
※卒業者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）
卒業者数 卒業者数 卒業者数 卒業者数

【建設業】 9 株式会社コーセー （東京都） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 9 文京区 （東京都）
株式会社石井工務店 （福島県） 3 株式会社ローソン （東京都） ＳＯＭＰＯケア株式会社 （福島県） 東京都（心理職） （東京都）
株式会社ユアテック（東北電力企業グループ） （宮城県） 資生堂ジャパン株式会社 （東京都） 株式会社ニチイ学館 （千葉県） 【公務員（保育士）】 9
積水ハウス株式会社 （宮城県） 【金融業】 7 日本年金機構 （東京都） 福島市（保育士） （福島県） 2
積水ハウス株式会社 （山形県） 株式会社東邦銀行 （福島県） 株式会社ニチイ学館 （東京都） 郡山市（保育士） （福島県） 2
アパグループ株式会社 （東京都） 株式会社福島銀行 （福島県） 3 株式会社ベネッセスタイルケア （東京都） いわき市（保育士） （福島県）
ジャストトレーディング株式会社 （東京都） 福島信用金庫 （福島県） 社会保険診療報酬支払基金 （東京都） 寒河江市（保育士） （山形県）
ＪＦＥエンジニアリング株式会社 （その他） 福島県商工信用組合 （福島県） 社会福祉法人アスクこども育成会 （東京都） 尾花沢市（保育士） （山形県）
【製造業（鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業）】 1 株式会社山形銀行 （山形県） 社会福祉法人全国社会福祉協議会 （東京都） 米沢市（保育士） （山形県）
株式会社彌満和プレシジョン （福島県） 【保険業】 2 株式会社キッズコーポレーション （神奈川県） さくら市（保育士） （栃木県）
【製造業（はん用・生産用・業務用機械器具製造業）】 3 東京海上インターナショナルアシスタンス株式会社 （東京都） 【複合サービス事業】 3 【教員（国立・公立）】 67
会津オリンパス株式会社 （福島県） 東京海上日動火災保険株式会社 （東京都） ふくしま未来農業協同組合 （福島県） 福島県公立学校 （福島県） 44
株式会社タンガロイ （福島県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 6 日本郵便株式会社 （北海道） 会津美里町公立幼稚園 （福島県）
アズビル金門株式会社 （東京都） グランディハウス株式会社 （栃木県） 天童市農業協同組合（ＪＡてんどう） （山形県） 磐梯町公立幼稚園 （福島県）
【製造業（電子部品・デバイス・電子回路製造業）】 1 株式会社トーシンパートナーズ （東京都） 【サービス業（その他）】 19 岩手県公立学校 （岩手県） 2
ＵＴエイム株式会社 （熊本県） 株式会社木下不動産 （東京都） 株式会社同仁社 （福島県） 宮城県公立学校 （宮城県） 2
【製造業（電気・情報通信機械器具製造業）】 4 株式会社ＭＡＸＩＶ （東京都） ＡＬＳＯＫ福島株式会社 （福島県） 仙台市公立学校 （宮城県）
福島キヤノン株式会社 （福島県） 2 株式会社ＲｅＶｉｅ （東京都） 株式会社Ｋ・Ｃ．ＫＯＲＩＹＡＭＡ （岩手県） 松島町公立幼稚園 （宮城県）
アイリスオーヤマ株式会社 （宮城県） 株式会社エリッツホールディングス （京都府） 株式会社ウィルグループ （宮城県） 山形県公立学校 （山形県）
ミナト医科学株式会社 （神奈川県） 【学術研究、専門・技術サービス業（その他）】 2 日光商工会議所 （栃木県） 栃木県公立学校 （栃木県） 5
【製造業（その他）】 2 株式会社エリアフォース （埼玉県） グローバルビジネスソリューション株式会社 （千葉県） 埼玉県公立学校 （埼玉県）
東北エスピー株式会社 （福島県） アクセンチュア株式会社 （東京都） アシスト・ジャパン株式会社 （東京都） 千葉県公立学校 （千葉県）
白河オリンパス株式会社 （福島県） 【宿泊業・飲食サービス業】 6 ヒューマンリソシア株式会社 （東京都） 東京都公立学校 （東京都） 2
【情報通信業】 14 株式会社モンテローザ （福島県） レバレジーズ株式会社 （東京都） 3 横浜市立公立学校 （神奈川県）

