
1/4　　 　　

【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ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ （東京都） 株式会社ＮＳＧホールディングス （新潟県） 【公務員（保育士）】 16

有限会社トップリバー （長野県） 【金融業】 7 アティスインターナショナルアカデミー （栃木県） 福島市（保育士） （福島県） 6

【建設業】 2 株式会社東邦銀行 （福島県） 株式会社フーレイ （埼玉県） 二本松市（保育士） （福島県）

株式会社石井工務店 （福島県） 白河信用金庫 （福島県） 学校法人産業能率大学 （東京都） 郡山市（保育士） （福島県）

百年住宅株式会社 （宮城県） 株式会社岩手銀行 （岩手県） 株式会社ベネッセコーポレーション （東京都） 須賀川市（保育士） （福島県）

【製造業）】 10 株式会社きらやか銀行 （山形県） 株式会社学究社 （東京都） 白石市（保育士） （宮城県）

酪王乳業株式会社 （福島県） 株式会社群馬銀行 （群馬県） 株式会社早稲田アカデミー （東京都） つくば市（保育士） （茨城県）

北芝電機株式会社 （福島県） 株式会社清水銀行 （静岡県） 独立行政法人国立青少年教育振興機構 （東京都） ひたちなか市（保育士） （茨城県）

福島キヤノン株式会社 （福島県） 浜松信用金庫 （静岡県） 体育進学センター株式会社 （神奈川県） 日立市（保育士） （茨城県）

株式会社岩手製作所 （茨城県） 【保険業】 5 【医療業・保健衛生】 7 結城市（保育士） （茨城県）

本田技研工業株式会社（Honda) （東京都） 東京海上日動火災保険株式会社 （福島県） 一般社団法人郡山医師会　郡山市医療介護病院 （福島県） 那須塩原市（保育士） （栃木県）

日本電気株式会社（ＮＥＣ） （東京都） 日本生命保険相互会社 （宮城県） 一般財団法人大原記念財団 （福島県） 浦安市（保育士） （千葉県）

富士工業株式会社 （神奈川県） 第一生命保険株式会社 （宮城県） 一般財団法人太田綜合病院 （福島県） 【教員（国立・公立）】 64

株式会社ツガワ （神奈川県） セコム損害保険株式会社 （東京都） 福島医療生活協同組合 （福島県） 福島県公立学校 （福島県） 39

アストラゼネカ株式会社 （大阪府） 日本生命保険相互会社 （東京都） 福島県厚生農業協同組合連合会（ＪＡ福島厚生連） （福島県） 大玉村公立幼稚園 （福島県）

株式会社デンロコーポレーション （大阪府） 【不動産取引・賃貸・管理業】 3 医療法人社団友志会 （栃木県） 仙台市公立学校 （宮城県） 5

【電気・ガス・熱供給・水道業】 1 株式会社カチタス （福島県） 社会医療法人中山会宇都宮記念病院 （栃木県） 山形県公立学校 （山形県） 2

東北電力株式会社 （宮城県） 株式会社カチタス （宮城県） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 2 茨城県公立学校 （茨城県） 2

【情報通信業】 8 日本駐車場開発株式会社 （東京都） 済生会支部山形県済生会はやぶさ保育園 （山形県） 栃木県公立学校 （栃木県） 6
株式会社エス・シー・シー（シティ情報ふくしま） （福島県） 2 【物品貸付業】 1 株式会社ＭＩＣＨＩＫＡ（みちか練馬保育園） （東京都） 新潟県公立学校 （新潟県）

福島テレビ株式会社 （福島県） 西尾レントオール株式会社 （福島県） 【複合サービス事業】 1 千葉県公立学校 （千葉県）

株式会社ソルブレイン （宮城県） 【学術研究、専門・技術サービス業】 4 福島県農業協同組合中央会（ＪＡ福島中央会） （福島県） 東京都中央区公立幼稚園 （東京都）

