
2020年度 学科別就職先（児童学科）

業種 就職先名称 職種

食料品製造業 横浜冷凍株式会社 総合職

飲料・たばこ・飼料製造業 （株） ヤクルト本社 事務

繊維工業 （株） ビームス 販売

石油製品・石炭製品製造業 カントーカセイ株式会社 事務

通信業 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 総合職

情報サービス業 （株） システムフロア SE

映像・音声・文字情報制作業 プラスフィア合同会社 企画

鉄道業 東日本旅客鉄道株式会社 駅務

繊維・衣服等卸売業 （株） ファーストリテイリング 総合職

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 （株） ミツウロコヴェッセル 総合職

織物・衣服・身の回り品小売業 プリモ・ジャパン株式会社 販売

銀行業 （株） 千葉興業銀行 総合職

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関 トヨタファイナンス株式会社 事務

教職員共済生活共同組合 総合職

東京海上日動火災保険株式会社 準総合職

準総合職

営業

大樹生命保険株式会社 準総合職

明治安田生命保険相互会社 営業

旭化成不動産レジデンス株式会社 総合職

東急リバブル株式会社 総合職

野村不動産アーバンネット株式会社 事務

三井不動産リアルティ株式会社 事務

リスト株式会社 総合職

不動産賃貸業・管理業 三井不動産レジデンシャルリース株式会社 事務

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 秘書

（株） ネクシィーズグループ 事務

（株） ＡＤＫホールディングス 総合職

（株） 電通 総合職

飲食店 ＵＣＣフードサービスシステムズ株式会社 総合職

洗濯・理容・美容・浴場業 （株） グラツィア エステティシャン

（株） サンシャインエンタプライズ 総合職

（株） モビリティランド 準総合職

（学） 緑ヶ丘学園 認定こども園 幼稚園教諭

相模原市公立小学校 小学校教員

横浜市公立小学校 小学校教員

神奈川県公立小学校 小学校教員

千葉県公立小学校 小学校教員

川崎市公立小学校 小学校教員

千葉市公立小学校 小学校教員

東京都公立小学校 小学校教員

富山県公立小学校 小学校教員

日本女子大学附属豊明小学校 小学校教員

東京都特別区公立幼稚園 幼稚園教諭

（学） 桐光学園 寺尾みどり幼稚園 幼稚園教諭

武蔵野音楽大学附属幼稚園 幼稚園教諭

（学） 桐朋学園 桐朋幼稚園 幼稚園教諭

（学） 駿河台学園 総合職

（株） ＬＩＴＡＬＩＣＯ 児童指導員

（株） 学研ココファン・ナーサリー 保育士

特定非営利活動法人 キッズポケット 保育士

（株） global child care 保育士

総合職

保育士

（株） コビーアンドアソシエイツ 保育士

（社福） 厚生館 保育士

（社福） 聖隷福祉事業団 保育士

（株） ニチイ学館 総合職

（株） 日本保育サービス 保育士

（株） ニチイケアパレス 総合職

（株） ベネッセスタイルケア 保育士

（社福） 友愛福祉会 おおわだ保育園 世田谷豪徳寺 保育士

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

日本生命保険相互会社

不動産取引業

専門サービス業（他に分類されないもの）

広告業

社会保険・社会福祉・介護事業

娯楽業

学校教育

その他の教育，学習支援業

（株） こどもの森
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2020年度 学科別就職先（児童学科）

業種 就職先名称 職種

社会保険・社会福祉・介護事業 （社福） 鹿鳴福祉会  幼保連携型認定こども園 草深こじか保育園 保育士

職業紹介・労働者派遣業 マンパワーグループ株式会社 総合職

キャリアフィールド株式会社 総合職

セコム株式会社 準総合職

さいたま市 福祉専門職

松戸市 保育士

事務

保育士

横浜市 事務

地方公務（略）

東京・特別区

その他の事業サービス業

2 / 28 ページ



2020年度 学科別就職先（食物学科 食物学専攻）

業種 就職先名称 職種

ケンコーマヨネーズ株式会社 食品技術者

小岩井乳業株式会社 営業

ひかり味噌株式会社 食品技術者

（株） ロック・フィールド 総合職

営業

食品技術者

飲料・たばこ・飼料製造業 キリンビバレッジ株式会社 食品技術者

生産用機械器具製造業 （株） アイエイアイ 総合職

通信業 東日本電信電話株式会社 総合職

情報サービス業 （株） システナ SE

伊藤忠食糧株式会社 事務

三菱食品株式会社 総合職

その他の卸売業 双日エアロスペース株式会社 事務

飲食料品小売業 （株） カレルチャペック 総合職

その他の小売業 （株）スノーピーク 総合職

協同組織金融業 第一勧業信用組合 総合職

保険業（保険代理業，保険サービス業含む） あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 総合職

専門サービス業（他に分類されないもの） （株） 船井総合研究所 コンサルタント

技術サービス業（他に分類されないもの） 共同エンジニアリング株式会社 施工管理

宿泊業 スターツホテル開発株式会社 総合職

イートアンド株式会社 総合職

（株） すかいらーく 総合職

（株） ドトールコーヒー 店⾧候補

医療業 （医） 沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院 総合職

食料品製造業

ハウス食品株式会社

飲食料品卸売業

飲食店
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2020年度 学科別就職先（食物学科 管理栄養士専攻）

業種 就職先名称 職種

伊藤ハム株式会社 総合職

(株) グリーンメッセージ 食品技術者

シマダヤ株式会社 営業

（株）  明治 栄養士

キリンビバレッジ株式会社 食品技術者

サントリーホールディングス株式会社 総合職

業務用機械器具製造業 ニチワ電機株式会社 栄養士

（株） Ｇｅｅｋｌｙ 総合職

(株) シティ・コム SE

（株） テクノア 総合職

（株） 東新システム SE

日本情報産業株式会社 SE

飲食料品卸売業 東京シティ青果株式会社 営業

その他の卸売業 （株） 日本アクセス 総合職

その他の小売業 （株） トモズ 栄養士

銀行業 （株） 国際協力銀行 事務

（株） ヴィアン 販売

（株） 共立メンテナンス 栄養士

（株） グリーンハウス 栄養士

エームサービス株式会社 栄養士

エームサービスジャパン株式会社 栄養士

日清医療食品株式会社 栄養士

総合職

栄養士

娯楽業 （株） ルネサンス 総合職

茨城県公立小学校 栄養教諭

東京都公立小学校 栄養士

ＩＭＳグループ 栄養士

大阪大学医学部附属病院 栄養士

（医） 桜ゆう会 おおさわ歯科クリニック 栄養士

川口市立医療センター 栄養士

（医）翔舞会 エムズ歯科クリニック 栄養士

自治医科大学附属病院 栄養士

聖マリアンナ医科大学病院 栄養士

東京慈恵会医科大学附属病院 栄養士

（医） 輝生会 初台リハビリテーション病院 栄養士

（株） 学研ココファン・ナーサリー 栄養士

（社福）  ちとせ交友会 栄養士

職業紹介・労働者派遣業 （株） モード・プランニング・ジャパン 栄養士

その他の事業サービス業 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社 総合職

国家公務（略） 国家専門職 食品衛生監視員 衛生監視

東京都庁 栄養士

和光市 事務

東京・特別区 衛生監視

横浜市 衛生監視

川崎市 事務

相模原市 栄養士

（株） ＬＥＯＣ

医療業

社会保険・社会福祉・介護事業

地方公務（略）

食料品製造業

飲料・たばこ・飼料製造業

情報サービス業

飲食店

持ち帰り・配達飲食サービス業

学校教育
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2020年度 学科別就職先（住居学科 居住環境デザイン専攻）

