
【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 株式会社ベルーナ （埼玉県） 宮城県職業能力開発協会 （宮城県） 須賀川市（保育士） （福島県）

株式会社みなもと農園 （福島県） 株式会社星光堂薬局 （新潟県） 株式会社仙台進学プラザ （宮城県） 栗原市（保育士） （宮城県）

【建設業】 8 とちぎコープ生活協同組合 （栃木県） 学校法人高宮学園 （東京都） 気仙沼市（保育士） （宮城県）

セキスイハイム東北株式会社 （福島県） 株式会社東京インテリア家具 （栃木県） 学校法人高宮学園 （愛知県） 水戸市（保育士） （茨城県）

株式会社エイブル （福島県） 2 ネッツトヨタ高崎株式会社 （群馬県） 株式会社個別指導塾スタンダード （福岡県） 栃木市（保育士） （栃木県）

株式会社オノヤ （福島県） 株式会社ヤマダ電機 （群馬県） 【医療業・保健衛生】 2 【教員（国立・公立）】 70

日本住宅株式会社 （岩手県） ゼビオ株式会社 （京都府） 公益財団法人星総合病院 （福島県） 大玉村公立幼稚園 （福島県）

茨城セキスイハイム株式会社 （茨城県） 【金融業】 9 公益財団法人福島県労働保健センター （福島県） 福島県公立学校 （福島県） 35

株式会社一条工務店 （静岡県） 大和証券株式会社 （福島県） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 3 仙台市公立学校 （宮城県）

東建コーポレーション株式会社 （愛知県） 株式会社東邦銀行 （福島県） 3 日本年金機構 （福島県） 宮城県公立学校 （宮城県） 7

【製造業）】 8 福島信用金庫 （福島県） 社会福祉法人南東北福祉事業団総合南東北福祉センター （福島県） 山形県公立学校 （山形県）

笹の川酒造株式会社 （福島県） 福島県商工信用組合 （福島県） 社会福祉法人宮城厚生福祉会乳銀杏保育園 （宮城県） 秋田県公立学校 （秋田県）

ＮＯＫ株式会社 （福島県） 野村證券株式会社 （福島県） 【複合サービス事業】 7 岩手県公立学校 （岩手県） 2

山本電気株式会社 （福島県） 株式会社七十七銀行 （宮城県） ふくしま未来農業協同組合 （福島県） 東京都公立学校 （東京都）

カルソニックカンセイ福島株式会社 （福島県） 株式会社足利銀行 （栃木県） 日本郵便株式会社 （宮城県） 2 東京都公立幼稚園 （東京都） 3

アイリスオーヤマ株式会社 （宮城県） 【保険業】 6 みやぎ亘理農業協同組合（ＪＡみやぎ亘理） （宮城県） 埼玉県公立学校 （埼玉県） 2

株式会社アントステラ （東京都） あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 （福島県） 全国農業協同組合連合会（JA全農） （山形県） 静岡県公立学校 （静岡県）

株式会社キッツ （千葉県） 東京海上日動火災保険株式会社 （福島県） 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） （岩手県） 横浜市公立学校 （神奈川県） 2

愛知時計電機株式会社 （愛知県） 第一生命保険株式会社 （福島県） 鳥取中央農業協同組合 （鳥取県） 神奈川県公立学校 （神奈川県）

【情報通信業】 9 三井生命保険株式会社 （東京都） 【サービス業（その他）】 6 茨城県公立学校 （茨城県） 4

アルパイン情報システム株式会社 （福島県） 日本生命保険相互会社 （東京都） 公益財団法人郡山市文化・学び振興公社 （福島県） 千葉県公立学校 （千葉県） 2

パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社 （宮城県） 全国共済農業協同組合連合会栃木県本部（ＪＡ共済連栃木） （栃木県） 株式会社会津ゼネラルホールディングス （福島県） 栃木県公立学校 （栃木県） 5

株式会社宮城テレビ放送 （宮城県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 4 株式会社エイジェック （宮城県） 長野県公立学校 （長野県）

株式会社秋田魁新報社 （秋田県） 三井不動産リアルティ東北株式会社 （宮城県） グリットグループホールディングス株式会社 （東京都） 【教員（国立・公立）臨時採用】 25

