
【人間発達文化学類】
卒業者数 卒業者数 卒業者数 卒業者数

【鉱業・採石業・砂利採取業】 1 【不動産取引・賃貸・管理業】 2 【公務員（国家）】 2 【教員（公立）臨時採用】 27
日鉄鉱業株式会社 （宮城県） 東急リバブル株式会社 （宮城県） 法務省地方更生保護委員会 （北海道） 岩手県公立学校【臨時採用】 （岩手県）

郡中丸木株式会社 （福島県） 福島労働局 （福島県） 宮城県公立学校【臨時採用】 （宮城県） 2
【建設業】 8 福島大学附属中学校【臨時採用】 （福島県）
セキスイハイム東北株式会社 （宮城県） 【物品賃貸業】 2 【公務員（地方）】 17 福島大学附属特別支援学校【臨時採用】 （福島県）
ポラテック東北株式会社 （宮城県） 大和リース株式会社 （福島県） 八戸市 （青森県） 福島県公立学校【臨時採用】 （福島県） 15
明和工業株式会社 （宮城県） 株式会社トヨタレンタリース福島 （福島県） 横手市 （秋田県） 栃木県公立学校【臨時採用】 （栃木県） 5
株式会社一条工務店宮城 （宮城県） 秋田市 （秋田県） 神奈川県公立学校【臨時採用】 （神奈川県）

東北ミサワホーム株式会社 （福島県） 【宿泊業・飲食サービス業】 2 中山町 （山形県） 新潟県公立学校【臨時採用】 （新潟県）
東開工業株式会社 （福島県） 株式会社青木商店 （福島県） 山形県（福祉・心理） （山形県）
株式会社氏家 （福島県） 株式会社星野リゾート・マネジメント （山梨県） 村山市 （山形県） 【教員（私立）臨時採用】 5
住友林業株式会社 （東京都） 長井市 （山形県） 仙台育英学園高等学校【臨時採用】 （宮城県） 2

【教育、学習支援業】 9 伊達市 （福島県） 古川学園中学校・高等学校【臨時採用】 （宮城県）
【製造業】 4 国立大学法人東北大学 （宮城県） 富岡町 （福島県） 聖和学園高等学校【臨時採用】 （宮城県）
キッコーマン株式会社 （福島県） 国立大学法人秋田大学 （秋田県） 本宮市 （福島県） いわき秀英中学高等学校【臨時採用】 （福島県）
北日本印刷株式会社 （福島県） 学校法人栄光学園（保育士） （福島県） 白河市 （福島県）
株式会社和光プロセス （福島県） 国際医療福祉大学・高邦会グループ （栃木県） 福島県（警察事務） （福島県） 2 【自営】 1
株式会社Ｆａｒｅ （神奈川県） 株式会社グラッドエデュケーション （宮城県） 宇都宮市 （栃木県） 家庭教師Ｌｉｎｋ （福島県）

株式会社レアリード （宮城県） 高根沢町 （栃木県）
【情報通信業】 11 株式会社日本教育クリエイト（三幸グループ） （宮城県） 新潟県（警察事務） （新潟県） 【進学】 34
有限会社ビデオ企画リバティー （宮城県） 株式会社アビリティ （福島県） 長岡市 （新潟県） 東北大学大学院国際文化研究科 （宮城県）
株式会社リスペクト （宮城県） ＮＰＯ法人生涯学習プロジェクトもとみや （福島県） 東北大学大学院情報科学研究科 （宮城県）
株式会社エス・シー・シー （福島県） 【公務員（地方）臨時採用】 2 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県） 19
福島民友新聞株式会社 （福島県） 【医療業・保健衛生】 3 喜多方市【臨時採用】 （福島県） 筑波大学大学院人間総合科学研究科 （茨城県） 2
栃木ケーブルテレビ株式会社 （栃木県） 一般財団法人太田綜合病院 （福島県） 足利市【臨時採用】 （栃木県） 茨城大学大学院教育学研究科 （茨城県）
リスクモンスター株式会社 （東京都） 公益財団法人福島県保健衛生協会 （福島県） 東京福祉大学大学院心理学研究科 （群馬県）
東日本電信電話　（ＮＴＴ東日本）株式会社 （東京都） 2 医療法人掛田中央内科 （福島県） 【公務員（保育士）】 10 群馬大学大学院教育学研究科 （群馬県）
株式会社ジャパン・コンピュータ・テクノロジー （東京都） 仙台市（保育士） （宮城県） 東京大学新領域創成科学研究科 （千葉県）
有限会社楽映舎【臨時採用】 （東京都） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 8 大崎市（保育士） （宮城県） 2 国士舘大学大学院スポーツ・システム研究科 （東京都）
株式会社Ｆｒｅｅｋ【契約】 （東京都） 社会福祉法人希望園（保育士） （宮城県） 栗原市（保育士） （宮城県） 東京大学大学院総合文化研究科 （東京都）