業種 就職先名称 職種

（株） 大林組 設計

鹿島建設株式会社 総合職

清水建設株式会社 施工管理

住友林業ホームテック株式会社 総合職

（株） スタイル工房 総合職

積水ハウスリフォーム東日本株式会社 総合職

大和ハウス工業株式会社 総合職

一建設株式会社 総合職

丸彦渡辺建設株式会社 総合職

三井ホーム株式会社 設計

（株） 東急Ｒｅ・デザイン 総合職

三井デザインテック株式会社 総合職

リノべる株式会社 総合職

鉄鋼業 日鉄建材株式会社 総合職

玉川電器株式会社 機械技術者 

（株） 村田製作所 設計

電気機械器具製造業 三菱電機株式会社 総合職

情報サービス業 日本ユニシス・エクセリューションズ株式会社 SE

東武鉄道株式会社 総合職

東日本旅客鉄道株式会社 準総合職

その他の卸売業 （株） 内田洋行 SE

（株） ニトリ 総合職

（株） リビングハウス 総合職

銀行業 （株） 新生銀行 事務

（株） ゴールドクレスト 総合職

（株） ジェイアール東日本都市開発 営業

セキスイハイム不動産株式会社 営業

三菱地所コミュニティ株式会社 総合職

東京建物不動産販売株式会社 総合職

三井不動産リアルティ株式会社 事務

三菱地所プロパティマネジメント株式会社 総合職

不動産賃貸業・管理業 （株） インテリックス 総合職

（株） スパイスボックス 総合職

（株） ＣＨＩＮＴＡＩ 総合職

（株） アイケイジー 設計

昭和株式会社 総合職

（株） ビーアンドシー設計 設計

フロンティアコンストラクション＆パートナーズ株式会社 総合職

娯楽業 （株）ＬＡＶＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 個人教師（インストラクター）

栃木県 事務

つくば市 事務

さいたま市 設計

茂原市 事務

川崎市 事務

広告業

技術サービス業（他に分類されないもの）

地方公務（略）

総合工事業

職別工事業(設備工事業を除く)

電子部品・デバイス・電子回路製造業

鉄道業

その他の小売業

不動産取引業
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2020年度 学科別就職先（住居学科 建築デザイン専攻）

業種 就職先名称 職種

旭化成ホームズ株式会社 設計

（株） アートリフォーム 設計

（株） イリア 総合職

設計

施工管理

スターツＣＡＭ株式会社 設計

積水ハウス株式会社 総合職

西武建設株式会社 総合職

（株） 藤田建装 設計

設備工事業 新菱冷熱工業株式会社 総合職

その他の製造業 コクヨ株式会社 総合職

ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社 SE

（株） システム情報 SE

その他の卸売業 三井ホームコンポーネント株式会社 総合職

その他の小売業 （株） Ｆｒａｎｃｆｒａｎｃ  販売

銀行業 （株） りそな銀行 総合職

（株） 大京穴吹不動産 総合職

（株） 東急コミュニティー 総合職

三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 総合職

（株） リブラン 総合職

不動産賃貸業・管理業 独立行政法人 都市再生機構 総合職

技術サービス業（他に分類されないもの） ネストアーキテクツ 設計

総合工事業

情報サービス業

不動産取引業

清水建設株式会社
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2020年度 学科別就職先（被服学科）

業種 就職先名称 職種

総合工事業 大成建設株式会社 事務

エイ・ジー・サービス株式会社 総合職

大広建設（株） 事務

（株） アルページュ 販売

（株） オンワード樫山 総合職

サンリッチモード（株） 総合職

（株） トンボ 総合職

（株） ノーリーズ 総合職

（株） ファイブフォックス 販売

瀬味証券印刷株式会社 総合職

図書印刷株式会社 総合職

生産用機械器具製造業 日本精工株式会社 事務

業務用機械器具製造業 リコージャパン株式会社 SE

輸送用機械器具製造業 スズキ株式会社 総合職

その他の製造業 ピジョン株式会社 総合職

通信業 （株） 日本テレメッセージ 販売

（株） アイエスエフネット SE

（株） ｉ‐ＮＯＳ SE

（株） いえらぶGROUP 営業

（株） ウエルストーン SE

（株） エム・フィールド SE

かんぽシステムソリューションズ株式会社 SE

（株） 京葉 事務

（株） アイフロント 総合職

楽天株式会社 総合職

キングレコード株式会社 総合職

（株） 集英社 総合職

道路旅客運送業 日本交通株式会社 自動車運転者

アイトス株式会社 総合職

（株） ゲストリスト 総合職

サンラリー株式会社 総合職

三井物産アイ・ファッション株式会社 総合職

機械器具卸売業 （株） 三ツワフロンテック 総合職

（株） エトワール海渡 総合職

タキヒヨー株式会社 総合職

各種商品小売業 ナガイレーベン（株） 総合職

青山商事株式会社 総合職

ＫＡＺＥＮ ＷＬＤ株式会社 企画

（株） さが美 総合職

（株） ダイドーフォワード 販売

（株） ワールドストアパートナーズ 販売

（株） ベイクルーズ 総合職

Ｍａｋｅｒʼｓ Ｓｈｉｒｔ 鎌倉株式会社 販売

（株） ヤマダヤ 販売

（株） ユナイテッドアローズ 販売

飲食料品小売業 ゴディバジャパン株式会社 販売

機械器具小売業 （株） オヤマダ 販売

アメアスポーツジャパン株式会社 販売

（株） クマヒラ 総合職

（株） ココカラファイン 販売

（株） ゾフ 販売

（株） ツルハ 総合職

(株) トレジャー・ファクトリー 販売

無店舗小売業 タンスのゲン株式会社 総合職

銀行業 （株） 清水銀行 総合職

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関 丸三証券株式会社 準総合職

住友生命保険相互会社 総合職

明治安田生命保険相互会社 営業

ナイス株式会社 事務

野村不動産アーバンネット株式会社 総合職

三井不動産リアルティ株式会社 事務

専門サービス業（他に分類されないもの） （株） ＪＲ東日本マネジメントサービス  総合職

広告業 （株） エードット 総合職

宿泊業 （株） 岩手ホテル＆リゾート 総合職

飲食店 （株） 銀座コージーコーナー 販売

洗濯・理容・美容・浴場業 （株） ミュゼプラチナム エステティシャン

その他の卸売業

織物・衣服・身の回り品小売業

その他の小売業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

不動産取引業

繊維・衣服等卸売業

設備工事業

繊維工業

印刷・同関連業

情報サービス業

映像・音声・文字情報制作業
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2020年度 学科別就職先（被服学科）

