
卒業(修了)者と進路別人数 

 

大学院修了者数 

14 名 

進路別内訳 就職 11 名 

進学 0 名 

その他 3 名 

学部卒業生数 

544 名 

進路別内訳 就職 434 名 

進学 25 名 

その他 85 名 

 

・2021 年 5 月 1 日現在 

・大学院修了者数は修士課程、博士前期課程、博士後期課程（満期退学者除く）の合計 

 

外国人留学生の進路別人数（学部卒業生） 

就 職 0 名 

進 学 0 名 

帰 国 2 名 

その他 1 名 

合計   3 名 

 

・2021 年 5 月 1 日現在 

 

 

 

 

以上 



就職先（2021年3月学部卒業生）

産業分類 企業名

スウェーデンハウス株式会社

株式会社ＪＭ

株式会社塩浜工業

株式会社大林組

住友電設株式会社

積水ハウス株式会社

大和ハウス工業株式会社

積水ハウスリフォーム東日本株式会社

日本電設工業株式会社

株式会社京橋千疋屋

三田飲料株式会社

森永製菓株式会社

株式会社アルページュ

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

株式会社耕文社

図書印刷株式会社

株式会社アルビオン

株式会社イービーエム

株式会社ディーエイチシー

株式会社ファンケル

大塚製薬株式会社

日本ロレアル株式会社

株式会社エヌビーエス

日鉄エンジニアリング株式会社

三和シヤッター工業株式会社

日綜産業株式会社

株式会社中西製作所

野村マイクロ・サイエンス株式会社

株式会社村田製作所

株式会社特電

ビヨンズ株式会社

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

株式会社セガグループ

株式会社佐藤計量器製作所

森紙業株式会社

日本製紙株式会社

ＥＮＥＯＳ株式会社

株式会社かんでんエンジニアリング

三協工業株式会社

ミールソリューションズ株式会社

株式会社ＴＤモバイル

建設業

製造業

情報通信業

電気・ガス・熱供給・水道業



就職先（2021年3月学部卒業生）

産業分類 企業名

株式会社コスモネット

株式会社ベネフィットジャパン

株式会社ＴＢＳグロウディア

株式会社アップセットＮＥＯ

株式会社テレビ朝日

富士ソフト株式会社

ＫＣＣＳモバイルエンジニアリング株式会社

キヤノン電子テクノロジー株式会社

株式会社ＡＳＷ

株式会社ＢＳＳ

株式会社ＦＢＳ

株式会社ＷＥＳＥＥＫ

株式会社オーカム

株式会社システムサービス

株式会社システム情報

株式会社スカイネット

株式会社ゼウス・エンタープライズ

株式会社セールスフォース・ドットコム

株式会社フォーカスシステムズ

株式会社フォーラムエイト

株式会社ユアソフト

株式会社日立ソリューションズ・クリエイト

日鉄ソリューションズ株式会社

株式会社システナ

ＳＣＳＫ株式会社

ＮＥＣフィールディング株式会社

ＰＣＩソリューションズ株式会社

キリンビジネスシステム株式会社

トーテックアメニティ株式会社

株式会社ＣＬＩＳ

株式会社ＮＴＴデータエマーズ

株式会社インフォネット

株式会社エヌ・ティ・ティ・データＣＣＳ

株式会社ソフトプレックス

株式会社マクロミル

株式会社ランドコンピュータ

株式会社第一コンピュータサービス

日本アイ・ビー・エム株式会社

日本電気通信システム株式会社

ＳＮＯＷ　Ｊａｐａｎ株式会社

ロイター・ニュース・アンド・メディア・ジャパン株式会社

情報通信業



就職先（2021年3月学部卒業生）

産業分類 企業名

ログリー株式会社

楽天株式会社

株式会社ハイパードライブ

株式会社マイクロアド

非公開

株式会社ＢＲＡＩＳＥ

株式会社スタジオポノック

株式会社ピラミッドフィルム

株式会社花組

東映アニメーション株式会社

エフエム魚沼株式会社

株式会社読売新聞グループ本社

ＪＲ高崎鉄道サービス株式会社

株式会社ＪＲ東日本ステーションサービス

東日本旅客鉄道株式会社

株式会社東邦運輸

佐川急便株式会社

フェデラルエクスプレスジャパン合同会社

株式会社ＹＤＨ・ジャパン

ＤＨＬグローバルフォワーディングジャパン株式会社

株式会社ヤマタネ

株式会社住友倉庫

三井倉庫ホールディングス株式会社

三菱倉庫株式会社

丸紅株式会社

双日株式会社

株式会社コジット

トヨタモビリティ東京株式会社

ＢＲＩＣＫＳ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社

ＣＩＰＳアドバンス株式会社

ＪＦＥ商事薄板建材株式会社

ＭＸモバイリング株式会社

イヨンインターナショナル株式会社

キヤノンシステムアンドサポート株式会社

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

