過 去3 年 分 の 卒 業 生の主 な 就 職 先
（2 016 年 3月〜2 018 年 3月卒 業 ）
哲学専攻
農林水産業・
鉱業・建設業
エネルギー供給
製造業

アツギ／沖電気工業／住友化学
／住 友 金 属 鉱 山 ／仙 太 郎 ／
ディーエイチシー／マンダム／
UCC上島珈琲
NTTデータフォース／NTTドコ
モ／MS＆ADシステムズ／かん
ぽシステムソリューションズ／
富士通ビー・エス・シー

情報通信業

マスコミ

アドウェイズ／JR東日本企画／
東北放送／日本経済社

運輸業

ANA／関東鉄道／JR東日本／
JAL
内田洋行／日本管材センター／
三菱食品

卸売・小売業

香川証券／清水銀行／中央労
働金庫／日本政策投資銀行／
農林中央金庫／富国生命保険
／前橋市農業協同組合／みず
ほ証券／三井住 友 銀 行／三井
住友信託銀行／明治安田生命
保険／山梨中央銀行／りそなグ
ループ

金融・保険業

不動産業・
物品賃貸業

アパマンショップホールディン
グス／木下不動産／三井 不動
産リアルティ／三菱地所ハウス
ネット

飲食店・宿泊業

アパホテル／東京會舘／パレス
ホテル／阪急阪神ホテルズ／星
野リゾート・マネジメント

医療・福祉

ソラスト／ニチ イケ アパ レス ／
HITOWAホールディングス

教育・
学習支援業

北里研究所

サービス業

アウトソーシングテクノロジー／
あずさ監査法人／クラブツーリ
ズム／JTB首都圏／東京海上ア
シスタンス／東京コンサルティ
ングファーム／西村あさひ法律
事務所

アイティフォー／アットホーム／
NSD／NT TデータSMS／オー
ビック／オービックビジネスコ
ンサルタント／コンピュートロン
／システムトラスト研究所／ト
ランス コ スモ ス ／ 日 本 コ ン
ピュータ・ダイナミクス／ネクス
ウェイ／ビズリーチ／三菱総研
DCS／USEN／楽天／ワークス
アプリケーションズグループ

エステー／コーセー／小松製作
所／シチズン・システムズ／新日
鐵住金／新日本無線／シンワ工
業／デンカ／東ソー／東洋エン
ジニアリング／日本アイ・ビー・
エム／P＆Gプレステージ／日立
産機システム／村田製作所

インテック／インテックソリューショ
ンパワー／コムシス情報システム／
さくら情報システム／シンカーミク
セル／スミセイ情報システム／ディッ
プ／トランスコスモス／ニッセイ情報
テクノロジー／日立社会情報サービ
ス／丸紅情報システムズ／みずほ情
報 総 研／三 越 伊 勢 丹システム・ソ
リューションズ／楽天／リクルート
マーケティングパートナーズ／ワー
クスアプリケーションズグループ

山日YBSグループ／ジュピターテレ
コム／上毛新聞社／中日新聞社／
D2C／テレビ静岡／マーキュリー
／リクルート住まいカンパニー

NHK／キャリアデザインセンター
／太 陽 企 画 ／D 2 C／東 映 アニ
メーション／ビー・エム・シー／福
島テレビ／マイナビ／宮崎放送

小田急電鉄／しずてつジャスト
ライン／JAL

A N A／A N A エアポートサービス／
ANA関西空港／エミレーツ航空／近
鉄エクスプレス／近鉄ロジスティクス・
システムズ／山九／静岡鉄道／JAL／
JALスカイ／JALナビア／双日ロジス
ティクス／日本通運／双葉鉄道工業
／マカオ航空／マルニトータルサービ
ス／三井倉庫エクスプレス／ヤマトロ
ジスティクス／郵船ロジスティクス