業種 就職先名称 職種

その他の生活関連サービス業 （株） ブライダルプロデュース 総合職

娯楽業 （株） 宝塚舞台 その他のサービス職業従事者

学校教育 千葉県公立高等学校 高等学校教員

その他の教育，学習支援業 （有） 英語の時間 個人教師（インストラクター）

ＩＭＳグループ 総合職

（医） 新宿レディースクリニック会 新宿レディースクリニック 事務

大宮中央クリニック 総合職

（株） ソラスト 総合職

日本年金機構 総合職

職業紹介・労働者派遣業 （株） エフイーティーブイ ディレクター

政治・経済・文化団体（略） （一財） 日本繊維製品品質技術センター 化学技術者

宗教（略） （宗） 観泉寺 総合職

千葉県 事務

東京都庁 事務

社会保険・社会福祉・介護事業

地方公務（略）

医療業
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2020年度 学科別就職先（家政経済学科）

業種 就職先名称 職種

総合工事業 （株） エヌ・ティ・ティファシリティーズ 営業

食料品製造業 双日食料（株） 総合職

化学工業 （株） ミルボン 総合職

鉄鋼業 （株） 西日本メタル 総合職

非鉄金属製造業 日本軽金属株式会社 事務

業務用機械器具製造業 （株） 堀場エステック 総合職

東京エレクトロン株式会社 事務

ミネベアミツミ株式会社 営業

電気業 （株） サイサン 事務

通信業 ソフトバンク株式会社 営業

ＮＲＩプロセスイノベーション株式会社 総合職

Ｔ＆Ｄ情報システム株式会社 SE

（株） 日立ソリューションズ・クリエイト SE

三井情報株式会社 総合職

三菱総研ＤＣＳ株式会社 SE

（株） 北海道新聞社 営業

（株） 毎日新聞社 記者

飲食料品卸売業 （株） ニシショウ産業 総合職

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 岩谷産業株式会社 事務

機械器具卸売業 パナソニック コンシューマーマーケティング株式会社 総合職

その他の卸売業 （株） マクニカ 事務

各種商品小売業 （株） 丸井 総合職

織物・衣服・身の回り品小売業 （株） アダストリア 販売

その他の小売業 アイングループ 販売

（株） りそな銀行 総合職

（株） 日本カストディ銀行 総合職

三井住友信託銀行株式会社 準総合職

(株) 日本政策投資銀行 事務

（株） 八十二銀行 総合職

（株） 三菱ＵＦＪ銀行 事務

（株） 商工組合中央金庫 準総合職

全国共済農業協同組合連合会 総合職

中央労働金庫 総合職

横浜信用金庫 総合職

イオンフィナンシャルサービス株式会社 準総合職

（株） ジェーシービー 準総合職

（株） しんきんカード 総合職

イオンクレジットサービス株式会社 準総合職

金融商品取引業，商品先物取引業 新生フィナンシャル株式会社 総合職

川崎市信用保証協会 総合職

東日本建設業保証株式会社 準総合職

三菱ＵＦＪ代行ビジネス株式会社 事務

共栄火災海上保険株式会社 準総合職

損保ジャパンパートナーズ株式会社 準総合職

ソニー生命保険株式会社 総合職

準総合職

営業

大同生命保険株式会社 準総合職

東京海上日動火災保険株式会社 準総合職

日本生命保険相互会社 営業

富国生命保険相互会社 事務

準総合職

営業

旭化成不動産レジデンス株式会社 事務

（株）セブン＆アイ・クリエイトリンク 総合職

みずほリース株式会社 事務

昭和リース株式会社 総合職

芙蓉総合リース株式会社 総合職

補助的金融業等

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

第一生命保険株式会社

明治安田生命保険相互会社

不動産取引業

物品賃貸業

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関

情報サービス業

電気機械器具製造業

映像・音声・文字情報制作業

銀行業

協同組織金融業
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2020年度 学科別就職先（家政経済学科）

業種 就職先名称 職種

専門サービス業（他に分類されないもの） （株） エスプールプラス 総合職

広告業 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 営業

広告業 （株） マイナビ 総合職

宿泊業 （株） ミリアルリゾートホテルズ 総合職

その他の教育，学習支援業 （株） ＡＢＣ Ｃｏｏｋｉｎｇ Ｓｔｕｄｉｏ 総合職

社会保険・社会福祉・介護事業 全国生活協同組合連合会 総合職

職業紹介・労働者派遣業 アデコ株式会社 総合職

（株） クオーレ 総合職

（株） ジャパンエキスパートシステム 事務

政治・経済・文化団体（略） （一財） 日本品質保証機構 総合職

国家公務（略） 国家専門職 国税専門官 国税専門官

東京都庁 事務

東京・特別区 事務

その他の事業サービス業

地方公務（略）
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2020年度 学科別就職先（日本文学科）

業種 就職先名称 職種

総合工事業 太平電業株式会社 事務

職別工事業(設備工事業を除く) 三井デザインテック株式会社 総合職

（株） アキテム 総合職

（株） 協和エクシオ 準総合職

食料品製造業 東京フード株式会社 総合職

窯業・土石製品製造業 クアーズテック株式会社 事務

生産用機械器具製造業 ニッタン株式会社 総合職

その他の製造業 伊藤景パック産業株式会社 総合職

キヤノン電子テクノロジー株式会社 SE

（株） アルファシステムズ 総合職

（株） アイルネット 販売

（株） インフォメーション クリエーティブ SE

（株） エスピック SE

共同システム開発株式会社 総合職

ＴＩＳ株式会社 営業

アドソル日進株式会社 SE

ユニシステム株式会社 総合職

ニッセイ情報テクノロジー株式会社 SE

日本ＳＥ株式会社 SE

（株） 日立ソリューションズ・クリエイト SE

（株） プロトコーポレーション 営業

ＣＴＣファーストコンタクト株式会社 総合職

富士通エンジニアリングテクノロジーズ株式会社 SE

スターツ出版株式会社 営業

（株） スペード・ワン ディレクター

中央出版株式会社 総合職

（株） ティー・ワイ・オー ディレクター

鉄道業 （株） JR東日本ステーションサービス 駅務

道路貨物運送業 （株） バンダイロジパル 総合職

運輸に附帯するサービス業 中野組商事有限会社 事務

各種商品卸売業 川重商事株式会社 事務

神鋼商事株式会社 事務

三井物産プラスチック株式会社 事務

アルファコミュニケーションズ株式会社 SE

（株） テクノピア 事務

（株） イトーヨーカ堂 総合職

（株） ライフコーポレーション 総合職

織物・衣服・身の回り品小売業 （株） 大創産業 総合職

飲食料品小売業 （株） 藤原商店 販売

ＭＸモバイリング株式会社 販売

（株） ヤマダホールディングス 総合職

（株） ラネット 総合職

アイングループ 事務

（株） プラザクリエイト 総合職

（株） 足利銀行 準総合職

（株） りそな銀行 総合職

（株） 常陽銀行 事務

（株） 三菱ＵＦＪ銀行 事務

大東京信用組合 総合職

中央労働金庫 総合職

中ノ郷信用組合 総合職

よこすか葉山農業協同組合 総合職

（株） 岡三証券グループ 準総合職

みずほ東芝リース株式会社 事務

（株） 整理回収機構 総合職

日本住宅ローン株式会社 総合職

朝日生命保険相互会社 準総合職

住友生命保険相互会社 営業

ともにあーる株式会社 総合職

日本生命保険相互会社 営業

日新火災海上保険株式会社 準総合職

日本コープ共済生活協同組合連合会 総合職

補助的金融業等

設備工事業

情報サービス業

映像・音声・文字情報制作業

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業

機械器具卸売業

各種商品小売業

機械器具小売業

その他の小売業

銀行業

協同組織金融業

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）
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2020年度 学科別就職先（日本文学科）