コネクシオ株式会社

ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社

株式会社いすゞユーマックス

株式会社ヴァンドームヤマダ

株式会社エスアイシステム

株式会社エヌワイ

情報通信業

運輸業・郵便業

卸売業・小売業



就職先（2021年3月学部卒業生）

産業分類 企業名

株式会社サクラクレパス

株式会社トヨタユーゼック

株式会社ネクステージ

株式会社ビームス

株式会社ユナイテッドアローズ

岩谷産業株式会社

三菱商事ケミカル株式会社

西川株式会社

東日本三菱自動車販売株式会社

東邦時計ホールディングス株式会社

株式会社京王百貨店

オーケー株式会社

株式会社ベルク

株式会社成城石井

株式会社明治屋

株式会社アインホールディングス

株式会社メガネトップ

アシックスジャパン株式会社

イケア・ジャパン株式会社

フェイラージャパン株式会社

株式会社ＴＡＳＡＫＩ

株式会社アドトップ

株式会社アドバンス

株式会社エービーシー・マート

株式会社エフ・ディ・シィ・フレンズ

株式会社オカダヤ

株式会社ザ・キッス

株式会社サンドラッグ

株式会社ジェイアール東海パッセンジャーズ

株式会社ジョイックスコーポレーション

株式会社チュチュアンナ

株式会社マ・メール

株式会社マックスマーラジャパン

株式会社ユニクロ

株式会社リードビジョン

株式会社ローソン

株式会社丸一家具センター

株式会社千葉薬品

株式会社福砂屋

日本調剤株式会社

卸売業・小売業



就職先（2021年3月学部卒業生）

産業分類 企業名

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

株式会社りそなホールディングス

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

農林中央金庫

静銀ビジネスクリエイト株式会社

株式会社静岡銀行

さわやか信用金庫

横浜信用金庫

芝信用金庫

湘南信用金庫

岡三証券株式会社

SMBC日興証券株式会社

ＫＯＹＯ証券株式会社

あかつき証券株式会社

みずほ証券株式会社

極東証券株式会社

野村證券株式会社

ジェイリース株式会社

ろうきん中央機関グループ

株式会社国際協力銀行

浜銀ファイナンス株式会社

明治安田生命保険相互会社

日本生命保険相互会社

第一生命保険株式会社

住友生命保険相互会社

富国生命保険相互会社

東京海上日動火災保険株式会社

東京海上アシスタンス株式会社

セコム損害保険株式会社

ソニー損害保険株式会社

共栄火災海上保険株式会社

東京トラック事業健康保険組合

エムエスティ保険サービス株式会社

三井不動産リアルティ株式会社

住友不動産販売株式会社

株式会社エフ・ジェー・ネクスト

株式会社日神グループホールディングス

Ａ＆Ｔメインランド株式会社

ハイライフホーム株式会社

旭化成不動産レジデンス株式会社

株式会社ＬＩＦＵＬＬ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ

金融業・保険業

不動産業・物品賃貸業



就職先（2021年3月学部卒業生）

産業分類 企業名

株式会社ＮＳＴ

株式会社フュディアルクリエーション

株式会社ランディックス

住商ビルマネージメント株式会社

東急リバブル株式会社

野村不動産アーバンネット株式会社

オリックス・レンテック株式会社

株式会社レンタルのニッケン

弁護士法人アンダーソン・毛利・友常法律事務所

弁護士法人西村あさひ法律事務所

ＴＭＩ総合法律事務所

エイジックス株式会社

石上法律事務所

弁護士法人ベリーベスト法律事務所

弁護士法人響

弁護士法人大野総合法律事務所

弁護士法人朝日中央綜合法律事務所

税理士法人山田アンドパートナーズ

有限責任あずさ監査法人

ブリッジインターナショナル株式会社

株式会社ＣＳＬ　ＪＡＰＡＮ

株式会社スタイル・エッジ

株式会社ノムラシステムコーポレーション

株式会社マネジメントソリューションズ

株式会社医歯薬ネット

株式会社道路建設コンサルタント

一般財団法人日本不動産研究所

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社

株式会社アイレップ

株式会社オーエス

株式会社キャリアデザインセンター

株式会社電通パブリックリレーションズ

株式会社電通東日本

株式会社東北新社

リゾートトラスト株式会社

株式会社グラバーヒル

株式会社ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル

株式会社ニュー・オータニ

株式会社星野リゾート

金谷ホテル観光株式会社