アルページュ／イオンリテール
／イトーヨーカ堂／ゲオホール
ディングス／ジーユー／システ
ムステーション／世界堂／セキ
チュー／そごう・西武／東 京エ
レクトロンF E／東 京モバイル
ネットワーク／巴商会／トラス
コ中山／阪和興業／ファースト
リテイリング／ファミリーマート
／やまと
あおぞら銀行／朝日生命保険／
足利銀行／アフラック生命保険
／SMBC日興証券／岡三アセッ
トマネジメント／共栄火災海上
保険／京葉銀行／JCB／資産管
理サービス信託銀行／静岡銀行
／商工組合中央金庫／住友生命
保険／スルガ銀行／セゾン自動
車火災保険／損害保険ジャパン
日本興亜／損保ジャパン日本興
亜ひまわり生命保険／損保ジャ
パン日本興亜保険サービス／第
四銀行／筑波銀行／東京海上日
動火 災保 険／東 京 T Yフィナン
シャルグループ／栃木銀行／日
本銀行／日本政策金融公庫／日
本生命 保 険 ／日本トラスティ・
サービス信託銀行／沼津信用金
庫／農林中央金庫／野村證券／
八十二銀行／福島銀行／富国生
命保険／みずほフィナンシャル
グループ／三井住友海上火災保
険／三井住友銀行／三井住友信
託銀行／三井住友トラストTAソ
リューション／三菱UFJ銀行／ゆ
うちょ銀行／りそなグループ
IBJL東芝リース／オープンハウス／
空港施設／JA三井リース／スターツ
グループ／タカラレーベン／野村不動
産アーバンネット／三井不動産ファ
シリティーズ／横河レンタ・リース
アパホテル／京王プレッソイン／
三井不動産ホテルマネジメント
／麦の穂／モスフードサービス
結核予防会／戸田中央医科グ
ループ／ニチイ学館／ハッピー
ネット
アイ・ブロード／あずさ監査法
人／アディーレ法律事務所／ア
メリカン・エキスプレス・ジャパ
ン／クラブツーリズム／高齢・障
害・求職者雇用支援機構／JFE
ビジネスサポート横浜／WDB
／千葉県国民健康保険団体連
合 会／長島・大野・常松法律事
務所／日本郵便／日本司法支
援センター

茨城県／神奈川県／埼玉県／
東 京都／栃木県／小野学園女
子中学・高等学校／中央学院大
学中央高等学校／日々輝学園
高等学校／横浜隼人中学校・高
等学校
東京都
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英語文学文化専攻
旭化成ホームズ／積水化学工
業／大和ハウス工業／テクノエ
フアンドシー
洸陽電機

武蔵境自動車教習所

教員

公務員

日本文学専攻
カンドー／三建設備工業／新生
ホームサービス／大東建託／橋
本組／もりぞう
東北電力／日東エネルギーグループ
ジオスター／新日鐵住金／千住
金属工業／ダイドー電子／大日
本印刷／宝印刷／東罐興業／凸
版印刷／日本ケッチェン／村田
製 作 所／ヤマハ発 動 機 ／ユ ニ
バーサル製缶／LIXIL／ワコール