株式会社アドスタイル （東京都） 株式会社ケセラセラ （福島県） 【サービス業（その他）】 11 東京都公立学校 （東京都）

株式会社ジャストシステム （東京都） 司法書士村上良信事務所 （宮城県） 恵和興業株式会社 （福島県） 東京都文京区幼稚園 （東京都）

株式会社ビーサンク （東京都） 東京パワーテクノロジー株式会社 （東京都） 株式会社フルキャストホールディングス （福島県） 川崎市公立学校 （神奈川県）

株式会社太陽企画 （東京都） 株式会社揚羽 （東京都） 株式会社ワット・コンサルティング （宮城県） 神奈川県公立学校 （神奈川県） 3

【運輸業・郵便業】 5 【宿泊業・飲食サービス業】 3 パーソルキャリア株式会社 （東京都） 2 【教員（国立・公立）臨時採用】 22

東北王子運送株式会社 （福島県） 株式会社ブリティッシュ・ヒルズ （福島県） 有限会社システムアート （東京都） 福島県公立学校 （福島県） 10

東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （茨城県） 有限会社小松館好風亭 （宮城県） 株式会社アウトソーシング （東京都） 山形県公立学校 （山形県）

有限会社ランアンドラン・スズキ （栃木県） 有限会社ＳＨＯＺＯ （栃木県） 株式会社ウィルグループ （東京都） 茨城県公立学校 （茨城県） 2

東京地下鉄株式会社（東京メトロ） （東京都） 【生活関連サービス業・娯楽業】 8 株式会社スタッフサービス （東京都） 栃木県公立学校 （栃木県） 5

株式会社エコ配 （東京都） こころネット株式会社 （福島県） 株式会社マーキュリー （東京都） 群馬県公立学校 （群馬県）

【卸売業】 10 常磐興産株式会社 （福島県） ＵＴテクノロジー株式会社 （東京都） 千葉県公立学校 （千葉県） 2

テスコ株式会社 （福島県） 株式会社鉾建仏光堂 （福島県） 【公務員（国家）】 4 山梨県公立学校 （山梨県）

渋谷レックス株式会社 （福島県） 2 ＮＰＯ法人フォルダ （岩手県） 福島労働局 （福島県） 【進学】 19

シンコール株式会社 （宮城県） 株式会社近畿日本ツーリスト東北 （宮城県） 福島法務局 （福島県） 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県） 10

山形パナソニック株式会社 （山形県） 株式会社アムズプロジェクト （茨城県） 国立教育政策研究所 （東京都） 大原看護専門学校 （福島県）

株式会社イタヤ （新潟県） 株式会社日立トラベルビューロー （東京都） 家庭裁判所（調査官補） （京都府） 東北大学大学院情報科学研究科 （宮城県）

コマツリフト株式会社 （東京都） ＲＩＺＡＰグループ株式会社 （東京都） 【公務員（地方）】 18 東北大学大学院教育学研究科 （宮城県）

ムーンバット株式会社 （東京都） 【教育、学習支援業（学校教育）】 6 福島県 （福島県） 2 東北大学大学院文学研究科 （宮城県）

株式会社トーハン （東京都） 国立大学法人福島大学 （福島県） 福島県（心理判定員） （福島県） 2 早稲田大学大学院スポーツ科学研究科（埼玉県）

株式会社ＩＤＯＭ （東京都） 学校法人東稜学園福島東稜高等学校【臨時】 （福島県） 福島県（警察） （福島県） 尚美ミュージックカレッジ専門学校 （東京都）

【小売業】 14 学校法人椎野学園米沢中央高等学校 （山形県） 須賀川市 （福島県） 日本福祉教育専門学校 （東京都）

株式会社おおつか（ギフトプラザ） （福島県） 学校法人白ゆり学園白ゆり幼稚園 （群馬県） いわき市 （福島県） 武蔵野音楽大学別科器楽コース （東京都）

株式会社エヌ・エス・シー （福島県） 学校法人安部幼稚園 （神奈川県） 二本松市 （福島県） 2 クイーンズランド大学 （海外）

株式会社ダイユーエイト （福島県） 学校法人聖隷学園 （静岡県） 伊達市 （福島県）

株式会社ヨークベニマル （福島県） 【教育、学習支援業（その他）】 18 安達地方広域行政組合（消防） （福島県）

株式会社国井産業 （福島県） ベスト学院株式会社 （福島県） 南陽市 （山形県）

株式会社薬王堂 （岩手県） 株式会社アミティー （福島県） 天童市（消防） （山形県）

みやぎ生活協同組合 （宮城県） 株式会社イーブレイン （福島県） 山形市 （山形県）

アイ・ティー・エックス株式会社 （宮城県） 株式会社ティルウィンド （福島県） 柴田町 （宮城県）
株式会社ジョンマスターオーガニックグループ （宮城県） 株式会社東日本学院 （福島県） 栃木県 （栃木県）