テレコムクレジット株式会社 （東京都） 日本商事株式会社 （宮城県） 株式会社ウインウイン （東京都） 福島大学附属特別支援学校【臨時採用】 （福島県）

日本放送協会（ＮＨＫ） （東京都） 株式会社ケン・コーポレーション （東京都） 公益財団法人神奈川県学校給食会 （神奈川県） 福島県公立学校【臨時採用】 （福島県） 15

株式会社アクシスアソシエイツ （東京都） 株式会社ミサワホーム静岡 （静岡県） 【公務員（国家）】 3 宮城県公立学校【臨時採用】 （宮城県） 2

株式会社サイバーエージェント （東京都） 【学術研究、専門・技術サービス業】 6 福島地方裁判所 （福島県） 登米市立小学校【臨時採用】 （宮城県）

株式会社ジュピターテレコム （東京都） 株式会社ふたば （福島県） 国立教育政策研究所【臨時採用】 （東京都） 青森県公立学校【臨時採用】 （青森県）

【運輸業・郵便業】 6 ベストファーム株式会社 （東京都） 法務省保護局 （北海道） 栃木県公立学校【臨時採用】 （栃木県） 2

東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （宮城県） 株式会社アックスコンサルティング （東京都） 【公務員（地方）】 21 新潟県公立学校【臨時採用】 （新潟県）

東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （岩手県） 株式会社ティー・ワイ・オー （東京都） 伊達市 （福島県） 石川県公立学校【臨時採用】 （石川県）

東京モノレール株式会社 （東京都） 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 （茨城県） 南相馬市 （福島県） 兵庫県公立学校【臨時採用】 （兵庫県）

東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海） （東京都） 日本郵政株式会社 （茨城県） 相馬市 （福島県） 【進学】 28

株式会社ソラシドエア （東京都） 【宿泊業・飲食サービス業】 2 福島市 （福島県） 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県） 20

北海道旅客鉄道株式会社（ＪＲ北海道） （北海道） リゾートトラスト株式会社 （東京都） 福島県 （福島県） 2 日本ナレーション研究所 （宮城県）

【卸売業】 9 ルートイングループ （東京都） 須賀川市 （福島県） 東北大学大学院医学系研究科 （宮城県）

佐藤株式会社 （福島県） 【生活関連サービス業・娯楽業】 3 仙台市 （宮城県） 早稲田大学大学院スポーツ科学研究科 （東京都）

岡田電気産業株式会社 （福島県） 株式会社ミナミ・エンタープライズ （福島県） 多賀城市 （宮城県） 武蔵野大学大学院人間社会研究科 （東京都）

株式会社ツボイ （福島県） 株式会社日本旅行東北 （宮城県） 岩沼市 （宮城県） 国立武蔵野学院 （埼玉県）

リンベル株式会社 （山形県） リーフラス株式会社 （東京都） 角田市 （宮城県） カワイ音楽学園 （静岡県）

オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社 （東京都） 【教育、学習支援業（学校教育）】 8 警視庁 （東京都） 筑波大学大学院人間総合科学研究科 （茨城県）

