
◆令和２年度卒業者  主な就職先

《人文社会科学部(人文学部含む)》 《教育学部》 《情報学部》 《理学部》

㈱アイエイアイ アサヒ飲料㈱ アイシン･ソフトウェア㈱ AGC硝子建材㈱

藍澤證券㈱ イオンビック㈱ 愛知製鋼㈱ ㈱アイエイアイ

㈱エーツー エヌ･ティ･ティラーニングシステムズ㈱ アビームシステムズ㈱ 愛知時計電機㈱

エスエスケイフーズ㈱ ㈱遠鉄ストア ㈱アルファシステムズ ㈱アルトナー

NTN㈱ ㈱カネトモ SSBソリューション㈱ ㈱阿波銀行

エンケイ㈱ ㈱杏林堂薬局 ㈱SBS情報システム ㈱イチネンケミカルズ

㈱遠鉄自動車学校 さわやか㈱ NECソリューションイノベータ㈱ 伊藤食品㈱

岡三証券㈱ ㈱三十三フィナンシャルグループ エヌ･ティ･ティ･データ先端技術㈱ SBSソリューション㈱

㈱かんぽ生命保険 サントリーシステムテクノロジー㈱ ㈱NTTデータ東海 NECプラットフォームズ㈱

㈱クリエイトエス･ディー ㈱静岡銀行 ㈱NTTドコモ 応用地質㈱

㈱建設システム 静岡県信用農業協同組合連合会 遠鉄システムサービス㈱ ㈱カチタス

静岡ガス㈱ ㈱静岡新聞社･静岡放送㈱ ㈱大垣共立銀行 ㈱関電システムズ

㈱静岡銀行 静岡トヨタ自動車㈱ ㈱オートバックスセブン ㈱クリエイトエス･ディー

㈱静岡新聞社 静岡トヨペット㈱ キオクシア㈱ 御殿場農業協同組合

静岡鉄道㈱ ㈱静岡日立 キヤノンITソリューションズ㈱ ㈱コマス

しずおか焼津信用金庫 静銀ITソリューション㈱ ジェイアール東海情報システム㈱ 三栄ハイテックス㈱

静銀ティーエム証券㈱ 静銀ビジネスクリエイト㈱ ㈱JR東日本情報システム ㈱榛葉鉄工所

静銀ビジネスクリエイト㈱ 静銀モーゲージサービス㈱ ㈱静岡新聞社･静岡放送㈱ ㈱J-POWERハイテック

㈱清水銀行 静鉄プロパティマネジメント㈱ スズキ㈱ ㈱静岡銀行

㈱シャンソン化粧品 ㈱シズデン ソフトバンク㈱ しずおか焼津信用金庫

㈱秀英予備校 ㈱清水銀行 ㈱ソミック石川 静銀ITソリューション㈱

国立研究開発法人 情報通信研究機構 ㈱秀英予備校 中部電力パワーグリッド㈱ 鈴与システムテクノロジー㈱

スルガ銀行㈱ 鈴与㈱ ㈱デンソーテン 全国共済農業協同組合連合会

スズキ㈱ 鈴与商事㈱ ㈱TOKAIホールディングス 愛知県本部

鈴与㈱ 全国共済農業協同組合連合会 ㈱トヨタシステムズ 千寿製薬㈱

鈴与システムテクノロジー㈱ 第一生命保険㈱ トヨタ自動車㈱ ㈱ソニー･ミュージックソリューションズ

鈴与商事㈱ SBS東芝ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱(旧：東芝ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ㈱) ㈱豊田自動織機ITソリューションズ 大正ファーマ㈱

