
【人間発達文化学類】
卒業者数 卒業者数 卒業者数 卒業者数

【農業・林業】 1 株式会社ＮＡＡリテイリング （千葉県） 【サービス業】 21 【教員（公立）】 55
安積疏水土地改良区 （福島県） ゼビオ株式会社 （東京都） アローズジャパン株式会社 （静岡県） 栗原市公立幼稚園 （宮城県）

スターツコーポレーション株式会社 （宮城県） 須賀川市公立幼稚園 （福島県）
【建設業】 2 【金融業】 9 株式会社第一エージェンシー （宮城県） 岩手県公立学校 （岩手県）
壁巣建設株式会社 （福島県） 株式会社七十七銀行 （宮城県） 有限会社オーケー（会計事務所ＯＫ） （福島県） 仙台市公立学校 （宮城県）
株式会社郡山塗装 （福島県） あぶくま信用金庫 （福島県） 株式会社ケンオリ （福島県） 宮城県公立学校 （宮城県） 4

株式会社大東銀行 （福島県） 株式会社読広クロスコム （東京都） 福島県公立学校 （福島県） 34
【製造業】 8 株式会社東邦銀行 （福島県） 3 株式会社オカモトホールディングス （北海道） 茨城県公立学校 （茨城県） 2
株式会社青葉堂印刷 （山形県） 株式会社福島銀行 （福島県） こころネット株式会社 （福島県） 2 栃木県公立学校 （栃木県） 3
ムネカタインダストリアルマシナリー株式会社 （福島県） 須賀川信用金庫 （福島県） アルファクラブグループ （福島県） 埼玉県公立学校 （埼玉県）
株式会社カガヤ （岩手県） ヤマトクレジットファイナンス株式会社 （東京都） シリウスグループ （福島県） 千葉県公立学校 （千葉県）
会津オリンパス株式会社 （福島県） 常磐興産株式会社 （福島県） 東京都公立学校 （東京都）
クラリオンマニュファクチャリングアンドサービス株式会社 （福島県） 【保険業】 4 株式会社近畿日本ツーリスト東北 （福島県） 横浜市公立学校 （神奈川県） 3
ツインバード工業株式会社 （東京都） 明治安田生命保険相互会社 （宮城県） セントラルスポーツ株式会社 （東京都） 神奈川県公立学校 （神奈川県） 2
株式会社岩鋳 （岩手県） 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング （宮城県） 株式会社ファクトリージャパングループ（ＦＪＧ） （東京都）
ユニット株式会社 （東京都） 日本生命保険相互会社 （福島県） 株式会社大都技研 （東京都） 【教員（私立）】 2

メットライフ生命保険株式会社 （東京都） ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社 （宮城県） 学校法人中沢学園（幼稚園教諭） （福島県）
【情報通信業】 11 自治労福島県職員連合労働組合 （福島県） 学校法人福島成蹊学園 （福島県）
株式会社ｉｃｅ （北海道） 【不動産取引・賃貸・管理業】 3 グリーン・サポート・システムズ株式会社 （東京都）
ＮＨＫ（日本放送協会） （岩手県） 株式会社アズ企画設計 （埼玉県） 株式会社ネオキャリア （東京都） 【教員（国立・公立）臨時採用】 21
東北インフォメーション・システムズ株式会社 （宮城県） オークラヤ住宅株式会社 （東京都） 株式会社ヒューマンワーク （東京都） 北海道教育大学附属函館小学校【臨時採用】 （北海道）
株式会社メルカリ【契約】 （宮城県） 株式会社プレミアムライフ （東京都） 岩手県公立学校【臨時採用】 （岩手県）
株式会社第一広告社 （宮城県） 【公務員（国家）】 2 宮城県公立学校【臨時採用】 （宮城県）
株式会社エフエム福島 （福島県） 【物品賃貸業】 2 仙台国税局 （福島県） 山形県公立学校【臨時採用】 （山形県） 2
ＫＤＤＩ株式会社【派遣】 （福島県） 株式会社トヨタレンタリース山形 （山形県） 福島地方検察庁 （福島県） 福島大学附属特別支援学校【臨時採用】 （福島県）
株式会社アドービジネスコンサルタント （東京都） 株式会社宇建 （栃木県） 福島県公立学校【臨時採用】 （福島県） 13
株式会社ウエスト （東京都） 【公務員（地方）】 21 栃木県公立学校【臨時採用】 （栃木県）
株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス （東京都） 【宿泊業・飲食サービス業】 7 北海道（警察） （北海道） 新潟市公立学校【臨時採用】 （新潟県）
株式会社リブセンス （東京都） 株式会社みちのくジャパン （岩手県） 横手市 （秋田県）

