
《人文社会科学部》 《教育学部》 《情報学部》 《理学部》

㈱清水銀行 社会福祉法人アパティア福祉会 アイホン㈱ ㈱アイエイアイ

㈱静岡銀行 ウエルシア薬局㈱ ㈱アウトソーシングテクノロジー いなば食品㈱

国立大学法人静岡大学 ㈱エイエイピー 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ イハラニッケイ化学工業㈱

静銀ビジネスクリエイト㈱ ㈱NTTデータ･アイ ㈱内田洋行 イビデン㈱

マックスバリュ東海㈱ エプソン販売㈱ エヌ･ティ･ティ･システム開発㈱ ㈱ETSホールディングス

㈱天野回漕店 応用地質㈱ NECソリューションイノベータ㈱ ㈱エキスパートパワーシズオカ

㈱一条工務店 NPO法人教育総合研究所ひかり学園 ㈱NSソリューションズ中部 ㈱NTTデータ･アイ

㈱エス･ティー･シー 協立電機㈱ 応研㈱ ㈱エフ･シー･シー

SSBソリューション㈱ ㈱クラ･ゼミ ㈱オカムラ NECソリューションイノベータ㈱

キヤノンマーケティングジャパン㈱ ㈱クリークアンドリバー ㈱オプテージ ㈱オリエンタルフーズ

静岡ガス㈱ ㈱Kスタジオ 北日本放送㈱ 鹿島建物総合管理株式式会社

静岡放送㈱ 三和建設㈱ ㈱コナミアミューズメント ㈱コマス

㈱秀英予備校 ㈱静岡銀行 小林クリエイト㈱ ㈱サーベイリサーチセンター

スズキ㈱ 学校法人静岡自動車学園静岡県自動車学校 三栄ハイテックス㈱ サイバーコム㈱

㈱スタイル ㈱静岡日立 ㈱シーテック ㈱JERA

東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱ 静岡日野自動車㈱ ジェイアール東海情報システム㈱ ㈱静岡銀行

㈱TOKAIホールディングス ㈱清水銀行 ㈱静岡銀行 一般社団法人静岡県産業環境ｾﾝﾀｰ

日本赤十字社静岡赤十字病院 ㈱秀英予備校 静銀ITソリューション㈱ 清水建設㈱

㈱バローホールディングス スズキ教育ソフト㈱ ㈱十六銀行 ㈱情報処理センター

ヨシコン㈱ ダイハツ沼津販売㈱ スズキ㈱ 神星工業㈱

㈱レント ㈱タカラ･エムシー 鈴与㈱ 鈴与システムテクノロジー㈱

アイカ工業㈱ ㈱タカラトミー ㈱スバルITクリエーションズ ㈱セブン銀行

藍澤證券㈱ 中部流通㈱ 静甲㈱ ㈱中電シーティアイ

愛知製鋼㈱ ㈱テクノサイト ソフトウエア情報開発㈱ 東京電力ホールディングス㈱

㈱伊藤園 ㈱電業社機械製作所 ソフトバンク㈱ ㈱ドゥシステム

AGCテクノグラス㈱ ㈱特電 ㈱ディー･エヌ･エー 東邦ガス情報システム㈱

㈱大塚商会 トヨタユナイテッド静岡㈱ TIS㈱ ㈱TOKAIホールディングス

㈱かんぽ生命保険 ㈱博報堂プロダクツ 東京海上日動火災保険㈱ ㈱ドコモCS

㈱キーエンス 学校法人浜松聖星高等学校 ㈱TOKAIホールディングス 豊田鉄工㈱

協和医科器械㈱ 富士ﾌｨﾙﾑﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ トヨタコネクテッド㈱ 豊通ケミプラス㈱