業種 就職先名称 職種

富国生命保険相互会社 準総合職

（株） 保険見直し本舗 営業

準総合職

営業

ケイアイスター不動産株式会社 総合職

（株） ＳＴＡＲＴ 営業

（株） ダーウィンプラス 総合職

三井不動産リアルティ株式会社 総合職

三菱地所プロパティマネジメント株式会社 総合職

不動産賃貸業・管理業 イオンモール株式会社 総合職

弁護士法人子浩法律事務所 秘書

（株） スマートリンク 事務

（株） 日本デザイン 営業

（株） 電通パブリックリレーションズ 総合職

（株） 博報堂アイ・スタジオ 総合職

宿泊業 （株） セルリアンタワー東急ホテル 営業

娯楽業 西東京スポーツセンター株式会社 個人教師（インストラクター）

（学） 東京農業大学 総合職

神奈川県公立高等学校 高等学校教員

栃木県公立高等学校 高等学校教員

山形県公立中学校 中学校教員

埼玉県公立中学校 中学校教員

東京都公立中学校 中学校教員

角川ドワンゴ学園 高等学校教員

（株） Ｇｒｏｗ-Ｓ 児童指導員

（株） 早稲田アカデミー 事務

医療業 （医） 尚仁会 中村内科クリニック 事務

（社） 家の光協会 総合職

（社福） 葛飾学園 児童指導員

(株) ケアリッツ・アンド・パートナーズ 営業

（公財） 東京都福祉保健財団 事務

（株） ニチイケアパレス 総合職

パーソルキャリア株式会社 総合職

レイス株式会社 総合職

総合職

SE

（株） テー・オー・ダブリュー 総合職

富士通コミュニケーションサービス株式会社 総合職

（一財） 今治文化振興会 学芸員

（公財） 結核予防会 事務

独立行政法人 労働者健康安全機構 事務

茨城県 事務

埼玉県 事務

川口市 事務

さいたま市 事務

富士見市 事務

戸田市 事務

木更津市 事務

市川市 事務

川崎市 事務

セコム株式会社その他の事業サービス業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

明治安田生命保険相互会社

不動産取引業

専門サービス業（他に分類されないもの）

広告業

政治・経済・文化団体（略）

地方公務（略）

学校教育

その他の教育，学習支援業

社会保険・社会福祉・介護事業

職業紹介・労働者派遣業
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2020年度 学科別就職先（英文学科）

業種 就職先名称 職種

総合工事業 住友林業アーキテクノ（株） 事務

三井デザインテック株式会社 総合職

（株） 三越伊勢丹プロパティ・デザイン 総合職

設備工事業 Next Power株式会社 総合職

食料品製造業 （株） ユーハイム 店⾧候補

飲料・たばこ・飼料製造業 （株） ヤクルト本社 総合職

繊維工業 （株） エフリード 事務

パルプ・紙・紙加工品製造業 福助工業株式会社 準総合職

印刷・同関連業 日経印刷株式会社 総合職

化学工業 （株） 伊勢半 総合職

オルガノ株式会社 総合職

（株） ディスコ 事務

電気機械器具製造業 ＪＲ東日本メカトロニクス株式会社 営業

青森放送株式会社 総合職

石川テレビ放送株式会社 アナウンサー

（株） ビーエスフジ ディレクター

（株） Ｉ２Ｃ SE

（株） イプロス 営業

インフォテックス（株） SE

（株） Ｇｅｅｋｌｙ 総合職

恒和システム株式会社 SE

（株） ジャパンコンピューターサービス SE

（株） シーナッツ 営業

（株） セールスフォース・ドットコム 総合職

パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社 事務

（株） ビヨンド 総合職

(株) ＵＳＥＮーＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 総合職

楽天株式会社 総合職

日本貨物鉄道株式会社 総合職

東日本旅客鉄道株式会社 駅務

道路貨物運送業 佐川急便株式会社 営業

日本ロジステック株式会社 総合職

日本紙運輸倉庫株式会社 総合職

富士物流株式会社 総合職

運輸に附帯するサービス業 近海郵船（株） 総合職

各種商品卸売業 丸紅株式会社 事務

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 稲畑産業株式会社 事務

伊藤忠紙パルプ株式会社 事務

イシグロ株式会社 事務

（株） 木村洋行 事務

（株） 共同紙販ホールディングス 総合職

（株） マックスマーラジャパン 販売

（株） マルミツポテリ 販売

各種商品小売業 ジェイアール東日本商業開発株式会社 総合職

（株） アイリス 総合職

（株） ユナイテッドアローズ 販売

飲食料品小売業 （株） 庄司酒店 総合職

アイングループ 総合職

ジュピターショップチャンネル株式会社 総合職

（株） システムステーション 総合職

（株） ハイサイド 総合職

（株） 花政 販売

無店舗小売業 （株） 大嶌屋 コールセンターオペレーター

(株) 日本政策投資銀行 事務

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 事務

スバルファイナンス株式会社 総合職

三菱ＵＦＪニコス株式会社 総合職

野村證券株式会社 準総合職

金融商品取引業，商品先物取引業 SBIマネープラザ株式会社 総合職

アイペット損害保険株式会社 事務

（株） かんぽ生命保険 準総合職

住友生命保険相互会社 事務

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

職別工事業(設備工事業を除く)

生産用機械器具製造業

放送業

情報サービス業

鉄道業

倉庫業

その他の卸売業

織物・衣服・身の回り品小売業

その他の小売業

銀行業

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関
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2020年度 学科別就職先（英文学科）

業種 就職先名称 職種

三井住友海上火災保険株式会社 準総合職

準総合職

営業

東京海上日動火災保険株式会社 準総合職

富国生命保険相互会社 営業

ＭＤＯｎｅ株式会社 総合職

オークラヤ住宅株式会社 営業

住友不動産販売株式会社 事務

（株） 大京アステージ 総合職

三菱地所レジデンス株式会社 総合職

三井不動産リアルティ株式会社 事務

アクセンチュア株式会社 コンサルタント

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 秘書

ＴＭＩ総合法律事務所 秘書

西村あさひ法律事務所 秘書

（一財） 日本不動産研究所 事務

弁護士法人・響 法務従事者

ＢｅＡｍｂｉｔｉｏｕｓ社会保険労務士法人 事務

弁護士法人 ベリーベスト法律事務所 事務

（株） アペックス 総合職

（株） サイバーエージェント 総合職

（株） 第一弘報社 総合職

（株） ディー・エヌ・エー Web・グラフィックデザイナー

住友不動産ヴィラフォンテーヌ株式会社 総合職

（株） 三井不動産ホテルマネジメント 営業

洗濯・理容・美容・浴場業 （株） ＧＩＳＥＬＥ エステティシャン

（株） エイチ・アイ・エス 総合職

トラベル・スタンダード・ジャパン株式会社 総合職

娯楽業 ＴＯＨＯシネマズ株式会社 総合職

（学） 国際医療福祉大学 事務

（学） 帝京科学大学 総合職

東京都公立中学校 中学校教員

（株） さなる 個人教師（インストラクター）

全研本社株式会社 総合職

ＡＨＣグループ株式会社 ソーシャルワーカー

（株） スーパー・コート ケアワーカー

全国農業協同組合連合会 総合職

（株） ベネッセスタイルケア ケアワーカー

総合職

事務

（株） エイジェック 事務

パーソルテンプスタッフ株式会社 事務

（株） ラブキャリア 総合職

（株） リクルートスタッフィング（派遣社員） 事務

その他の事業サービス業 東京ガスカスタマーサポート株式会社 総合職

神奈川県 事務

船橋市 事務

地方公務（略）

第一生命保険株式会社

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

不動産取引業

専門サービス業（他に分類されないもの）

広告業

宿泊業

（株） アウトソーシングテクノロジー

その他の生活関連サービス業

学校教育

その他の教育，学習支援業

社会保険・社会福祉・介護事業

職業紹介・労働者派遣業
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2020年度 学科別就職先（史学科）

