
【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 【保険業】 6 社会福祉法人パステル （栃木県） 郡山市（保育士）【臨時採用】 （福島県）
有限会社菊地農園 （福島県） あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 （福島県） 2 新富士病院グループ （神奈川県） 宇都宮市（保育士）【臨時採用】 （栃木県）

東京海上日動火災保険株式会社 （福島県） 社会福祉法人なるせ保育会【臨時採用】 （秋田県）
【建設業】 5 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） 【教員（国立・公立）】 63
アイワビルド株式会社 （福島県） 2 三井住友海上火災保険株式会社 （山形県） 【複合サービス事業】 3 水戸市公立幼稚園 （茨城県）
株式会社増子建築工業 （福島県） 朝日火災海上保険株式会社 （大阪府） 株式会社ＪＡライフクリエイト福島 （福島県） 浦安市公立幼稚園 （千葉県）
株式会社リアンコーポレーション （栃木県） 山形おきたま農業協同組合 （山形県） 福島県公立学校 （福島県） 28
株式会社興和 （新潟県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 4 日本郵便株式会社 （東京都） 札幌市公立学校 （北海道）

住友不動産販売株式会社 （宮城県） 宮城県公立学校 （宮城県） 4
【製造業】 7 大東建託パートナーズ株式会社 （宮城県） 【サービス業（その他）】 8 仙台市公立学校 （宮城県）
株式会社三万石 （福島県） 三菱ＵＦＪ不動産販売株式会社 （東京都） ＮＰＯ法人ふくしまＮＰＯネットワークセンター （福島県） 岩手県公立学校 （岩手県）
林精器製造株式会社 （福島県） 株式会社一誠商事 （茨城県） 株式会社セントメディア （宮城県） 山形県公立学校 （山形県） 5
山本電気株式会社 （福島県） 株式会社マイナビ （宮城県） 東京都公立学校 （東京都）
セコム工業株式会社 （宮城県） 【学術研究、専門・技術サービス業】 7 株式会社チェッカーサポート （東京都） 茨城県公立学校 （茨城県） 4
株式会社青井黒板製作所 （宮城県） ベストファーム株式会社 （福島県） 株式会社マイナビ （東京都） 栃木県公立学校 （栃木県） 6
株式会社小森マシナリー （山形県） 株式会社ル・プロジェ （福島県） 競馬セキュリティサービス株式会社 （東京都） 埼玉県公立学校 （埼玉県）
ＪＴＢ印刷株式会社 （東京都） 株式会社郡司総合会計事務所 （福島県） 株式会社スキルプラザ （埼玉県） 千葉県公立学校 （千葉県）

陸奥テックコンサルタント株式会社 （福島県） 株式会社トラストネットワーク【臨時採用】 （岩手県） 川崎市公立学校 （神奈川県）

【情報通信業】 8 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 （茨城県） 相模原市公立学校 （神奈川県）

株式会社東日本計算センター （福島県） 株式会社ラックランド （神奈川県） 【公務員（国家）】 2 神奈川県公立学校 （神奈川県） 3
株式会社ＮＨＫメディアテクノロジー （福島県） ポールトゥウィン株式会社【臨時採用】 （東京都） 国立教育政策研究所 （東京都） 新潟県公立学校 （新潟県） 2
株式会社ＫＳＦ （宮城県） 栃木労働局 （栃木県） 石川県公立学校 （石川県）
エス・ビー・エス株式会社 （東京都） 【宿泊業・飲食サービス業】 3
コベルコシステム株式会社 （東京都） ルートイングループ （宮城県） 【公務員（地方）】 19 【教員（国立・公立）臨時採用】 21
株式会社東邦システムサイエンス （東京都） リソルホールディングス株式会社 （東京都） 福島県 （福島県） 3 福島大学附属特別支援学校【臨時採用】 （福島県）
株式会社伊豆新聞社 （静岡県） 株式会社一家ダイニングプロジェクト （東京都） 福島県（心理判定員） （福島県） 福島市公立幼稚園【臨時採用】 （福島県） 2
東日本電信電話株式会社（ＮＴＴ東日本）【臨時採用】 （福島県） 福島県（福祉職） （福島県） 2 須賀川市公立幼稚園【臨時採用】 （福島県）