社会福祉法人柏松会（保育士） （宮城県） 二本松市（保育士） （福島県） 東京学芸大学大学院教育学研究科 （東京都） 3
【運輸業・郵便業】 2 社会福祉法人白鷹町社会福祉協議会（保育士） （山形県） 福島市（保育士） （福島県） 2 仙台医療福祉専門学校 （宮城県）
東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （岩手県） 株式会社学研ココファン・ナーサリー(保育士） （東京都） 郡山市（保育士） （福島県） 尚美ミュージックカレッジ （東京都）
西日本鉄道株式会社 （東京都） 社会福祉法人アケボノ会(保育士）【臨時採用】 （岩手県） 東京都杉並区（保育士） （東京都）

医療法人社団　平成会 （福島県） 横浜市（保育士） （神奈川県）

【卸売業】 3 社会福祉法人福島県社会福祉協議会 （福島県）
ホシザキ東北株式会社 （宮城県） 株式会社ロイヤルハウス石岡 （茨城県） 【公務員（保育士）臨時採用】 2
株式会社寺岡システム （宮城県） 山形市（保育士）【臨時採用】 （山形県）
株式会社鈴木青果 （宮城県） 【複合サービス事業】 4 鶴岡市（保育士）【臨時採用】 （山形県）

山形市農業協同組合（JA山形市） （山形県）
【小売業】 6 いわき市農業協同組合（JAいわき市） （福島県） 【教員（公立）】 56
みやぎ生活協同組合 （宮城県） 郡山市農業協同組合（ＪＡ郡山市） （福島県） 岩手県公立学校 （岩手県）
株式会社パステル （福島県） 2 佐渡農業協同組合（JA佐渡） （新潟県） 仙台市公立学校 （宮城県） 3
マックスバリュ関東株式会社 （東京都） 宮城県公立学校 （宮城県） 3
株式会社ジェイアイエヌ （東京都） 【サービス業】 10 福島県公立学校 （福島県） 31
株式会社ヨドバシカメラ （東京都） 日本郵政株式会社 （三重県） 茨城県公立学校 （茨城県） 4

株式会社ウェディングエルティ （福島県） 栃木県公立学校 （栃木県） 2
【金融業】 14 株式会社ニラク （福島県） 埼玉県公立学校 （埼玉県） 4
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 （宮城県） セントラルスポーツ株式会社 （東京都） 千葉県公立学校 （千葉県） 3
株式会社日専連ライフサービス （宮城県） 株式会社ハイパーフィットネス （神奈川県） 神奈川県公立学校 （神奈川県） 2
株式会社日本政策金融公庫　国民生活事業 （宮城県） 株式会社クラウディアコスチュームサービス （宮城県） 新潟県公立学校 （新潟県）
山形県信用保証協会 （山形県） キッズコーポレーション株式会社 （栃木県） 長野県公立学校 （長野県）
会津商工信用組合 （福島県） 株式会社ＶＳＮ （東京都） 滋賀県公立学校 （滋賀県）
株式会社大東銀行 （福島県） 株式会社メディカル・コンシェルジュ （岡山県）
株式会社東邦銀行 （福島県） 4 ミズノスポーツサービス株式会社【臨時採用】 （茨城県） 【教員（私立）】 2
株式会社福島銀行 （福島県） 2 学校法人鶴岡城南学園城南幼稚園 （山形県）
須賀川信用金庫 （福島県） いわき秀英中学高等学校 （福島県）
那須信用組合 （栃木県）