茨城県警察本部／大分県／群馬県
警察本部／静岡県／千葉県警察本
部／市川市／川口市／桐生市／さ
いたま市／幸手市／世田谷区／足
立区／長野県／成田市／松戸市

青 山 商 事／イオンリテ ール／
イッセイミヤケ／伊藤忠商事／
エトワール海渡／ガスパル／カ
ルチュア・コンビニエンス・クラ
ブ／コストコホールセールジャ
パン／ジーフット／ジューテック
ホールディングス／住友商事／
ダイワボウ情報システム／ツツ
ミ／豊島／野村貿易／PALTAC
／フェラガモ・ジャパン／ミキハ
ウスグループ／ミキモト／三谷
商事／三越伊 勢 丹／三菱食品
／森村商事／山善／リンク・セ
オリー・ジャパン
あいおいニッセイ同和損害保険
／あおぞら銀行／朝日火災海上
保険／朝日生命保険／足利銀行
／エムアイカード／岡三証券／オ
リエントコーポレーション／かん
ぽ生命保険／クレディセゾン／
群馬銀行／西京信用金庫／JCB
／十六銀行／常陽銀行／住友生
命保険／ソニー生命保険／損害
保険ジャパン日本興亜／大和証
券／千葉銀行／東京海上日動火
災保険／東京東信用金庫／日本
生命保険／日本マスタートラス
ト信託銀行／野村證券／北都銀
行／北海道銀行／マニュライフ
生命保険／みずほフィナンシャ
ルグループ／三井住友銀行／三
井住友信託銀行／三菱UFJ銀行
／三菱UFJモルガン・スタンレー
PB証券／明治安田生命保険／
ゆうちょ銀行／楽天カード／りそ
なグループ
ケン・コーポレーション／スターツコーポ
レーション／住友不動産販売／東銀リース
／野村不動産アーバンネット／野村不動産
パートナーズ／みずほ不動産販売／三井
不動産リアルティ／横河レンタ・リース
ケーヨーリゾート開発／東急ホ
テルズ／パレスホテル／星野リ
ゾート・マネジメント
イーオン／ベネッセコーポレー
ション／LITALICO
アクセンチュア／あずさ監査法
人／アンダーソン・毛利・友常法
律 事 務 所 ／A N A ス カ イビ ル
サービス／キャプラン／クロス・
マーケティング／シーエーシー
／JT B首都圏／全国健 康保険
協会／電通ワークス／東京むさ
し農業協同組合／長島・大野・
常松法律事務所／西村あさひ
法律事務所／日興ビジネスシス
テムズ／日本総合研究所／ベイ
カレント・コンサルティング

史学専攻
カンドー／東京石灰工業／みら
い建設工業
東彩ガス

井村屋グループ／沖電気工業／
京セラ／ジオスター／住友金属
鉱山／高千穂化学工業／日本
製 鋼所／日本無線／日野自動
車／村田製作所

経済学専攻

社会学専攻

心理学専攻

コミュニケーション専攻

言語科学専攻

塩浜工業／大 東 建託／日本海
洋掘削

協和エクシオ／太平電業／西日
本高速道路

大和ハウス工業／ユニオン建設

旭化成ホームズ／東京セキスイ
ハイム／レオパレス21／芝工業

積水ハウス／鉄 建建設／トヨタ
ホーム／ニッカホーム／日本電技

エキップ／コーセー／資生堂／
新日鐵住金／住 友金属鉱山／
トクラス／日本ケミコン／日本
精工／三菱電機／YKK

JFE鋼板／新日鉄住金エンジニ
アリング／大日本 印 刷 ／東 京
アート／東北エプソン／日本精
工／マックス／Meiji Seikaファ
ルマ

三栄源エフ・エフ・アイ／シチズ
ン・システムズ／T＆K TOKA／
DMG森精機／永谷園／日油／
日本ヒューレット・パッカード／
日 本 ペイント／パ ラマ ウント
ベッド／三井金属鉱業／理想科
学工業

東北電力
エスビー食品／キーエンス／共立アイ
コム／山陽特殊製鋼／四国化成工業
／新日本印刷／住友金属鉱山／大日
本印刷／大鵬薬品工業／ディーエイ
チシー／常盤 薬品工業／トッパン・
フォームズ／日本軽金属／ハウス食品
／富士通／三菱マテリアル／リコー

アンファー／ウシオライティング
／コマニー／ジョンソン・エン
ド・ジョンソン／新日鐵住金／
住友化学／ソニー／THK／パナ
ソニック／富士通／古河電気工
業／ヤクルト本社／ライオン事
務器／リンナイ／レオン自動機