【生活関連サービス業・娯楽業】 7 福島市 （福島県） 福島県公立学校【臨時採用】 （福島県） 11
【運輸業・郵便業】 5 こころネット株式会社 （福島県） 伊達市 （福島県） 2 山形県公立学校【臨時採用】 （山形県）
全日本空輸株式会社 （東京都） 2 日本中央競馬会（ＪＲＡ） （東京都） 会津若松市 （福島県） 千葉県公立学校【臨時採用】 （千葉県） 2
日本通運株式会社 （東京都） 株式会社びゅうトラベルサービス （東京都） 郡山市 （福島県） 山梨県公立学校【臨時採用】 （山梨県）
ＡＮＡエアポートサービス株式会社 （東京都） 株式会社ジェイティービー（ＪＴＢ） （東京都） 須賀川市 （福島県） 岐阜県公立学校【臨時採用】 （岐阜県）
東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （埼玉県） 株式会社バイオテック （東京都） 気仙沼市 （宮城県） 島根県公立学校【臨時採用】 （島根県）

株式会社ベンチャーバンク （東京都） 角田市 （宮城県）
【卸売業】 2 株式会社ジョイフルアスレティッククラブ （茨城県） 宮古市 （岩手県） 【教員（私立）】 6
株式会社ＩＤＯＭ （福島県） 長井市 （山形県） 学校法人杜の子学園 （福島県）
株式会社白木屋 （宮城県） 【教育、学習支援業】 9 荒川区 （東京都） 学校法人福島成蹊学園 （福島県） 2

株式会社イーブレイン （福島県） 栃木県 （栃木県） 学校法人龍澤学館盛岡中央高等学校 （岩手県）
【小売業】 11 株式会社東日本学院 （福島県） 群馬県（警察） （群馬県） 学校法人金井学園認定こども園 （山形県）
株式会社うすい百貨店 （福島県） 株式会社グラッドエデュケーション （宮城県） 学校法人日本大学東北高等学校【臨時採用】 （福島県）
株式会社おおつか（ギフトプラザ） （福島県） 2(2) 株式会社仙台進学プラザ （宮城県） 【公務員（地方）臨時採用】 3
株式会社おおみ （福島県） 国立大学法人山形大学 （山形県） 福島市（市立図書館司書）【臨時採用】 （福島県） 【進学】 28
株式会社ユニクロ （福島県） 株式会社ワタナベアカデミー （東京都） いわき市（臨時学校事務） （福島県） 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県） 19
株式会社西沢書店 （福島県） 株式会社臨海 （神奈川県） 東京都【臨時採用】 （東京都） 福島大学大学院地域政策科学研究科 （福島県）
ネッツトヨタ山形株式会社 （山形県） 学校法人つくば外語学院 （茨城県） 東北大学大学院文学研究科 （宮城県）
株式会社オータニ （栃木県） 公立大学法人福島県立医科大学【臨時採用】 （福島県） 宮城教育大学大学院音楽教育専修 （宮城県） 2
株式会社モンベル （栃木県） 【公務員（保育士）】 16 宮城教育大学教職大学院 （宮城県）
株式会社ベイシア （群馬県） 【医療業・保健衛生】 3 福島市（保育士） （福島県） 弘前大学大学院教育学研究科（教職大学院） （青森県）
株式会社カインズ （東京都） 公益財団法人星総合病院 （福島県） 大玉村（保育士） （福島県） 名古屋大学大学院情報学研究科 （愛知県）

独立行政法人国立病院機構北海道東北グループ （福島県） 本宮市（保育士） （福島県） 東北大学文学部（編入学） （宮城県）
【金融業】 9 医療法人社団筑波記念会筑波記念病院 （茨城県） 郡山市（保育士） （福島県） 3 バンタンデザイン研究所 （東京都）
株式会社東邦銀行 （福島県） 3 須賀川市（保育教諭） （福島県） 2
株式会社常陽銀行 （福島県） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 8 寒河江市（保育士） （山形県）
福島県信用保証協会 （福島県） 吉井田学童クラブ （福島県） 川西町（保育士） （山形県）
福島県商工信用組合 （福島県） 特定非営利活動法人きんこん館 （福島県） 文京区（保育士） （東京都）
株式会社北都銀行 （秋田県） 社会福祉法人わたり福祉会 （福島県） 荒川区（保育士） （東京都）
株式会社秋田銀行 （秋田県） 学校法人大谷学園 （東京都） 相模原市（保育士） （神奈川県）