株式会社ＫＩＣＨＩＲＩ

宿泊業･飲食サービス業

学術研究、専門・技術サービス業

不動産業・物品賃貸業



就職先（2021年3月学部卒業生）

産業分類 企業名

株式会社アールディーシー

株式会社あきんどスシロー

株式会社東急グルメフロント

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

株式会社エム・シーネットワークスジャパン

ソフィーナビューティカウンセリング株式会社

ホウライ株式会社

株式会社Ａ３

株式会社ＬＡＶＡ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

東京都教育委員会

埼玉県教育委員会

千葉県教育委員会

福島県教育委員会

川崎市教育委員会

学校法人稲置学園星稜中学校・高等学校

学校法人創志学園クラーク記念国際高等学校

学校法人聖望学園私立聖望学園中学校高等学校

学校法人小野学園品川翔英小学校

学校法人清泉女学院清泉小学校

学校法人東京聖徳学園聖徳大学附属小学校

アゼィリア幼稚園

学校法人坂倉学園サクラノ幼稚園

学校法人成城学園成城幼稚園

学校法人静岡聖母学園裾野聖母幼稚園

学校法人調布学園調布幼稚園

学校法人田澤学園東一の江幼稚園

日本基督教団大森めぐみ教会附属めぐみ幼稚園

ワカバ幼稚園

一般社団法人大和郷会大和郷幼稚園

学校法人宇都宮海星学園マリア幼稚園

学校法人中西学園月かげ幼稚園

学校法人田園調布雙葉学園田園調布雙葉小学校附属幼稚園

学校法人東北カトリック学園イメルダ幼稚園

宗教法人日本基督教団鎌倉教会ハリス記念鎌倉幼稚園

学校法人ホザナ学園認定こども園ホザナ幼稚園

学校法人日本社会事業大学

セイハネットワーク株式会社

ベスト学院株式会社

学校法人愛光学園

株式会社イー・エス・ティ

公益財団法人才能開発教育研究財団

生活関連サービス業・娯楽業

教育、学習支援業

宿泊業･飲食サービス業



就職先（2021年3月学部卒業生）

産業分類 企業名

教育、学習支援業 学校法人相模女子大学

IMSグループ

FACETALK麻布十番矯正歯科

ニチイ学館

もじゃもじゃ動物病院

医療法人　徳真会グループ

医療法人財団新生会

医療法人財団赤光会

医療法人社団　成仁

医療法人社団紺整会

医療法人社団順幸会

医療法人社団新宿レディースクリニック会

医療法人社団聖心会

医療法人名古屋放射線診断財団

国立研究開発法人国立がん研究センター

株式会社ニチイ学館

ＳＯＭＰＯケア株式会社

学校法人三幸学園

株式会社こどもの森

株式会社ソラスト

株式会社タスク・フォース

株式会社ハイフライヤーズ

株式会社ベネッセスタイルケア

社会福祉法人どろんこ会

社会福祉法人育成舎

社会福祉法人共生会

特定非営利活動法人おいらせサポートハウスＫの家

あさか野農業協同組合

千葉県農業共済組合

日本コープ共済生活協同組合連合会

UTグループ株式会社

パーソルキャリア株式会社

ライクスタッフィング株式会社

株式会社アウトソーシングテクノロジー

株式会社ウィルオブ・ワーク

株式会社エイスリー

株式会社エキスパートパワーシズオカ

株式会社パソナグループ

株式会社マーキュリー

株式会社ワールドインテック

医療、福祉業

複合サービス事業

サービス業（他に分類されないもの）



就職先（2021年3月学部卒業生）

産業分類 企業名

一般社団法人日本自動車工業会

全国健康保険協会

セコム株式会社

ＭＳ＆ＡＤ事務サービス株式会社

ＳＣＳＫサービスウェア株式会社

ドコモ・サポート株式会社

トランスコスモス株式会社

ホワイトエッセンス株式会社

株式会社サンミュージックプロダクション

株式会社ライフポート西洋

株式会社湘美会

綜合警備保障株式会社

藤浪小道具株式会社

日本私立学校振興・共済事業団

日本年金機構

経済産業省

長崎県

横浜市

桶川市

特別区

自衛隊

警視庁

千葉県警察

・2021年5月1日現在

・順不同 　個人情報保護のため掲載許可を得た学生のみ掲載しています。  

・企業名は、学生本人からの報告に基づいています。

公務

サービス業（他に分類されないもの）



進学先(2021年3月学部卒業生)

学校名

聖心女子大学大学院

立教大学大学院

一橋大学大学院

東京工業大学大学院

国際医療福祉大学大学院

上越教育大学大学院

武蔵野大学大学院

北里大学大学院

聖徳大学

学校法人電波学園東京電子専門学校

東京デザインプレックス研究所

東京都立荏原看護専門学校

・2021年5月1日現在

・順不同 個人情報保護のため掲載許可を得た学生のみ掲載しています。

・進学先名は、学生本人からの報告に基づいています。
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