旭情報サービス／NTTコムウェ
ア／エ ム・オー・シ ー／さくら
ケーシーエス／DACS／DNP
情報システム／日新情報システ
ム開発／日本アイビーエム・ソ
リューション・サービス／フォー
カスシステムズ／富士ソフト／
楽天／ワークスアプリケーショ
ンズグループ

ウェザーニューズ／NSD／N T T
データ／OSK／オービックビジネ
スコンサルタント／キューアンド
エー／KDDI／さくら情報システム
／JR東日本情報システム／システ
ムトラスト研究所／情報技術開発
／ソフトウェアコントロール／ソ
フトバンクコマース＆サービス／
DNP情報システム／帝国データ
バンク／テックスエンジソリュー
ションズ／トランスコスモ ス／
フューチャーアーキテクト／楽天

インテック／インテックソリュー
ションパ ワー／ N E Cソリュー
ションイノベータ／N T Tコミュ
ニケーションズ／オービックビ
ジネスコンサルタント／システ
ム トラ ス ト 研 究 所 ／ 日 立 ソ
リューションズ／三菱総研DCS
／三菱電機インフォメーション
システムズ／ユー・エス・イー／
楽天／リクルートマーケティン
グパートナーズ

インフォテクノ朝日／SCSK／
NTTデータ・フィナンシャルコア
／KDDI／さくらケーシーエス／
JR東日本情報システム／スミセ
イ情報システム／ソニーネット
ワークコミュニケーションズ／
ソレキア／TIS長野／日本郵政
インフォメーションテクノロジー
／日本ユニシス／日立システム
ズ／みずほ情報総研

イッツ・コミュニケーションズ／
時事通信社／下野新聞社／日
本経済社／Wiz

オプト／学情／キャリアデザインセン
ター／サントリーパブリシティサービ
ス／CBCテレビ／D2C／デイリース
ポーツ／日本テレビ放送網／マイナビ

NHK／東海テレビプロダクショ
ン

共同通信社／JR 東海エージェ
ンシー／JTBパブリッシング／
デルフィス

東海運／ANA／ANAエアポー
トサービス／山九／日本通運／
郵船ロジスティクス

ANA／ANAエアポートサービ
ス／近鉄エクスプレス／JR東日
本／JAL／神姫バス／三菱ケミ
カル物流

ANAエアポートサービス／JAL
／JALスカイ／西武鉄道／南日
本運輸倉庫／安田倉庫
アイコミュニケーション／アオキ
／伊藤忠食品／伊藤忠リーテイ
ルリンク／イトーヨーカ堂／ジュ
ン・アシダ／住友商事グローバ
ルメタルズ／東京多摩青果／豊
通食料／メニコン／山本商会／
洋菓子舗ウエスト／横浜岡田屋

あいおいニッセイ同和損害保険
／アフラック生命保険／茨城県
信用組合／桐生信用金庫／クレ
ディセゾン／群馬銀行／京葉銀
行／商工組合中央金庫／荘内
銀行／城 北信用金庫／住 友生
命 保 険 ／損害 保 険ジャパン日
本興亜／第一生命保険／大和
証券／千葉銀行／千葉興業銀
行／東 京海上日動火災保険／
日本政策投資銀行／野村證 券
／東日本銀行／広島 信用金 庫
／福岡銀 行／北陸 銀 行／丸 三
証券／みずほフィナンシャルグ
ループ／三井住友海上あいおい
生命保険／三井住 友銀行／三
井住 友信 託銀行／三菱UFJ銀
行／三菱U FJ 信 託 銀 行／三菱
U FJニコス／三菱 U FJモルガ
ン・スタンレー証券／明治安田
生命保険／山形銀行／りそなグ
ループ

