
◆平成２８年度卒業者・修了者　　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》

○企業等○ ○企業等○ ○企業等○ ○企業等○ ○企業等○ ○企業等○

ANAエアポートサービス㈱ 中央労働金庫 愛知厚生農業協同組合連合会 ㈱IHIﾌﾟﾗﾝﾄｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ ㈱IHI ㈱アイジーコンサルティング

㈱ＪＴＢ中部 ㈱スズケン 伊藤忠ﾃｸﾉｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱ ㈱アイセロ アイシン精機㈱ 愛知県農業共済組合

ＮＳＫワーナー㈱ 社会福祉法人春風寮 ㈱インテック 愛知トヨタ自動車㈱ オリンパス㈱ ㈱小田急ランドフローラ

㈱ＳＢＳプロモーション アークレイ㈱ ㈱ヴィンクス ㈱ｱｻﾉ大成基礎ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 川崎重工業㈱ ㈱オリエンタルフーズ

㈱アイエイアイ ㈱清水銀行　 ㈱内田洋行 アジア航測㈱ 関西電力㈱ クロレラ工業㈱

㈱ｱｲﾜ不動産ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ㈱オリエンタルランド ㈱Ａｉｍｉｎｇ アストモスエネルギー㈱ キヤノン㈱ (一財)ｹｹﾝ試験認証ｾﾝﾀｰ

㈱イーオン フォスター電機㈱ ㈱エヌ・ティ・ティ・ロジスコ 井村屋㈱ 京セラ㈱ ｺｶ･ｺｰﾗｲｰｽﾄｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

遠州鉄道㈱ 掛川信用金庫 ＮＥＣフィールディング㈱ 栄研化学㈱ ㈱小糸製作所 小林食品㈱

㈱岡三証券 ㈱TOKAIホールディングス ＦＤＫ㈱ NECエナジーデバイス㈱ スズキ㈱ 三生医薬㈱

㈱オレンジハウス 東京海上日動火災保険㈱ エンシュウ㈱ ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ先端技術㈱ 住友化学㈱ JA遠州中央

㈱クリエイトエス・ディー スルガ銀行㈱ ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱ 応用地質㈱ セイコーエプソン㈱ JA静岡経済連
(公財)日本道路交通情報ｾﾝﾀｰ 東海旅客鉄道㈱ ㈱紀陽銀行 オーエスジー㈱ 全日本空輸㈱ JA全農ミートフーズ㈱

国立大学法人静岡大学 ㈱FLEX 京ｾﾗｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ㈱ ㈱建設技術研究所 ㈱ソニー ㈲春華堂

静岡ガス㈱ ヨシコン㈱ ㈱協和エクシオ ㈱小糸製作所 ソフトバンクグループ㈱ ㈱スカイ

㈱静岡銀行 ㈱明光ネットワークジャパン ㈱コーエーテクモ 佐藤商事㈱ ダイキン工業㈱ 大建工業㈱

静岡市農業協同組合 ㈱ＪＡＬスカイ　 ㈱コメ兵 ｼﾞｪｲｱｰﾙ東海情報ｼｽﾃﾑ㈱ 中部電力㈱ ㈱ディーエイチシー

㈱静岡中央銀行 ㈱明電舎 さくら情報システム㈱ 静岡ガス㈱ TDK㈱ 東海物産㈱

しずてつジャストライン㈱ ㈱杏林堂薬局　 ㈱静岡銀行 ㈱静岡銀行 ㈱デンソー 東海漬物㈱

㈱商工組合中央金庫 愛知製鋼㈱ ㈱静岡新聞社 静岡県労働金庫 東海旅客鉄道㈱ トヨタホーム東海㈱

㈱新学社 ㈱日本標準 シロキ工業㈱ ジヤトコ㈱ 凸版印刷㈱ 土質工学㈱

㈱清水銀行 しずおか信用金庫 シンガポール航空 昭和化学工業㈱ トヨタ自動車㈱ ㈱ノダ

スカイマーク㈱ 東京コンピュータサービス㈱ スズキ㈱ 住友電装㈱ トヨタ車体㈱ 日研フード㈱

スズキ㈱ 静岡マツダ㈱ 住友生命保険相互会社 セキスイハイム東海㈱ ㈱豊田自動織機 日本生命保険相互会社

鈴与㈱ ㈱静岡銀行　 瀬戸信用金庫 損害保険料率算出機構 トヨタ紡織㈱ 日本ハムファクトリー㈱

㈱住居時間 ㈱日立ICTビジネスサービス 全日本空輸㈱ 大豊建設㈱ 西日本電信電話㈱ ㈱ﾋﾟｯｸﾙｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

大正製薬㈱ 静銀モーゲージサービス㈱ 第一生命保険㈱ 太陽石油㈱ 西日本旅客鉄道㈱ フライスター㈱

中部ガス㈱ セキスイハイム東海㈱ ㈱ＴＩＳ 大和ハウス工業㈱ 日産自動車㈱ ㈱ベジテック

中部電力㈱ マックスバリュ東海㈱ ㈱Ｄ２Ｃ (独)鉄道建設･運輸 日本ガイシ㈱ ㈱マルハチ村松

東レ建設㈱ キリンビジネスシステム㈱ ㈱ＴＯＫＡＩｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 施設整備支援機構 日本特殊陶業㈱ ㈱ヤマザキ