株式会社エフ・シー・エス （山形県） 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ａｓｓｉｓｔ （福島県） 東京消防庁（消防） （東京都）

株式会社ヤオコー （埼玉県） 株式会社フーレイ （宮城県） 2 石川県加賀市（消防） （石川県）

株式会社ファーストリテイリング （東京都） 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ａｓｓｉｓｔ （宮城県）

平成３０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
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平成３０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】 6 ヤマショウ水産株式会社 （福島県） 【教育、学習支援業（その他）】 1 桑折町 （福島県）

クレハ錦建設株式会社 （福島県） 東北エア・ウォーター株式会社 （宮城県） 株式会社フーレイ （福島県） 富岡町 （福島県）

日化エンジニアリング株式会社 （福島県） 【小売業】 9 【医療業・保健衛生】 6 福島県町村会 （福島県）

東日本ダイワ株式会社 （福島県） 株式会社スズキ自販福島 （福島県） 一般財団法人太田綜合病院 （福島県） 2 八戸市 （青森県）

株式会社郡山塗装 （福島県） 株式会社ヨークベニマル （福島県） きらり健康生活協同組合 （福島県） 大仙市 （秋田県）

ポラス株式会社 （埼玉県） 株式会社スズキ自販宮城 （宮城県） 公立藤田総合病院 （福島県） 岩手県 （岩手県） 2

鹿島建設株式会社 （東京都） みやぎ生活協同組合 （宮城県） 福島県厚生農業協同組合連合会（ＪＡ福島厚生連） （福島県） 盛岡市 （岩手県）

【製造業】 12 ヤンマーアグリジャパン株式会社 （宮城県） 社会医療法人財団城南福祉医療協会 （東京都） 石巻市 （宮城県）

北芝電機株式会社 （福島県） 株式会社ポケモンセンター （東京都） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 4 岩沼市 （宮城県）

株式会社三万石 （福島県） 株式会社遊びと文化 （東京都） 社会福祉法人南会津町社会福祉協議会 （福島県） 多賀城市 （宮城県）

タカラ印刷株式会社 （福島県） 株式会社ノジマ （神奈川県） 株式会社テイクオフ （山形県） 蔵王町 （宮城県）

テクノメタル株式会社 （福島県） 株式会社ノジマ （静岡県） 栃木県国民健康保険団体連合会 （栃木県） 宮城県市町村職員退職手当組合 （宮城県）

福島キヤノン株式会社 （福島県） 【金融業】 14 株式会社はれコーポレーション （岡山県） 山形県 （山形県） 4

セコム工業株式会社 （宮城県） 相双五城信用組合 （福島県） 【複合サービス事業】 2 寒河江市 （山形県）

株式会社でん六 （山形県） 株式会社大東銀行 （福島県） 2 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） （山形県） 山形市 （山形県）

東北パイオニア株式会社 （山形県） ひまわり信用金庫 （福島県） 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） （茨城県） 米沢市 （山形県）