業種 就職先名称 職種

総合工事業 日本総合住生活株式会社 総合職

日清オイリオ株式会社 事務

（株） やまか 販売

繊維工業 （株） アルページュ 販売

印刷・同関連業 （株） リーブルテック 総合職

化学工業 エーザイ株式会社 営業

プラスチック製品製造業（別掲を除く） 朋和産業株式会社 総合職

非鉄金属製造業 （株） 山王 事務

生産用機械器具製造業 ＡＤＶＡＮＴＥＣグループ 総合職

リコージャパン株式会社 営業

ロジスネクスト東京株式会社 営業

電子部品・デバイス・電子回路製造業 菱洋エレクトロ株式会社 総合職

放送業 日本放送協会 アナウンサー

（株） アルテニカ SE

（株） ＷＩＬＬ SE

ＤＩＲインフォメーションシステムズ株式会社 SE

（株） シンカーミクセル SE

（株） ＮＴＴデータフロンティア SE

ＳＣＳＫ株式会社 SE

（株） ＣＬＩＳ SE

（株） 電縁 SE

ＴＩＳ株式会社 営業

日本情報産業株式会社 SE

日本システムランド株式会社 SE

日本電気通信システム株式会社 SE

（株） ネットワーク SE

（株） ホットリンク コンサルタント

（株） ホクリン SE

明治安田システム・テクノロジー株式会社 SE

映像・音声・文字情報制作業 ｃｏｎＳｅｐｔ合同会社 ディレクター

鉄道業 東日本旅客鉄道株式会社 駅務

道路貨物運送業 ＳＧホールディングス株式会社 総合職

水運業 明治海運株式会社 総合職

各種商品卸売業 （株） 共栄商事 事務

飲食料品卸売業 豊商事株式会社 営業

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 田邊工業株式会社 総合職

（株） そごう・西武 総合職

（株） 丸井 総合職

織物・衣服・身の回り品小売業 （株） エフ・ディ・シィ・フレンズ 販売

飲食料品小売業 井筒まい泉株式会社 総合職

（株） インチャージ 販売

（株） ジャパネットたかた 総合職

日本調剤グループ 事務

（株） ノジマ 総合職

（株） 静岡銀行 総合職

（株） 福井銀行 準総合職

協同組織金融業 川口信用金庫 総合職

住友生命保険相互会社 営業

三井住友海上火災保険株式会社 準総合職

日本生命保険相互会社 営業

明治安田生命保険相互会社 営業

スターツコーポレーション株式会社 総合職

三菱地所ハウスネット株式会社 総合職

不動産賃貸業・管理業 （株） 西武開発 総合職

みずほ丸紅リース株式会社 事務

（株） オリコオートリース 事務

ニッポンレンタカーサービス株式会社 総合職

リコーリース株式会社 総合職

アクセンチュア株式会社 コンサルタント

ＮＯＣアウトソーシング＆コンサルティング株式会社 事務

イチネンホールディングス 総合職

シアトルコンサルティング株式会社 SE

（株） スタイル・エッジＣＡＲＥＥＲ 営業

（株） ベイカレント・コンサルティング 総合職

広告業 （株） ＣＩＲＣＵＳ 営業

銀行業

食料品製造業

業務用機械器具製造業

情報サービス業

各種商品小売業

その他の小売業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

不動産取引業

物品賃貸業

専門サービス業（他に分類されないもの）
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2020年度 学科別就職先（史学科）

業種 就職先名称 職種

（株） 京王プレッソイン 総合職

リゾートトラスト株式会社 客室係

持ち帰り・配達飲食サービス業 （株） オリンピア 販売

その他の生活関連サービス業 クラブツーリズム株式会社 総合職

娯楽業 （株） ベガスベガス 営業

（学） 東京歯科大学 事務

埼玉県公立中学校 中学校教員

（医） 新宿レディースクリニック会 新宿レディースクリニック 事務

桐和会グループ 事務

社会保険・社会福祉・介護事業 東京都国民健康保険団体連合会 総合職

協同組合（他に分類されないもの） （社） 横浜港湾福利厚生協会 総合職

（株） ティーアイアール 総合職

ＵＴコンストラクション株式会社 施工管理

（株） Ｌｉｎｇ 販売

（株） ケン＆スタッフ その他のサービス職業従事者

日本マニュファクチャリングサービス株式会社 総合職

国家公務（略） 国家専門職 国税専門官 国税専門官

東京都庁 事務

静岡県 事務

春日部市 事務

鴻巣市 事務

さいたま市 事務

東京・特別区 事務

西東京市 事務

千葉県警察本部 事務

医療業

職業紹介・労働者派遣業

その他の事業サービス業

地方公務（略）

宿泊業

学校教育
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2020年度 学科別就職先（現代社会学科）

業種 就職先名称 職種

繊維工業 （株） イング 販売

凸版印刷株式会社 総合職

（株） ホーナンドー 総合職

非鉄金属製造業 日本軽金属株式会社 事務

（株） ディスコ 事務

冨士ダイス株式会社 総合職

情報通信機械器具製造業 富士通株式会社 総合職

その他の製造業 （株） 良品計画 販売

放送業 日本放送協会 総合職

（株） イーエムネットジャパン 総合職

（株） いえらぶGROUP 総合職

（株） イントワークス 総合職

ＮＴＴデータジェトロニクス株式会社 SE

（株） ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア SE

ＳＣＳＫ株式会社 SE

（株） キューブシステム SE

（株） 光和コンピューター SE

（株） システナ SE

(株) シティ・コム SE

（株） セイノー情報サービス コンサルタント

東京海上日動システムズ株式会社 SE

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社 SE

（株） NEXCOシステムズ SE

パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社 事務

（株） 日立社会情報サービス SE

インターネット附随サービス業 （株） ブックウォーカー SE

（株） 新潟日報社 記者

（株） 放送技術社 放送技術

倉庫業 安田倉庫株式会社 準総合職

（株） オートバックスセブン 総合職

（株） デンソーソリューション 総合職

イオンリテール株式会社 総合職

（株） タチヤ 販売

（株） 丸井 総合職

（株） ベイクルーズ 総合職

（株） ユニクロ 総合職

飲食料品小売業 ゴディバジャパン株式会社 販売

アイコミュニケーション株式会社 販売

（株） 大塚商会 総合職

（株） キディランド 総合職

東京ガスオールワンエナジー株式会社 総合職

（株） ニトリ 総合職

（株） 豊商会 総合職

銀行業 （株） りそな銀行 総合職

信金中央金庫 事務

東京信用金庫 総合職

イオンフィナンシャルサービス株式会社 総合職

（株） クレディセゾン 準総合職

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 準総合職

イオン保険サービス株式会社 総合職

ＭＳ＆ＡＤ事務サービス株式会社 事務

準総合職

事務

共栄火災海上保険株式会社 準総合職

住友生命保険相互会社 営業

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 準総合職

総合職

準総合職

織物・衣服・身の回り品小売業

その他の小売業

協同組織金融業

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関

印刷・同関連業

生産用機械器具製造業

情報サービス業

映像・音声・文字情報制作業

機械器具卸売業

各種商品小売業

（株） かんぽ生命保険

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

第一生命保険株式会社
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2020年度 学科別就職先（現代社会学科）