静和エンバイロンメント㈱ ㈱TOKAIホールディングス 日星電気㈱ 太陽ホールディングス㈱

清和海運㈱ 名古屋鉄道㈱ 日本電気㈱ 地崎道路㈱

第一生命保険㈱ 日本生命保険相互会社 ㈱NEXCOシステムズ 中外製薬工業㈱

タカラスタンダード㈱ パーソルキャリア㈱ 農中情報システム㈱ 中部電力㈱

㈱中日新聞社 ㈱バローホールディングス ㈱バッファロー ㈱デンソーパワトレインテクノロジーズ

天龍製鋸㈱ ㈱バロックジャパンリミテッド ㈱日立システムズ ㈱TOKAIコミュニケーションズ

東京海上日動火災保険㈱ ㈱阪急交通社 ㈱日立ソリューションズ東日本 ㈱TOKAIホールディングス

㈱TOKAIホールディングス ㈱広島東洋カープ ㈱日立ハイテクソリューションズ 有限責任監査法人トーマツ

日研トータルソーシング㈱ フコク情報システム㈱ 富士ソフト㈱ 日本電気通信システム㈱

日本車輌製造㈱ 富士通クラウドテクノロジーズ㈱ 富士通㈱ ㈱日立アイイーシステム

日本生命保険相互会社 本州四国連絡高速道路㈱ フタバ産業㈱ ㈱日立国際電気

日本通運㈱ ㈱マーキュリー プライムアースEVエナジー㈱ 不二総合コンサルタント㈱

日本郵便㈱ 三菱電機㈱ ㈱プロス 富士テクノロジー㈱

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾝｼｭｰﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 学校法人神戸学園 ㈱毎日新聞社 ㈱ホクリヨウ