㈱クリエイトエス･ディー 社会福祉法人芙蓉会乳児院恩賜記念みどり園 ㈱トヨタシステムズ ㈱日刊スポーツ新聞西日本

公益財団法人静岡県舞台芸術ｾﾝﾀｰ ㈱文理学院 ㈱豊田自動織機ITソリューションズ ニッセイ情報テクノロジー㈱

㈱静岡新聞社 ㈱ベネッセコーポレーション ㈱トヨタトップマスター 日星電気㈱

鈴与㈱ 本田技研工業㈱ 日本生命保険相互㈱ 日本アイ･ビー･エム㈱

鈴与商事㈱ 丸尾興商㈱ 日本電気㈱ 日本エルダルト㈱

清和海運㈱ 三井住友海上火災保険㈱ ピクセルソリューションズ㈱ 日本貨物鉄道㈱

積水ハウス㈱ ㈱明電エンジニアリング ㈱ビズリーチ 日本ヒューム㈱

太陽建機レンタル㈱ ㈱メガネトップ ㈱日立システムズ ㈱パナR＆D

㈱中日新聞社 ヤマハ発動機ビズパートナー㈱ ㈱VSN ㈱浜乙女

中部電力㈱ 楽天グループ㈱ 富士ソフト㈱ ㈱日立社会情報サービス

東海澱粉㈱ ㈱理究 富士通㈱ 富士ソフト㈱

東京海上日動火災保険㈱ ㈱ルルアーク 富士通Japan㈱ ㈱プログデンス

トヨタ紡織㈱ 社会福祉法人七恵会ながかみ保育園 丸紅情報システムズ㈱ 北陸電力㈱

日本食研ホールディングス㈱ 社会福祉法人誠信会富士本学園 三井不動産リアルティ㈱ 三島信用金庫

日本郵便㈱ 社会福祉法人かやの芽福祉会 三菱電機㈱ 明治安田生命保険相互会社

ヤマハ発動機㈱ 松薫学園焼津高等学校 三菱電機ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸ㈱ 持田製薬㈱