株式会社足利銀行 （栃木県） 葉隠勇進株式会社 （東京都） 本宮市（保育士）【臨時採用】 （福島県）

平成２８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２８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 株式会社ハヤブサドットコム （栃木県） 一般財団法人太田綜合病院 （福島県） 仙台市 （宮城県） 3

株式会社ジェット （福島県） 株式会社セーブオン （群馬県） 津軽保健生活協同組合 （青森県） 塩竈市 （宮城県） 2

株式会社郡山塗装 （福島県） 株式会社ユナイテッドアローズ （静岡県） 大崎市 （宮城県）

株式会社あいホーム （宮城県） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 4 富谷市 （宮城県）

【金融業】 15 社会福祉法人アイリス学園 （福島県） 角田市 （宮城県）

【製造業】 8 株式会社東邦銀行 （福島県） 2 日本年金機構 （宮城県） 階上町 （青森県）

西田精機株式会社 （福島県） 株式会社福島銀行 （福島県） 2 社会福祉法人誠心会 （神奈川県） 一関市 （岩手県）

会津オリンパス株式会社 （福島県） 福島信用金庫 （福島県） 社会福祉法人相馬市社会福祉協議会【臨時採用】 （福島県） 秋田県 （秋田県）

林精器製造株式会社 （福島県） 二本松信用金庫 （福島県） 山形県 （山形県） 3

福島キヤノン株式会社 （福島県） いわき信用組合 （福島県） 【サービス業（その他）】 11 山形県（警察） （山形県）

東北特殊鋼株式会社 （宮城県） 株式会社商工組合中央金庫 （福島県） 日本司法支援センター （福島県） 山形市 （山形県）

株式会社イエムラ （宮城県） 福島県商工信用組合 （福島県） パワースタッフ株式会社 （福島県） 寒河江市 （山形県）

アイリスオーヤマ株式会社 （東京都） 日本銀行 （宮城県） 株式会社グッドスタッフ （福島県） 川西町 （山形県）

大和冷機工業株式会社 （愛知県） 農林中央金庫 （青森県） 株式会社中央サービス （福島県） 庄内町 （山形県）

株式会社山形銀行 （山形県） 株式会社ＴＴＭ （福島県） 酒田市 （山形県）

【電気・ガス・熱供給・水道業】 1 株式会社きらやか銀行 （山形県） ドコモ・サポート株式会社 （東京都） 鶴岡市 （山形県）

東北電力株式会社 （宮城県） 山形県信用保証協会 （山形県） 株式会社マイナビ （東京都） 警視庁 （東京都）

株式会社足利銀行 （栃木県） 株式会社ＤＮクエスト （東京都） 東京消防庁 （東京都）

【情報通信業】 12 株式会社ＴＳ工建 （東京都） 大田区 （東京都）

株式会社福島中央テレビ （福島県） 【保険業】 7 株式会社エヌリンクス （愛知県） 茨城県 （茨城県）

株式会社福島民報社 （福島県） 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） ＷＤＢ株式会社 （兵庫県） つくば市 （茨城県）

株式会社ＮＴＴ東日本－東北 （福島県） 福島県農業共済組合（ＮＯＳＡＩ福島） （福島県） 桜川市 （茨城県）

株式会社東日本放送 （宮城県） 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 （福島県） 【公務員（国家）】 18 栃木市 （栃木県）

株式会社河北新報社 （宮城県） 第一生命保険株式会社 （福島県） 福島労働局 （福島県） 2 大田原市 （栃木県）

株式会社ｓｓｔ （宮城県） 宮城県民共済生活協同組合 （宮城県） 福島地方裁判所 （福島県） 2 那須烏山市 （栃木県）

株式会社山形新聞社 （山形県） 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 （宮城県） 仙台国税局 （福島県） 那須町 （栃木県）