株式会社アミュゼホールディングス （宮城県） 東根市 （山形県） 【教員（私立）臨時採用】 3
【運輸業・郵便業】 4 有限会社吉川屋 （福島県） 2 二本松市 （福島県） 3 学校法人松韻学園　福島高等学校 （福島県）
ヤマト運輸株式会社 （福島県） 株式会社ノモト （福島県） 伊達市 （福島県） 学校法人福島成蹊学園 （福島県）
双日ロジスティクス株式会社 （東京都） 株式会社青木商店 （福島県） 会津坂下町 （福島県） 学校法人明秀学園　明秀学園日立高等学校 （茨城県）
株式会社日新 （神奈川県） 株式会社青木商店 （茨城県） 浅川町 （福島県）
ＶＩＲＡＳＩＭＥＸ （その他） 福島市 （福島県） 【自営】 2

【教育、学習支援業】 7 福島県 （福島県） 5 モデル業 （福島県）
【卸売業】 8 学校法人東北医科薬科大学 （宮城県） 福島県（警察） （福島県） 2 造形工房 （福島県）
テスコ株式会社 （宮城県） 公立大学法人福島県立医科大学 （福島県） 2 郡山市 （福島県）
小松物産株式会社 （宮城県） ライフツリー株式会社 （宮城県） 須賀川市 （福島県） 【進学】 21
株式会社仙台山三 （宮城県） ベスト学院株式会社 （福島県） 水戸市 （茨城県） 東北大学大学院教育学研究科 （宮城県）
株式会社シマ商会 （福島県） 株式会社東日本学院 （福島県） 2 栃木県 （栃木県） 国際教養大学専門職大学院 （秋田県）
中山株式会社 （茨城県） 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県） 18
アシックスジャパン株式会社 （東京都） 【医療業・保健衛生】 1 【公務員（地方）臨時採用】 5 東京大学大学院教育学研究科 （東京都）
株式会社東栄社 （東京都） 一般財団法人太田綜合病院 （福島県） 秋田県教育委員会【臨時採用】 （秋田県）
株式会社高速 （新潟県） 川西町教育委員会【臨時採用】 （山形県）

【社会保険・社会福祉・介護事業】 8 会津若松市【臨時採用】 （福島県）
【小売業】 14 株式会社ベネッセスタイルケア （宮城県） 喜多方市【臨時採用】 （福島県）
みやぎ生活協同組合 （宮城県） 社会福祉法人東根福祉会 （山形県） 福島県（会津自然の家）【臨時採用】 （福島県）
株式会社キャン （宮城県） 医療法人社団　平成会 （福島県）
株式会社ベイクルーズ （宮城県） 南福島保育園 （福島県） 【公務員（保育士）】 10
株式会社キタムラ （秋田県） ピジョンハーツ株式会社（保育士） （東京都） 新庄市（保育士） （山形県）
トヨタカローラ山形株式会社 （山形県） 株式会社ベネッセスタイルケア （東京都） 最上町（保育士） （山形県）
ネッツトヨタ福島株式会社 （福島県） 株式会社日本保育サービス （東京都） 米沢市（保育士） （山形県）
マックスバリュ南東北株式会社 （福島県） 特定非営利活動法人麗山 （京都府） 喜多方市（保育教諭） （福島県）
株式会社おおつか（ギフトプラザ） （福島県） 本宮市（保育士） （福島県）
株式会社ダイユーエイト （福島県） 【複合サービス事業】 3 福島市（保育士） （福島県）
株式会社パステル （福島県） 株式会社日専連パートナーズ （岩手県） 郡山市（保育士） （福島県） 3
株式会社ヨークベニマル （福島県） 日本郵便株式会社 （秋田県） 須賀川市（保育教諭） （福島県）