東海旅客鉄道㈱ 損保ジャパン日本興亜 トッパン・フォームズ㈱ デル㈱ パナソニック㈱ ㈱山畜

東京セキスイハイム㈱ ひまわり生命保険㈱ ㈱ﾄﾖﾀｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ ㈱トーエネック 浜松ホトニクス㈱ 横浜植木㈱

㈱名古屋銀行 ㈱トライグループ　 ㈱豊田自動織機 ㈱TOKAI 東日本旅客鉄道㈱ ㈱LIXIL

㈱ニッポンレンタカー ㈱名古屋三越　 ㈱トヨタデジタルクルーズ ㈱TOKAIｹｰﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜｰｸ ㈱日立製作所 リコージャパン㈱
日本食研ホールディングス㈱ ㈱遠鉄トラベル ㈱ナムコ ㈱TOKAIﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰﾋﾞｽ 富士通㈱

日本生命保険相互会社 磐田信用金庫 西日本電信電話㈱ 凸版印刷㈱ フタバ産業㈱

日本年金機構 スズキ教育ソフト㈱ 日東電工㈱ ㈱巴川製紙所 ﾌﾟﾗｲﾑｱｰｽEVｴﾅｼﾞｰ㈱

日本放送協会 日本生命保険相互会社 ニフティ㈱ ㈱日本環境調査研究所 ブラザー工業㈱

日本郵政㈱ 鈴与㈱ 日本ビジネスシステムズ㈱ 日本原燃㈱ 本田技研工業㈱
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾒﾃﾞｨｺﾑﾈｯﾄﾜｰｸｽ㈱ ㈱タカラ・エムシー 浜松信用金庫 日本テトラパック㈱ ㈱マキタ

浜松ホトニクス㈱ テンプスタッフ㈱ 富士通㈱ (公財)日本分析センター 三菱ケミカル㈱

浜松信用金庫 日本郵便㈱ 本田技研工業㈱ ㈱パスコ 三菱重工業㈱

㈱百五銀行 セキスイファミエス東海㈱ 三菱電機ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ ㈱八十二銀行 三菱電機㈱

富士ゼロックス静岡㈱ 楽天㈱ 三菱電機ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝﾈｯﾄﾜｰｸ㈱ ㈱日立システムズ 矢崎総業㈱

マックスバリュ東海㈱ ㈱ケイライン　 矢崎総業㈱ 不二総合コンサルタント㈱ ヤフー㈱

三井生命保険㈱ ㈱LIC ㈱琉球銀行 富士ソフト㈱ ㈱ヤマザキ

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 パーパス㈱ リョービ㈱ 富士通㈱ ヤマハ㈱

ヤマト運輸㈱ ㈱U'eyes Design　 ㈱ﾜｰｸｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ フジパングループ本社㈱ ヤマハ発動機㈱

ヤマハ発動機㈱ ㈱読売広告社 ㈱ﾌｼﾞﾐｲﾝｺｰﾎﾟﾚｰﾃｯﾄﾞ 横浜ゴム㈱

㈱ゆうちょ銀行 NASYU㈱　 (独)水資源機構 ローム㈱

吉本興業㈱ ㈱木村鋳造所 矢崎化工㈱ YKK㈱

㈱タネトネ ローム㈱

○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 愛知県警察 国土交通省中部運輸局 愛知県名古屋市役所 農林水産省

静岡県警察 静岡市教育委員会 静岡県警察 経済産業省 愛知県豊橋市役所 林野庁

静岡県静岡市役所 浜松市教育委員会 愛知県岡崎市役所 静岡県庁 岐阜県関市役所 静岡県庁

静岡県浜松市役所 愛知県教育委員会 岐阜県岐阜市役所 徳島県警察 静岡県富士市役所 東京都庁

静岡県藤枝市役所 岐阜県教育委員会 静岡県磐田市役所 静岡市役所 神奈川県庁

静岡県掛川市役所 三重県教育委員会 静岡県静岡市役所 京都市役所 石川県庁

静岡県島田市役所 山梨県教育委員会 静岡県森町役場 安城市役所 福井県庁

静岡県袋井市役所 静岡県静岡市役所　 三重県伊勢市役所 桑名市消防本部 山梨県庁

静岡県三島市役所 静岡県掛川市役所 静岡県教員 愛知県庁

静岡県焼津市役所 静岡県沼津市保育士 岐阜県教員 山口県庁

岐阜県庁 静岡県御前崎市役所 愛知県教員 徳島県庁

愛知県庁 静岡県藤枝市役所 三重県教員 静岡県教育委員会

山梨県庁 静岡県三島市役所 静岡県静岡市役所

名古屋国税局 静岡県焼津市役所 愛知県日進市役所

警視庁 静岡県庁

裁判所 静岡県警察

防衛省 自衛隊


