社おおみ （福島県） 相馬市 （福島県） 会津若松市 （福島県）
株式会社キクチ （福島県） 矢祭町 （福島県）
株式会社東京インテリア家具 （福島県） 福島市 （福島県） 2
株式会社ＡＯＫＩ （福島県） 福島県 （福島県） 7
福島トヨタ自動車株式会社 （福島県） 福島県（警察） （福島県）
富士食品工業株式会社 （群馬県） 郡山市 （福島県）

【共生システム理工学類】
【現代教養コース】

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等