株式会社スミハツ （茨城県） 株式会社福島銀行 （福島県） 【サービス業（その他）】 9 高畠町 （山形県）

デクセリアルズ株式会社 （東京都） 株式会社七十七銀行 （宮城県） 3 株式会社セントメディア （福島県） 茨城県 （茨城県） 2

株式会社明電舎 （東京都） 株式会社仙台銀行 （宮城県） 東洋ワークセキュリティ株式会社 （福島県） 稲敷市 （茨城県）

株式会社アドヴァンス （新潟県） 株式会社常陽銀行 （茨城県） 日研トータルソーシング株式会社 （宮城県） 笠間市 （茨城県）

【電気・ガス・熱供給・水道業】 3 株式会社群馬銀行 （群馬県） 山形商工会議所 （山形県） 下妻市 （茨城県）

株式会社アポロガス （福島県） 株式会社日本政策金融公庫 （東京都） 株式会社ＴＴＭ （茨城県） 栃木県 （栃木県） 2

相馬共同火力発電株式会社 （福島県） 独立行政法人福祉医療機構 （東京都） 株式会社パソナ （東京都） 宇都宮市 （栃木県）

東北電力株式会社 （宮城県） 株式会社静岡銀行 （静岡県） 株式会社パソナグループ （東京都） 真岡市 （栃木県）

【情報通信業】 18 【保険業】 5 日総工産株式会社 （神奈川県） 群馬県 （群馬県）

株式会社エフコム （福島県） 福島県農業共済組合（ＮＯＳＡＩ福島） （福島県） 株式会社ボイス （神奈川県） 伊勢崎市 （群馬県）

株式会社東日本計算センター （福島県） 岩手県民共済生活協同組合 （岩手県） 【公務員（国家）】 22 香取市 （千葉県）

株式会社福島放送 （福島県） 東京海上日動火災保険株式会社 （岩手県） 福島労働局 （福島県） 5 北区 （東京都）

株式会社福島民報社 （福島県） 群馬県農業共済組合（ＮＯＳＡＩぐんま） （群馬県） 福島地方検察庁 （福島県） 新潟県 （新潟県）

株式会社マクロミル （宮城県） 地方職員共済組合 （東京都） 岩手労働局 （岩手県） 見附市 （新潟県）
株式会社ユニバーサルコムピューターシステム （宮城県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 5 仙台国税局 （宮城県） 【公務員（地方）臨時採用】 1

株式会社Ｗｉｚ（ワイズ） （宮城県） 大成住宅株式会社 （北海道） 仙台法務局 （宮城県） 2 高根沢町教育委員会【臨時採用】 （栃木県）

株式会社ユードム （茨城県） 株式会社秋田住宅流通センター （秋田県） 宮城労働局 （宮城県）

エス・ビー・エス株式会社 （東京都） 2 大東建託パートナーズ株式会社 （群馬県） 東北公安調査局 （宮城県） 【教員（国立・公立）】 1

オー・エイ・エス株式会社 （東京都） 大和情報サービス株式会社 （東京都） 東北厚生局 （宮城県） 宮城県公立学校 （宮城県）

株式会社オクタゴン （東京都） 株式会社日本エスコン （東京都） 東北地方整備局 （宮城県） 【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） 【学術研究、専門・技術サービス業】 4 東北財務局 （宮城県） 宮城県公立学校【臨時採用】 （宮城県）

株式会社ジュピターテレコム （東京都） 有限会社オーケー　（会計事務所ＯＫ） （福島県） 東北農政局 （宮城県）

株式会社ＡＬＬＲＯＵＮＤ （東京都） 税理士法人ケーエフエス （福島県） 東北森林管理局 （秋田県） 【自営】 1

株式会社ＳＫＢ （東京都） 株式会社水環境プランニング （栃木県） 秋田地方検察庁 （秋田県） 青和電総 （福島県）

株式会社ｍｅｄｉｂａ （東京都） 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター （東京都） 関東信越国税局 （埼玉県）

サイバーコム株式会社 （神奈川県） 【生活関連サービス業・娯楽業】 6 横浜税関 （神奈川県） 【進学】 12

【運輸業・郵便業】 4 アルファクラブグループ （福島県） 陸上自衛隊 （福岡県） 2 福島大学大学院地域政策科学研究科 （福島県） 6

仙台空港鉄道株式会社 （宮城県） 株式会社会津ゼネラルホールディングス （福島県） 【公務員（地方）】 60 北海道大学法科大学院 （北海道）

宮城交通株式会社 （宮城県） こころネット株式会社 （福島県） 福島県 （福島県） 10 東北大学法科大学院 （宮城県） 2

日本航空株式会社 （東京都） 株式会社ベガスベガス （山形県） 福島県（警察） （福島県） 3 東京大学大学院法学政治学研究科 （東京都）

東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （東京都） 株式会社プラザクリエイト （東京都） 会津若松市 （福島県） 首都大学東京大学院都市環境科学研究科 （東京都）

