
◆平成２６年度卒業者  主な就職先
《人文学部》 《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 静岡県労働金庫 ㈱アサツーディ・ケイ 協和医科器械㈱ スズキ㈱ カネコ種苗㈱

岡崎信用金庫 ㈱出雲殿 アドソル日進㈱ ㈱スズキビジネス アスモ㈱ ㈱サカタのタネ

㈱ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ （有）夢現塾 ㈱アルファシステムズ 鈴与ｼｽﾃﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ ㈱小糸製作所 ㈱ミヨシグループ

㈱ソフテス ㈱ファミリー 池上通信機㈱ ㈱TOKAIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ THKリズム㈱ ㈱林牧場

㈱山梨中央銀行 ㈱あいネット ㈱エディオン 鈴与㈱ アイシン・エィ・ダブリュ㈱ はごろもフーズ㈱

㈱清水銀行 ㈱ナナミ ＮＥＣネッツエスアイ㈱ 商工組合中央金庫 靜甲㈱ 日本オーガニック㈱

㈱静岡銀行 名鉄観光サービス㈱ ＮＥＣフィールデング㈱ 旭運輸㈱ 日管㈱ 理研ビタミン㈱

㈱大垣共立銀行 ＪＡあいち豊田 遠州信用金庫 ㈱日立ﾊﾟﾜｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ヤマハ発動機㈱ 小林食品㈱

㈱日本政策金融公庫 エン・ジャパン㈱ ㈱大垣共立銀行 HST㈱ CKD㈱ ㈱ﾒりーﾁｮｺﾚｰﾄｶﾑﾊﾟﾆｰ

岐阜信用金庫 ㈱アイエイアイ 岡崎信用金庫 三菱電機住環境ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ NOK㈱ 明星食品㈱
三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券㈱ 平井工業㈱ 九州労働金庫 東芝ITｺﾝﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑ㈱ ㈱アイエイアイ 森永乳業㈱

磐田信用金庫 信菱電気㈱ さくら情報システム㈱ ｱｲｼﾝｴｲﾀﾞﾌﾞﾘｭ工業㈱ ｱｲｼﾝ･ｴｨ･ﾀﾞﾌﾞﾘｭ工業㈱ 東海物産㈱

浜松信用金庫 静岡トヨタ自動車㈱ 静岡県信用農業 三栄ハイテックス㈱ 朝日電装㈱ ＪＡ全農ミートフーズ㈱

豊橋信用金庫 ㈱しずおかオンライン 協同組合連合会 ㈱アラキ製作所 ㈱アステック 竹本油脂㈱

遠藤科学㈱ 大石機械㈱ ｼﾁｽﾞﾝﾌｧｲﾝﾃﾞﾊﾞｲｽ㈱ ㈱ガステックサービス アンデン㈱ 日本エスエルシー㈱

㈱阪急交通社 日本銀行 シチズンマシナリー㈱ ㈱静岡銀行 ㈱大川原製作所 ㈱ｱｲｼﾞｰｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

㈱星野リゾート ㈱スズキ教育ソフト ㈱清水銀行 ㈱平成建設 ㈱協栄製作所 住友林業緑化㈱

近畿日本ツーリスト㈱ ユアサ商事㈱ ㈱ジャステック ㈱ﾔﾏｼﾀｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 新東工業㈱ 日管㈱

静岡カントリーグループ ㈱中外食品 シャチハタ㈱ 関西酵素㈱ ㈱タマディック 大建工業㈱

静岡鉄道㈱ ㈱徳島銀行 スズキ㈱ ㈱キャタラー デンソーテクノ㈱ 中国木材㈱

東邦航空㈱ ㈱秀英予備校 静甲㈱ ユニー㈱ 東海ソフト㈱ ㈱ノダ

ＹＫＫＡＰ㈱ ㈱ダイナム ㈱中電シーティーアイ 竹田理化工業㈱ ㈱トーエネック ㈱ウッドワン

セキスイハイム東海㈱ ㈱進学予備校未来教育舎 ＴＩＳ㈱ ㈱ブルボン 日本プラスト㈱ 永大産業㈱

とぴあ浜松農業共同組合 ㈱クラ・ゼミ ＴＨＫリズム㈱ 山崎製パン㈱ ﾔﾏﾊﾓｰﾀｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱ ㈱長谷川萬治商店

ヤマハ発動機㈱ ㈱ｵｰｸﾗｱｸﾄｼﾃｨﾎﾃﾙ浜松 デンソーテクノ㈱ ホクト㈱ ﾔﾏﾊﾓｰﾀｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ ㈱東京インテリア家具

リコージャパン㈱ 東洋計器㈱ ㈱TOKAIｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 富士ゼロックス北陸㈱ ＮＴＮ㈱ 清水農業共同組合

愛知製鋼㈱ ㈱スプリックス ㈱東芝 ㈱三和化学研究所 愛三工業㈱ 静岡県農業共同組合中央会

旭化成ホームズ㈱ ㈱アドマック トッパンフォームズ㈱ ㈱奥誠環境商事 オムロン㈱ 全国農業共同組合連合会

㈱TOKAIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 日本郵便㈱ ㈱ﾄﾖﾀｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ 持田製薬㈱ ㈱静岡銀行 梨北農業共同組合