業種 就職先名称 職種

第一生命保険株式会社 営業

大同生命保険株式会社 準総合職

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 準総合職

（株） 保険見直し本舗 総合職

大樹生命保険株式会社 総合職

準総合職

営業

事務

（株） エイブル 営業

（株） オープンハウス 総合職

（株） 奥野住販 総合職

環境ステーション株式会社 総合職

日清紡都市開発株式会社 総合職

（株） リビングコンシェル 総合職

不動産賃貸業・管理業 大東建託パートナーズ株式会社 事務

オリックス株式会社 総合職

（株） オリコオートリース 事務

三井住友ファイナンス＆リース株式会社 事務

住友三井オートサービス株式会社 事務

アクセンチュア株式会社 コンサルタント

アサヒサンクリーン株式会社 総合職

（株） エスプール 総合職

（一財） 日本不動産研究所 事務

（株） 電通カスタマーアクセスセンター 総合職

ブルースクレイ・ジャパン株式会社 コンサルタント

（株） マイナビ 総合職

宿泊業 （株） ＢＵＢ 総合職

洗濯・理容・美容・浴場業 （株） アートネイチャー 総合職

学校教育 神奈川県公立高等学校 高等学校教員

医療業 表参道メディカルクリニック 事務

（社福） 恩賜財団 東京都同胞援護会 ソーシャルワーカー

埼玉県国民健康保険団体連合会 総合職

（株） ソラスト ケアワーカー

（社福） みその 聖園子供の家 児童指導員

（株） ココルポート 福祉相談員

郵便局 日本郵便株式会社 準総合職

アフラック収納サービス株式会社 総合職

コクー株式会社 事務

レイス株式会社 総合職

レバレジーズ株式会社 総合職

イオンディライト株式会社 総合職

エイチアールワン株式会社 事務

住友商事フィナンシャルマネジメント株式会社 事務

裁判所 一般職 事務

国家一般職 事務

埼玉県 事務

東京・特別区 事務

座間市 事務

地方公務（略）

明治安田生命保険相互会社

不動産取引業

物品賃貸業

専門サービス業（他に分類されないもの）

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

広告業

社会保険・社会福祉・介護事業

職業紹介・労働者派遣業

その他の事業サービス業

国家公務（略）
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2020年度 学科別就職先（社会福祉学科）

業種 就職先名称 職種

食料品製造業 第一屋製パン株式会社 総合職

業務用機械器具製造業 東京計装株式会社 事務

ＮＴＴコムウェア株式会社 総合職

ＮＴＴデータシステム技術株式会社 SE

ＭＳ＆ＡＤシステムズ株式会社 SE

キヤノンITソリューションズ株式会社 SE

（株） ケーピーエス SE

キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 総合職

（株） ＴＫＣ SE

日本情報産業株式会社 SE

（株） ネオシステム SE

映像・音声・文字情報制作業 （株） 日刊工業新聞社 総合職

倉庫業 澁澤倉庫株式会社 総合職

飲食料品卸売業 日清商事株式会社 事務

その他の卸売業 （株） トーハン 総合職

各種商品小売業 イオンリテール株式会社 総合職

ＭＸモバイリング株式会社 販売

（株） ベルパーク 販売

アイコミュニケーション株式会社 販売

（株） クリエイトエス・ディー 準総合職

（株） サンドラッグ 店⾧候補

（株） 新城 総合職

（株） 足利銀行 総合職

（株） 千葉銀行 総合職

三井住友信託銀行株式会社 準総合職

（株） 肥後銀行 総合職

多摩信用金庫 総合職

中央労働金庫 総合職

アニコム損害保険株式会社 準総合職

住友生命保険相互会社 営業

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 準総合職

三井住友海上火災保険株式会社 準総合職

東京海上日動火災保険株式会社 準総合職

日本生命保険相互会社 営業

大樹生命保険株式会社 東京プラネット事業部 営業

明治安田生命保険相互会社 営業

不動産取引業 三井不動産リアルティ株式会社 事務

物品賃貸業 （株） ヤマシタ 営業

専門サービス業（他に分類されないもの） ⾧島・大野・常松法律事務所 秘書

技術サービス業（他に分類されないもの） （株）サカイホールディングス 総合職

洗濯・理容・美容・浴場業 （株） 白洋舎 準総合職

その他の生活関連サービス業 クラブツーリズム株式会社 総合職

（医） 五星会 菊名記念病院 社会福祉士

独立行政法人地域医療機能推進機構 関東地区事務所 総合職

戸田中央医科グループ ソーシャルワーカー

日本赤十字社 大森赤十字病院 ソーシャルワーカー

（医） めぐみ会 事務

ＮＰＯ法人 アントワープカウンセリングオフィス ソーシャルワーカー

あいリレー福祉事業グループ ケアワーカー

（株） インターネットインフィニティー 総合職

（株） 学研ココファン ケアワーカー

(株) ケアリッツ・アンド・パートナーズ 営業

東京海上日動ベターライフサービス株式会社 ケアワーカー

（社） すぎのこ会 ソーシャルワーカー

（社福） 龍岡会 福祉相談員

（株） ツクイ ケアワーカー

（社福） 芙蓉会 社会福祉士

（株） ベネッセスタイルケア 総合職

情報サービス業

機械器具小売業

その他の小売業

銀行業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

協同組織金融業

医療業

社会保険・社会福祉・介護事業
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2020年度 学科別就職先（社会福祉学科）

業種 就職先名称 職種

（株） ベネッセスタイルケア ケアワーカー

（社福） 奉優会 総合職

ＳＯＭＰＯケア株式会社 ケアワーカー

（社福） 横浜市社会福祉協議会 社会福祉主事

（社福） 若竹大寿会 ケアワーカー

協同組合（他に分類されないもの） 生活協同組合コープみらい 総合職

職業紹介・労働者派遣業 シミックキャリア株式会社 総合職

セコム株式会社 準総合職

三井不動産ファシリティーズ株式会社 事務

海上自衛隊 自衛官

国家専門職 法務省専門職員（人間科学） カウンセラー（心理職）

埼玉県 事務

東京都庁 福祉専門職

神奈川県 福祉専門職

成田市 事務

横浜市 福祉専門職

その他の事業サービス業

地方公務（略）

国家公務（略）

社会保険・社会福祉・介護事業
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2020年度 学科別就職先（教育学科）