【卸売業】 8 シリウスグループ （新潟県） いわき市 （福島県） 上越教育大学院学校教育研究科 （新潟県）

株式会社倉島商店 （福島県） 【教育、学習支援業（学校教育）】 4 郡山市 （福島県）

佐藤株式会社 （福島県） 公立大学法人福島県立医科大学 （福島県） 2 白河市 （福島県）

佐藤株式会社 （青森県） 国立大学法人福島大学 （福島県） 伊達市 （福島県） 2

福島県南酒販株式会社 （福島県） 公立大学法人宮城大学 （宮城県） 福島市 （福島県） 4

リコージャパン株式会社 （福島県） 2 本宮市 （福島県）

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等
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平成３０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】 3 全日本空輸株式会社 （東京都） 那須信用組合 （栃木県） 株式会社フレックス （栃木県）

株式会社四季工房 （福島県） ＮＡＸ　ＪＡＰＡＮ株式会社 （東京都） ヤマトフィナンシャル株式会社 （東京都） 株式会社フレックス （新潟県）

株式会社鶴川設備工業 （東京都） ＳＧホールディングス株式会社 （東京都） 株式会社あおぞら銀行 （東京都） タイムズコミュニケーション株式会社 （東京都）

セキスイハイム東海株式会社 （静岡県） 【卸売業】 14 新潟県労働金庫 （新潟県） トランスコスモス株式会社 （東京都）

【製造業】 20 株式会社シマ商会 （福島県） 【保険業】 3 株式会社クオレガ （東京都）

アサヒ電子株式会社 （福島県） ラディックス株式会社 （宮城県） 三井住友海上火災保険株式会社 （福島県） 株式会社パソナグループ （東京都）

ムネカタ株式会社 （福島県） 国分東北株式会社 （宮城県） 栃木県農業共済組合（ＮＯＳＡＩとちぎ） （栃木県） 株式会社マイナビ （東京都）

ワイヂーエル株式会社 （福島県） 小野建株式会社 （宮城県） ＡＩＧ損害保険株式会社 （千葉県） ＵＴグループ株式会社 （東京都）

株式会社タンガロイ （福島県） 株式会社高速 （宮城県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 5

株式会社デンソー福島 （福島県） 阪和興業株式会社 （宮城県） 株式会社カチタス （宮城県） 【公務員（国家）】 13

株式会社中外フーズ （福島県） 青葉化成株式会社 （宮城県） プロパティエージェント株式会社 （東京都） 福島労働局 （福島県） 2

鶴見鋼管株式会社 （福島県） 藤井産業株式会社 （栃木県） 株式会社エー・ディー・ワークス （東京都） 福島地方検察庁 （福島県）

福島キヤノン株式会社 （福島県） 2 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 （東京都） 株式会社サンセイランディック （東京都） 仙台入国管理局 （宮城県）

