
◆平成30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》 《工学部》 《農学部》

㈱伊藤園 ㈱アクセル アビームシステムズ㈱ ㈱アイエイアイ アイシン･エィ･ダブリュ㈱ アジア航測㈱

伊藤忠ﾛｼﾞｽﾃｨｯｸｽ㈱ アシックスジャパン㈱ 伊豆箱根鉄道㈱ アイシン･エィ･ダブリュ㈱ ㈱エステック イハラニッケイ化学工業㈱

ANA中部空港㈱ ㈱アルビオン ㈱インテック アズビルトレーディング㈱ ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨｼｽﾃﾑ開発㈱ ㈱グリーンアンドアーツ

㈱大垣共立銀行 ㈱一条工務店 SCSK㈱ 飯田信用金庫 オーエスジー㈱ サイボウズ㈱

キヤノンシステム㈱ HIS㈱ SBS情報システム㈱ ANA中部空港㈱ ㈱河合楽器製造所 JA静岡経済連

ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ NHK静岡放送局 ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨｼｽﾃﾑ開発㈱ ㈱エイチ･アイ･エス キヤノン㈱ JAとぴあ浜松

(一社)共同通信社 エンケイ㈱ ㈱NTTデータアイ ANAエアポートサービス㈱ 京セラ㈱ JAバンクあいち

群馬テレビ株式会社 小野薬品工業㈱ ㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東海ﾂｱｰｽﾞ ㈱NSｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ東京 ㈱クボタ 静岡ガス㈱

(公財)国際研修協力機構 ㈱小糸製作所 ㈱JTB情報システム ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨｼｽﾃﾑ開発㈱ ㈱小糸製作所 静岡県森林組合連合会

㈱CACクロア ㈱サイバーエージェント ㈱ジェイテック

㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ･ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾞﾚｲﾝｽﾞ

㈱小松製作所 鈴与㈱

㈱ｼﾞｪｲｱｰﾙ東海ﾂｱｰｽﾞ ㈱Ｊ－オイルミルズ ㈱静岡朝日テレビ

㈱関西みらいﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ

JR貨物㈱ 住友林業㈱

㈱JTB ㈱静岡銀行 ㈱静岡銀行 ㈱かんぽ生命保険 シャープ㈱ 住友林業緑化㈱

静岡ガス株式会社 静岡県労働金庫 静岡鉄道㈱ ㈱小糸製作所 ジヤトコ㈱ 大建工業㈱

㈱静岡銀行 静銀ﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾘｴｲﾄ㈱ スズキ㈱ ㈱コーワメックス シンフォニアテクノロジー㈱ タカナシ乳業㈱

静銀ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ㈱ ㈱秀英予備校 鈴与シンワート㈱ ㈱静岡銀行 スズキ㈱ 中部飼料㈱

静銀ﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾘｴｲﾄ㈱ スズキ㈱ セイコーエプソン㈱ ㈱静岡情報処理センター 住友重機械工業㈱ 天竜造園建設㈱

静銀ﾓｰｹﾞｰｼﾞｻｰﾋﾞｽ㈱ 鈴与㈱ ㈱高木製作所 ㈱静岡新聞社 住友電装㈱ 東亜建設工業㈱

しずおか信用金庫 星光社印刷㈱ ㈱中電シーティーアイ 静銀ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ㈱ 住友理工㈱ TOKAIグループ

静岡鉄道㈱ 静清信用金庫 都築電気㈱ 鈴与システムテクノロジー㈱ ゼブラ㈱ 東海物産㈱

㈱清水銀行 セキスイハイム東海㈱ TIS㈱ 鈴与商事㈱ ㈱ソミック石川 中日本航空㈱

スズキ㈱ 鉄道情報システム㈱ ㈱テクノプロ 第一稀元素化学工業㈱ 中部電力㈱ 南国殖産㈱

鈴与㈱ ㈱電通テック ㈱ﾃﾞﾝｿｰITｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ ㈱タスク･フォース ㈱デンソー ㈱西山酒造所

鈴与ｼｽﾃﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ ㈱トーエネック デンソーテクノ㈱ ㈱テクノ中部 デンソーテン㈱ 日触ﾃｸﾉﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ㈱

鈴与ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ㈱ 東海旅客鉄道㈱ ㈱TOKAIｺﾐｭﾆｰｹｰｼｮﾝｽﾞ 東海旅客鉄道㈱ ㈱TOKAIｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 日本工営㈱

清和海運㈱ 東京海上日動火災保険㈱ 東京ガスiネット㈱ 東京ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｻｰﾋﾞｽ㈱ 東海旅客鉄道㈱ ㈱ノジマ

㈱ソミック石川 ㈱ドコモＣＳ東海 東芝産業機器システム㈱ ㈱TOKAI 東芝機械㈱ はごろもフーズ㈱

第一実業㈱ ㈱ナナミ 凸版印刷㈱ ㈱TOKAIｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ トヨタ自動車㈱ 百年住宅㈱

第三銀行 ㈱ニッセー トッパンファームズ㈱ トクラス㈱ ㈱豊田自動織機 古河林業㈱

中部電力㈱ 日本食研㈱ ㈱ﾄﾖﾀｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ 日本ドライケミカル㈱ トヨタ車体㈱ ㈱ブルボン