アンドロボティクス株式会社 （東京都） 日本生命保険相互会社 （宮城県） 仙台法務局 （宮城県） 2 さいたま市 （埼玉県）

株式会社システムアート （東京都） 東北公安調査局 （宮城県） 2 小千谷市 （新潟県）

株式会社ビット・エイ （新潟県） 【学術研究、専門・技術サービス業】 5 仙台入国管理局 （宮城県） 柏崎市 （新潟県）

エルシーブイ株式会社 （長野県） 株式会社加速器分析研究所 （福島県） 仙台国税局 （宮城県） 大月市 （山梨県）

テトラポット株式会社 （大阪府） 株式会社マルダ （福島県） 宮城労働局 （宮城県） 池田町 （岐阜県）

株式会社ＴＭＣ経営支援センター （福島県） 東北地方更生保護委員会 （宮城県） 東伊豆町 （静岡県）

【運輸業・郵便業】 2 株式会社東北博報堂 （宮城県） 東北財務局 （宮城県） 長崎県 （長崎県）

第一貨物株式会社 （山形県） 株式会社ＴＭＣ経営支援センター （栃木県） 労働基準監督署 （北海道）

東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （茨城県） 宇都宮地方検察庁 （栃木県） 【公務員（地方）臨時採用】 2

【生活関連サービス・娯楽業】 4 海上自衛隊 （広島県） 飯舘村【臨時採用】 （福島県）

【卸売業】 4 株式会社ＪＴＢ東北 （福島県） 労働基準監督署 （愛媛県） 西会津町【臨時採用】 （福島県）

株式会社エフティグループ （福島県） 株式会社ジェイティービー（ＪＴＢ） （宮城県）

渋谷レックス株式会社 （福島県） 株式会社ＤｅＮＡトラベル （東京都） 【公務員（地方）】 76 【教員（国立・公立）臨時採用】 2

株式会社シバタインテック （宮城県） 株式会社ニラク （栃木県） 福島県 （福島県） 13 茨城県公立学校【臨時採用】 （茨城県）

株式会社野澤組 （東京都） 福島県（警察） （福島県） 栃木県公立学校【臨時採用】　 （栃木県）

【教育、学習支援業（学校教育）】 6 福島市 （福島県） 3

【小売業】 16 国立大学法人福島大学 （福島県） 郡山市 （福島県） 4 【教員（私立）】 1

青山商事株式会社 （福島県） 2 公立大学法人福島県立医科大学 （福島県） 伊達市 （福島県） 4 学校法人南光学園【臨時採用】 （宮城県）

日本生活協同組合連合会 （福島県） 国立大学法人宮城教育大学 （宮城県） 西郷村 （福島県） 2

日産プリンス福島販売株式会社 （福島県） 株式会社フーレイ （宮城県） 棚倉町 （福島県） 2 【進学】 10

株式会社いちい （福島県） 株式会社イー・エス・ティ （茨城県） 本宮市 （福島県） 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県） 2

株式会社おおつか（ギフトプラザ） （福島県） 株式会社臨海 （神奈川県） 田村市 （福島県） 福島大学大学院地域政策科学研究科 （福島県） 2

株式会社ツルハ （福島県） 金山町 （福島県） 東北大学公共政策大学院 （宮城県） 2

大久自動車販売株式会社 （福島県） いわき市 （福島県） 東北大学法科大学院 （宮城県）

株式会社福島マツダ （福島県） 【医療業・保健衛生】 6 南相馬市 （福島県） 東京大学大学院情報学境・学際情報学府 （東京都）

株式会社ベルジョイス （岩手県） 日本赤十字社福島県支部 （福島県） 双葉町 （福島県） 東京大学大学院法学政治学研究科 （東京都）

株式会社ＣＡＮ （山形県） 独立行政法人労働者健康安全機構 （福島県） 猪苗代町 （福島県） 大正大学仏教学部（編入学） （東京都）

株式会社ジェイアイエヌ （東京都） 公益財団法人福島県労働保健センター （福島県） 矢吹町 （福島県）

Ｐ＆Ｇプレステージ合同会社 （東京都） 一般財団法人温知会会津中央病院 （福島県） 宮城県 （宮城県）

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等



平成２８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】 9 株式会社エフティグループ （福島県） 株式会社日本政策金融公庫　国民生活事業 （東京都） 【サービス業（その他）】 8