株式会社清和ビジネス （東京都） 学校法人尚志学園【臨時採用】 （福島県） 川崎市 （神奈川県） 群馬大学大学院教育学研究科 （群馬県）

ＪＡ全農ミートフーズ株式会社 （東京都） 学校法人会津若松ザベリオ学園　 （福島県） 八千代町 （茨城県）

関彰商事株式会社 （茨城県） 学校法人松韻学園 （福島県） 上三川町 （栃木県）

株式会社Ｋ．Ｐガスケット （大阪府） 学校法人福島文化学園 （福島県） 佐野市 （栃木県）

【小売業】 16 学校法人創志学園 （宮城県） 小山市（消防） （栃木県）

株式会社キクチ （福島県） 学校法人聖和学園　 （宮城県） 栃木県（学校事務） （栃木県）

株式会社ダイユーエイト （福島県） 2 学校法人安田学園教育会【臨時採用】 （東京都） 真岡市 （栃木県）

株式会社リオン・ドールコーポレーション （福島県） 学校法人開智学園 （埼玉県） 那須塩原市 （栃木県）

株式会社追分 （福島県） 【教育、学習支援業（その他）】 9 群馬県（警察） （群馬県）

サントリービバレッジサービス株式会社 （東京都） さくらゼミ （福島県） 【公務員（保育士）】 8

株式会社ジンズ （東京都） ベスト学院株式会社 （福島県） いわき市（保育士） （福島県）

株式会社マリークヮントコスメチックス （東京都） 株式会社ピープル （福島県） 国見町（保育士） （福島県）

株式会社コナカ （神奈川県） 株式会社東日本学院 （福島県） 福島市（保育士） （福島県）

平成２９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２９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】 5 株式会社ホンダベルノ栃木中 （栃木県） 【教育、学習支援業（学校教育）】 1 天栄村 （福島県）

セキスイハイム東北株式会社 （福島県） 株式会社ヨドバシカメラ （栃木県） 学校法人自治医科大学 （栃木県） 二本松市 （福島県） 2

セキスイハイム東北株式会社 （青森県） イオンリテール株式会社 （千葉県） 福島市 （福島県） 2

株式会社オープンハウス・アーキテクト （東京都） アクシアルリテイリング株式会社 （新潟県） 【教育、学習支援業（その他）】 2 仙台市 （宮城県） 4

オリエンタル白石株式会社 （東京都） 株式会社クスリのアオキ （石川県） 英智学館株式会社 （宮城県） 仙台市（学校事務） （宮城県）

日本電通株式会社 （東京都） 株式会社グラッドエデュケーション （宮城県） 塩竈市 （宮城県）

【金融業】 16 多賀城市 （宮城県）

【製造業】 12 いわき信用組合 （福島県） 【医療業・保健衛生】 2 富谷市 （宮城県）

株式会社阿部紙工 （福島県） 株式会社大東銀行 （福島県） 公益財団法人福島県保健衛生協会 （福島県） 山形県 （山形県）

テクノメタル株式会社 （福島県） 株式会社福島銀行 （福島県） 2 公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 （福島県） 山形県（警察） （山形県）

トキワ印刷株式会社 （福島県） 福島信用金庫 （福島県） 河北町 （山形県）

福島キヤノン株式会社 （福島県） 仙南信用金庫 （宮城県） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 1 置賜広域病院企業団公立置賜総合病院 （山形県）

北部通信工業株式会社 （福島県） 株式会社七十七銀行 （宮城県） 社会福祉法人山形県社会福祉事業団 （山形県） 酒田市 （山形県）

ＪＡ全農北日本くみあい飼料株式会社 （宮城県） 株式会社仙台銀行 （宮城県） 山形市（消防） （山形県）

トヨタ自動車東日本株式会社 （宮城県） 羽後信用金庫 （秋田県） 【複合サービス事業】 5 岩手県 （岩手県）

メルコジャパン株式会社 （宮城県） 明和證券株式会社 （東京都） 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） （宮城県） 3 秋田県 （秋田県）

株式会社伊藤園 （東京都） 大田原信用金庫 （栃木県） 秋田ふるさと農業協同組合（JA秋田ふるさと） （秋田県） 美郷町 （秋田県）

ローマイヤ株式会社 （栃木県） 岡三にいがた証券株式会社 （新潟県） 日本郵便株式会社 （東京都） 湯沢市 （秋田県）

エヌエスエレクトロニクス株式会社 （新潟県） 株式会社大光銀行 （新潟県） 横手市 （秋田県） 2

株式会社サカタ製作所 （新潟県） 株式会社北越銀行 （新潟県） 2 【サービス業（その他）】 7 警視庁 （東京都）

株式会社八十二銀行 （長野県） 一般社団法人日本自動車連盟（ＪＡＦ） （宮城県） 栃木県 （栃木県） 5

【電気・ガス・熱供給・水道業】 2 株式会社アサンテ （東京都） 真岡市 （栃木県）

東北電力株式会社 （宮城県） 【保険業】 7 株式会社イーピーファーマライン （東京都） 那須町 （栃木県）

東京電力株式会社 （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） 2 一般財団法人調布市市民サービス公社 （東京都） 茨城県 （茨城県）