業種 就職先名称 職種

職別工事業(設備工事業を除く) （株） 佐藤塗装 総合職

石油製品・石炭製品製造業 （株） 台和 総合職

その他の製造業 （株） ジャクエツ 営業

（株） ＣＬＩＳ SE

テクノシステム株式会社 営業

（株） ＬｏｉＬｏ 総合職

映像・音声・文字情報制作業 （株） ティー・ワイ・オー ディレクター

その他の卸売業 ユザワヤ商事株式会社 販売

機械器具小売業 （株） サンオータス 総合職

その他の小売業 ヤマヒロ株式会社 総合職

（株） りそな銀行 総合職

三井住友信託銀行株式会社 準総合職

協同組織金融業 松本信用金庫 総合職

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関 イオンフィナンシャルサービス株式会社 総合職

住友生命保険相互会社 営業

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 準総合職

明治安田生命保険相互会社 営業

（株） ＭＤＩ 総合職

野村不動産パートナーズ株式会社 居住施設・ビル等管理人

三井不動産商業マネジメント株式会社 総合職

物品賃貸業 （株） ヤマシタ 営業

専門サービス業（他に分類されないもの） ＰｗＣ京都監査法人 総合職

飲食店 スターバックスコーヒー ジャパン株式会社 総合職

持ち帰り・配達飲食サービス業 ソシオークホールディングス株式会社 総合職

（学） 相模中央学園 中央幼稚園 幼稚園教諭

柿の実幼稚園 幼稚園教諭

（学） 内木学園 第二薬師寺幼稚園 幼稚園教諭

若宮幼稚園 幼稚園教諭

（学） 金港学園 金港幼稚園 幼稚園教諭

（学） 横浜アイリス学園 幼稚園教諭

セント・ベル幼稚園 幼稚園教諭

（学） 神崎学園 藤沢いずみ幼稚園 幼稚園教諭

丸山幼稚園 幼稚園教諭

相模原市公立小学校 小学校教員

横浜市公立小学校 小学校教員

神奈川県公立小学校 小学校教員

千葉県公立小学校 小学校教員

山梨県公立小学校 小学校教員

北海道公立小学校 小学校教員

川崎市公立小学校 小学校教員

玉村町公立小学校 小学校教員

さいたま市公立小学校 小学校教員

埼玉県公立小学校 小学校教員

東京都公立小学校 小学校教員

富山県公立小学校 小学校教員

国立学園小学校 小学校教員

その他の教育，学習支援業 （株） ナガセ 総合職

アース・キッズ株式会社 児童指導員

（株） 明日葉 児童指導員

（社福） 彩保育会 WITHグループ 保育士

（株） こどもの森 保育士

ライクキッズ株式会社 総合職

（有） 塚本商事 児童指導員

（株） ニチイ学館 総合職

ＨＩＴＯＷＡキッズライフ株式会社 保育士

ＮＰＯ法人 フローレンス 保育士

その他の事業サービス業 （株） ＫＤＤＩエボルバ 総合職

春日部市 事務

川崎市 事務

津南町 保育士

地方公務（略）

学校教育

情報サービス業

銀行業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

不動産賃貸業・管理業

社会保険・社会福祉・介護事業
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2020年度 学科別就職先（心理学科）

業種 就職先名称 職種

総合工事業 積水ハウス株式会社 総合職

石油製品・石炭製品製造業 出光ルブテクノ株式会社 総合職

（株） 神奈中情報システム SE

（株） ＪＴＢ情報システム 総合職

（株） 中央コンピュータシステム SE

（株） ＮＴＴデータＮＪＫ SE

ピー・シー・エー株式会社 営業

（株） フォーラムエイト 総合職

（株） ヘッドウォータース SE

明治安田システム・テクノロジー株式会社 SE

（株） Ｚ会 総合職

ひかりのくに株式会社 総合職

各種商品卸売業 エム・シー・ヘルスケアグループ 総合職

飲食料品卸売業 （株） 日辰 事務

織物・衣服・身の回り品小売業 （株） ワークマン 総合職

機械器具小売業 ビッグモーターグループ 総合職

その他の小売業 （株） カインズ 総合職

銀行業 （株） 大東銀行 総合職

セレサ川崎農業協同組合 総合職

農林中央金庫 総合職

ＭＳ＆ＡＤ事務サービス株式会社 事務

住友生命保険相互会社 営業

チューリッヒ保険 総合職

東京海上日動あんしん生命保険株式会社 準総合職

東京海上日動安心１１０番株式会社 総合職

不動産取引業 三井住友トラスト不動産株式会社 総合職

物品賃貸業 住友三井オートサービス株式会社 事務

専門サービス業（他に分類されないもの） （株） 船井総合研究所 コンサルタント

その他の生活関連サービス業 （株） テイク・フォー ウェディングプランナー

娯楽業 （株） ラウンドワン 準総合職

ＳＢＣメディカルグループ 総合職

（医） 研医会 事務

⾧野県厚生農業協同組合連合会 総合職

（社福） 天童会 秋津療育園 ソーシャルワーカー

（株） ニチイ学館 総合職

（株） ベネッセスタイルケア ケアワーカー

（社福） 若竹大寿会 ケアワーカー

職業紹介・労働者派遣業 （株） パソナ 総合職

東京水道株式会社 総合職

ＪＲ東日本ビルテック株式会社 総合職

綜合警備保障株式会社 営業

（一社）日本自動車連盟 総合職

国家公務（略） 海上自衛隊 事務

川口市 事務

上田市 事務

警視庁 事務

その他の事業サービス業

地方公務（略）

情報サービス業

映像・音声・文字情報制作業

協同組織金融業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

医療業

社会保険・社会福祉・介護事業
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2020年度 学科別就職先（文化学科）

業種 就職先名称 職種

（株） ＩＨＩ建材工業 事務

大林道路株式会社 総合職

設備工事業 （株） Ｊ−ＰＯＷＥＲハイテック 総合職

食料品製造業 （株） ふくや 総合職

印刷・同関連業 アベイズム株式会社 編集

信越化学工業株式会社 事務

（株） ラッシュジャパン 製造従事者

電子部品・デバイス・電子回路製造業 旭陽電気株式会社 事務

電気機械器具製造業 理化工業株式会社 総合職

情報通信機械器具製造業 日本電気株式会社 営業

九州朝日放送株式会社 企画

山陰中央テレビジョン放送株式会社 総合職

（株） アイルネット 総合職

インターネットウェア株式会社 SE

（株） インテックソリューションパワー SE

（株） エイエイエス SE

（株） コンピュータマネジメント SE

（株） 国際システム SE

サン・エム・システム株式会社 SE

（株） システムリサーチ SE

（株） スリーアイ SE

ナカシャクリエイテブ株式会社 総合職

（株） ＣＩＪ SE

（株） ＮＳＤ SE

（株） プロトメディカルケア 営業

ワールドビジネスセンター株式会社 SE

（株） スクイズ ディレクター

（有） 菁映社 Web・グラフィックデザイナー

第一法規株式会社 総合職

（株） 近鉄エクスプレス 総合職

東日本旅客鉄道株式会社 駅務

水運業 （株） 国際エキスプレス 総合職

航空運輸業 フェデラルエクスプレスジャパン株式会社 地上職

飲食料品卸売業 （株） 船昌 事務

建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 （株） ＵＥＸ 総合職

リリカラ株式会社 総合職

ＴＳネットワーク株式会社 総合職

各種商品小売業 （株） ルミネ 事務

織物・衣服・身の回り品小売業 （株） いつ和 販売

飲食料品小売業 （株） 紀ノ國屋 総合職

（株） アクティブコレクション 事務

コネクシオ株式会社 販売

準総合職

事務

（株） アイセイ薬局 準総合職

（株） カインズ 総合職

（株） 島忠 販売

（株） ノジマ 総合職

（株） 鹿児島銀行 総合職

（株） 国際協力銀行 事務

三井住友信託銀行株式会社 準総合職

城南信用金庫 総合職

ＪＡ東京中央 総合職

沼津信用金庫 総合職

貸金・クレジットカード業等非預金信用機関 （株） 岡三証券グループ 総合職

金融商品取引業，商品先物取引業 トヨタファイナンシャルサービス株式会社 総合職

補助的金融業等 三菱ＵＦＪ代行ビジネス株式会社 事務

営業

事務

三井住友海上火災保険株式会社 準総合職

第一生命保険株式会社 営業

日本生命保険相互会社 営業

富国生命保険相互会社 準総合職

明治安田生命保険相互会社 営業

その他の卸売業

鉄道業

総合工事業

化学工業

放送業

情報サービス業

映像・音声・文字情報制作業

機械器具小売業

アイングループその他の小売業

銀行業

協同組織金融業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む） 住友生命保険相互会社
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2020年度 学科別就職先（文化学科）