株式会社オノヤ （福島県） 株式会社シマ商会 （福島県） 株式会社足利銀行 （栃木県） 4 郡山商工会議所 （福島県）

株式会社菅澤建設 （福島県） 株式会社タカムラ （福島県） 株式会社山梨中央銀行 （山梨県） ＡＬＳＯＫ福島株式会社 （福島県）

株式会社郡山塗装 （福島県） 株式会社西形商店 （福島県） 【保険業】 11 協業組合仙台清掃公社 （宮城県）

株式会社ユアテック （宮城県） 福島県南酒販株式会社 （福島県） 福島県農業共済組合（ＮＯＳＡＩ福島） （福島県） 2 ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社 （宮城県）

株式会社一条工務店宮城 （宮城県） 株式会社ＩＤＯＭ （宮城県） 2 明治安田生命保険相互会社 （福島県） 秋田県商工会議所 （秋田県）

株式会社ホリエ （山形県） 丸木医科器械株式会社 （宮城県） 東京海上日動火災保険株式会社 （福島県） 株式会社アウトソーシング （東京都）

タマホーム株式会社 （東京都） シンコール株式会社 （宮城県） 株式会社東海日動パートナーズ東北 （福島県） 株式会社キールスタッフィング （東京都）

東日本高速道路（ＮＥＸＣＯ東日本）株式会社 （東京都） 株式会社太陽事務機 （宮城県） 第一生命保険株式会社 （福島県） 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 （群馬県）

株式会社関電工 （東京都） 株式会社恒和薬品 （宮城県） 一般財団法人郵政福祉 （宮城県）

【製造業】 10 【小売業】 25 株式会社トラストライフ （宮城県） 【公務員（国家）】 9

福島キヤノン株式会社 （福島県） 2 株式会社ダイユーエイト （福島県） 2 全国健康保険協会 （東京都） 福島労働局 （福島県）

日本製紙株式会社 （宮城県） イオンリテール株式会社 （福島県） 住友生命保険相互会社 （東京都） 仙台国税局 （宮城県） 2

セコム工業株式会社 （宮城県） 株式会社おおみ （福島県） 第一生命保険株式会社 （東京都） 東北農政局 （宮城県） 2

ミクロン精密株式会社 （山形県） 株式会社マルト （福島県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 6 仙台法務局 （宮城県）