福島製鋼株式会社 （福島県） 東亜電気工業株式会社 （東京都） 株式会社東京アセットソリューション （東京都） 仙台国税局 （宮城県） 4

アイリスオーヤマ株式会社 （宮城県） 株式会社ウエノ （東京都） 【物品賃貸業】 2 東北地方整備局 （宮城県）

株式会社東北イノアック （宮城県） 株式会社エクシング （東京都） 日立建機日本株式会社 （茨城県） 東北農政局 （宮城県）

王子タック株式会社 （栃木県） 株式会社ジャパンビバレッジホールディングス （東京都） 株式会社トヨタレンタリース茨城 （茨城県） 宇都宮地方法務局 （栃木県）

日精株式会社 （東京都） 株式会社フォーバル （東京都） 【学術研究、専門・技術サービス業】 13 関東財務局 （埼玉県）

能美防災株式会社 （東京都） 【小売業】 16 アクセンチュア株式会社 （福島県） 3 横浜税関 （神奈川県）

株式会社明電舎 （東京都） 株式会社おおつか（ギフトプラザ） （福島県） アクセンチュア株式会社 （東京都） 【公務員（地方）】 23

特種東海製紙株式会社 （静岡県） 株式会社ダイユーエイト （福島県） ベストファーム株式会社 （福島県） 福島県 （福島県）

日本プラスト株式会社 （静岡県） 株式会社マクサムコミュニケーションズ （福島県） 税理士法人あさひ会計 （宮城県） 会津若松市 （福島県）

秋鹿酒造有限会社 （大阪府） 株式会社リオン・ドールコーポレーション （福島県） 税理士法人ベクトル （宮城県） 2 いわき市 （福島県） 2

ＵＣＣ上島珈琲株式会社 （兵庫県） 福島ダイハツ販売株式会社 （福島県） 株式会社ＴＭＣ経営支援センター （栃木県） 郡山市 （福島県） 2

【電気・ガス・熱供給・水道業】 2 福島トヨタ自動車株式会社 （福島県） 株式会社ジェイアール東日本企画 （東京都） 伊達市 （福島県） 2

東北電力株式会社 （宮城県） 2 株式会社ヨークベニマル （福島県） 3 株式会社ＦＵＮＤＢＯＯＫ （東京都） 福島市 （福島県） 3

【情報通信業】 22 株式会社ヨークベニマル （宮城県） 税理士法人　総合経営サービス　山﨑会計事務所 （東京都） 公立岩瀬病院 （福島県）

朝日システム株式会社 （福島県） 株式会社薬王堂 （岩手県） 税理士法人小川会計 （新潟県） 久慈市 （岩手県）

株式会社エフコム （福島県） 株式会社エイ・ネット （東京都） 【宿泊業・飲食サービス業】 1 盛岡市 （岩手県）

株式会社福島情報処理センター （福島県） 株式会社バーニーズジャパン （東京都） 株式会社すかいらーくレストランツ （福島県） 利府町 （宮城県）

株式会社福島民報社 （福島県） 2 株式会社ファミリーマート （東京都） 【生活関連サービス業・娯楽業】 6 山形市 （山形県）

株式会社福島県農協電算センター （福島県） 株式会社ミスズ （東京都） 扇屋商事株式会社 （宮城県） 結城市 （茨城県）

福島コンピューターシステム株式会社 （福島県） 青山商事株式会社 （広島県） 株式会社ダイナム【臨時採用】 （宮城県） 宇都宮市 （栃木県）

福島民友新聞株式会社 （福島県） 【金融業】 34 名鉄観光サービス株式会社 （東京都） 益子町 （栃木県）

株式会社マクロミル （宮城県） 株式会社大東銀行 （福島県） 2 株式会社びゅうトラベルサービス （東京都） 台東区 （東京都）

株式会社秋田魁新報社 （秋田県） 株式会社東邦銀行 （福島県） 3 株式会社農協観光 （東京都） 神奈川県（警察） （神奈川県）

コムソフト株式会社 （東京都） 株式会社福島銀行 （福島県） 2 株式会社ラウンドワン （新潟県） 新潟市 （新潟県）

フリービット株式会社 （東京都） 福島信用金庫 （福島県） 2 【教育、学習支援業（学校教育）】 1 小諸市 （長野県）

メディア情報システム株式会社 （東京都） 福島県信用保証協会 （福島県） 日本赤十字秋田看護大学 （秋田県）

ヤマトシステム開発株式会社 （東京都） 郡山信用金庫 （福島県） 【教育、学習支援業（その他）】 1 【教員（公立）】 1

日本情報産業株式会社 （東京都） 野村證券株式会社 （福島県） 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ａｓｓｉｓｔ （宮城県） 茨城県公立学校 （茨城県）
東日本電信電話　（ＮＴＴ東日本）株式会社 （東京都） 野村證券株式会社 （栃木県） 【医療業・保健衛生】 1

株式会社インテリジェントウェイブ （東京都） 大和証券株式会社 （福島県） 公益財団法人福島県保健衛生協会 （福島県） 【自営】 1

株式会社システムクエスト （東京都） 大和証券株式会社 （宮城県） 【複合サービス事業】 4 ＥＬＫ （福島県）

株式会社セゾン情報システムズ （東京都） 農林中央金庫 （福島県） 2 日本郵便株式会社 （宮城県）

株式会社東邦システムサイエンス （東京都） 農林中央金庫 （山形県） ふくしま未来農業協同組合 （福島県） 2 【進学】 4

株式会社ＣＩＪネクスト （東京都） 株式会社岩手銀行 （岩手県） 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） （福島県） 福島大学大学院経済学研究科 （福島県）

株式会社Ｓｐｉｃｅ （東京都） 東北労働金庫 （宮城県） 【サービス業（その他）】 13 東北大学会計大学院 （宮城県）

【運輸業・郵便業】 7 株式会社七十七銀行 （宮城県） 5 東洋ワーク株式会社 （福島県） 仙台工科専門学校 （宮城県）

東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （宮城県） 株式会社北都銀行 （秋田県） 荒川産業株式会社 （福島県） 明星大学通信教育学部 （東京都）