コグニビジョン株式会社 （福島県） 株式会社栄楽館　ホテル　華の湯 （福島県） 株式会社エイジェック （東京都） 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） 株式会社三沢奥入瀬観光開発（星野リゾートグループ） （青森県） 株式会社グローバー （東京都） 神奈川県公立学校 （神奈川県） 2
福島民友新聞株式会社 （福島県） 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社 （宮城県） 株式会社ジェイック （東京都） 新潟県公立学校 （新潟県）
シグマトロン株式会社 （宮城県） エームサービス株式会社 （東京都） 株式会社ゼロイン （東京都） 【教員（国立・公立）臨時採用】 10
株式会社ロジックデザイン （茨城県） 株式会社ＨＵＧＥ （東京都） 株式会社ベルシステム２４（ＣＳＫグループ） （東京都） 福島県公立学校 （福島県） 4
リスクモンスター株式会社 （東京都） 【生活関連サービス業・娯楽業】 5 株式会社マイナビ （東京都） 秋田県公立学校 （秋田県）
一般社団法人共同通信社 （東京都） アイ・ケイ・ケイ株式会社 （福島県） 株式会社綜合キャリアオプション （東京都） 茨城県公立学校 （茨城県）
株式会社システムツー・ワン （東京都） 株式会社ヘレナ・インターナショナル （福島県） 株式会社電通ワークス （東京都） 栃木県公立学校 （栃木県）
株式会社ベル・インフォ・テック （東京都） 株式会社ボディワークホールディングス （宮城県） 【自営】 1 群馬県公立学校 （群馬県）
株式会社メンバーズ （東京都） リーフラス株式会社 （東京都） もえぎ保育園 （福島県） 富山県公立学校 （富山県）
株式会社ＬＤＳ （東京都） 株式会社パブリック・ベースボールクラブ徳島 （徳島県） 【公務員（国家）】 5 長野県公立学校 （長野県）
株式会社ＵＳＥＮーＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ （東京都） 【教育、学習支援業（学校教育）】 7 厚生労働省労働局 （福島県） 【進学】 23
株式会社アイネット （神奈川県） 国立大学法人福島大学 （福島県） 法務省福島地方家庭裁判所 （福島県） 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県） 16
ＪＴＡ株式会社 （神奈川県） 学校法人めばえ　福島めばえ幼稚園 （福島県） 法務省（法務教官） （宮城県） 東北大学公共政策大学院 （宮城県）
【運輸業・郵便業】 5 学校法人福島愛隣学園　福島愛隣幼稚園 （福島県） 財務省（国税専門官） （埼玉県） 東北大学大学院文学研究科 （宮城県）
東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （宮城県） 学校法人福島成蹊学園 （福島県） 文部科学省 （東京都） 筑波大学大学院人間総合科学研究科 （茨城県）
東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （茨城県） 国立大学法人山形大学 （山形県） 【公務員（地方）】 21 明治大学大学院文学研究科 （東京都）
株式会社日立物流関東 （埼玉県） 学校法人国際医療福祉大学 （栃木県） 福島県 （福島県） 東京学芸大学大学院教育支援協働実践開発専攻 （東京都）
国際自動車株式会社 （東京都） 国立大学法人東京医科歯科大学 （東京都） 福島県（警察音楽隊） （福島県） 2 洗足学園音楽大学大学院音楽研究科 （神奈川県）

東芝ロジスティクス株式会社 （神奈川県） 【教育、学習支援業（その他）】 9 福島市 （福島県） 立命館大学大学院文学研究科 （京都府）
【卸売業】 1 株式会社仙台進学プラザ （福島県） いわき市 （福島県）
リコージャパン株式会社 （福島県） 株式会社南湖自動車学校 （福島県） 二本松市 （福島県）
【小売業】 12 株式会社東日本学院 （福島県） 会津若松市 （福島県） 3
ネッツトヨタ郡山株式会社 （福島県） 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ａｓｓｉｓｔ （福島県） 田村市（地域おこし協力隊） （福島県）
株式会社ギフトプラザ （福島県） 株式会社フーレイ （宮城県） 2 鏡石町 （福島県） 2
株式会社ヨークベニマル （福島県） 2 株式会社仙台進学プラザ （宮城県） 2 宮城県 （宮城県）
福島トヨタ自動車株式会社 （福島県） 株式会社静翔運輸（教育事業） （静岡県） 山形県（警察） （山形県）
ネッツトヨタ山形株式会社 （山形県） 【医療業・保健衛生】 3 日立市 （茨城県）
イオンリテール株式会社 （千葉県） 一般財団法人太田綜合病院 （福島県） 茨城県（心理職） （茨城県）
とちぎコープ生活協同組合 （栃木県） 公益財団法人星総合病院 （福島県） 栃木県 （栃木県） 2
株式会社アルカ （東京都） 日本赤十字社山形県支部 （山形県） 太田市 （群馬県）

令和元年度　卒業者　就職・進学先一覧
【人間発達文化学類】

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等



※卒業者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）
卒業者数 卒業者数 卒業者数 卒業者数

【建設業】 4 【金融業】 12 【複合サービス事業】 2 米沢市 （山形県） 2
ヤマニ建設株式会社 （福島県） 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） （福島県） 日立市 （茨城県）
株式会社ハシモトホーム （青森県） 株式会社東邦銀行 （福島県） 日本郵便株式会社 （宮城県） 行方市 （茨城県）
東日本高速道路株式会社 （東京都） 株式会社福島銀行 （福島県） 【サービス業（その他）】 4 下野市 （栃木県）
株式会社一条工務店 （静岡県） 株式会社山形銀行 （山形県） 2 公益財団法人福島イノベーションコースト推進機構 （福島県） 大田原市 （栃木県）
【製造業（食料品・飲料・たばこ・飼料製造業）】 3 株式会社群馬銀行 （群馬県） 株式会社ロフティー （群馬県） 栃木県 （栃木県）
合資会社大和川酒造店 （福島県） 内藤証券株式会社 （東京都） 株式会社ギークピクチュアズ （東京都） 栃木市 （栃木県）
有限会社仁井田本家 （福島県） 岡安商事株式会社 （東京都） 株式会社マーキュリー （東京都） 矢板市 （栃木県）
有楽製菓株式会社 （東京都） ＮＴＴファイナンス株式会社 （東京都） 【公務員（国家）】 25 那須塩原市 （栃木県）
【製造業（化学工業・石油・石炭製品製造業）】 1 新潟縣信用組合 （新潟県） 厚生労働省福島労働局 （福島県） 4 神奈川県 （神奈川県）