業種 就職先名称 職種

不動産取引業 三菱地所コミュニティ株式会社 総合職

不動産賃貸業・管理業 京急開発株式会社 総合職

大森法律事務所 秘書

ＳＡＴＯ社会保険労務士法人 総合職

（株） Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ 総合職

西村あさひ法律事務所 秘書

（株） Ｔ＆Ｔアド 総合職

（株） リンクス SE

宿泊業 オリックス・ホテルマネジメント株式会社 総合職

飲食店 （株） なか卯 総合職

（株） たちばな 総合職

（株） ディアーズ・ブレイン ウェディングプランナー

東武トップツアーズ株式会社 営業

（株） ＪＴＢ 準総合職

四季株式会社 ディレクター

吉本興業株式会社 総合職

その他の教育，学習支援業 （株） 東京個別指導学院 総合職

医療業 横尾動物病院 保健医療サービス職業従事者

協同組合（他に分類されないもの） 日本生活協同組合連合会 総合職

アフラック収納サービス株式会社 総合職

ｏｐｚｔ株式会社 事務

（株） フェローズ 総合職

（株） ＢＬＵＥ SE

その他の事業サービス業 （株） ジールアソシエイツ 総合職

政治・経済・文化団体（略） 府中文化振興財団 事務

国家公務（略） 国家一般職 事務

埼玉県 事務

東京・特別区 事務

東村山市 事務

地方公務（略）

専門サービス業（他に分類されないもの）

広告業

その他の生活関連サービス業

娯楽業

職業紹介・労働者派遣業
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2020年度 学科別就職先（数物科学科）

業種 就職先名称 職種

総合工事業 大東建託株式会社 総合職

食料品製造業 山崎製パン株式会社 総合職

印刷・同関連業 大日本印刷株式会社 総合職

業務用機械器具製造業 アンリツ株式会社 総合職

電気機械器具製造業 三菱電機株式会社 総合職

（株） 日立国際電気 SE

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 総合職

営業

SE

（株） 日立製作所 SE

総合職

SE

輸送用機械器具製造業 ヤマハ発動機株式会社 総合職

ＮＴＴインターネット株式会社 SE

ソフトバンク株式会社 総合職

東日本電信電話株式会社 総合職

放送業 日本放送協会 総合職

ドコモ・システムズ株式会社 SE

（株）アプサ SE

（株） インテック SE

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 総合職

ＮＴＴコムウェア株式会社 総合職

（株） ＮＴＴデータフロンティア SE

ＮＴＴデータフォース株式会社 SE

（株） ＮＴＴデータ・フィナンシャルコア SE

（株） エムシーキューブＨＤ SE

かんぽシステムソリューションズ株式会社 SE

ＮＴＴデータソフィア株式会社 総合職

（株） テイクス SE

ＴＩＳ株式会社 SE

東芝デジタルソリューションズ株式会社 SE

日本アイ・ビー・エム株式会社 SE

アドソル日進株式会社 SE

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社 SE

（株） 日立産業制御ソリューションズ SE

（株） 日立社会情報サービス SE

富士通ネットワークソリューションズ株式会社 SE

三井情報株式会社 総合職

（株） ラック 総合職

ＲＥＮＣＨ合同会社 SE

その他の卸売業 （株） 東京エコール 営業

各種商品小売業 イオンリテール株式会社 総合職

日本銀行 SE

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 事務

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 準総合職

第一生命保険株式会社 準総合職

日本コープ共済生活協同組合連合会 総合職

明治安田生命保険相互会社 準総合職

アクセンチュア株式会社 SE

関内会計 岩崎智彦税理士事務所 事務

（株） タマディック 設計

ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社 SE

飲食店 （株） 安楽亭 店⾧候補

群馬県公立中学校 中学校教員

東京都公立中学校 中学校教員

浜松学芸中学・高等学校 中学校教員

医療業 湘南美容クリニック 営業

社会保険・社会福祉・介護事業 （株） 吉田フロアー/ＮＰＯ法人楽しいわが家 ケアワーカー

（株） アウトソーシングテクノロジー 総合職

（株） スタッフサービス エンジニアリング事業本部 SE

銀行業

情報通信機械器具製造業

日本電気株式会社

富士通株式会社

通信業

情報サービス業

保険業（保険代理業，保険サービス業含む）

専門サービス業（他に分類されないもの）

技術サービス業（他に分類されないもの）

学校教育

職業紹介・労働者派遣業
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2020年度 学科別就職先（数物科学科）

業種 就職先名称 職種

国家公務（略） 国家一般職 事務
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2020年度 学科別就職先（物質生物科学科）

業種 就職先名称 職種

（株） きのした 総合職

（株） サンジェルマン 総合職

飲料・たばこ・飼料製造業 森永乳業株式会社 品質管理

印刷・同関連業 凸版印刷株式会社 総合職

花王株式会社 SE

協和キリン株式会社 営業

ゼリア新薬工業株式会社 営業

曽田香料株式会社 総合職

業務用機械器具製造業 （株） エンプラス 総合職

（株）シー・アール・エム 総合職

ＮＥＣプラットフォームズ株式会社 SE

富士ゼロックス株式会社 SE

通信業 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 総合職

ＡＪＳ株式会社 SE

ＮＴＴコムウェア株式会社 総合職

ＳＯＭＰＯシステムズ株式会社 SE

サイバーステップ株式会社 総合職

スミセイ情報システム株式会社 SE

（株） 中央コンピュータシステム SE

（株） ＴＫＣ SE

テクノ・ソフトウェアサービス株式会社 SE

ＴＩＳ株式会社 SE

東芝デジタルソリューションズ株式会社 SE

（株） ニッポンダイナミックシステムズ SE

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 SE

日本電気通信システム株式会社 SE

ＮＥＣフィールディング株式会社 総合職

（株） 日経統合システム SE

（株） フジミック SE

三菱総研ＤＣＳ株式会社 SE

（株） モノリス SE

映像・音声・文字情報制作業 （株） ＮＸ ディレクター

その他の卸売業 （株） 日本アクセス 総合職

（株） 大塚商会 総合職

（株） スギ薬局 総合職

（株） りそな銀行 総合職

（株） 日本カストディ銀行 総合職

協同組織金融業 中央労働金庫 総合職

保険業（保険代理業，保険サービス業含む） 明治安田生命保険相互会社 営業

学術・開発研究機関 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 事務

広告業 （株） メンバーズ SE

技術サービス業（他に分類されないもの） ＮＴＴアドバンステクノロジ株式会社 SE

洗濯・理容・美容・浴場業 （株） イノス・ジャポン エステティシャン

（株） 創英コーポレーション 総合職

（株） ユーキャン 総合職

医療業 （医社） アドベント 鼻のクリニック東京 事務

（社福） 育心会 ソーシャルワーカー

（株） ニチイ学館 事務

アドバンテック株式会社 化学技術者

（株） アウトソーシングテクノロジー 総合職

（株） ＥＰ綜合 準総合職

ＷＤＢ株式会社エウレカ社 化学技術者

機械技術者 

施工管理

（株） ＦＡＮ・ＤＲＥＡＭ ディレクター

（株） ボールド SE

国家公務（略） 国家専門職 国税専門官 国税専門官

地方公務（略） 埼玉県 化学技術者

銀行業

食料品製造業

化学工業

電気機械器具製造業

情報サービス業

その他の小売業

日研トータルソーシング株式会社

その他の教育，学習支援業

社会保険・社会福祉・介護事業

職業紹介・労働者派遣業
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2020年度 学科別就職先（物質生物科学科）

業種 就職先名称 職種

神奈川県 事務

静岡県 事務

つくば市 事務

さいたま市 消防官

横浜市 事務

西東京市 事務

地方公務（略）
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