デロイトトーマツ 日本生命保険相互会社 豊田ハイシステム㈱ ㈱ﾄﾗｽﾄ･ﾈｸｽﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ トヨタ紡織㈱ ﾎﾟｯｶｻｯﾎﾟﾛﾌｰﾄﾞ&ﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞ㈱

　コンサルティング合同会社 日本郵政㈱ ㈱ﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 南駿農業協同組合 中日本高速道路㈱ ミヨシグループ

㈱TOKAIﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 日本郵便㈱ 日本情報産業㈱ ㈱ニッセー 日亜化学工業㈱ Meiji Seikaファルマ㈱

㈱東京システム技研 沼津信用金庫 日本綜合テレビ㈱ 日特建設㈱ ニチコン㈱ ㈱ヤマザキ

㈱トヨタケーラム パーパス㈱ 日本電気㈱ ㈱日本環境調査研究所 日星電気㈱ 山崎製パン㈱

㈱西川ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ ㈱ホテル小田急静岡 日本郵便㈱ 日本原燃㈱ パナソニック㈱ ヤマサ醤油㈱

(独)日本学生支援機構 ホテルセンチュリー静岡 沼津信用金庫 日本ビジネスシステムズ㈱ 浜名湖電装㈱ ㈱ヤヨイサンフーズ

日本瓦斯㈱ ミサワホーム㈱ ㈱野村総合研究所 浜名湖電装㈱ 浜松ホトニクス㈱ 横浜丸中青果㈱

日本システムウェア㈱

三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝｽﾀﾝﾚｰ証券㈱

パーパス㈱ ㈱日立社会情報サービス ㈱FUJI

日本通運㈱ ㈱ヤタロー 浜松いわた信用金庫

日立ｼﾞｮﾝｿﾝｺﾝﾄﾛｰﾙｽﾞ空調㈱

フタバ産業㈱

はごろもフーズ㈱

ﾔﾏﾊ発動機ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ㈱

東日本高速道路㈱ ヒューマンアカデミー㈱ 三菱自動車工業㈱

㈱ﾌｧｰｽﾄﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ ﾔﾏﾊﾓｰﾀｰﾊﾟﾜｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ㈱ ㈱日立ソリューションズ ブリヂストンケミテック㈱ 三菱電機㈱

㈱福井村田製作所 ㈱ライトオン ㈱福井新聞社 ㈱マルヤナギ小倉屋
三菱電機ﾒｶﾄﾛﾆｸｽｿﾌﾄｳｪｱ㈱

㈱福工房 ローランド㈱ 富士通㈱ みずほ情報総研㈱ ㈱三菱UFJ銀行

富士加工㈱ (公財)浜松市医療公社
㈱富士通ｿﾌﾄｳｪｱﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ

名菱電子㈱ ヤマハ発動機㈱

平和みらい㈱ 浜松医療センター 本田技研工業㈱ ㈱ヤマザキ ﾔﾏﾊﾓｰﾀｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

北海道旅客鉄道㈱ (福)聖隷福祉事業団
三菱電機ﾒｶﾄﾛﾆｸｽｿﾌﾄｳｪｱ㈱

ﾔﾏﾊﾓｰﾀｰｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱ ローム㈱

ヤマハ発動機㈱ (福)浜松市社会福祉協議会 三菱UFJ銀行㈱ ローム浜松㈱

ローランド㈱ 静岡大学 ㈱モリサワ

静岡大学 矢崎化工㈱

浜松医科大学 ﾔﾏﾊﾓｰﾀｰｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱

富山大学

法務省 静岡県教育委員会 沖縄県庁 国税庁名古屋国税局 気象庁 厚生労働省労働基準局

農林水産省 静岡市教育委員会 富士市役所 海上保安庁 焼津市役所 経済産業省

厚生労働省 浜松市教育委員会 藤枝市役所 静岡県庁 神戸市役所 環境省

国税庁東京国税局 愛知県教育委員会 豊橋市役所 北海道庁 静岡県庁

法務省名古屋入国管理局 岐阜県教育委員会 那覇市役所 静岡市役所 静岡市消防局

静岡県庁 人事院 浜松市役所 神奈川県庁

愛知県庁 財務省東海財務局 帯広市役所 岐阜県庁

岐阜県庁 財務省名古屋税関 栃木市役所 栃木県庁

山梨県庁 厚生労働省東京労働局 鳥取市役所 三重県庁

長野県庁 労働基準監督官 静岡県教育委員会 山梨県庁

和歌山県庁 農林水産省東海農政局 愛知県教育委員会 島根県庁

静岡市役所 自衛隊 東京都教育委員会 鹿児島県庁

沼津市役所 静岡県庁 長野県教育委員会 静岡県教育委員会

島田市役所 岐阜県庁 福井県教育委員会

藤枝市役所 愛知県警察 山梨県教育委員会

江戸川区役所 静岡市役所 鳥取県教育委員会

愛知県教育委員会 浜松市役所

沼津市役所

○  企  業  等  ○

○  官  公  庁  ○