ムネカタ株式会社 （福島県） しずおか焼津信用金庫 （静岡県） 法務省法務局 （福島県） 2 新潟県 （新潟県） 2
【製造業（電気・情報通信機械器具製造業）】 1 【保険業】 5 法務省福島地方法務局 （福島県） 見附市 （新潟県）
三菱電機エンジニアリング株式会社 （東京都） 第一生命保険株式会社 （福島県） 2 福島地方裁判所 （福島県） 魚沼市 （新潟県）
【製造業（その他）】 1 第一生命保険株式会社 （宮城県） 法務省保護局 （北海道） 上田市 （長野県）
常陸森紙業株式会社 （茨城県） 株式会社ウインライフ （秋田県） 青森地方検察庁 （青森県） 軽井沢町 （長野県）
【電気・ガス・熱供給・水道業】 1 アクア少額短期保険株式会社 （大阪府） 仙台地方裁判所 （宮城県） 【進学】 2
酒田天然瓦斯株式会社 （山形県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 3 国土交通省東北地方整備局 （宮城県） 福島大学地域政策科学研究科 （福島県）
【情報通信業】 16 エステート住宅産業株式会社 （栃木県） 国土交通省東北運輸局 （宮城県） 2 東北大学大学院法学研究科法科大学院 （宮城県）
株式会社福島民報社 （福島県） 2 株式会社オープンハウス （東京都） 国税庁仙台国税局 （宮城県） 2
東北インフォメーション・システムズ株式会社 （宮城県） Ｊｏｙｆｕｌ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ株式会社 （東京都） 国税庁仙台国税局（国税専門官） （宮城県）
株式会社システムネットワーク （宮城県） 【物品賃貸業】 1 法務省（法務教官） （宮城県）
株式会社ステップ （宮城県） グリーンレンタル株式会社 （福島県） 1 経済産業省東北経済産業局 （宮城県）
株式会社マクロミル （宮城県） 【学術研究、専門・技術サービス業（その他）】 4 農林水産省東北農政局 （宮城県） 2
株式会社ＮＴＴ東日本－東北 （宮城県） ベストファーム株式会社 （福島県） 2 厚生労働省山形労働局 （山形県）
株式会社ＮＴＴ東日本－東北 （山形県） 赤崎健一社会保険労務士事務所 （青森県） 法務省山形地方検察庁 （山形県）
株式会社アシロ （東京都） レイス株式会社 （東京都） 総務省 （東京都）
株式会社エヌ・エイ・シー （東京都） 【宿泊業・飲食サービス業】 1 防衛省陸上自衛隊 （福岡県）
株式会社テクノプロ　テクノプロ・ＩＴ社 （東京都） アパホテル株式会社 （東京都） 【公務員（地方）】 68
株式会社テプコシステムズ （東京都） 【生活関連サービス業・娯楽業】 6 福島県 （福島県） 10
株式会社ビー・エム・シー （東京都） 株式会社ウェディングエルティ （福島県） 福島県（警察） （福島県） 3
株式会社フロンティアインターナショナル （東京都） 株式会社ティーアンドティー （宮城県） 福島市 （福島県） 6
株式会社ロボット （東京都） 株式会社日本旅行東北 （宮城県） 二本松市 （福島県） 2
ＴＳＲ株式会社 （東京都） 株式会社オリエンタルランド （千葉県） 会津若松市 （福島県）
【運輸業・郵便業】 1 株式会社セレスポ （東京都） 喜多方市 （福島県）
東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （東京都） 株式会社近畿日本ツーリスト関東 （東京都） 大熊町 （福島県）
【卸売業】 5 【教育、学習支援業（学校教育）】 5 桑折町 （福島県） 2
株式会社イワキ （福島県） 国立大学法人福島大学 （福島県） 白河市 （福島県）
株式会社仙台山三 （宮城県） 学校法人勿来中野学園　なこそ幼稚園 （福島県） 須賀川市 （福島県） 3
株式会社にしむら （山形県） 国立大学法人岩手大学 （岩手県） 八戸市 （青森県）
茨城水産株式会社 （茨城県） 国立大学法人東北大学 （宮城県） 北上市 （岩手県）
株式会社イノメディックス （東京都） デジタルハリウッド株式会社 （東京都） 大船渡市 （岩手県）
【小売業】 12 【教育、学習支援業（その他）】 5 奥州市 （岩手県）
株式会社パルネット福島 （福島県） 株式会社仙台進学プラザ （福島県） 宮城県 （宮城県） 2
株式会社ＪＡライフクリエイト福島 （福島県） 株式会社東日本学院 （福島県） 宮城県（警察） （宮城県） 2
ネッツトヨタ岩手株式会社 （岩手県） 株式会社トライグループ／家庭教師のトライ （東京都） 仙台市 （宮城県）
みやぎ生活協同組合 （宮城県） 株式会社ラーニングエージェンシー （東京都） 多賀城市 （宮城県）
株式会社メガネの相沢 （宮城県） 独立行政法人国立文化財機構　東京国立博物館 （東京都） 白石市 （宮城県）
株式会社カインズ （埼玉県） 【医療業・保健衛生】 3 秋田県 （秋田県） 2
株式会社イトーヨーカ堂 （東京都） 一般財団法人太田綜合病院 （福島県） 大仙市 （秋田県）
株式会社サンドラッグ （東京都） 医療法人アートクリニック産婦人科 （福島県） 湯沢市 （秋田県）
株式会社ニトリ （東京都） 社会医療法人秀公会　あづま脳神経外科病院 （福島県） 山形県 （山形県）
株式会社三和 （東京都） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 3 山形県（警察） （山形県）
株式会社ＪＲ東日本リテールネット （東京都） 公益財団法人福島県老人クラブ連合会 （福島県） 山形県教育庁 （山形県）
株式会社コメリ （新潟県） 福島県市町村職員共済組合 （福島県） 山形市 （山形県） 2