明治安田生命保険相互会社 （福島県） テルウェル東日本株式会社 （東京都） 日立市 （茨城県） 2

【情報通信業】 11 第一生命保険株式会社 （宮城県） 株式会社マイナビ （東京都） 千葉県 （千葉県）

ＳＯＣ株式会社 （福島県） 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 （山形県） 株式会社シムックス （群馬県） 埼玉県 （埼玉県）

東日本電信電話株式会社（ＮＴＴ東日本） （福島県） 朝日生命保険相互会社 （東京都） 新潟市 （新潟県）

株式会社マクロミル （宮城県） 住友生命保険相互会社 （東京都） 【公務員（国家）】 16 南魚沼市 （新潟県）

株式会社山形新聞社 （山形県） 福島労働局 （福島県） 岐阜県 （岐阜県）

株式会社ザイオン （東京都） 【不動産取引・賃貸・管理業】 1 福島地方検察庁 （福島県） 2 名古屋市 （愛知県）

株式会社サンライズ【臨時採用】 （東京都） 株式会社オープンハウス （東京都） 仙台地方検察庁 （宮城県）

ＪＦＥシステムズ株式会社 （東京都） 仙台法務局 （宮城県） 3 【公務員（地方）臨時採用】 3

株式会社信興テクノミスト （東京都） 【物品賃貸業】 1 東北経済産業局 （宮城県） 福島県【臨時採用】 （福島県）

株式会社日本通信サービス （東京都） カセツリース株式会社 （栃木県） 仙台国税局 （宮城県） 富岡町【臨時採用】 （福島県）

プラモ合同会社 （東京都） 東北農政局 （宮城県） 常陸太田市【臨時採用】 （茨城県）

有限会社楽映舎 （東京都） 【学術研究、専門・技術サービス業】 7 会計検査院 （東京都）

アクセンチュア株式会社 （福島県） 東京労働局 （東京都） 【進学】 7

【運輸業・郵便業】 2 株式会社菅家経営センター （福島県） 防衛省（専門職） （東京都） 福島大学大学院地域政策科学研究科 （福島県）

東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （東京都） 税理士法人堀江会計事務所 （福島県） 関東信越国税局 （埼玉県） 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県）

エムケイ株式会社 （京都府） 株式会社エフアンドエム （宮城県） 陸上自衛隊 （神奈川県） 仙台医療福祉専門学校 （宮城県）

株式会社マーキュリー （宮城県） 北海道労働局 （北海道） 日本社会事業大学社会福祉学部 （東京都）

【卸売業】 2 アクセンチュア株式会社 （東京都） 東京大学大学院教育学研究科 （東京都）

豊通エネルギー株式会社 （愛知県） 社会保険労務士法人アーク＆パートナーズ （東京都） 【公務員（地方）】 67 バンタンゲームアカデミー （東京都）

株式会社クロスエイジ （福岡県） 福島県 （福島県） 14 長野大学社会福祉学部 （長野県）

【宿泊業・飲食サービス業】 1 福島県（警察） （福島県）

【小売業】 12 株式会社ダイヤモンドダイニング （東京都） 会津若松市 （福島県） 2

会津三菱自動車販売株式会社 （福島県） 猪苗代町 （福島県）

株式会社エコプラス （福島県） 【生活関連サービス業・娯楽業】 2 喜多方市 （福島県）

株式会社リオン・ドールコーポレーション （福島県） 2 株式会社ニラク （福島県） 桑折町 （福島県）

株式会社やまや （宮城県） 株式会社ベガスベガス （山形県） 郡山市 （福島県） 3

株式会社ジンズ （東京都） 相馬市 （福島県）

ブティックス株式会社 （東京都） 伊達市 （福島県）

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等



平成２９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 住友商事東北株式会社 （宮城県） 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 （東京都） 【サービス業（その他）】 7

セキスイハイム東北株式会社 （福島県） 東邦アセチレン株式会社 （宮城県） ヤマトフィナンシャル株式会社 （東京都） ＪＲ東日本東北総合サービス株式会社 （宮城県）