株式会社マツモトキヨシ （千葉県） いわき市農業協同組合（ＪＡいわき市） （福島県）

平成２７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）
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平成２７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

【建設業】 3 【金融業】 12 【サービス業】 20 猪苗代町 （福島県）

株式会社シリウス （岩手県） 株式会社岩手銀行 （岩手県） 弁護士法人ほたか総合法律事務所 （栃木県） 田村市 （福島県）

株式会社スマートプラス （宮城県） 株式会社東北銀行 （岩手県） 弁護士法人大西総合法律事務所 （東京都） 相馬市 （福島県） 3

大和ハウス工業株式会社 （福島県） 株式会社山形銀行 （山形県） 株式会社オリエンタルコンサルタンツ （宮城県） 石川町 （福島県）

いわき信用組合 （福島県） 株式会社ル・プロジェ （福島県） 福島市 （福島県） 7

【製造業】 8 大和証券株式会社 （福島県） 税理士法人ケーエフエス （福島県） 福島県 （福島県） 13

株式会社サンフレックス永谷園 （福島県） 日本銀行 （福島県） 株式会社エイチ・アイ・エス（ＨＩＳ） （宮城県） 福島県（警察） （福島県）

株式会社三万石 （福島県） 株式会社福島銀行 （福島県） 株式会社ＪＴＢ東北 （宮城県） 2 郡山市 （福島県） 6

株式会社コックス （神奈川県） 株式会社足利銀行 （栃木県） アルファクラブグループ （福島県） 日立市 （茨城県）

株式会社ｇｉｔａ （秋田県） 鹿沼相互信用金庫 （栃木県） 株式会社ウェディングエルティ （福島県） 茨城県 （茨城県）

ムネカタインダストリアルマシナリー株式会社 （福島県） 群馬県信用組合 （群馬県） 株式会社ＪＴＢ東北 （福島県） 佐野市 （栃木県）

トモト電子工業株式会社 （福島県） 株式会社ゆうちょ銀行 （東京都） 宗教法人輪王寺 （栃木県） 大田原市 （栃木県）

日本電気株式会社 （東京都） 独立行政法人住宅金融支援機構 （東京都） 宮城県商工会連合会 （宮城県） 宇都宮市 （栃木県）

福島キヤノン株式会社 （福島県） 株式会社グロップ （宮城県） 栃木市 （栃木県）

【保険業】 4 福島県商工会連合会 （福島県） 2 栃木県 （栃木県） 3

【情報通信業】 11 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 （宮城県） ＡＬＳＯＫ福島株式会社 （福島県） 群馬県 （群馬県）

東日本電信電話株式会社（ＮＴＴ東日本） （宮城県） 山形中央農業共済組合（ＮＯＳＡＩ山形中央） （山形県） 一般社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ） （茨城県） 江東区 （東京都）

株式会社ステップ （宮城県） アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社） （東京都） 株式会社フルキャストホールディングス （東京都） 新潟市 （新潟県）

株式会社ドコモＣＳ東北 （宮城県） 明治安田生命保険相互会社 （新潟県） 株式会社十河サービス （東京都）

株式会社第一広告社 （宮城県） 【公務員（地方）臨時採用】 1
株式会社エス・シー・シー（シティ情報ふくしま） （福島県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 2 【公務員（国家）】 17 宮城県【臨時採用】 （宮城県）