平成２６年度卒業者　就職・進学先一覧
※卒業者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等



平成２６年度卒業者　就職・進学先一覧
※卒業者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）

【行政政策学類】
卒業者数 卒業者数 卒業者数 卒業者数

【農業・林業】 1 【小売業】 11 【複合サービス事業】 7 山形県 （山形県）

一般社団法人ＮＯＣＡ （千葉県） 株式会社ツルハホールディングス （北海道） 日本郵便株式会社 （宮城県） 川西町 （山形県）

大学生活協同組合東北事業連合 （岩手県） 山形農業協同組合（ＪＡやまがた） （山形県） 三春町 （福島県）

【建設業】 4 株式会社藤崎 （宮城県） 新ふくしま農業協同組合（JA新ふくしま） （福島県） 伊達市 （福島県） 3

セキスイハイム東北株式会社 （福島県） 株式会社ヰセキ東北 （秋田県） すかがわ岩瀬農業協同組合（ＪＡすかがわ岩瀬） （福島県） 会津若松市 （福島県）

大和ハウス工業株式会社 （東京都） 山形いすゞ自動車株式会社 （山形県） 郡山市農業協同組合（ＪＡ郡山市） （福島県） 南相馬市 （福島県）

大成ロテック株式会社 （東京都） 株式会社おおみ （福島県） 日本郵便株式会社【臨時採用】 （福島県） 大玉村 （福島県）

東洋建設株式会社 （東京都） 株式会社ダイユーエイト （福島県） 2 ＪＡあぶくま石川【臨時採用】 （福島県） 川俣町 （福島県）

生活協同組合コープあいづ （福島県） 本宮市 （福島県）

【製造業】 7 栃木トヨタ自動車株式会社 （栃木県） 【サービス業】 15 桑折町 （福島県） 2

株式会社シュゼット （宮城県） コスモ石油販売株式会社 （東京都） ＢＦ・Ｈ株式会社 （福島県） 田村市 （福島県）

キーコーヒー株式会社 （東京都） 有限会社山田総合労務事務所 （岩手県） 白河市 （福島県）

岩塚製菓株式会社 （新潟県） 【金融業】 13 日本郵政株式会社 （福島県） 石川町 （福島県） 2

めいらくグループ （長野県） 株式会社七十七銀行 （宮城県） 5 株式会社Ｋプロビジョン （東京都） 福島市 （福島県） 9

ライオン株式会社 （東京都） 株式会社荘内銀行 （山形県） 株式会社びゅうトラベルサービス （東京都） 福島県 （福島県） 7

福島製鋼株式会社 （福島県） 株式会社大東銀行 （福島県） 山形県中小企業団体中央会 （山形県） 福島県（警察） （福島県） 1

大島農機株式会社 （新潟県） 株式会社東邦銀行 （福島県） 一般社団法人福島市医師会 （福島県） 郡山市 （福島県） 4

福島信用金庫 （福島県） 株式会社ワンダーファーム （福島県） 須賀川市 （福島県）

【電気・ガス・熱供給・水道業】 1 株式会社足利銀行 （栃木県） 2 福島県土地改良事業団体連合会 （福島県） 飯舘村 （福島県）

相馬共同火力発電株式会社 （福島県） 株式会社武蔵野銀行 （埼玉県） 郡山商工会議所 （福島県） 神栖市 （茨城県）

株式会社ゆうちょ銀行 （東京都） 宇都宮商工会議所 （栃木県） 栃木市 （栃木県）

【情報通信業】 10 ネクセリア東日本株式会社 （東京都） 栃木県 （栃木県）

株式会社ＳＲＡ東北 （宮城県） 【保険業】 1 株式会社夢真ホールディングス （東京都） 太田市 （群馬県）