株式会社小田島組 （岩手県） 丸木医科器械株式会社 （宮城県） 2 大和証券株式会社 （神奈川県） ディップ株式会社 （東京都）

新山形ホームテック株式会社 （山形県） 株式会社にしむら （山形県） 株式会社第四銀行 （新潟県） 株式会社トーコンホールディングス （東京都）

パナソニックホームズ株式会社 （大阪府） キヤノンマーケティングジャパン株式会社 （東京都） 新潟縣信用組合 （新潟県） 株式会社ネオキャリア （東京都）

【製造業】 13 双日建材株式会社 （東京都） 【保険業】 4 株式会社パソナグループ （東京都）

アサヒ通信株式会社 （福島県） 田村駒株式会社 （東京都） あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 （福島県） 株式会社マイナビ （東京都）

ムネカタインダストリアルマシナリー株式会社 （福島県） 株式会社ハーモニック （新潟県） 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 （福島県） 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 （千葉県）

株式会社小森マシナリー （山形県） 【小売業】 21 東京海上日動火災保険株式会社 （福島県） 【公務員（国家）】 11

東北パイオニア株式会社 （山形県） 株式会社おおつか（ギフトプラザ） （福島県） 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） 福島労働局 （福島県）

日本原燃株式会社 （青森県） 株式会社ダイユーエイト （福島県） 3 【不動産取引・賃貸・管理業】 8 仙台国税局 （宮城県） 3

株式会社長府製作所 （栃木県） 株式会社ヨークベニマル （福島県） 2 三井不動産リアルティ東北株式会社 （宮城県） 3 仙台法務局 （宮城県）

住友重機械工業株式会社 （東京都） 株式会社ヰセキ東北 （福島県） 小形アカデミーホーム株式会社 （山形県） 東北財務局 （宮城県） 2

株式会社東京エネシス （東京都） みやぎ生活協同組合 （宮城県） みずほ不動産販売株式会社 （東京都） 陸上自衛隊 （宮城県）

フジフーズ株式会社 （千葉県） 大学生活協同組合東北事業連合 （宮城県） コミュニティワン株式会社 （東京都） 公正取引委員会 （東京都）

黒崎白土工業株式会社 （新潟県） 株式会社藤崎 （宮城県） 株式会社大京穴吹不動産 （東京都） 関東信越国税局 （埼玉県）

株式会社タカヨシ （新潟県） 株式会社米沢牛黄木 （山形県） ハーバーハウス株式会社 （新潟県） 関東信越国税局 （新潟県）

株式会社桜井製作所 （静岡県） 株式会社アペックス （東京都） 【物品賃貸業】 2 【公務員（地方）】 24

パーパス株式会社 （静岡県） 株式会社セブンイレブン・ジャパン （東京都） ニッポンレンタカー東北株式会社 （福島県） 福島県 （福島県） 5

【電気・ガス・熱供給・水道業】 1 株式会社ラネット （東京都） 株式会社レンタルのニッケン （栃木県） 会津若松市 （福島県）

常磐共同火力株式会社 （東京都） 株式会社三峰 （東京都） 【学術研究、専門・技術サービス業】 6 伊達市 （福島県）

【情報通信業】 23 株式会社４７ＣＬＵＢ （東京都） 株式会社ケセラセラ （福島県） 南相馬市 （福島県）

株式会社東日本技術研究所 （福島県） ミニストップ株式会社 （千葉県） 税理士法人三部会計事務所 （福島県） 相馬市 （福島県）

株式会社東日本計算センター （福島県） 株式会社ＴＤモバイル （埼玉県） ミサワ環境技術株式会社 （福島県） 郡山市（消防） （福島県）

コンピューターサイエンス株式会社 （宮城県） 株式会社ニトリ （北海道） 株式会社ジェイアール東日本企画 （東京都） 福島市 （福島県） 3

サイバーコム株式会社 （宮城県） 株式会社コメリ （新潟県） 株式会社藤井経営 （群馬県） 宮城県 （宮城県）

ソフトバンク株式会社【臨時採用】 （宮城県） ＥＨ株式会社 （大阪府） 株式会社さくら経営 （埼玉県） 宮城県（警察事務） （宮城県）

株式会社マクロミル （宮城県） 【金融業】 44 【宿泊業・飲食サービス業】 6 岩沼市 （宮城県）