浜松磐田信用金庫 学校法人聖心女子学院不二聖心女子学院 ㈱メイテック 矢崎総業㈱

㈱三菱電機 学校法人倉橋学園キラリ高等学校 ㈱メンバーズ ヤマハモーターソリューション㈱

㈱村田製作所 ㈱こどもの森 ヤフー㈱ レイス㈱

楽天グループ㈱ 学校法⼈東駿学園御殿場⻄⾼等学校 楽天グループ㈱ ㈱和光ケミカル

自衛隊 警視庁 静岡市役所 気象庁

警視庁 皇宮警察本部(皇宮護衛官) 浜松市役所 財務省東海財務局

国土交通省中部地方整備局 静岡県庁 豊橋市役所 群馬労働局

東京国税局 静岡市役所 安城市役所 静岡労働局

名古屋国税局 磐田市役所 静岡県庁 静岡県庁

名古屋税関 浜松市役所 山梨県庁

静岡県警察 焼津市役所 島根県庁

静岡地方検察庁 愛知県教育委員会 静岡市役所

静岡地方裁判所 埼玉県教育委員会 三島市役所

静岡県庁 三重県教育委員会 浜松市役所

愛知県庁 山梨県教育委員会 富士市役所

福島県庁 神奈川県教育委員会 小田原市役所

静岡市役所 静岡県教育委員会 小牧市役所

浜松市役所 静岡市教育委員会 知立市役所

沼津市役所 長野県教育委員会 岐阜県教育委員会事務局

豊川市役所 島根県教育委員会 静岡県教育委員会

藤枝市役所 東京都教育委員会 愛知県教育委員会

名古屋市役所 浜松市教育委員会 静岡市教育委員会

富士市役所 兵庫県教育委員会 千葉県教育委員会

愛知県教育委員会 国立大学法人静岡大学 福井県教育委員会

◆令和３年度卒業者　主な就職先

〇企 業 等〇

○官 公 庁○



《工学部》 《農学部》 《地域創造学環》

愛三工業㈱ いなば食品㈱ 安倍川開発㈱

㈱アイシン ㈱アイエイアイ ㈱シー･エス･イー

アイシンソフトウェア㈱ 静岡ガス㈱ NPO法人かわね来風

朝日インテック㈱ ㈱フジイチ 栗田産業㈱

朝日電装㈱ ㈱アダストリア ㈱さなる

イビデン㈱ 伊那食品工業㈱ ㈱清水銀行

インフォコム㈱ ㈱ウッドワン ㈱新東通信

SMC㈱ エスエスケイフーズ㈱ 社会福祉法人聖隷福祉事業団

NTN㈱ ㈱SBS情報システム 積水ハウス㈱

川崎重工業㈱ NECソリューションイノベータ㈱ 損害保険ジャパン㈱

㈱関電工 ㈱大川原製作所 中京･愛知クライスラー㈱

キオクシア㈱ 金子コード㈱ 中部テレコミュニケーション㈱

京セラ㈱ 関東化学㈱ ㈱天神屋

共和レザー㈱ ㈱グリフィン 社会福祉法人天竜厚生会

㈱小糸製作所 小林クリエイト㈱ 東芝エルイーソリューション㈱

三和油化工業㈱ ㈱さなる ㈱ドコモCS東海

芝浦機械㈱ 農業生産法人㈱ザ･ネクストワン ㈱ナナクレマ

シャープ㈱ 三明電子産業㈱ パナソニックサイクルテック㈱

ジヤトコ㈱ ㈱静岡銀行 パラマウントケアサービス㈱

シンフォニアテクノロジー㈱ ㈱静岡日立 ㈱フォーク

スズキ㈱ ㈱秀英予備校 ㈱マイナビ

住友電装㈱ スターゼン㈱ ㈱LASSIC

セイコーエプソン㈱ 住友林業クレスト㈱ リーフラス㈱

竹本油脂㈱ スルガ銀行㈱ 一般社団法人れんげ畑

中部電力パワーグリッド㈱ 全国農業協同組合連合会 ㈱Road

㈱デンソー タカナシ乳業㈱

東海旅客鉄道㈱ 田辺三菱製薬㈱

東芝キヤリア㈱ TOKYOフレッシュ㈱

㈱トヨタシステムズ ㈱トーカン

トヨタ自動車㈱ ㈱特種東海フォレスト

㈱豊田自動織機 トヨタ自動車㈱

ニチコン㈱ トヨタネ㈱

㈱日産オートモーティブテクノロジー ㈱ニトリ

日産自動車㈱ ㈱ノダ

㈱日本総合研究所 ㈱博報堂プロダクツ

パナソニックITS㈱ ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

浜松ホトニクス㈱ ㈱パル

㈱日立製作所 ㈱日立システムズ

フタバ産業㈱ ㈱日立ソリューションズ西日本

本田技研工業㈱ 福井シード㈱

マイクロンメモリジャパン合同会社 フューチャーアーキテクト㈱

マクセル㈱ ㈱マルエツ

三菱自動車工業㈱ 丸美屋食品㈱

三菱電機ﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ㈱メガネトップ

三菱電機ﾒｶﾄﾛﾆｸｽｿﾌﾄｳｪｱ㈱ メディパルフーズ㈱

ミネベアミツミ㈱ 焼津水産化学工業㈱

ヤフー㈱ ㈱ヤマザキ

ヤマハ発動機㈱ ヤマハモーターエレクトロニクス㈱

ﾔﾏﾊﾓｰﾀｰﾊｲﾄﾞﾛﾘｯｸｼｽﾃﾑ㈱ ㈱ユニカフェ

楽天モバイル㈱ ラムリサーチ㈱

静岡県庁 農林水産省 静岡県庁

高知県庁 防衛省 千葉県庁

三重県庁 国土交通省中部地方整備局 滋賀県庁

中部管区警察局 愛知県庁 静岡市役所

岡山県庁 富士市役所

静岡県庁 福井市役所

栃木県庁 御前崎市役所

鳥取県庁 菊川市役所

長野県庁 神奈川県教育委員会

山梨県庁

三重県警察科学捜査研究所

静岡市役所

藤枝市役所

豊橋市役所

愛知県教育委員会

静岡県教育委員会

〇企 業 等〇

○官 公 庁○


