
《人文社会科学部
 （人文学部含む）》

《教育学部》 《情報学部》 《理学部》 《工学部》 《農学部》

○企業等○ ○企業等○ ○企業等○ ○企業等○ ○企業等○ ○企業等○

国立大学法人静岡大学 小林製薬㈱ ㈱アイ･ティー･フォー A.I.S㈱ ㈱アイエイアイ ミヨシグループ
㈱静岡銀行 ㈱清水銀行 アイシン･エイ･ダブリュ㈱ NECﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑｽﾞ㈱ 愛三工業㈱ 静岡県森林組合連合会
㈱清水銀行 日本郵便㈱ ㈱アルファシステムズ ㈱Z会 アイシン･エィ･ダブリュ㈱ 日本オーガニック㈱
しずおか信用金庫 ＡＮＡテレマート㈱ ＳＣＳＫ㈱ 愛三工業㈱ アイシン精機㈱ トヨハシ種苗㈱
富士ゼロックス静岡㈱ 東京海上日動火災保険㈱ ㈱エヌ･ティ･ティ･データ アジア航測㈱ アスモ㈱ ㈱ベジテック
大垣共立銀行 全日本空輸㈱ NECｿﾘｭｰｼｮﾝｲﾉﾍﾞｰﾀ㈱ 磐田信用金庫 ㈱アドヴィックス ㈱白崎ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
㈱ソフテス ㈱杏林堂薬局 NECﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ ㈱エネサンス東北 ㈱アルファシステムズ 丸西産業㈱
野村證券㈱ 清和海運㈱ NECフィールディング㈱ エバラ食品工業㈱ ㈱インテック ﾊｸｻﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱
㈱しずおかオンライン ㈱ＮＩＤ ㈱大垣共立銀行 遠州鉄道㈱ NOK㈱ キューピー㈱
アステック㈱ 大和証券㈱ 岡崎信用金庫 応用地質㈱ 京セラ㈱ キーコーヒー㈱
興亜工業㈱ ㈱北陸銀行 カネ美食品㈱ 岡三証券㈱ 共和レザー㈱ ㈱伊藤園
日本生命保険相互会社 ㈱ジャンプジャパン ㈱十八銀行 ㈱協和日成 三栄ハイテックス㈱ ㈱やまひろ
静銀ティーエム証券㈱ ㈱船井総合研究所 ㈱十六銀行 (公財)豊田市文化振興財団 CKD㈱ 山崎製パン㈱
浜松信用金庫 浜松信用金庫 鈴鹿農業協同組合 ㈱コシナ ジヤトコ㈱ 名古屋製酪㈱
㈱TOKAIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ㈱JTBﾜｰﾙﾄﾞﾊﾞｹｰｼｮﾝｽﾞ スズキ㈱ 三栄ハイテックス㈱ 新東工業㈱ グリフィスフーズ㈱
鈴与商事㈱ ㈱三菱電機 ㈱スズケン ｻﾝﾄﾘｰｼｽﾃﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ シンフォニアテクノロジー㈱ 全農パールライス㈱
認可法人静岡県信用保証協会 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸ スターゼン㈱ ㈱静岡情報処理センター スズキ㈱ JA全農ミートフーズ㈱
日本空港ビルデング㈱ 東日本旅客鉄道㈱ 綜合警備保障㈱ 静清信用金庫 住友理工㈱ テバ製薬㈱
日本郵便㈱ ㈱静岡銀行 ﾀｲｺ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ(合) ｼﾞｬﾊﾟﾝｹｰﾌﾞﾙｷｬｽﾄ㈱ セイコーエプソン㈱ ㈱アラクス
㈱山梨中央銀行 ㈱ｶｰﾈﾙ･ｿﾌﾄ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ㈱中電シーティーアイ 新日化カーボン㈱ ｿﾆｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ アイカ工業㈱
㈱鳥取銀行 ベルエアーシステムズ㈱ TIS㈱ セキスイハイム東海㈱ &ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ㈱ トヨタホーム東海㈱
クリエイト㈱ 東海電子㈱ ㈱デンソー ｾﾝﾄｹｱ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ 第一三共㈱ サーラ住宅㈱
沖縄県土地開発公社 ㈱ソフテス 東芝テック㈱ 大日コンサルタント㈱ ダイハツ工業㈱ 朝日ウッドテック㈱
三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ タマホーム㈱ ㈱TOKAIｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 大和ハウス工業㈱ ㈱ダイフク 中国木材㈱
公益財団法人 静銀ビジネスクリエイト㈱ ㈱TOKAIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ㈱中日新聞社 大豊工業㈱ ㈱片岡屋

静岡市文化振興財団 静岡東海証券㈱ 図書印刷㈱ 中部電力㈱ 中部電力㈱ 全国農業協同組合
㈱スズキビジネス 第一生命保険㈱ ㈱豊田合成 ㈱テクノプロ ㈱東海理化電機製作所 あいち三河農業協同組合

㈱富士ロジテック 静岡鉄道㈱ ㈱ﾄﾖﾀｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ ㈱トヨタケーラム 東京エレクトロン㈱ 医療法人 浅田ﾚﾃﾞｨｰｽｸﾘﾆｯｸ