持田製薬株式会社 （東京都） 株式会社ヨークベニマル （福島県） 大東建託パートナーズ株式会社 （福島県） 東北地方整備局 （宮城県）

株式会社長府製作所 （東京都） 株式会社福島マツダ （福島県） 郡中丸木株式会社 （福島県） 東北財務局 （宮城県）

日星電気株式会社 （静岡県） 福島スバル自動車株式会社 （福島県） 株式会社カチタス （福島県） 関東地方整備局 （埼玉県）

パナソニックシステムネットワークス株式会社 （東京都） みやぎ生活協同組合 （宮城県） 株式会社ゴールドクレスト （東京都） 【公務員（地方）】 28

沖電気工業株式会社 （埼玉県） 株式会社とみひろ （宮城県） イオンモール株式会社 （千葉県） 福島県 （福島県） 7

【電気・ガス・熱供給・水道業】 5 株式会社サンドラッグ （宮城県） 株式会社アール・ワイカンパニー （千葉県） 福島市 （福島県）

常磐共同火力株式会社 （福島県） 株式会社ベイクルーズ （宮城県） 【学術研究、専門・技術サービス業】 11 いわき市 （福島県） 2

北海道電力株式会社 （北海道） 株式会社南東北クボタ （宮城県） 株式会社郡司総合会計事務所 （福島県） 喜多方市 （福島県）

東北電力株式会社 （宮城県） イオンスーパーセンター株式会社 （岩手県） 株式会社ＴＭＣ経営支援センター （福島県） 三春町 （福島県）

東京ガス株式会社 （東京都） 株式会社細川商会 （岩手県） 陸奥テックコンサルタント株式会社 （福島県） 矢吹町 （福島県）

株式会社ガスパル （東京都） 山形いすゞ自動車株式会社 （山形県） アクセンチュア株式会社 （福島県） 矢祭町 （福島県）

【情報通信業】 23 株式会社ツルハ （山形県） ベストファーム株式会社 （福島県） 西郷村 （福島県） 2

株式会社福島放送 （福島県） 株式会社ジェイアイエヌ （東京都） フジ地中情報株式会社 （宮城県） 宮城県 （宮城県） 4

朝日システム株式会社 （福島県） 株式会社セブンイレブン・ジャパン （東京都） 加藤博史法律事務所 （東京都） 仙台市 （宮城県）

株式会社マクロミル （宮城県） 3 株式会社ビックカメラ （東京都） アクセンチュア株式会社 （東京都） 大崎市 （宮城県）

データコム株式会社 （宮城県） 株式会社ローソン （群馬県） 全研本社株式会社 （東京都） 大崎市病院事業 （宮城県）

株式会社日刊スポーツ新聞社 （東京都） 株式会社ライトオン （埼玉県） 株式会社アド・ダイセン （東京都） 山形県 （山形県）

東日本電信電話　（ＮＴＴ東日本）株式会社 （東京都） イオンリテール株式会社 （千葉県） 株式会社日本総合研究所 （東京都） 山形県（警察） （山形県）

富士通株式会社 （東京都） 株式会社クリエイトエス・ディー （神奈川県） 【宿泊業・飲食サービス業】 6 新庄市 （山形県）

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 （東京都） 株式会社ＰＬＡＮＴ （新潟県） 株式会社幸楽苑ホールディングス （福島県） 小山市 （栃木県）

イクス株式会社 （東京都） 【金融業】 35 有限会社吉川屋 （福島県） 袖ケ浦市 （千葉県）

キリンビジネスシステム株式会社 （東京都） 株式会社東邦銀行 （福島県） 5 株式会社青木商店 （福島県）

コナミデジタルエンタテインメント株式会社 （東京都） 株式会社福島銀行 （福島県） 2 株式会社ハミングバード・インターナショナル （宮城県） 【教員（国立・公立）】 2