福島テレビ株式会社 （福島県） 三井不動産リアルティ東北株式会社 （宮城県） 仙台国税局 （宮城県） 2

福島民友新聞株式会社 （福島県） 株式会社アエラス （東京都） 宮城労働局 （宮城県） 【自営】 1

株式会社Ｈｕｍａｎ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ （茨城県） 東北経済産業局 （宮城県） 屋代薬局 （福島県）

ソニーリージョナルセールス株式会社 （東京都） 【宿泊業・飲食サービス業】 2 気象庁仙台管区気象台 （宮城県）

株式会社アドービジネスコンサルタント （東京都） 株式会社幸楽苑 （宮城県） 法務省仙台矯正管区 （宮城県） 【進学】 5

株式会社ジャパン・コンピュータ・テクノロジー （東京都） 株式会社ＧＭクリエーション （福島県） 福島労働局 （福島県） 4 東北大学法科大学院 （宮城県）

福島家庭裁判所 （福島県） 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県） 2

【運輸業・郵便業】 8 【教育、学習支援業】 9 さいたま家庭裁判所 （埼玉県） 福島大学大学院地域政策科学研究科 （福島県）

日本通運株式会社 （宮城県） 国立大学法人東北大学 （宮城県） 関東財務局 （埼玉県） 埼玉福祉専門学校社会福祉士養成科 （埼玉県）

東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （宮城県） 2 公立大学法人福島県立医科大学【臨時採用】 （福島県） 厚生労働省 （東京都） 2

日立電鉄交通サービス株式会社 （茨城県） 国立大学法人福島大学 （福島県） 2 東京税関 （東京都）

インターナショナルエクスプレス株式会社 （東京都） 学校法人昭和大学 （東京都） 陸上自衛隊 （福岡県）

ヤマト運輸株式会社 （東京都） 株式会社仙台進学プラザ （山形県）

日本通運株式会社 （東京都） ベスト学院株式会社 （福島県） 【公務員（地方）】 67

東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （東京都） 株式会社リンクアカデミー （東京都） 岩手県 （岩手県）

株式会社臨海 （神奈川県） 仙台市 （宮城県）

【卸売業】 7 仙台市（消防） （宮城県）

富士ゼロックス福島株式会社 （福島県） 【医療業・保健衛生】 4 大河原町 （宮城県）

株式会社エイティック （福島県） 2 一般財団法人太田綜合病院 （福島県） 宮城県 （宮城県） 2

株式会社タカムラ （福島県） 公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院 （福島県） 宮城県（警察） （宮城県）

渋谷レックス株式会社 （福島県） 公益財団法人福島県保健衛生協会 （福島県） 柴田町 （宮城県）

新発田ヤクルト販売株式会社 （新潟県） 福島医療生活協同組合 （福島県） 白石市 （宮城県）

株式会社オーリック （福岡県） 秋田市 （秋田県）

【社会保険・社会福祉・介護事業】 2 秋田県（警察） （秋田県）

【小売業】 9 社会福祉法人信達福祉会 （福島県） 山形市 （山形県）

みやぎ生活協同組合 （宮城県） 福島県国民健康保険団体連合会 （福島県） 川西町 （山形県）

トヨタカローラ山形株式会社 （山形県） 遊佐町（庄内地方町村会） （山形県）

株式会社ヨークベニマル （山形県） 【複合サービス事業】 4 三春町 （福島県）

大久自動車販売株式会社 （福島県） 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） （山形県） 二本松市 （福島県） 2