株式会社ＮＴＴデータ東北 （宮城県） 白河信用金庫 （福島県） 株式会社アトム （福島県） 白石市 （宮城県）

株式会社Ｗｉｚ（ワイズ） （宮城県） 2 相双五城信用組合 （福島県） 株式会社栄楽館　ホテル　華の湯 （福島県） 米沢市 （山形県）

アンドロボティクス株式会社 （東京都） 株式会社大東銀行 （福島県） 株式会社ハブ （東京都） 鶴岡市 （山形県）

インフォテック・サービス株式会社 （東京都） 株式会社東邦銀行 （福島県） 5 株式会社ロッテリア（ロッテグループ） （東京都） 花巻市 （岩手県）

クレスコ・イー・ソリューション株式会社 （東京都） 株式会社日本政策金融公庫 （福島県） 株式会社Ｈｏｕｓｅｌｉｆｅ （北海道） 杉並区 （東京都）

明治安田システム・テクノロジー株式会社 （東京都） 二本松信用金庫 （福島県） ホテルモントレ株式会社 （大阪府） 茨城県 （茨城県）

株式会社マクロミル （東京都） 野村證券株式会社 （福島県） 2 【生活関連サービス業・娯楽業】 2 栃木県 （栃木県）

株式会社富士経済マネージメント （東京都） ひまわり信用金庫 （福島県） 株式会社エイチ・アイ・エス　（ＨＩＳ） （宮城県） 船橋市 （千葉県）

株式会社東邦システムサイエンス （東京都） 株式会社福島銀行 （福島県） 東武トップツアーズ株式会社 （東京都）

株式会社福島中央テレビ （東京都） 福島県商工信用組合 （福島県） 【教育、学習支援業（学校教育）】 2 【公務員（地方）臨時採用】 1

株式会社電通テック （東京都） 石巻信用金庫 （宮城県） 公立大学法人福島県立医科大学【臨時採用】 （福島県） 大田原市【臨時採用】 （栃木県）

株式会社ＦＢＳ （東京都） 株式会社七十七銀行 （宮城県） 5 国立大学法人新潟大学 （新潟県）

株式会社ＪＩＥＣ （東京都） 株式会社きらやか銀行 （山形県） 2 【教育、学習支援業（その他）】 2 【教員（公立）臨時採用】 2

株式会社ＮＴＴデータ・スマートソーシング （東京都） 株式会社山形銀行 （山形県） 自立型個別指導塾番匠塾 （福島県） 宮城県公立学校【臨時採用】 （宮城県）

株式会社ＮＴＴドコモ （東京都） 株式会社岩手銀行 （岩手県） あすなろ株式会社 （宮城県） 埼玉県公立学校【臨時採用】 （埼玉県）

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 （東京都） 株式会社青森銀行 （青森県） 【医療業・保健衛生】 2

【運輸業・郵便業】 4 株式会社常陽銀行 （茨城県） 社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院 （山形県） 【自営】 1

東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （岩手県） 株式会社足利銀行 （栃木県） 3 秋田県厚生農業協同組合連合会 （秋田県） 福島農園 （北海道）

東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （宮城県） 大和証券株式会社 （栃木県） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 1

朝日航洋株式会社 （東京都） 株式会社栃木銀行 （栃木県） 株式会社ニチイ学館 （東京都） 【進学】 2

株式会社ＪＲ東日本ステーションサービス （東京都） 株式会社クレディセゾン （東京都） 【複合サービス事業】 6 法政大学大学院経営学研究科 （東京都）

【卸売業】 13 山和証券株式会社 （東京都） ふくしま未来農業協同組合（JAふくしま未来） （福島県） 2 首都大学東京大学院都市環境科学研究科 （東京都）

佐藤株式会社 （福島県） 株式会社商工組合中央金庫 （東京都） 2 日本郵便株式会社 （福島県）

株式会社三條屋 （福島県） 大和証券株式会社 （東京都） 山形市農業協同組合（JA山形市） （山形県）

リコージャパン株式会社 （福島県） 株式会社日本政策金融公庫 （東京都） 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） （岩手県）

伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社 （宮城県） みずほ証券株式会社 （東京都） 全国大学生活協同組合連合会【臨時採用】 （東京都）

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等



平成２９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

【農業・林業】 1 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 （東京都） 本宮市 （福島県） 【金融業】 1

株式会社レインボーフューチャー （茨城県） 株式会社ベジテック （神奈川県） 田村市 （福島県） 株式会社東邦銀行 （福島県）

【建設業】 8 株式会社山善 （大阪府） 福島市 （福島県） 4 【保険業】 1

株式会社四季工房 （福島県） 【小売業】 5 飯舘村 （福島県） 株式会社ＫＦＳライフ設計 （福島県）

矢田工業株式会社 （福島県） 有限会社未来テレトピア （福島県） 白石市 （宮城県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 1

株式会社ユアテック （宮城県） 2 株式会社ダイユーエイト （福島県） 山形県（警察） （山形県） タイムズ２４株式会社 （宮城県）

応用地質株式会社 （東京都） 株式会社ヨークベニマル （福島県） 階上町 （青森県） 【学術研究、専門・技術サービス業】 5

能美防災株式会社 （東京都） 株式会社福島マツダ （福島県） 葛飾区 （東京都） ベストファーム株式会社 （福島県）

三国屋建設株式会社 （茨城県） 株式会社薬王堂 （岩手県） 栃木市 （栃木県） 税理士法人三部会計事務所 （福島県）

株式会社陣内工業所 （愛知県） 【金融業】 6 栃木県 （栃木県） 株式会社マーキュリー （宮城県）

【製造業】 17 株式会社東邦銀行 （福島県） 北海道 （北海道） 株式会社ライセンスアカデミー （宮城県）

株式会社ライフフーズ （福島県） 株式会社福島銀行 （福島県） 【公務員（地方）臨時採用】 1 税理士法人平成会計社 （東京都）

株式会社阿部紙工 （福島県） 福島信用金庫 （福島県） 長岡市【臨時採用】 （新潟県） 【教育、学習支援業（その他）】 2

福島製鋼株式会社 （福島県） イオンクレジットサービス株式会社 （東京都） 【教員（国立・公立）臨時採用】 2 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ａｓｓｉｓｔ （福島県）

株式会社タンガロイ （福島県） 東日本建設業保証株式会社 （群馬県） 福島県公立学校【臨時採用】 （福島県） 特定非営利活動法人ビーンズふくしま【臨時採用】 （福島県）

福島太陽誘電株式会社 （福島県） 静岡県信用農業協同組合連合会 （静岡県） 山形県公立学校【臨時採用】 （山形県） 【医療業・保健衛生】 2

アルパイン株式会社 （福島県） 【保険業】 1 【自営】 1 独立行政法人国立病院機構北海道東北グループ （秋田県）

北芝電機株式会社 （福島県） 全国共済農業協同組合連合会岩手県本部（ＪＡ共済連岩手） （岩手県） コクブンテクノクリエイティブ （福島県） 盛岡医療生活協同組合 （岩手県）

日本工営株式会社 （福島県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 2 【進学】 43 【社会保険・社会福祉・介護事業】 1

福島キヤノン株式会社 （福島県） 三井物産都市開発株式会社 （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） 34 社会福祉法人福島県社会福祉協議会 （福島県）

ゼリア新薬工業株式会社 （東京都） 株式会社サンセイランディック （東京都） 東北大学大学院情報科学研究科 （宮城県） 3 【複合サービス事業】 1

通研電気工業株式会社 （宮城県） 【学術研究、専門・技術サービス業】 4 電気通信大学情報理工学研究科 （東京都） 2 ふくしま未来農業協同組合 （福島県）

トヨタ自動車東日本株式会社 （宮城県） 株式会社ふたば （福島県） 千葉大学工学部　研究生 （千葉県） 【サービス業（その他）】 3

三協フロンテア株式会社 （千葉県） アクセンチュア株式会社 （東京都） 2 筑波大学大学院数理物質科学研究科 （茨城県） 郡山商工会議所 （福島県）

日本たばこ産業株式会社　（ＪＴ） （静岡県） 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 （茨城県） 信州大学大学院総合理工学研究科 （長野県） ＡＬＳＯＫ福島株式会社 （福島県）