ミツイワ情報株式会社 （東京都） 株式会社大東銀行 （福島県） 2 株式会社なか卯 （東京都） 福島県公立学校 （福島県）

リスクモンスター株式会社 （東京都） 農林中央金庫 （福島県） 2 日清医療食品株式会社 （京都府） 茨城県公立学校 （茨城県）

株式会社アイエスエフネット （東京都） 二本松信用金庫 （福島県） 【生活関連サービス業・娯楽業】 4 【教員（国立・公立）臨時採用】 1

株式会社システムコンサルタント （東京都） 大和証券株式会社 （福島県） 常磐興産株式会社 （福島県） 秋田県公立学校【臨時採用】 （秋田県）

株式会社テイクス （東京都） 野村證券株式会社 （福島県） 株式会社ニラク （福島県）

株式会社テラスカイ （東京都） 株式会社七十七銀行 （宮城県） 2 株式会社星野リゾート・マネジメント （青森県） 【自営】 1

株式会社ファインズ （東京都） 東北労働金庫 （宮城県） 2 穴吹エンタープライズ株式会社 （香川県） Ｔ＆Ｋダンスナチュラル （大阪府）

株式会社富士通システムズ・イースト （東京都） 株式会社仙台銀行 （宮城県） 2 【医療業・保健衛生】 3

株式会社ＡＤＤＩＸ （東京都） 株式会社日本政策金融公庫　中小企業事業 （宮城県） 一般財団法人温知会　会津中央病院 （福島県） 【進学】 3

ＴＤＩシステムサービス株式会社 （東京都） 農林中央金庫 （宮城県） 公益財団法人福島県保健衛生協会 （福島県） 福島大学大学院経済学研究科 （福島県） 3

【運輸業・郵便業】 3 株式会社秋田銀行 （秋田県） 株式会社ゼネラルスタッフ第二（医療法人徳真会グループ） （宮城県）

福島交通株式会社 （福島県） 株式会社きらやか銀行 （山形県） 【複合サービス事業】 4

郡山観光交通株式会社 （福島県） りそなグループ （東京都） 日本郵便株式会社 （福島県）

株式会社ホームロジスティクス （兵庫県） イオンプロダクトファイナンス株式会社 （東京都） 仙台農業協同組合 （宮城県）

【卸売業】 13 ヤマトフィナンシャル株式会社 （東京都） 日本郵便株式会社 （宮城県）

トヨタ部品福島共販株式会社 （福島県） 株式会社商工組合中央金庫 （東京都） 全国大学生活協同組合連合会 （東京都）

佐藤株式会社 （福島県） 大和証券株式会社 （東京都）

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等



平成２８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】 5 福島建機株式会社 （福島県） 矢吹町 （福島県） 株式会社エフティグループ （宮城県）
大和ハウス工業株式会社 （福島県） ヤマトインターナショナル株式会社 （東京都） 大河原町 （宮城県） ネクスタ株式会社 （宮城県）
前田道路株式会社 （東京都） 株式会社ＮａＩＴＯ （東京都） 女川町 （宮城県）
成友興業株式会社 （東京都） 茨城県（警察） （茨城県） 【小売業】 5
三菱電機ビルテクノサービス株式会社 （栃木県） 【小売業】 6 栃木県 （栃木県） 株式会社ダイユーエイト （福島県）
御園建設株式会社 （千葉県） 株式会社ダイユーエイト （福島県） 3 益子町 （栃木県） 株式会社パルネット福島 （福島県）

ネッツトヨタ郡山株式会社 （福島県） 柏市消防局 （千葉県） 株式会社日産サティオ福島 （福島県）
【製造業】 22 生活協同組合コープふくしま （福島県） 株式会社薬王堂 （岩手県）
福島キヤノン株式会社 （福島県） 4 株式会社プリマベーラ （群馬県） 【公務員（地方）臨時採用】 1 栃木トヨタ自動車株式会社 （栃木県）
中外化成株式会社 （福島県） 南会津町【臨時採用】 （福島県）
会津オリンパス株式会社 （福島県） 2 【金融業】 3 【金融業】 5
株式会社川金ダイカスト工業 （福島県） 株式会社秋田銀行 （福島県） 【教員（国立・公立）】 4 株式会社東邦銀行 （福島県）
株式会社ＣＫＦ （福島県） 株式会社北日本銀行 （岩手県） 福島県公立学校 （福島県） 2 株式会社福島銀行 （福島県）
アイリスオーヤマ株式会社 （宮城県） 株式会社新生銀行 （東京都） 栃木県公立学校 （栃木県） 株式会社東北銀行 （岩手県）
古川電気工業株式会社 （宮城県） 神奈川県公立学校 （神奈川県） 株式会社荘内銀行 （山形県）
株式会社パナソニックシステムネットワークス開発研究所 （宮城県） 【保険業】 2 新庄信用金庫 （山形県）
由利工業株式会社 （秋田県） 第一生命保険株式会社 （福島県） 2 【教員（公立）臨時採用】 1
日新製薬株式会社 （山形県） 栃木県公立学校【臨時採用】 （栃木県） 【学術研究、専門・技術サービス業】 2
株式会社かわでん （山形県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 2 株式会社ＴＭＣ経営支援センター （福島県）
タカ食品工業株式会社 （栃木県） アドレス株式会社 （福島県） 【教員（私立）】 1 株式会社ＴＭＣ経営支援センター （栃木県）
株式会社新潟トランシス （新潟県） 株式会社ＴＫ・ハウジングセンター （栃木県） 学校法人仙台育英学園高等学校【臨時採用】 （宮城県）
株式会社浅野 （静岡県） 【宿泊業・飲食サービス業】 2
株式会社タナベ （新潟県） 【学術研究、専門・技術サービス業】 5 【自営】 1 株式会社ブロンコビリー （東京都）
株式会社富士通テン （兵庫県） 株式会社プランニングＡ （福島県） 2 佐藤農園 （山形県） 株式会社吉野家 （東京都）
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 （熊本県） アース環境サービス株式会社 （東京都）
ニプロ株式会社 （福岡県） クリ二プロ株式会社 （東京都） 【進学】 47 【生活関連サービス業・娯楽業】 1