浜松磐田信用金庫 学校法人駿河台学園 三菱電機メカトロニクスソフトウェア㈱ 町田食品㈱

浜松ホトニクス㈱ 学校法人津田学園 明電システムソリューション㈱ 独立行政法人 水資源機構

日立ジョンソンコントロールズ空調㈱ 学校法人浜松海の星学院 ㈱明電舎 明電システムソリューション㈱

㈱ポーラ 浜松聖星高等学校 ヤフー㈱ ㈱メニコン

明治安田生命保険相互会社 公益財団法人静岡市文化振興財団 ㈱ヤマハコーポレートサービス ロート製薬㈱

矢崎総業㈱ 公益財団法人浜松市ｽﾎﾟｰﾂ協会浜松ｱﾘｰﾅ ヤマハモーターソリューション㈱ 学校法人静岡雙葉学園

㈱山口フィナンシャルグループ 社会福祉法人駿河会 ㈱ユニテック 学校法人明正学園 山形明正高等学校

㈱山梨中央銀行 社会福祉法人静岡市社会福祉協議会 楽天グループ㈱ 学校法人作新学院 作新学院高等学校

リビエラ㈱ 特定非営利活動法人 ＭＡ･はろー リンナイ㈱ 学校法人東海大学 
独立行政法人国立病院機構 東海北陸ｸﾞﾙｰﾌﾟ 東海大学付属静岡翔洋高等学校

静岡県教育委員会 静岡県教育委員会 浜松市役所 厚生労働省静岡労働局

静岡市教育委員会 静岡市教育委員会 焼津市役所 法務省中部地方更生保護委員会

厚生労働省 浜松市教育委員会 静岡県庁

防衛省 愛知県教育委員会 島根県庁

会計検査院 鳥取県教育委員会 静岡県警察

特許庁 三重県教育委員会 静岡市役所

裁判所 栃木県教育委員会 八王子市役所

名古屋国税局 警視庁 藤枝市役所

静岡地方検察庁 愛知県警察 四日市市役所

静岡地方裁判所 静岡警察行政 愛知県教育委員会

静岡地方法務局 静岡県庁 石川県教育委員会

厚生労働省静岡労働局 掛川市役所 香川県教育委員会

静岡県庁 静岡市消防局 岐阜県教育委員会

長野県庁 静岡市役所 滋賀県教育委員会

福井県庁 浜松市消防局 静岡県教育委員会

掛川市役所 浜松市役所 島根県教育委員会

静岡市役所 富士市役所

豊川市役所 富士宮市役所

浜松市役所 焼津市役所

藤枝市役所

○企業等○

○官公庁○



◆令和２年度卒業者  主な就職先

《工学部》 《農学部》 《地域創造学環》

朝日電装㈱ 愛知県信用農業協同組合連合会 ㈱アルバイトタイムス

㈱アドヴィックス 愛知県農業共済組合 With Win合同㈱

アビームシステムズ㈱ あいち中央農業協同組合 ㈱エルテス

㈱エフ･シー･シー ㈱アクアプランニング ㈱オープンハウス

オーエスジー㈱ いなば食品㈱ ㈱学研ココファン

㈱小糸製作所 ㈱エヌ･ティ･ティ･ロジスコ ㈱CSA不動産

キオクシア㈱ NECソリューションイノベータ㈱ ㈱静岡銀行

キヤノン㈱ ㈱NTTデータSMS 静岡県労働金庫

京セラ㈱ 愛媛県酪農業協同組合連合会 ㈱清水銀行

三栄ハイテックス㈱ エンケイ㈱ ㈱大広

芝浦機械㈱ ㈱共和コンサルタント ㈱TTC

シンフォニアテクノロジー㈱ 清田産業㈱ 東海旅客鉄道㈱

スズキ㈱ ㈱クラウン･パッケージ 中日本高速道路㈱

セイコーエプソン㈱ ㈱グラフィック ㈱ナナクレマ

ソミック石川㈱ 国立研究開発法人 明治安田生命保険相互会社

ダイキン工業㈱ 農業･食品産業技術総合研究機構 ヤマハ発動機㈱

竹本油脂㈱ 小林食品㈱ ㈱ラキール

㈱タダノ 栄屋乳業㈱ 公益財団法人静岡県スポーツ協会

㈱TOKAIホールディングス ㈱サカタのタネ 公益財団法人静岡市文化振興財団

㈱デンソー ㈱サラダボウル

㈱デンソーテン サン工業㈱

東海旅客鉄道㈱ 静岡県信用農業協同組合連合会

東京電力ホールディングス㈱ 静岡県森林組合連合会

東芝キヤリア㈱ しずおか焼津信用金庫

豊田合成㈱ シブヤ精機㈱

㈱トヨタシステムズ 清水農業協同組合

㈱豊田自動織機 ㈱シャトレーゼ

トヨタ車体㈱ 新菱冷熱工業㈱

㈱ 日産オートモーティブテクノロジー ㈱スカイ

ニプロ㈱ スズキ㈱

日本製鉄㈱ 住友林業緑化㈱

日本分光㈱ ㈱静環検査センター

浜松ホトニクス㈱ 全国農業協同組合連合会

東日本電信電話㈱ 大日精化工業㈱

日立ジョンソンコントロールズ空調㈱ 天龍造園建設㈱

㈱日立ソリューションズ TOKAIグループ

㈱FUJI トヨタネ㈱

富士通㈱ 南駿農業協同組合

フタバ産業㈱ ㈱ニッセー

プライムアースEVエナジー㈱ ㈱農業総合研究所

三菱電機㈱ ㈱はくばく

三菱電機ﾒｶﾄﾛﾆｸｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ㈱ピックルスコーポレーション

三菱電機ﾒｶﾄﾛﾆｸｽｿﾌﾄｳｪｱ㈱ ㈱富士通ビー･エス･シー

矢崎総業㈱ ㈱フジヤマ

ヤマハ発動機㈱ ㈱富士ロジテックホールディングス

リンナイ㈱ ㈱堀内電機製作所

㈱ROKI ㈱堀場製作所

ローム浜松㈱ 町田食品㈱

ローム㈱ ㈱松屋フーズ

ローランド ディー. ジー.㈱ ㈱ヤマザキ

ライト工業㈱

磐田市役所 国土交通省中部地方整備局 兵庫県教育委員会

岐阜市役所 総務省東海総合通信局 富士市役所

静岡県庁 林野庁 旭川市役所

浜松市役所 愛知県庁 富山県警察

藤枝市役所 石川県庁 豊川市役所

防衛省(海上自衛隊) 滋賀県庁 豊橋市役所

三重県庁 静岡県庁 山梨県庁

山梨県庁 三重県庁 沼津市役所

山梨県庁 横浜市教育委員会

厚木市役所

掛川市役所

豊橋市役所

西尾市役所

沼津市役所

浜松市役所

○企業等○

○官公庁○
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