日本年金機構 （東京都） 南陽市 （山形県）

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等

令和元年度　卒業者　就職・進学先一覧
【行政政策学類】



※卒業者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）
卒業者数 卒業者数 卒業者数 卒業者数

【建設業】 12 【運輸業・郵便業】 6 株式会社日本政策金融公庫 （東京都） 2 ふくしま未来農業協同組合 （福島県）
伊藤建設株式会社 （福島県） アイベックスエアラインズ株式会社 （東京都） 株式会社日本政策金融公庫　国民生活事業 （東京都） 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） （福島県）
コスモシステム株式会社 （宮城県） 日本交通株式会社 （東京都） ＳＭＢＣ日興証券株式会社 （東京都） 福島県農業協同組合中央会（ＪＡ福島中央会） （福島県）
セキスイハイム東北株式会社 （宮城県） 日本通運株式会社 （東京都） 協栄信用組合 （新潟県） 【サービス業（宗教）】 1
仙建工業株式会社 （宮城県） 株式会社サンリツ （東京都） 【保険業】 12 宗教法人大山 命神示教会 （神奈川県）

株式会社ユアテック（東北電力企業グループ） （宮城県） ＳＧホールディングス株式会社 （東京都） あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 （福島県） 2 【サービス業（その他）】 13
株式会社ＴＴＫ （宮城県） 鈴与株式会社 （静岡県） 三井住友海上火災保険株式会社　福島支店 （福島県） 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 （福島県）
株式会社岡部工務店 （茨城県） 【卸売業】 12 東京海上日動火災保険株式会社　福島支店 （福島県） ＡＬＳＯＫ福島株式会社 （福島県）
株式会社関電工 （東京都） 株式会社メディセオ （福島県） 第一生命保険株式会社 （福島県） 2 東洋ワーク株式会社 （宮城県）
株式会社廣瀬 （新潟県） カメイ株式会社 （宮城県） 日本生命保険相互会社　仙台支社 （宮城県） 株式会社アウトソーシングテクノロジー （宮城県）
株式会社日本ハウスホールディングス （新潟県） ホシザキ東北株式会社 （宮城県） 東京海上日動火災保険株式会社 （宮城県） 株式会社ティスメ （宮城県）
株式会社ナガワ （愛知県） 株式会社イーストコア （宮城県） 株式会社損害保険リサーチ （宮城県） 株式会社ジェイ・エス・エス （千葉県）
大和ハウス工業株式会社 （大阪府） 株式会社デンソーソリューション （宮城県） 栃木県農業共済組合（ＮＯＳＡＩとちぎ） （栃木県） レバレジーズ株式会社 （東京都） 2
【製造業（食料品・飲料・たばこ・飼料製造業）】 1 リコージャパン株式会社 （埼玉県） 住友生命保険相互会社 （東京都） 株式会社インター・ベル （東京都）
株式会社ニッセーデリカ （福島県） コマツカスタマーサポート株式会社 （東京都） 日本生命保険相互会社　小山支社 （東京都） 株式会社ケンツー （東京都）
【製造業（繊維工業）】 1 ユアサ商事株式会社 （東京都） 【不動産取引・賃貸・管理業】 5 株式会社パソナテック （東京都）
株式会社プロッシモ （東京都） 双日マリンアンドエンジニアリング株式会社 （東京都） 株式会社タカラレーベン東北 （宮城県） 株式会社マイナビ （東京都）
【製造業（鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業）】 1 東和ライティング株式会社 （東京都） 株式会社カチタス （茨城県） 軽自動車検査協会 （東京都）
秋山精鋼株式会社 （東京都） 株式会社スミフルジャパン （東京都） 株式会社カチタス （群馬県） 【公務員（国家）】 9