日本デイリーネット株式会社 （茨城県） 羽後信用金庫 （秋田県） ディップ株式会社 （宮城県）

西武バス株式会社 （埼玉県） 株式会社山形銀行 （山形県） 公益社団法人宮城県医師会 （宮城県）

ヤマト運輸株式会社 （東京都） 株式会社足利銀行 （栃木県） 2 株式会社帝国データバンク （宮城県）

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等
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平成３０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】 9 株式会社三菱電機ライフネットワーク （神奈川県） 桑折町 （福島県） 【建設業】 1

ヤマニ建設株式会社 （福島県） 【小売業】 6 西郷村 （福島県） 株式会社オノヤ （福島県）

安斎建設株式会社 （福島県） グラントマト株式会社 （福島県） 鏡石町 （福島県）

株式会社東北エンタープライズ （福島県） コネクシオ株式会社 （福島県） 岩手県（土木） （岩手県） 【製造業】 3

矢田工業株式会社 （福島県） 株式会社ダイユーエイト （福島県） 仙台市（土木） （宮城県） 後藤精工株式会社 （福島県）

東北発電工業株式会社 （宮城県） 福島日産自動車株式会社 （福島県） 燕市 （新潟県） 株式会社サンライト （福島県）

株式会社一条工務店仙台 （宮城県） 杉沢薬品株式会社 （宮城県） 利根沼田広域市町村圏振興整備組合 （群馬県） 株式会社ライフフーズ （福島県）

株式会社本間組 （新潟県） 株式会社西松屋チェーン （兵庫県） 埼玉県（土木） （埼玉県）

戸田道路株式会社 （東京都） 【金融業】 6 宇都宮市 （栃木県） 【情報通信業】 5

飛島建設株式会社 （東京都） 株式会社東邦銀行 （福島県） 2 足利市（土木） （栃木県） 株式会社福島民報社 （福島県）

【製造業】 21 株式会社福島銀行 （福島県） 東京都 （東京都） 株式会社福島県農協電算センター （福島県）

三進金属工業株式会社 （福島県） 株式会社みちのく銀行 （青森県） 警視庁 （東京都） 福島コンピューターシステム株式会社 （福島県）

福島製鋼株式会社 （福島県） 株式会社東北銀行 （岩手県） 練馬区 （東京都） 株式会社シンエイシステム （岩手県）

鶴見鋼管株式会社 （福島県） 株式会社清水銀行 （静岡県） 伊那市 （長野県） 月電ソフトウェア株式会社 （愛知県）

株式会社長谷川機械製作所 （福島県） 【保険業】 2 【教員（国立・公立）】 2

株式会社クォーツリード （福島県） 福島県農業共済組合（ＮＯＳＡＩ福島） （福島県） 2 茨城県公立学校 （茨城県） 【運輸業・郵便業】 2
パナソニックソーラーアモルトン株式会社 （福島県） 【学術研究、専門・技術サービス業】 5 埼玉県公立学校 （埼玉県） 京浜急行電鉄株式会社 （東京都）

北芝電機株式会社 （福島県） 東建土質測量設計株式会社 （福島県） 【教員（国立・公立）臨時採用】 2 株式会社アロー流通サービス （愛知県）

福島キヤノン株式会社 （福島県） 4 東北緑化環境保全株式会社 （宮城県） 横手市公立学校【臨時採用】 （秋田県）

高橋電機株式会社 （福島県） 株式会社復建技術コンサルタント （宮城県） 2 いわき市立公立学校【臨時採用】 （福島県） 【小売業】 4

株式会社デンソー福島 （福島県） 日本振興株式会社 （大阪府） 【進学】 56 大久自動車販売株式会社 （福島県）

日本原燃株式会社 （青森県） 【宿泊業・飲食サービス業】 2 福島大学大学院共生システム理工学研究科 （福島県） 41 ブリヂストンリテールジャパン株式会社 （福島県）
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） 住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 （東京都） いわき明星大学大学院人文学研究科 （福島県） 株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン （宮城県）