東海運／ANA／ANAウイングス
／ANAエアポートサービス／遠
州鉄道／近鉄エクスプレス／サン
リツ／J R 西 日 本／J R 東 日 本／
ジェットスター・ジャパン／JAL／
JALナビア／住商グローバル・ロ
ジスティクス／東海旅客鉄道／日
本通運／日本トランスシティ／は
とバス／阪急阪神エクスプレス
旭 化 成 アドバ ンス／イオンリ
テール／オー・ジー／岡谷鋼機
／ガスパル／兼松／ガモウ／ケ
ンコーコム／JFE商事／資生堂
ジャパン／ジュングループ／神
鋼商事／住友商事グローバルメ
タルズ／西 友／大 丸／東 急百
貨店／東京エレクトロン山梨／
日鉄 住金 物産／日本調剤／フ
ジオックス／ペッツファースト／
丸紅／三井食品／三越伊勢 丹
／三菱商事RtMジャパン／三菱
商事マシナリ／三菱マテリアル
トレーディング／モンベル／レ
ナウン／ローソン

帝国ホテル／山の上ホテル

あいおいニッセイ同和損害保険
／あおぞら銀行／アフラック生
命保険／伊予銀行／SMBC日興
証券／岡三証券／蒲郡信用金庫
／かんぽ生命保険／クレディセ
ゾン／京葉銀行／国際協力銀行
／商工組合中央金庫／常陽銀行
／信金中央金庫／住友生命保険
／西武信用金庫／損害保険ジャ
パン日本興亜／多摩信用金庫／
千葉銀行／東京海上日動火災保
険／東邦銀行／西日本シティ銀
行／日本政策投資銀行／日本生
命保険／野村證券／日立キャピ
タル／みずほ証券／みずほフィナ
ンシャルグループ／三井住 友海
上火災保険／三井住友銀行／三
菱UFJ銀行／三菱UFJ信託銀行
／三菱UFJニコス／三菱UFJモ
ルガン・スタンレー証券／明治安
田生命保険／りそなグループ

愛総合福祉／ベネッセスタイル
ケア

あなぶきセザールサポート／住
友不動産販売／大和ライフネク
スト／横河レンタ・リース

スターツグル ープ／第 一 ビ ル
ディング／東銀リース／みずほ
不動産販売／三菱UFJ不動産
販売／横河レンタ・リース

ナガセ／臨海

アクセンチュア／あずさ監査法
人／SMBCコンサルティング／
高齢・障害・求職者雇用支援機
構／セントラル警備保障／東京
スマイル農業協同組合／西村あ
さひ法律事務所／日本郵便／
沼田商工会議所／びゅうトラベ
ルサービス／船井総合研究所／
みずほトラストオペレーション
ズ／山田＆パートナーズ／UDS
／労働者健康福祉機構

茨城県／千葉県／八千 代松陰
中学・高等学校

栃木県／横浜市／櫻花日語学園
／盛岡白百合 学園中学高等学
校／八千代松陰中学・高等学校
飯田市／茨城県／伊予市／久喜
市／御殿場市／さいたま市／中
央区／所 沢市／日野市／三 鷹
市

国際関係専攻
エルゴテック／郡リース／日鉄
住金環境／フジタ／三井物産ス
チール
四国電力／中部電力
グローリー／国際石油開発帝石／
新日鐵住金／住友金属鉱山／住友
重機械工業／瀬味証券印刷／大日
本印刷／太陽ホールディングス／
TDK／デンカ／東洋エンジニアリン
グ／日油／日本ケミファ／ミルボン