2 株式会社小善本店 （東京都） 株式会社いえらぶＧＲＯＵＰ （東京都） 厚生労働省福島労働局 （福島県） 2
株式会社小森マシナリー （山形県） 【小売業】 17 株式会社オープンハウス （東京都） 福島地方裁判所 （福島県）
株式会社マキタ （福島県） 株式会社ギフトプラザ （福島県） 2 【物品賃貸業】 1 人事院東北事務局 （宮城県）
【製造業（電子部品・デバイス・電子回路製造業）】 2 株式会社ダイユーエイト （福島県） タイムズモビリティ株式会社 （東京都） 国土交通省東北運輸局 （宮城県）
キオクシア岩手株式会社 （岩手県） 2 株式会社ニトリ （北海道） 【学術研究、専門・技術サービス業（その他）】 13 財務省東北財務局（財務専門官） （宮城県） 2
【製造業（電気・情報通信機械器具製造業）】 1 ネッツトヨタみちのく株式会社 （青森県） アクセンチュア株式会社 （福島県） 宇都宮地方検察庁 （栃木県）
川口内燃機鋳造株式会社 （福島県） みやぎ生活協同組合 （宮城県） 株式会社菅家経営センター （福島県） 横浜税関 （神奈川県）

【製造業（輸送用機械器具製造業）】 1 仙台トヨペット株式会社 （宮城県） 税理士法人三部会計事務所 （福島県） 【公務員（地方）】 28
東陽精機株式会社 （愛知県） 株式会社ドン・キホーテ （宮城県） 有限責任監査法人トーマツ （宮城県） 福島県 （福島県） 9
【電気・ガス・熱供給・水道業】 4 山形トヨペット株式会社 （山形県） 株式会社リスペクト （宮城県） 福島県市長会 （福島県）
東北電力株式会社 （福島県） 株式会社ベルーナ （埼玉県） 株式会社帝国データバンク （宮城県） 福島市 （福島県）
東北電力株式会社 （宮城県） 3 株式会社ＮＡＡリテイリング （千葉県） 税理士法人植松会計事務所 （宮城県） 郡山市 （福島県）
【情報通信業】 24 株式会社アダストリア （東京都） 税理士法人あさひ会計 （山形県） いわき市 （福島県）
朝日システム株式会社 （福島県） 株式会社ヤナセ （東京都） ジオ・サーチ株式会社 （東京都） 会津若松市 （福島県）
株式会社エフコム （福島県） 株式会社良品計画 （東京都） レイスグループ （東京都） 大玉村 （福島県）
株式会社福島中央テレビ （福島県） 株式会社ＩＤＯＭ （東京都） 株式会社フェズ （東京都） 川内村 （福島県）
株式会社福島情報処理センター （福島県） 株式会社Ｓｔｅｐ　Ｈｏｕｓｅ （東京都） 株式会社日本経済広告社 （東京都） 西郷村 （福島県）
株式会社ＮＴＴ東日本－東北 （福島県） 株式会社ネクステージ （愛知県） 辻・本郷税理士法人 （東京都） 須賀川市 （福島県）
サイバーコム株式会社 （宮城県） 【金融業】 30 【宿泊業・飲食サービス業】 2 岩手県（警察） （岩手県）
株式会社コンピュータシステム研究所 （宮城県） 二本松信用金庫 （福島県） 株式会社大樹不動産販売　你好飯店 （福島県） 宮城県 （宮城県）
株式会社マクロミル （宮城県） 株式会社東邦銀行 （福島県） 4 株式会社物語コーポレーション （宮城県） 岩沼市 （宮城県）
株式会社ＮＴＴデータ東北 （宮城県） 2 福島信用金庫 （福島県） 【生活関連サービス業・娯楽業】 2 秋田県 （秋田県）
サインポスト株式会社 （東京都） 福島県信用保証協会 （福島県） 2 株式会社会津ゼネラルホールディングス （福島県） 茨城県 （茨城県）
テモナ株式会社 （東京都） 農林中央金庫　福島支店 （福島県） 株式会社ＵＳＥＩ （埼玉県） 宇都宮市 （栃木県）
株式会社ぐるなび （東京都） 株式会社北日本銀行 （岩手県） 【教育、学習支援業（学校教育）】 1 鹿沼市 （栃木県）
株式会社オービックビジネスコンサルタント （東京都） 株式会社岩手銀行 （岩手県） 国立大学法人東北大学 （宮城県） 新潟市 （新潟県）
株式会社カイテクノロジー （東京都） 宮城県信用保証協会 （宮城県） 【教育、学習支援業（その他）】 1 石川県 （石川県）
株式会社システムフロンティア （東京都） 株式会社七十七銀行 （宮城県） 3 株式会社ＡＢＣＣｏｏｋｉｎｇＳｔｕｄｉｏ （宮城県） 静岡県 （静岡県）
株式会社ジール （東京都） 株式会社日本政策金融公庫　国民生活事業 （宮城県） 【医療業・保健衛生】 1 【教員（国立・公立）】 1
株式会社マンハッタンコード （東京都） とちぎんＴＴ証券株式会社 （栃木県） 福島県厚生農業協同組合連合会（ＪＡ福島厚生連） （福島県） 茨城県公立学校 （茨城県）
株式会社ユーネット （東京都） 株式会社足利銀行 （栃木県） 3 【社会保険・社会福祉・介護事業】 3 【教員（国立・公立）臨時採用】 1
株式会社大塚商会 （東京都） 岡三証券株式会社 （東京都） 株式会社虹の街 （秋田県） 青森県公立学校 （青森県）
株式会社電通マクロミルインサイト （東京都） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 （東京都） メディカル・ケア・サービス株式会社 （埼玉県） 【進学】 5
株式会社ＴＫＣ （東京都） 株式会社りそな銀行 （東京都） 日本年金機構 （東京都） 福島大学大学院経済学研究科 （福島県） 3
株式会社ＵＳＥＮーＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ （東京都） 株式会社アプラス （東京都） 【複合サービス事業】 4 東北大学経済学研究科会計大学院 （宮城県）
ＣＬＩＮＫＳ株式会社 （東京都） 株式会社オリエントコーポレーション （東京都） 日本郵便株式会社 （宮城県） 神戸大学大学院経営学研究科 （兵庫県）