国土防災技術株式会社 （東京都） 福島大学大学院共生システム理工学研究科 （福島県） 42 株式会社ニラク （福島県）
【電気・ガス・熱供給・水道業】 1 東北大学大学院理学研究科 （宮城県）
東京電力株式会社 （東京都） 【生活関連サービス業・娯楽業】 1 宇都宮大学大学院工学研究科 （栃木県） 【医療業・保健衛生】 3

株式会社ニラク （福島県） 東京工業大学工学院 （神奈川県） 公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 （福島県）
【情報通信業】 21 新潟大学大学院自然科学研究科 （新潟県） 医療法人常磐会いわき湯本病院 （福島県）
東邦情報システム株式会社 （福島県） 2 【医療業・保健衛生】 1 和歌山大学大学院システム工学研究科 （和歌山県） 社会医療法人秀公会あづま脳神経外科病院 （福島県）
コグニビジョン株式会社 （福島県） 公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 （福島県）
ハイテクシステム株式会社 （福島県） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 1
月電ソフトウェア株式会社 （福島県） 【複合サービス事業】 3 メディカル・ケア・サービス株式会社 （埼玉県）
株式会社エフコム （福島県） ふくしま未来農業協同組合 （福島県） 2
株式会社アテネコンピュータシステム （宮城県） 足利農業協同組合 （栃木県） 【複合サービス事業】 2
ＳＣＳＫニアショアシステムズ株式会社 （岩手県） 【現代教養コース】 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） （福島県）
ＮＨＫ （東京都） 【サービス業（その他）】 4 卒業者数 福島さくら農業協同組合 （福島県）
株式会社ＮＴＴデータ・アイ （東京都） 3 ライクスタッフィング株式会社 （宮城県） 【建設業】 2
東日本電信電話　（ＮＴＴ東日本）株式会社 （東京都） 株式会社テクノプロ （東京都） 株式会社タカヤ （岩手県） 【サービス業（その他）】 4
エス・ビー・エス株式会社 （東京都） 2 株式会社アルプス技研 （神奈川県） 株式会社丹野組 （岩手県） 一般社団法人グロウイングクラウド （福島県）
アットホーム株式会社 （東京都） 株式会社アルトナー （大阪府） 株式会社会津ゼネラルホールディングス （福島県）
株式会社システムエグゼ （東京都） 【製造業】 3 株式会社同仁社 （福島県）
株式会社ＳＲＡ （東京都） 【公務員（国家）】 5 人気酒造株式会社 （福島県） ＡＬＳＯＫ福島株式会社 （福島県）
株式会社三恵クリエス （東京都） 福島労働局 （福島県） みちのくコカ・コーラボトリング株式会社 （岩手県）
東京コンピュータサービス株式会社 （新潟県） 気象庁仙台管区気象台 （宮城県） 有限会社法令書式センター （東京都） 【公務員（地方）】 3
株式会社ＮＳ・コンピュータサービス （新潟県） 総務省 （東京都） 福島市 （福島県）

名古屋国税局 （愛知県） 【情報通信業】 4 岩手県（警察） （岩手県）
【運輸業・郵便業】 5 愛知労働局 （愛知県） エースマーケティングリサーチ株式会社 （福島県） 栃木県（警察） （栃木県）
東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （秋田県） 株式会社コスモネット （宮城県）
東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）株式会社 （埼玉県） 【公務員（地方）】 18 株式会社ハイテックシステム （山形県） 【公務員（地方）臨時採用】 1
東武エンジニアリング株式会社 （千葉県） 福島県 （福島県） 4 株式会社オープン・システム・ソリューションズ （東京都） 福島県【臨時採用】 （福島県）
ケイヒン海運株式会社 （神奈川県） 福島県（警察） （福島県）
西日本旅客鉄道（ＪＲ西日本）株式会社 （大阪府） 須賀川市 （福島県） 3 【卸売業】 5

三春町 （福島県） 富士ゼロックス福島株式会社 （福島県） 【進学】 3

【卸売業】 4 会津美里町 （福島県） 日産部品福島販売株式会社 （福島県） 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県） 2

リコージャパン株式会社 （福島県） 川俣町 （福島県） 株式会社倉島商店 （福島県） 福島大学大学院地域政策科学研究科 （福島県）
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