㈱ビックカメラ ㈱ニッカホーム トヨタ自動車㈱ 矢崎総業㈱ ジヤトコ㈱ 日本たばこ産業㈱

㈱マイナビ ㈱富士印刷 豊田鉄工㈱ 静岡トヨペット㈱ ｼﾝﾌｫﾆｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ 日亜化学工業㈱

㈱杏林堂薬局 ㈱バンダイ 長野赤十字病院 ㈱八十二銀行 住友電装㈱ 協立電機㈱

㈱小糸製作所 ㈱むぎ進学教室 学校法人名古屋大原学園 ㈱NTTﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ東北 ﾀｲｺ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ ｼﾞｬﾊﾟﾝ パナソニック㈱

㈱日立製作所 ㈱静鉄ｱﾄﾞ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 西日本電信電話㈱ 協和医科器械㈱ 合同会社 ㈱ユニバーサル園芸社

協和医科器械㈱ チョコレートデザイン㈱ 学校法人日本医科大学 前田工繊㈱ 大同特殊鋼㈱ 国立大学法人浜松医科大学

(財)静岡県信用保証協会 浜松信用金庫 日本郵政㈱ 学校法人三幸学園 中部電力㈱ (独)労働者健康福祉機構

三菱自動車㈱ ㈱スタジオコバ 沼津信用金庫 ㈱ユニバーサル園芸社 ㈱東海理化電機製作所 ＷＤＢ㈱

静岡ガス㈱ 鈴与㈱ ㈱パスコ リコージャパン㈱ 東海旅客鉄道㈱ 中日本ハイウェイ･

静岡放送㈱ 鈴与商事㈱ ㈱富士通 JX日鉱日石ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱ トヨタ自動車㈱ エンジニアリング名古屋㈱

太陽建機レンタル㈱ ㈱ジーテイスト ㈱富士通ミッション 池田糖化工業㈱ 日本特殊陶業㈱ 清和ケミカルサービス㈱

中部電力㈱ ㈱ノダ クリティカルシステムズ ㈱ノダ 浜松ホトニクス㈱ ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨｼｽﾃﾑ開発㈱

島村楽器㈱ クオレ㈱ ㈱北越銀行 日亜化学工業㈱ 富士重工業㈱ 東日本旅客鉄道㈱

東海東京フィナンシャル･ ヒノキ新薬㈱ ㈱三井住友銀行 ㈱さなる ㈱富士通エフサス 中日本航空㈱
ホールディングス㈱ とぴあ浜松農業共同組合 三菱電機 北海道電力㈱ フタバ産業㈱ 鈴与商事㈱

日本生命保険相互会社 静岡鉄道㈱ ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ ｱﾌﾗｯｸ(ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾐﾘｰ ㈱堀場製作所 きのくに信用金庫

日本郵政㈱ ㈱静岡銀行 三菱電機 生命保険会社) 本田技研工業㈱ ㈱田子重

日本郵便㈱ 日本生命保険相互会社 ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸ㈱ ㈱秀英予備校 マツダ㈱ ㈱星野リゾート

富士ゼロックス静岡㈱ ㈱Ｈ・Ｉ・Ｓ ヤフー㈱ ローヤル電機㈱ ㈱名電舎

豊通マテリアル㈱ はごろもフーズ㈱ ㈱山形銀行 菱和設備㈱ 山崎製パン㈱

鈴与㈱ 東芝ソリューション㈱ 横河ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ㈱

リゾートトラスト㈱

○官公庁○ ○官公庁○ ○官公庁○ ○官公庁○ ○官公庁○ ○官公庁○

静岡県庁 静岡県庁 特定独立行政法人 国土交通省 国土地理院 静岡県静岡市役所 農林水産省

静岡県警察 静岡県静岡市役所 統計センター 愛知県岡崎市役所 静岡県富士宮市役所 経済産業省

静岡労働局 静岡県藤枝市役所 愛知県庁 宮崎県庁 静岡県庁

静岡県三島市役所 静岡県島田市役所 静岡県庁 静岡県島田市役所 福井県庁

静岡県静岡市役所 静岡県警察 静岡県静岡市役所 静岡県沼津市役所 長野県庁

静岡県藤枝市役所 愛知県警察 静岡県浜松市消防局 東京国税局 和歌山県庁

静岡県磐田市役所 名古屋国税局 静岡県沼津市役所 静岡県袋井市役所 静岡県静岡市役所

静岡県浜松市役所 国土交通省中部地方整備局 愛媛県大洲市役所 群馬県館林市役所

静岡県教育委員会 消費者庁 静岡県焼津市役所

労働基準監督署 防衛省海上自衛隊 静岡県島田市役所

国土交通省 静岡県教育委員会 静岡県浜松市役所

厚生労働省 静岡市教育委員会 長野県飯島町役場

名古屋国税局 浜松市教育委員会

東京都庁 山梨県教育委員会

愛知県庁 愛知県教育委員会

岐阜県庁 神奈川県教育委員会

岐阜県教育委員会