令和元年度　卒業者　就職・進学先一覧
【経済経営学類】

【製造業（はん用・生産用・業務用機械器具製造業）】

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等



※卒業者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）　
卒業者数 卒業者数

【建設業】 2 【医療業・保健衛生】 1
株式会社東北インテック （福島県） 一般財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 （福島県）
株式会社日本ハウスホールディングス （東京都） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 1
【製造業（食料品・飲料・たばこ・飼料製造業）】 1 日本年金機構 （東京都）
伊藤ハムデイリー株式会社 （宮城県） 【サービス業（その他）】 4
【製造業（印刷・同関連業）】 1 株式会社岩手環境事業センター （岩手県）
株式会社阿部紙工 （福島県） 株式会社エヌリンクス （東京都）
【製造業（鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業）】 1 株式会社ネオキャリア （東京都）
株式会社サンノハシ （埼玉県） ＵＴグループ株式会社 （東京都）

1 【公務員（地方）】 4
ケー・エム・エス株式会社 （埼玉県） 福島県（警察） （福島県）
【情報通信業】 3 天栄村 （福島県）
福島コンピューターシステム株式会社 （福島県） 玉川村 （福島県）
サイバーコム株式会社 （宮城県） 仙台市（消防） （宮城県）
株式会社ＮＴＴデータ東北 （宮城県） 【進学】 4
【運輸業・郵便業】 3 福島大学大学院人間発達文化研究科 （福島県）
東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （宮城県） 2 福島大学大学院経済学研究科 （福島県）
株式会社バンダイロジパル （東京都） 東北大学公共政策大学院 （宮城県）
【卸売業】 1 愛知県立名古屋高等技術専門校窯業校 （愛知県）
株式会社ニノテック （福島県）
【小売業】 10
株式会社ギフトプラザ （福島県）
株式会社スズキ自販福島 （福島県）
株式会社ホンダカーズ福島 （福島県）
福島スバル自動車株式会社 （福島県） 2
福島ダイハツ販売株式会社 （福島県）
福島日産自動車株式会社 （福島県）
株式会社タカヤナギ （秋田県）
株式会社カインズ （埼玉県）
株式会社ドン・キホーテ （東京都）
【金融業】 2
株式会社大東銀行 （福島県）
静銀ティーエム証券株式会社 （静岡県）
【保険業】 1
全国健康保険協会 （東京都）
【不動産取引・賃貸・管理業】 1
株式会社タカラレーベン東北 （宮城県）
【物品賃貸業】 1
西尾レントオール株式会社 （福島県）

1
国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター （神奈川県）

【学術研究、専門・技術サービス業（その他）】 1
ベストファーム株式会社 （福島県）
【宿泊業・飲食サービス業】 2
株式会社東館　陽日の郷　あづま館 （福島県）
株式会社トリコロール （東京都）
【生活関連サービス業・娯楽業】 3
株式会社ビジョナリータンク （宮城県）
株式会社ミュゼプラチナム （東京都）
ＦＡＶＯＲＩＸ株式会社 （東京都）
【教育、学習支援業（学校教育）】 1
公立大学法人福島県立医科大学 （福島県）
【教育、学習支援業（その他）】 1
株式会社エイバー （東京都）

【学術研究、専門・技術サービス業（学術・開発研究機関）】

令和元年度　卒業者　就職・進学先一覧
【現代教養コース】

会　社　名　等 会　社　名　等

【製造業（はん用・生産用・業務用機械器具製造業）】



※卒業者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）
卒業者数 卒業者数 卒業者数 卒業者数

【建設業】 6 株式会社ソフトクリエイトホールディングス （東京都） 【複合サービス事業】 2 【進学】 47
小林土木株式会社 （福島県） 株式会社ディマージシェア （東京都） 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農） （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） 32
株式会社オノヤ （福島県） 株式会社ビッツ （東京都） 福島さくら農業協同組合 （福島県） 上野法律ビジネス専門学校 （岩手県）
株式会社興盛工業所 （宮城県） 株式会社メンバーズ （東京都） 【サービス業（その他）】 14 東北大学大学院情報科学研究科 （宮城県） 2
あすか創建株式会社 （東京都） 株式会社ＮＴＴデータフロンティア （東京都） 株式会社同仁社 （福島県） 筑波大学大学院人間総合科学学術院 （茨城県） 2
セコムエンジニアリング株式会社 （東京都） 株式会社ＮＴＴデータ・アイ （東京都） 株式会社エヌリンクス （宮城県） 筑波大学大学院生命環境科学研究科 （茨城県） 3
株式会社平成建設 （静岡県） 株式会社ＵＳＥＮーＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ （東京都） 東洋ワーク株式会社 （栃木県） 宇都宮大学大学院工学研究科 （栃木県）
【製造業（化学工業・石油・石炭製品製造業）】 2 ＨＥＬＩＧＡＴＥ株式会社 （東京都） アクサス株式会社 （東京都） 日本デザイナー学院 （東京都）
ムネカタ株式会社 （福島県） ＮＥＣフィールディング株式会社 （東京都） パーソルキャリア株式会社 （東京都） 2 東京工業大学大学院工学院 （東京都）
小林化工株式会社 （福井県） 株式会社ビット・エイ （新潟県） 株式会社アサンテ （東京都） 東京工業大学大学院物質理工学院 （東京都）
【製造業（鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業）】 1 【運輸業・郵便業】 4 株式会社ウィルグループ （東京都） 青山学院大学大学院国際マネジメント研究科 （東京都）
西田精機株式会社 （福島県） 東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （茨城県） 株式会社ヒップ （東京都） 名古屋大学エネルギー理工学研究科 （愛知県）