株式会社福島リビング新聞社 （福島県） 明治安田生命保険相互会社 （東京都） 独立行政法人自動車事故対策機構 （東京都） 桐生市 （群馬県）

株式会社福島中央テレビ （福島県） 仙台ターミナルビル株式会社【臨時採用】 （宮城県） 群馬県 （群馬県）

日本電子計算株式会社 （東京都） 【不動産取引・賃貸・管理業】 3 流山市 （千葉県）

株式会社たゆたう （東京都） 東日本興業株式会社 （宮城県） 【公務員（国家）】 18 練馬区 （東京都）

株式会社エデュコム（ＥＤＵＣＯＭ） （東京都） 株式会社アミックス （宮城県） 防衛省 （青森県） 警視庁 （東京都） 2

株式会社エヌアイデイ （東京都） 株式会社リスコンス （東京都） 仙台地方裁判所 （宮城県） 上越市 （新潟県） 2

株式会社グッド・フィール （東京都） 仙台法務局 （宮城県） 新潟市 （新潟県）

株式会社コマースデザインプロダクト （東京都） 【教育、学習支援業】 8 東北地方整備局 （宮城県） 阿賀野市 （新潟県）

株式会社エフエム岩手【臨時採用】 （岩手県） 学校法人東邦大学 （東京都） 東北厚生局 （宮城県） 小諸市 （長野県）

チモロ株式会社 （宮城県） 仙台国税局 （宮城県） 須坂市 （長野県）

【運輸業・郵便業】 7 株式会社グラッドエデュケーション （宮城県） 東北管区行政評価局 （宮城県） 佐賀県 （佐賀県）

宮城交通株式会社 （宮城県） 株式会社マツキ （山形県） 東北農政局 （宮城県）

東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （宮城県） ベスト学院株式会社 （福島県） 秋田地方裁判所 （秋田県） 【公務員（地方）臨時採用】 1

東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （秋田県） 株式会社ジーニアス （福島県） 福島労働局 （福島県） 4 福島市立図書館【臨時採用】 （福島県）

川崎近海汽船株式会社 （東京都） 株式会社仙台進学プラザ （福島県） 福島地方検察庁 （福島県）

東京モノレール株式会社 （東京都） 株式会社ＮＨＫ文化センター （東京都） 福島地方裁判所 （福島県） 2 【教員（公立）臨時採用】 1

東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （東京都） 茨城労働局 （茨城県） 福島県公立学校【臨時採用】 （福島県）

シュタープ株式会社 （新潟県） 【医療業・保健衛生】 3 総務省 （東京都）

社会医療法人　将道会　総合南東北病院 （宮城県） 【進学】 7

【卸売業】 7 一般財団法人太田綜合病院 （福島県） 【公務員（地方）】 74 東北大学公共政策大学院 （宮城県）

ホシザキ東北株式会社 （宮城県） 福島医療生活協同組合 （福島県） 北海道 （北海道） 福島大学地域政策科学研究科 （福島県） 3

丸木医科器械株式会社 （宮城県） 六カ所村 （青森県） 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県）

株式会社恒和薬品 （宮城県） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 5 青森県（警察） （青森県） 静岡大学法科大学院 （静岡県）