株式会社三宅新聞店 （福島県） 東根市農業協同組合（ＪＡひがしね） （山形県） 伊達市 （福島県）

株式会社日産サティオ福島 （福島県） 日本郵便株式会社 （福島県） 2 会津美里町 （福島県）

茨城トヨタ自動車株式会社 （茨城県） 北塩原村 （福島県）

株式会社クリエイトエス・ディー （東京都） 喜多方市 （福島県）

株式会社ジェイアイエヌ （東京都） 浪江町 （福島県）

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等



平成２７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

【建設業】 4 旭日産業株式会社 （宮城県） 株式会社トラストライフ （宮城県） 株式会社エイチ・アイ・エス（ＨＩＳ） （宮城県）

株式会社オノヤ （宮城県） 株式会社寺岡システム （宮城県） 2 全国共済農業協同組合連合会　山形県本部（ＪＡ共済連山形） （山形県） 株式会社ニラク （福島県） 3

株式会社ユアテック （宮城県） 山瀬青果株式会社 （秋田県） 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 （福島県） 平和商事株式会社 （東京都）

テンフィールズファクトリー株式会社 （埼玉県） サンセイ医機株式会社 （福島県） 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 （茨城県） 株式会社マルハン （東京都）

株式会社ピーエス三菱 （東京都） 佐藤株式会社 （福島県） 日本生命保険相互会社 （東京都） 株式会社リトルシーズサービス （福島県）

株式会社シマ商会 （福島県） 白河商工会議所 （福島県）

【製造業】 11 株式会社戸田商店 （福島県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 4 株式会社マイナビ （東京都）

日本食研ホールディングス株式会社 （愛媛県） 渡辺パイプ株式会社 （福島県） 三井不動産リアルティ東北株式会社 （宮城県） 一般財団法人日本環境衛生センター （神奈川県）

株式会社ヤマダヤ （宮城県） 高田産商株式会社 （福島県） 大東建物管理株式会社 （宮城県）

株式会社パルコモード （山形県） 藤井産業株式会社 （栃木県） 東急リバブル東北株式会社 （宮城県） 【公務員（国家）】 13

ムネカタインダストリアルマシナリー株式会社 （福島県） ブリヂストンタイヤジャパン株式会社 （東京都） シービーアールイー株式会社 （東京都） 仙台国税局 （宮城県） 2