2 東日本旅客鉄道株式会社（ＪＲ東日本） （神奈川県） 株式会社メイテック （東京都） 京都大学大学院人間・環境学研究科 （京都府）
株式会社山本製作所 （山形県） 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 （東京都） 株式会社夢テクノロジー （東京都）
株式会社日立ハイテクファインシステムズ （埼玉県） 四国旅客鉄道株式会社（ＪＲ四国） （香川県） 株式会社島津アクセス （東京都）
【製造業（電子部品・デバイス・電子回路製造業）】 3 【卸売業】 4 ＵＴテクノロジー株式会社 （東京都）
キオクシア岩手株式会社 （岩手県） リコージャパン株式会社 （福島県） 株式会社ヒップ （神奈川県）

太陽誘電モバイルテクノロジー株式会社 （東京都） 株式会社エイティック （福島県） 【公務員（国家）】 5
デンソーテクノ株式会社 （愛知県） 福島建機株式会社 （福島県） 国税庁仙台国税局（国税専門官） （福島県）
【製造業（電気・情報通信機械器具製造業）】 5 ホシザキ東北株式会社 （宮城県） 国土交通省東北地方整備局（土木） （宮城県）
福島キヤノン株式会社 （福島県） 4 【小売業】 10 国土交通省東北運輸局（機械） （宮城県）
日本精機株式会社 （新潟県） 株式会社エヌ・エス・シー （福島県） 東北地方整備局（土木） （宮城県）
【製造業（輸送用機械器具製造業）】 1 株式会社ギフトプラザ （福島県） 原子力規制庁 （東京都）
株式会社ホンダテクノフォート （栃木県） 株式会社ダイユーエイト （福島県） 【公務員（地方）】 20
【製造業（その他）】 3 株式会社ヨークベニマル （福島県） 福島県（化学） （福島県）
株式会社ＳＨＯＥＩ （岩手県） 福島トヨタ自動車株式会社 （福島県） 福島県（土木） （福島県） 2
株式会社シーズ （栃木県） 株式会社南東北クボタ （宮城県） 福島県（警察） （福島県）
丸栄コンクリート工業株式会社 （岐阜県） 株式会社上州屋 （埼玉県） 福島市 （福島県） 2
【電気・ガス・熱供給・水道業】 1 株式会社ＬＩＸＩＬビバ　（リクシルビバ） （埼玉県） 福島市（土木） （福島県）
常磐共同火力株式会社　勿来発電所 （福島県） 株式会社オンワード樫山 （東京都） 郡山市 （福島県） 2
【情報通信業】 34 株式会社ファミリーマート （東京都） いわき市（機械） （福島県）
アルパイン情報システム株式会社 （福島県） 【金融業】 2 伊達市 （福島県） 2
朝日システム株式会社 （福島県） 会津商工信用組合 （福島県） 青森県（土木） （青森県）
株式会社エフコム （福島県） 福島信用金庫 （福島県） 名取市 （宮城県）
株式会社福島情報処理センター （福島県） 【保険業】 2 酒田市 （山形県）
株式会社福島県中央計算センター （福島県） 福島県農業共済組合（ＮＯＳＡＩ福島） （福島県） 筑西市 （茨城県）
テクノ・マインド株式会社 （宮城県） 長野県農業共済組合（ＮＯＳＡＩ長野） （長野県） 茨城県 （茨城県）
ネットワンシステムズ株式会社 （宮城県） 【不動産取引・賃貸・管理業】 3 真岡市 （栃木県）
株式会社ドコモＣＳ東北 （宮城県） プロパティエージェント株式会社 （東京都） 文京区（土木） （東京都）
株式会社ＮＴＴ東日本－東北 （宮城県） 株式会社アーネストワン （東京都） 日野市 （東京都）
株式会社日立産業制御ソリューションズ （茨城県） 株式会社プラン・ドゥ （東京都） 【教員（国立・公立）】 1
エス・トータルサポート株式会社 （栃木県） 【学術研究、専門・技術サービス業（その他）】 4 宮城県公立学校 （宮城県）
ハイテクシステム株式会社 （栃木県） 株式会社日本化学環境センター （福島県） 【教員（国立・公立）臨時採用】 1
アプシィ株式会社 （東京都） エム・シー・ヘルスケア株式会社 （東京都） 茨城県公立学校 （茨城県）
インフォテック株式会社 （東京都） 株式会社復建エンジニヤリング （東京都）
エス・ビー・エス株式会社 （東京都） ＯＭＣ株式会社 （愛知県）
グローバルウォーカーズ株式会社 （東京都） 【生活関連サービス業・娯楽業】 2
セコムトラストシステムズ株式会社 （東京都） 株式会社つばめマネジメント （宮城県）
チャットプラス株式会社 （東京都） 株式会社日本旅行東北 （宮城県）
テクマトリックス株式会社 （東京都） 【教育、学習支援業（学校教育）】 1
日本システムウエア株式会社 （東京都） 学校法人国際医療福祉大学 （栃木県）
東芝テックソリューションサービス株式会社 （東京都） 【教育、学習支援業（その他）】 1
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（ＮＴＴデータ） （東京都） 株式会社東日本学院 （福島県）
株式会社オープンストリーム （東京都） 【社会保険・社会福祉・介護事業】 1
株式会社スリィ・ウェイブ （東京都） 医療法人社団　平成会 （福島県）