阪和興業株式会社 （宮城県） 日本年金機構 （青森県） 盛岡市 （岩手県） 2 同志社大学法科大学院 （京都府）

日産部品福島販売株式会社 （福島県） 社会保険診療報酬支払基金 （宮城県） 仙台市 （宮城県） 4

富士ゼロックス福島株式会社 （福島県） 社会福祉法人わたり福祉会 （福島県） 仙台市（消防） （宮城県）

ＪＡ全農青果センター株式会社 （埼玉県） 岐阜県国民健康保険団体連合会 （岐阜県） 大崎市 （宮城県）

社会福祉法人全国社会福祉協議会 （岡山県） 女川町 （宮城県）

宮城県 （宮城県）

宮城県（警察） （宮城県） 2

大仙市 （秋田県）

山形市 （山形県）

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等



平成２６年度卒業者　就職・進学先一覧
※卒業者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）

【経済経営学類】
卒業者数 卒業者数 卒業者数 卒業者数

【農業・林業】 1 【小売業】 15 【宿泊業・飲食サービス業】 2 【公務員（国家）】 7

白川土地改良区 （山形県） 株式会社サンデー （青森県） 株式会社松島センチュリーホテル （宮城県） 仙台国税局 （宮城県）

株式会社ヰセキ東北 （岩手県） 株式会社ハブ （東京都） 東北財務局 （宮城県）

【建設業】 3 ゼビオ株式会社 （福島県） 東北財務局 （山形県）

スタップ株式会社 （宮城県） ネッツトヨタノヴェルふくしま株式会社 （福島県） 【教育、学習支援業】 1 福島労働局 （福島県）

株式会社ユアテック （宮城県） 大久自動車販売株式会社 （福島県） 公立大学法人福島県立医科大学 （福島県） 人事院事務総局 （東京都）

タマホーム株式会社 （新潟県） 日産プリンス福島販売株式会社 （福島県） 東京労働局 （東京都）

株式会社いちい （福島県） 【医療業・保健衛生】 7 海上自衛隊 （広島県）

【製造業】 9 株式会社おおつか（ギフトプラザ） （福島県） 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター （北海道）

グラクソ・スミスクライン株式会社 （千葉県） 株式会社スズキ自販福島 （福島県） 2 きらり健康生活協同組合 （福島県） 【公務員（地方）】 36

株式会社アートレイ （東京都） 株式会社ツルハホールディングス （福島県） 一般財団法人温知会　会津中央病院 （福島県） 2 八戸市 （青森県）

株式会社キーエンス （大阪府） 福島トヨタ自動車株式会社 （福島県） 一般財団法人脳神経疾患研究所　総合南東北病院 （福島県） 仙台市 （宮城県）

ＮＥＣネットワークプロダクツ株式会社 （福島県） トヨタカローラ南茨城株式会社 （茨城県） 公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院 （福島県） 大崎市 （宮城県）

東京計器株式会社 （東京都） トヨタＬ＆Ｆ栃木株式会社 （栃木県） 医療法人社団　桐和会 （東京都） 宮城県 （宮城県） 3

東京計器アビエーション株式会社 （埼玉県） 株式会社アダストリア （東京都） 大仙市 （秋田県） 2

株式会社ジェイテクト （愛知県） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 4 由利本荘市 （秋田県）

株式会社光陽社 （福島県） 【金融業】 35 社会福祉法人旭川旭親会 （北海道） 天童市 （山形県）

ＹＫＫ　ＡＰ株式会社 （富山県） 株式会社北日本銀行 （岩手県） 日本年金機構 （岩手県） 山形市 （山形県）

株式会社岩手銀行 （岩手県） 3 社会福祉法人杜の舎 （群馬県） 山形県 （山形県）

【電気・ガス・熱供給・水道業】 2 株式会社七十七銀行 （宮城県） 5 社会福祉法人奉優会 （東京都） いわき市 （福島県）

東北電力株式会社 （宮城県） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 （福島県） 伊達市 （福島県）