日本イーライリリー株式会社 （兵庫県） 日本出版販売株式会社 （東京都） 仙台法務局 （宮城県）

サンエツ金属株式会社 （富山県） 株式会社タチカワ （東京都） 【物品賃貸業】 2 東北地方整備局 （宮城県）

パナソニック産機システムズ株式会社 （東京都） 株式会社守谷商会 （東京都） 大和リース株式会社 （宮城県） 東北管区行政評価局 （宮城県）

株式会社牧野技術サービス （神奈川県） 株式会社日本アクセス （東京都） ＳＦＩリーシング株式会社 （東京都） 東北財務局 （宮城県） 2

山形パナソニック株式会社 （山形県） 東北農政局 （宮城県）

福島キヤノン株式会社 （福島県） 【小売業】 19 【宿泊業・飲食サービス業】 2 陸上自衛隊 （宮城県）

ＮＥＣネットワークプロダクツ株式会社 （福島県） コクヨ東北販売株式会社 （宮城県） 株式会社青木商店 （福島県） 福島労働局 （福島県）

株式会社ドン・キホーテ （宮城県） 株式会社布屋 （栃木県） 茨城労働局 （茨城県）

【電気・ガス・熱供給・水道業】 4 株式会社タカヤナギ （秋田県） 厚生労働省 （東京都）

イワタニ東北株式会社 （宮城県） トヨタカローラ福島株式会社 （福島県） 2 【教育、学習支援業】 5 経済産業省 （東京都）

イワタニ福島株式会社 （福島県） 2 日産プリンス福島販売株式会社 （福島県） 学校法人東北学院大学 （宮城県）

株式会社アポロガス （福島県） 東都クリエート株式会社 （福島県） 公立大学法人福島県立医科大学 （福島県） 【公務員（地方）】 31

株式会社ダイユーエイト （福島県） 3 国立大学法人福島大学 （福島県） 北海道 （北海道）

【情報通信業】 20 株式会社ヨークベニマル （福島県） 株式会社フーレイ （宮城県） 仙台市（消防） （宮城県）

株式会社ソフト技研 （宮城県） 株式会社東京インテリア家具 （福島県） ベスト学院株式会社 （福島県） 宮城県職員（学校事務） （宮城県）

株式会社マクロミル （宮城県） 生活協同組合コープふくしま （福島県） 秋田県 （秋田県）

株式会社東北電子計算センター （宮城県） 福島トヨタ自動車株式会社 （福島県） 【医療業・保健衛生】 2 山形市 （山形県） 3

東邦情報システム株式会社 （福島県） 株式会社カスミ （茨城県） 公益財団法人宮城厚生協会 （宮城県） 山形県 （山形県）

株式会社テレビユー福島 （福島県） 株式会社アダストリア （東京都） 一般財団法人脳神経疾患研究所　総合南東北病院 （福島県） 鶴岡市 （山形県）

株式会社福島民報社 （福島県） 株式会社イトーヨーカ堂 （東京都） 二本松市 （福島県）

福島コンピューターシステム株式会社 （福島県） 株式会社ガリバーインターナショナル （東京都） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 3 南相馬市 （福島県）

いすゞシステムサービス株式会社 （東京都） 株式会社ゴルフパートナー （東京都） 社会福祉法人湖星会 （福島県） 喜多方市 （福島県）

ダーウィンシステム株式会社 （東京都） 福島県市町村職員共済組合 （福島県） 白河市 （福島県）

フューチャーアーキテクト株式会社 （東京都） 【金融業】 40 テルウェル東日本株式会社 （東京都） 福島市（消防） （福島県）

有限会社イー・カンパニー【臨時採用】 （東京都） 株式会社みちのく銀行 （青森県） 福島県 （福島県） 10

東日本電信電話株式会社（ＮＴＴ東日本） （東京都） 株式会社北日本銀行 （岩手県） 2 【複合サービス事業】 7 福島県（警察事務） （福島県）
株式会社インフォメーション・ディベロプメント （東京都） 東北労働金庫 （宮城県） 2 みやぎ仙南農業協同組合（ＪＡみやぎ仙南） （宮城県） 福島県（警察） （福島県） 2

株式会社ウエスト （東京都） 株式会社七十七銀行 （宮城県） 4 日本郵便株式会社 （宮城県） 郡山市 （福島県）

株式会社エスジェイアイ （東京都） 株式会社仙台銀行 （宮城県） 2 こまち農業協同組合（ＪＡこまち） （秋田県） 上三川町 （栃木県）

株式会社シティ・コム （東京都） 二本松信用金庫 （福島県） ふくしま未来農業協同組合（ＪＡふくしま未来） （福島県） 2 真岡市 （栃木県）

株式会社ジュピターテレコム （東京都） 株式会社大東銀行 （福島県） 福島県農業協同組合中央会（ＪＡ福島中央会） （福島県） 見附市 （新潟県）

株式会社フォーミックス （東京都） 株式会社東邦銀行 （福島県） 12 日本郵便株式会社 （埼玉県）

株式会社マクロミル （東京都） 株式会社福島銀行 （福島県） 4 【教員（公立）】 2

株式会社大塚商会 （東京都） 福島信用金庫 （福島県） 2 【サービス業】 20 岩手県公立学校 （岩手県）

農林中央金庫 （福島県） 2 有限会社高橋共同会計高橋宏和事務所 （福島県） 神奈川県公立学校 （神奈川県）

【運輸業・郵便業】 4 郡山信用金庫 （福島県） 株式会社エスアンドシー （福島県）

東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （宮城県） 株式会社常陽銀行 （茨城県） 株式会社本宮会計センター （福島県） 【自営】 1

ヤマト運輸株式会社 （福島県） みずほ証券株式会社 （東京都） 株式会社ＴＭＣ経営支援センター （福島県） ふじや食材有限会社 （福島県）

会津乗合自動車株式会社 （福島県） 大和証券株式会社 （東京都） 税理士法人ケーエフエス （福島県）

西武バス株式会社 （埼玉県） 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 （東京都） 税理士法人ＰＬＵＳ-ＯＮＥ （埼玉県） 【進学】 5