社会福祉法人 ㈱ケイ･ウノ トヨタ自動車㈱ ㈱トラスト･テック 東芝テック㈱ 医療法人青山会 
京都聴覚言語障害者福祉協会 ㈱中国銀行 ㈱豊通シスコム ㈱永木精機 ㈱トーエネック ﾐｭｰｽﾞﾚﾃﾞｨｽｸﾘﾆｯｸ
㈱秀英予備校 ㈱TOKAIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ㈱名古屋銀行 名古屋鉄道㈱ トヨタ自動車㈱ 社会福祉法人厚生会 
国立研究開発法人 ㈱しずおかオンライン 名古屋鉄道㈱ 日特建設㈱ トヨタ車体㈱ 木沢記念病院
宇宙航空研究開発機構 ㈱Ｈ･Ｉ･Ｓ 西日本電信電話㈱ 日本郵便㈱ 日星電気㈱ 静和ケミカルサービス㈱

三菱電機㈱ ㈱ナナミ 日本トランスシティ㈱ ㈱ノジマ 日本ガイシ㈱ JAバンク静岡
中部国際空港㈱ ㈱ＩＡＩ 日本発条㈱ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ 浜名部品工業㈱ ㈱鈴木楽器製作所
旭化成アミダス㈱ ㈱伊予銀行 ㈱農協観光 ｺﾝｼｭｰﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 東日本旅客鉄道㈱ ㈱静岡朝日テレビ
学校法人愛知医科大学 ㈱秀英予備校 ㈱ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾞﾚｲﾝ太田昭和 ㈱秀英予備校 ㈱日立国際電気 東日本旅客鉄道㈱
静岡鉄道㈱ ㈱創味食品 ㈱日立システムズ 富士農業協同組合 ファナック㈱ 全日本空輸㈱
日産プリンス静岡販売㈱ ㈱大垣共立銀行 ㈱日立製作所 ㈱フジヤマ 富士重工業㈱ ㈱リンクレア
ヤマハ発動機㈱ パーパス㈱ ビッグローブ㈱ ホーチキ㈱ ㈱富士通エフサス 日本IBMｼｽﾃﾑｽﾞ･
沖縄県農業協同組合 ㈱光通信 ㈱百五銀行 ポラテック西日本㈱ フタバ産業㈱ ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
西日本旅客鉄道㈱ ㈱エイエイピー ㈱富士通エフサス 三生医薬㈱ ﾌﾟﾗｲﾑｱｰｽEVｴﾅｼﾞｰ㈱ ㈱ベルーナ
㈱名古屋銀行 静銀ティーエム証券㈱ ブラザー工業㈱ ㈱三保造船所 ㈱マキタ
全国共済農業協同組合連合会 三島信用金庫 ㈱マクロミル ㈱ミライト･テクノロジーズ 三菱自動車ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

㈱あおぞら銀行 広島信用金庫 三島信用金庫 ㈱メニコン 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱

東洋証券㈱ 阪和興業㈱ 三井住友信託銀行㈱ ㈱ヤマザキ ㈱三菱東京UFJ銀行
㈱静岡日立 テレックス関西㈱ 三菱電機 ㈱ユアテック ヤマザキマザック㈱
㈱北越銀行 セキスイハイム東海㈱ ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ ㈱ユニテック ヤマハ発動機㈱
損害保険ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜㈱ ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 リコージャパン㈱ ﾔﾏﾊﾓｰﾀｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

公益財団法人 鈴与建設㈱ 鹿島建物総合管理㈱
島根県環境保健公社 スルガ銀行㈱ 静銀ティーエム証券㈱

ＳＭＢＣ日興証券㈱
三井住友海上火災保険㈱

東芝機械㈱

○官公庁○ ○官公庁○ ○官公庁○ ○官公庁○ ○官公庁○ ○官公庁○

静岡県庁 静岡県教育委員会 厚生労働省 気象庁 静岡県庁 厚生労働省
静岡県教育委員会 静岡市教育委員会 法務省 国土交通省 中部地方整備局 栃木県庁 農林水産省
静岡県警察 浜松市教育委員会 長野県長野市役所 中国四国厚生局 国土交通省
静岡県静岡市役所 静岡県庁 静岡県藤枝市役所 鳥取県警察 皇宮警察
静岡県浜松市役所 静岡労働局 静岡県浜松市役所 三重県庁 静岡県庁
静岡県島田市役所 静岡地方検察庁 愛知県豊橋市役所 栃木県庁 福島県庁
静岡県三島市役所 静岡県静岡市役所 愛知県名古屋市役所 静岡県静岡市役所 東京都庁
静岡県磐田市役所 静岡県藤枝市役所 岡山県倉敷市役所 静岡県藤枝市役所 愛知県庁
静岡県富士宮市役所 静岡県沼津市役所 静岡県吉田町役場 静岡県焼津市役所 和歌山県庁
静岡県藤枝市役所 静岡県富士市役所 静岡県森町役場 静岡県御前崎市役所 静岡県教育委員会
静岡労働局 静岡県牧之原市役所 愛知県東栄町役場 愛知県新城市役所 静岡県静岡市役所
群馬県庁 静岡県警察 岩手県盛岡市役所 静岡県長泉町役場
愛知県庁 長野県駒ヶ根市役所 石川県加賀市役所 愛知県豊橋市役所
山梨県庁 岐阜県可児市役所 山形県村山市役所 三重県鈴鹿市役所
名古屋国税局 愛知県豊橋市役所 静岡県教育委員会 和歌山県和歌山市役所
東京国税局 東京地方裁判所 愛知県教育委員会
厚生労働省 香川県警察 横浜市教育委員会

◆平成２７年度卒業者  主な就職先