相馬共同火力発電株式会社 （福島県） 会津信用金庫 （福島県） 【複合サービス事業】 4 会津若松市 （福島県） 2

株式会社みずほ銀行 （福島県） いわて平泉農業協同組合（ＪＡいわて平泉） （岩手県） 本宮市 （福島県）

【情報通信業】 11 株式会社大東銀行 （福島県） 新あきた農業協同組合（ＪＡ新あきた） （秋田県） 福島市 （福島県） 5

株式会社プロコム北海道 （北海道） 株式会社東邦銀行 （福島県） 6 伊達みらい農業協同組合（ＪＡ伊達みらい） （福島県） 福島市（消防） （福島県）

株式会社ネクシィーズ （宮城県） 株式会社福島銀行 （福島県） 4 にいがた南蒲農業協同組合（ＪＡにいがた南蒲） （新潟県） 福島県 （福島県） 6

株式会社日立ソリューションズ東日本 （宮城県） 福島信用金庫 （福島県） 福島県（警察） （福島県）

株式会社山形県ＪＡビジネス （山形県） 株式会社足利銀行 （栃木県） 2 【サービス業】 26 郡山市 （福島県）

ＮＤソフトウェア株式会社 （山形県） 株式会社埼玉りそな銀行 （埼玉県） 池野公司税理士事務所 （青森県） 栃木県 （栃木県） 2

エヌケー・テック株式会社 （福島県） 館山信用金庫 （千葉県） 株式会社Ｓ・Ｙワークス （宮城県） 2 群馬県 （群馬県）

ソフトバンクモバイル株式会社 （福島県） 信金中央金庫 （東京都） 有限会社宮崎会計事務所 （福島県） 台東区 （東京都）

ユニアデックス株式会社 （東京都） 株式会社新生銀行 （東京都） 株式会社日本パートナー会計事務所　福島支社 （福島県） 足立区 （東京都）

リスクモンスター株式会社 （東京都） 株式会社日本政策金融公庫　中小企業事業 （東京都） 税理士法人ケーエフエス （福島県）

株式会社ブイキューブ （東京都） 野村證券株式会社 （東京都） 郡司総合会計事務所 （福島県） 【公務員（地方）臨時採用】 1

株式会社富士通エフサス （東京都） ＳＢＩホールディングス株式会社 （東京都） 日本郵政株式会社 （栃木県） 福島県【臨時採用】 （福島県）

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 （東京都） ＴＭＣコーポレーション田島会計事務所 （栃木県）

【運輸業・郵便業】 5 新潟証券株式会社 （新潟県） ネイチャーインターナショナル株式会社 （東京都） 【教員（公立）】 1

東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （岩手県） 株式会社ビジネスコンサルタント （東京都） 茨城県公立学校 （茨城県）

ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社 （東京都） 【保険業】 6 株式会社エイチ・アイ・エス （宮城県）

日本通運株式会社 （東京都） 住友生命保険相互会社 （宮城県） 株式会社ＪＴＢ東北 （宮城県） 【自営】 1

株式会社近鉄エクスプレス （東京都） 東京海上日動火災保険株式会社 （山形県） 株式会社ソユー （秋田県） 家業 （福島県）

アーク引越センター株式会社 （愛知県） 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 （栃木県） 株式会社ニラク （福島県）

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 （東京都） 株式会社エス・ティー・ワールド （東京都） 【進学】 8

【卸売業】 11 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 （東京都） トランスコスモス株式会社 （宮城県） 東北大学大学院経済学研究科 （宮城県）

丸木医科器械株式会社 （宮城県） 明治安田生命保険相互会社 （東京都） 株式会社イーストコア （宮城県） 福島大学人間発達文化学類 （福島県）

コマツ山形株式会社 （山形県） 株式会社マイナビ （宮城県） 福島大学大学院経済学研究科 （福島県） 3

株式会社米沢牛黄木 （山形県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 7 秋田県商工会連合会 （秋田県） 千葉大学大学院人文社会科学研究科 （千葉県）

株式会社シマ商会 （福島県） 三井不動産リアルティ株式会社 （東京都） 2 東洋ワークセキュリティ株式会社 （福島県） 上越教育大学大学院学校教育研究科 （新潟県）