宇都宮機器株式会社 （栃木県） 株式会社ＦＴＧ　Ｃｏｍｐａｎｙ （東京都） 東北大学大学院医工学研究科 （宮城県） 大学生活協同組合東北事業連合 （宮城県）

株式会社沖データ （群馬県） 【生活関連サービス業・娯楽業】 3 東北大学大学院工学研究科 （宮城県）

ジーエルサイエンス株式会社 （東京都） こころネット株式会社 （福島県） 東北大学大学院情報科学研究科 （宮城県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 2

日野自動車株式会社 （東京都） 株式会社ニラク （福島県） 2 東北大学大学院理学研究科 （宮城県） 有限会社リブシティ （福島県） 2

セイコータイムシステム株式会社 （東京都） 【教育、学習支援業（学校教育）】 2 新潟大学大学院自然科学研究科 （新潟県）

ニプロ株式会社 （大阪府） 学校法人会津若松ザベリオ学園高等学校 （福島県） 上越教育大学院学校教育専攻 （新潟県） 【学術研究、専門・技術サービス業】 2

【電気・ガス・熱供給・水道業】 1 国立大学法人山形大学 （山形県） 筑波大学大学院システム情報工学研究科 （茨城県） 税理士法人ケーエフエス （福島県）

原電エンジニアリング株式会社 （東京都） 【教育、学習支援業（その他）】 1 茨城県立農業大学校 （茨城県） ソウルドアウト株式会社 （東京都）

【情報通信業】 15 株式会社秀英予備校 （静岡県） 宇都宮大学大学院工学研究科 （栃木県） 2
株式会社エス・シー・シー（シティ情報ふくしま） （福島県） 【複合サービス事業】 1 東京農工大学大学院工学府 （東京都） 【生活関連サービス業・娯楽業】 2

株式会社福島県中央計算センター （福島県） 岩手ふるさと農業協同組合 （岩手県） 横浜国立大学大学院教育学研究科 （神奈川県） 株式会社二本松市振興公社 （福島県）

テクノ・マインド株式会社 （宮城県） 2 【サービス業（その他）】 6 北陸先端科学技術大学院大学 （石川県） 株式会社ミナミ・エンタープライズ （福島県）

株式会社ＮＴＴ東日本－東北 （宮城県） 株式会社ジェイ・エス・エス （宮城県） 岐阜大学大学院工学研究科 （岐阜県）

ＮＥＣネットイノベーション株式会社 （宮城県） レバレジーズ株式会社 （東京都） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 1

株式会社レッツ （宮城県） 日研トータルソーシング株式会社 （東京都） 日本年金機構 （東京都）

株式会社ユードム （茨城県） 株式会社ＶＳＮ （東京都）

株式会社茨城計算センター （茨城県） 株式会社アルトナー （神奈川県） 2 【サービス業（その他）】 2

シグマトロン株式会社 （群馬県） 【公務員（国家）】 4 ＡＬＳＯＫ福島株式会社 （福島県）

アンドロボティクス株式会社 （東京都） 東北管区警察局 （宮城県） 株式会社日本レストランエンタプライズ （東京都）

イーソル株式会社 （東京都） 東北経済産業局 （宮城県）

株式会社グッドサイクルシステム （東京都） 東北運輸局 （宮城県） 【公務員（地方）】 3

株式会社スクウェア・エニックス （東京都） 防衛省陸上自衛隊東北方面隊 （宮城県） 大船渡市 （岩手県）

株式会社ロックオン （東京都） 【公務員（地方）】 24 岩手県（警察） （岩手県）

【運輸業・郵便業】 4 福島県 （福島県） 2 宮城県（警察事務） （宮城県）

東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （宮城県） 福島県（土木） （福島県）

東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （東京都） 福島市 （福島県） 【進学】 3

日立建機ロジテック株式会社 （茨城県） 福島市（化学） （福島県） 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県）

東海旅客鉄道株式会社（ＪＲ東海） （愛知県） いわき市（土木） （福島県） 福島大学大学院地域政策科学研究科 （福島県）

【卸売業】 4 伊達市（土木） （福島県） 長崎大学大学院経済学研究科 （長崎県）

株式会社イーストコア （宮城県） 会津若松市 （福島県）

江戸川木材工業株式会社 （東京都） 喜多方市 （福島県）

株式会社ウエノ （埼玉県） 三春町 （福島県）

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等