野村證券株式会社 （東京都） 八千代エンジニヤリング株式会社 （東京都） 仙台大原簿記情報公務員専門学校 （宮城県）

【卸売業】 19 株式会社日本政策金融公庫　中小企業事業 （新潟県） 株式会社オズマピーアール （東京都） 福島大学大学院経済学研究科 （福島県） 2

丸木医科器械株式会社 （宮城県） 2 株式会社メルフィス （東京都） 文化服装学院 （東京都）

佐藤製線販売株式会社 （宮城県） 【保険業】 5 マングローブクリエーション株式会社 （三重県） 横浜国立大学大学院国際社会科学府 （神奈川県）

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等



平成２７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】 2 【卸売業】 2 【公務員（国家）】 5 【建設業】 2
株式会社ブラストラック （福島県） 富士ゼロックス福島株式会社 （福島県） 仙台国税局 （宮城県） 2 日本地工株式会社 （宮城県）
高柳電設工業株式会社 （福島県） 株式会社日本アクセス （東京都） 東北地方整備局 （宮城県） トヨタホームとうほく株式会社 （福島県）

東北経済産業局 （宮城県）
【製造業】 20 【小売業】 6 関東経済産業局 （埼玉県） 【製造業】 1
株式会社ライフフーズ （福島県） トヨタカローラ福島株式会社 （福島県） 福島製鋼株式会社 （福島県）
ニプロファーマ株式会社【臨時採用】 （福島県） ネッツトヨタノヴェルふくしま株式会社 （福島県） 【公務員（地方）】 21
日本全薬工業株式会社 （福島県） 株式会社ヨークベニマル （福島県） 仙台市（消防） （宮城県） 【電気・ガス・熱供給・水道業】 2
イトモル株式会社 （愛知県） 株式会社福島マツダ （福島県） 山形県 （山形県） 常磐共同ガス株式会社 （福島県）
株式会社デンロコーポレーション （宮城県） 福島建機株式会社 （福島県） 三春町 （福島県） 常磐共同火力株式会社 （福島県）
株式会社デンロコーポレーション （福島県） 株式会社ヤングファッション研究所 （東京都） 伊達市 （福島県） 2
三洋工業株式会社 （埼玉県） 会津坂下町 （福島県） 【情報通信業】 3
アルプス電気株式会社 （宮城県） 【金融業】 2 古殿町 （福島県） 株式会社岩手日報社 （岩手県）
日历汽车系统 （その他） 二本松信用金庫 （福島県） 2 富岡町 （福島県） ＩＴＸ株式会社 （岩手県）
北部通信工業株式会社 （福島県） 川俣町 （福島県） 2 株式会社エヌアイデイ （東京都）
福島キヤノン株式会社 （福島県） 6 【保険業】 1 矢吹町 （福島県）
株式会社東芝 （東京都） 全国共済農業協同組合連合会　福島県本部（ＪＡ共済連福島） （福島県） 福島市 （福島県） 【卸売業】 1
富士工業株式会社 （神奈川県） 福島市（消防） （福島県） 有限会社岸波商店 （福島県）
ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ株式会社 （愛知県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 3 福島県 （福島県） 4
株式会社ホンダテクノフォート （栃木県） 三井不動産リアルティ東北株式会社 （宮城県） 須賀川市 （福島県） 2 【小売業】 9

東急リバブル東北株式会社 （宮城県） 鉾田市 （茨城県） イオンスーパーセンター株式会社 （岩手県）
【電気・ガス・熱供給・水道業】 1 新生ホームサービス株式会社 （東京都） 藤沢市 （神奈川県） 株式会社スズキ自販岩手 （岩手県）
東京電力株式会社 （東京都） 株式会社うすい百貨店【契約】 （福島県）