株式会社タカムラ （福島県） 大和リビング株式会社 （東京都） 福島県商工会連合会 （福島県） 神戸大学大学院経済学研究科 （兵庫県）

株式会社ジーピーエス （埼玉県） 株式会社レオパレス２１ （東京都） 共栄セキュリティーサービス株式会社 （埼玉県）

三菱電機住環境システムズ株式会社 （東京都） 株式会社Ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ （東京都） 株式会社インテリジェンス （東京都）

株式会社ネイチャーラボ （東京都） 株式会社ＳＹＬＡ（シーラ） （東京都） 2 株式会社スタッフサービス （東京都）

株式会社ユニフロー （東京都） ＳＯＬＩＺＥ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ株式会社 （東京都）

株式会社日本アクセス （東京都）
花王カスタマーマーケティング株式会社【臨時採用】 （秋田県）

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等



平成２６年度卒業者　就職・進学先一覧
※卒業者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）

【共生システム理工学類】 【現代教養コース】
卒業者数 卒業者数 卒業者数 卒業者数

【建設業】 1 【小売業】 2 【公務員（地方）】 25 【建設業】 2
セキスイハイム東北株式会社 （宮城県） 株式会社いちい （福島県） 五所川原市 （青森県） 株式会社青紀土木 （岩手県）

株式会社ダイユーエイト （福島県） 亘理町 （宮城県） 大東建託株式会社 （兵庫県）
【製造業】 19 仙台市 （宮城県） 【製造業】 4
イートアンド株式会社 （東京都） 【金融業】 3 仙台市（消防） （宮城県） 2 北部通信工業株式会社 （福島県）
味の素ゼネラルフーヅ株式会社 （東京都） ひまわり信用金庫 （福島県） 宮城県 （宮城県） 林精器製造株式会社 （福島県）
王子コーンスターチ株式会社 （東京都） 株式会社東邦銀行 （福島県） 白石市 （宮城県） ＮＥＣネットワークプロダクツ株式会社 （福島県）
ＮＯＫ株式会社 （鳥取県） 株式会社足利銀行 （栃木県） 山形市（消防） （山形県） 株式会社デンソー福島 （福島県）
白河日東工器株式会社 （福島県） 二本松市 （福島県） 2 【情報通信業】 3
フロンティア・ラボ株式会社 （福島県） 【保険業】 1 伊達市 （福島県） 株式会社デーリー東北新聞社 （青森県）
会津オリンパス株式会社 （福島県） 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 （福島県） 本宮市 （福島県） 株式会社岩手朝日テレビ （岩手県）
日特エンジニアリング株式会社 （福島県） 白河市 （福島県） ロジネットサービス株式会社 （東京都）
株式会社アトム （福島県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 1 福島市 （福島県） 6 【運輸業・郵便業】 1
株式会社住田光学ガラス　田島工場 （福島県） パラカ株式会社 （東京都） 福島県 （福島県） 2 ジェイアールバス東北株式会社 （宮城県）
朝日インテック株式会社 （愛知県） 郡山市 （福島県） 【卸売業】 1
福島キヤノン株式会社 （福島県） 3 【物品賃貸業】 2 水戸市（消防） （茨城県） トヨタ部品福島共販株式会社 （福島県）
株式会社三桂製作所 （東京都） 東邦リース株式会社 （福島県） 茨城県 （茨城県） 2 【小売業】 7
パナソニック株式会社 （大阪府） 日建リース工業株式会社 （東京都） 株式会社サンデー （青森県）
アイリスオーヤマ株式会社 （宮城県） 【公務員（地方）臨時採用】 1 生活協同組合コープあおもり （青森県）
リンテック株式会社 （東京都） 【宿泊業・飲食サービス業】 2 福島県【臨時採用】 （福島県） イオンスーパーセンター株式会社 （岩手県）
三栄レギュレーター株式会社 （神奈川県） 株式会社ジー・テイスト （福島県） 福島トヨタ自動車株式会社 （福島県）