令和元年度　卒業者　就職・進学先一覧
【共生システム理工学類】

【製造業（はん用・生産用・業務用機械器具製造業）】

会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等 会　社　名　等



※修了者数欄は複数の場合のみ記載（空欄は１名）

修了者数 修了者数

【製造業（その他）】 1 【建設業】 1

サミー株式会社 （東京都） 高砂熱学工業株式会社 （東京都）

【情報通信業】 1 ぺんてる株式会社 （茨城県）

株式会社アピリッツ （東京都） 株式会社千代田グラビヤ （茨城県）

【小売業】 2 3

株式会社ヨドバシカメラ （宮城県） 太平洋セメント株式会社 （東京都）

大久自動車販売株式会社 （福島県） 株式会社伊勢半 （東京都）

【保険業】 1 シュルンベルジェ株式会社 （新潟県）

第一生命保険株式会社 （福島県） 2

【学術研究、専門・技術サービス業（その他）】 1 株式会社フルヤ金属 （茨城県）

株式会社シャイン・フューチャー （東京都） 三菱マテリアル株式会社 （東京都）

【宿泊業・飲食サービス業】 1 1

株式会社すかいらーく （東京都） 株式会社キッツ （長野県）

【教育、学習支援業（その他）】 1 1

カワイ音楽教室 （福島県） 株式会社日立ハイテクノロジーズ （茨城県）

【医療業・保健衛生】 3 【製造業（電気・情報通信機械器具製造業）】 4

一般財団法人太田綜合病院 （福島県） 北日本通信工業株式会社 （福島県） 2

公益財団法人星総合病院 （福島県） 北芝電機株式会社 （福島県） 2

公益財団法人金森和心会　針生ヶ丘病院 （福島県） 株式会社日立パワーソリューションズ （茨城県）

【自営】 1 【電気・ガス・熱供給・水道業】 1

おおはらピアノ教室 （福島県） 常磐共同火力株式会社 （福島県）

【公務員（地方）】 2 【情報通信業】 3

郡山市教育委員会 （福島県） 株式会社東日本技術研究所 （福島県）

川崎市 （神奈川県） ネットワンシステムズ株式会社 （東京都）

【教員（国立・公立）】 11 株式会社セガゲームス （東京都）

宮城県公立学校 （宮城県） 1 【小売業】 1

福島県公立学校 （福島県） 10 株式会社ダイユーエイト （福島県）

【教員（国立・公立）臨時採用】 3 4

仙台市公立学校 （宮城県） アース環境サービス株式会社 （福島県）

福島県公立学校 （福島県） 2 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 （福島県） 2

財団法人化学物質評価研究機構 （埼玉県）

2

修了者数 株式会社東北博報堂 （宮城県）

株式会社地域環境計画 （東京都）

トッキ株式会社 （新潟県） 【サービス業（その他）】 1

【卸売業】 1 アドバンテック株式会社 （大阪府）

佐藤株式会社 （福島県） 【公務員（国家）】 1

【小売業】 1 防衛省陸上自衛隊 （福岡県）

株式会社南東北クボタ （宮城県） 【公務員（地方）】 1

【教育、学習支援業（学校教育）】 1 会津若松市 （福島県）

国立大学法人山形大学 （山形県） 【教員（国立・公立）】 3

【サービス業（その他）】 1 福島県公立学校 （福島県）

株式会社Ａｃｓｅｅｚ （埼玉県） 磐梯町公立学校 （福島県）

仙台市公立学校 （宮城県）

【教員（国立・公立）臨時採用】 1

修了者数 福島県公立学校 （福島県）

該当なし

修了者数

【教育、学習支援業（学校教育）】 1

国立大学法人福島大学 （福島県）

令和元年度　大学院修了者　就職・進学先一覧

【経済学研究科】

会　社　名　等

会　社　名　等

【製造業（はん用・生産用・業務用機械器具製造業）】

【製造業（化学工業・石油・石炭製品製造業）】

【製造業（鉄鋼業・非鉄金属・金属製品製造業）】

【製造業（はん用・生産用・業務用機械器具製造業）】

【製造業（電子部品・デバイス・電子回路製造業）】

【学術研究、専門・技術サービス業（学術・開発研究機関）】

【学術研究、専門・技術サービス業（その他）】

会　社　名　等

【人間発達文化研究科】

【地域政策科学研究科】

【共生システム理工学研究科（博士前期）】
会　社　名　等

【共生システム理工学研究科（博士後期）】

会　社　名　等