株式会社武蔵野フーズ （埼玉県） 【宿泊業・飲食サービス業】 1 北陸先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 （石川県） 株式会社富士巧芸社 （東京都）

矢橋ホールディングス株式会社 （岐阜県） 株式会社エムグラントフードサービス （東京都） 【公務員（地方）】 10

株式会社日立パワーソリューションズ （茨城県） 【生活関連サービス業・娯楽業】 4 国見町 （福島県）

【電気・ガス・熱供給・水道業】 1 株式会社ニラク （福島県） 会　社　名　等 卒業者数 大玉村 （福島県）

常磐共同火力株式会社 （福島県） 株式会社中原商事 （福島県） 【建設業】 2 桑折町 （福島県）

【情報通信業】 18 日本中央競馬会 （東京都） 株式会社郡山塗装 （福島県） 福島市 （福島県）

東邦情報システム株式会社 （福島県） 株式会社マルハン （東京都） セキスイハイム東北株式会社 （宮城県） 福島県 （福島県）

株式会社エフコム （福島県） 【教育、学習支援業（その他）】 1 【製造業】 2 福島県（警察） （福島県）

株式会社福島情報処理センター （福島県） 3 株式会社アビリティ （福島県） 株式会社エフ・エー・アネックス （福島県） 岩手県（警察） （岩手県）

株式会社福島放送 （福島県） 【医療業・保健衛生】 1 テクノメタル株式会社 （福島県） 遠野市 （岩手県）

株式会社福島県中央計算センター （福島県） 一般財団法人温知会会津中央病院 （福島県） 【情報通信業】 5 千葉県（警察） （千葉県）

福島コンピューターシステム株式会社 （福島県） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 2 株式会社マクロミル （宮城県） 古河市 （茨城県）

ＳＯＣ株式会社 （福島県） 公益社団法人国民健康保険中央会 （東京都） コネクシオ株式会社 （東京都） 【自営】 1

富士通エフ・アイ・ピー株式会社 （東京都） 日本年金機構 （東京都） 日本ファルコム株式会社 （東京都） アートインテリアα株式会社 （福島県）

日本ノーベル株式会社 （東京都） 【複合サービス事業】 1 株式会社コスモネット （東京都） 【進学】 1

株式会社エヌジェーケー （東京都） 生活協同組合パルシステムグループ （埼玉県） 株式会社バンダイナムコアーツ （東京都） 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県）

株式会社シナプスイノベーション （東京都） 【サービス業（その他）】 6 【運輸業・郵便業】 1

株式会社ヴェス （東京都） 郡山商工会議所 （福島県） 東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （宮城県）

株式会社日刊工業新聞社 （東京都） 株式会社マイナビ （東京都） 【卸売業】 3

株式会社東邦システムサイエンス （東京都） 株式会社メイテック （東京都） 渡辺パイプ株式会社 （福島県）

株式会社ＮＴＴ東日本－南関東 （東京都） ＵＴグループ株式会社 （東京都） 福島建機株式会社 （福島県）

株式会社ＶｉｅｔＩＳジャパン （東京都） 株式会社メイテック （神奈川県） 渡辺パイプ株式会社 （東京都）

【運輸業・郵便業】 4 株式会社アルトナー （大阪府） 【小売業】 9

東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （宮城県） 【公務員（国家）】 2 株式会社ツルハ （福島県）

東武鉄道株式会社 （東京都） 東北管区行政評価局 （宮城県） 株式会社おおつか（ギフトプラザ） （福島県） 2

東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （茨城県） 独立行政法人統計センター （東京都） 株式会社三宅新聞店 （福島県）

センコー株式会社 （大阪府） 【公務員（地方）】 21 岩手トヨペット株式会社 （岩手県）

【卸売業】 5 福島県 （福島県） 5 株式会社薬王堂 （岩手県） 2

株式会社倉島商店 （福島県） いわき市 （福島県） いわて生活協同組合 （岩手県）

三菱電機住環境システムズ株式会社 （宮城県） 喜多方市 （福島県） ＭＸモバイリング株式会社 （東京都）

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等

【現代教養コース】