株式会社星野リゾート・マネジメント （沖縄県） 【教員（公立）】 5 福島日産自動車株式会社 （福島県）
【電気・ガス・熱供給・水道業】 2 福島県公立学校 （福島県） 4 栃木ダイハツ販売株式会社 （栃木県）
株式会社アポロガス （福島県） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 1 神奈川県公立学校 （神奈川県） ウエルシア薬局株式会社 （埼玉県）
東京電力株式会社 （新潟県） 株式会社ニチイケアパレス （東京都） 【金融業】 4

【教員（公立）臨時採用】 1 株式会社山形銀行 （山形県）
【情報通信業】 19 【複合サービス事業】 1 福島県公立学校【臨時採用】 （福島県） 株式会社福島銀行 （福島県）
株式会社日立ソリューションズ東日本 （宮城県） 小山農業協同組合（ＪＡおやま） （栃木県） 須賀川信用金庫 （福島県）
株式会社東北電子計算センター （宮城県） 【進学】 44 みずほ証券株式会社 （東京都）
株式会社ＮＴＴデータ東北 （宮城県） 【サービス業】 6 東北大学大学院工学研究科 （宮城県） 【保険業】 1
株式会社福島県中央計算センター （福島県） 株式会社オオバ （宮城県） 東北大学大学院情報科学研究科 （宮城県） 第一生命保険株式会社 （福島県）
福島コンピューターシステム株式会社 （福島県） 2 株式会社八興 （栃木県） 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県） 3 【教育、学習支援業】 1
株式会社マテハンソフト （栃木県） こころネット株式会社 （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） 36 石橋建設工業株式会社（本宮自動車学校） （福島県）
テックベース株式会社 （東京都） 一般財団法人公園財団 （東京都） 筑波大学大学院システム情報工学研究科 （茨城県） 2 【医療業・保健衛生】 2
株式会社へッドウォータース （東京都） 福島県土地改良事業団体連合会 （福島県） クイーンズランド大学 （その他） 一般財団法人温知会会津中央病院 （福島県）
株式会社ジョイテック （東京都） 一般財団法人自然環境研究センター【臨時採用】 （福島県） 医療法人浩生会ズズキ病院 （東京都）
株式会社ニッセイコム （東京都） 【複合サービス事業】 2
株式会社日立ソリューションズ・クリエイト （東京都） 【公務員（国家）】 7 すかがわ岩瀬（ＪＡすかがわ岩瀬）農業協同組合 （福島県）
株式会社日立ソリューションズ東日本 （東京都） 気象庁 （北海道） 日本郵便株式会社 （福島県）
株式会社ＨＲインキュベータ （東京都） 東北経済産業局 （宮城県） 【サービス業（その他）】 6
株式会社ＮＳソリューションズ東京 （東京都） 東北農政局 （宮城県） 株式会社ル・プロジェ （福島県）
株式会社ＮＴＴデータ　アイ （東京都） 2 福島労働局 （福島県） 株式会社イマージュ （青森県）
ＮＴＴデータ先端技術株式会社 （東京都） 福島地方検察庁 （福島県） 株式会社ラウンドワン （岩手県）
株式会社富士通バンキングソリューションズ （神奈川県） 陸上自衛隊 （福島県） アルファクラブグループ （福島県）

国土交通省　本省 （東京都） 株式会社フローラ （福島県）
【運輸業・郵便業】 2 全国農業協同組合連合会 （埼玉県）
東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （宮城県） 【公務員（地方）】 4
佐川急便株式会社 （東京都） 宮城県（警察） （宮城県）

村山市 （山形県）
【卸売業】 7 伊達市 （福島県）
株式会社小泉東北 （宮城県） 郡山市 （福島県）
キヤノンシステムアンドサポート株式会社 （福島県）

富士ゼロックス福島株式会社 （福島県） 【自営】 1

渡辺パイプ株式会社 （福島県） 有限会社田村屋本店 （福島県）

株式会社栗原医療器械店 （栃木県）

キヤノンシステムアンドサポート株式会社 （東京都） 【進学】 2

株式会社エイコー （東京都） 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県）

福島大学大学院経済学研究科 （福島県）

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等