【教育、学習支援業】 2 【公務員（地方）臨時採用】 2 株式会社エービーシー・マート （福島県）
【情報通信業】 20 株式会社イーブレイン （福島県） 福島県【臨時採用】 （福島県） 2 株式会社ツルハホールディングス （福島県） 2
テクノプロバイド株式会社 （宮城県） 株式会社ＮＳＧアカデミー（ＮＳＧグループ） （新潟県） 株式会社マルト （福島県）
テクノ・マインド株式会社 （宮城県） 【教員（公立）】 5 株式会社日伸 （福島県）
株式会社日立ソリューションズ東日本 （宮城県） 【医療業・保健衛生】 1 宮城県公立学校 （宮城県） 2 福島建機株式会社 （福島県）
株式会社ＳＪＣ （宮城県） 置賜広域病院組合公立置賜総合病院 （山形県） 福島県公立学校 （福島県）
東邦情報システム株式会社 （福島県） 栃木県公立学校 （栃木県） 【金融業】 5
株式会社エフコム （福島県） 3 【複合サービス事業】 3 埼玉県公立学校 （埼玉県） 株式会社北日本銀行 （岩手県）
株式会社福島情報処理センター （福島県） 岩手ふるさと農業協同組合（ＪＡ岩手ふるさと） （岩手県） 会津信用金庫 （福島県）
エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 （東京都） 郡山市農業協同組合（ＪＡ郡山市） （福島県） 【教員（公立）臨時採用】 3 株式会社大東銀行 （福島県）
コンピュータ・テクノロジー株式会社 （東京都） 那須南農業協同組合（ＪＡなす南） （栃木県） 宮城県公立学校【臨時採用】 （宮城県） 株式会社東邦銀行 （福島県） 2
ソフトバンク株式会社 （東京都） 福島県公立学校【臨時採用】 （福島県） 2
ユニバーサル・インフォメーション・サービス株式会社 （東京都） 【サービス業】 5 【不動産取引・賃貸・管理業】 1
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 （東京都） 日栄地質測量設計株式会社 （福島県） 【教員（私立）】 1 住友不動産販売株式会社 （東京都）
日野システック株式会社 （東京都） 株式会社ふたば （福島県） 学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム　桜の聖母学院 （福島県）
株式会社システムコンサルタント （東京都） 株式会社日本能率協会総合研究所 （東京都） 【教育、学習支援業】 1
株式会社ＮＳソリューションズ東京 （東京都） 株式会社ニラク （福島県） 【進学】 36 学校法人冨澤学園 （山形県）
ＮＲＩシステムテクノ株式会社 （神奈川県） 株式会社メイテックフィルダーズ （東京都） 宮城教育大学大学院教育学研究科 （宮城県）
エフエー・ネット株式会社 （愛知県） 東北大学大学院工学研究科 （宮城県） 【医療業・保健衛生】 2
有限会社ＹＫコーポレーション （愛知県） 東北大学大学院理学研究科 （宮城県） 公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂綜合病院 （福島県）

福島大学共生システム理工学類（研究生） （福島県） 医療法人郡司歯科医院 （福島県）
【運輸業・郵便業】 3 福島大学大学院共生システム理工学研究科 （福島県） 30
東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （宮城県） 東京大学大学院新領域創成科学研究科 （千葉県） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 2
第一貨物株式会社 （山形県） 国際外語・観光・エアライン専門学校 （新潟県） 社会福祉法人北信福祉会 （福島県）
福島交通株式会社 （福島県） 社会福祉法人郡山市社会福祉協議会 （福島県）

【複合サービス事業】 1
福島県漁業協同組合連合会（ＪＦ福島漁連） （福島県）

【サービス業】 3

株式会社ベガスベガス （山形県）

株式会社特選呉服　京彩 （神奈川県）

株式会社スリーエス （福島県）

【進学】 1

福島大学大学院地域政策科学研究科 （福島県）

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等