群馬県警察本部／川越 市／板
橋区／北区／長野県学校事務
職員／東久留米市／ひたちなか
市／松戸市／武蔵野市／和光市

アパホテル／京王プレッソイン
／東 急ステイサービス／三田
ホールディング
アミティー／公文教育研究会／
聖マリアンナ医科大学
アクセンチュア／味の素コミュ
ニケーションズ／あずさ監査法
人／アンテリオ／伊藤忠フィナ
ンシャルマネジメント／クラブ
ツーリズム／クロス・マーケティ
ング／KCCSマネジメントコン
サルティング／JTB国内旅行企
画／J T B首都圏／新日本監 査
法人／大和総研／TMI総合法
律事務所／東京都中小企業振
興公社／東武トップツアーズ／
長島・大野・常松法律事務所／
西村あさひ法律事務所／日本
郵便／パソナグループ／三井住
友トラスト・ビジネスサービス／
三菱 U FJ 代 行ビジネス／リク
ルートキャリア
さいたま市／札幌市／杉並区／
長野県／新座市／浜松市

アマゾンジャパン／イトーヨー
カ堂／内田洋行／セブン−イレ
ブン・ジャパン／東 京ますいわ
屋／マッシュビューティーラボ
／マッシュホールディングス／
三 菱 商 事 パッケージ ング／メ
ディセオ
あいおいニッセイ同和損害保険
／SMBC日興証券／四国銀行／
商工 組合中央金 庫／城南信用
金 庫／新生 銀 行／住 友 生命 保
険 ／西武信用金 庫／損害 保 険
ジャパン日本興亜／大和証券／
千葉銀行／東京海上日動あんし
ん生命保 険／東 京海上日動火
災保険／日本銀行／日本トラス
ティ・サービス信託銀行／日本
マスタートラスト信託銀行／農
林中央金庫／野村證券／飯能信
用金庫／福井銀行／みずほフィ
ナンシャルグループ／三井住友
海上火災保険／三井住友銀行／
三井住友信託銀行／三菱UFJ銀
行／三菱 U FJ 国 際 投信／三菱
UFJ信託銀行／三菱UFJニコス
／明治安田生命保険／山形銀行
／ゆうちょ銀行／りそなグルー
プ
アトレ／エイブル／NREG東芝
不動産／JA 三井リース／昭和
リース／西武プロパティーズ／
三菱地所リアルエステートサー
ビス
東 京會 舘／阪 急阪神ホテルズ
／ミリアルリゾートホテルズ
警察共済組合
さなる／日能研
アクセンチュア／アビームコン
サルティング／インテージ／MS
＆AD事務サービス／京王観光
／建設技術研究所／WDB／千
葉県国民健康保険団体連合会
／電通ワークス／長島・大野・常
松法律事務所／西村あさひ法
律事務所／日本郵政／日本郵
便／三井住 友トラスト・ビジネ
スサービス／三菱UFJ代行ビジ
ネ ス ／ヤ マトマ ネ ー ジメント
サービス／ 郵 船コー ディアル
サービス

静岡県警察本部／浦安市／蓮
田市

RＨトラベラー／阿部興業／伊
藤忠食品／今井書店／江守商
事／岡谷鋼機／サザビーリーグ
アイシーエルカンパニー／そ
ごう・西武／ニシヤマ／日鉄住
金物産／橋本総業／三井物産
／三菱電機住環境システムズ／
ローソン

伊藤忠テクノソリューションズ／イン
テック／NECネクサソリューションズ
／N T Tコムウェア／N T Tデータソ
フィア／NTTデータ／MS＆ADシス
テムズ／エム・オー・シー／オープンリ
ソース／JFEシステムズ／システムト
ラスト研究所／新日鉄住金ソリュー
ションズ／ソフトバンク／日新コン
ピュータシステム／日立ソリューショ
ンズ西日本／フリービット／三菱総
研DCS／ワールドビジネスセンター
エイエイピー／大分放送／博報
堂DYデジタル／フジテレビジョ
ン／マイナビ
ANA／国際空港上屋／JR東日
本／ヒガシトゥエンティワン
青山商事／岩谷産業／オーテッ
ク／岡谷 鋼 機／住 友 商 事マシ
ネックス／チャコット／日鉄住
金 物産 ／ニトリ／バカラ パシ
フィック／ローソン／ロフト

あいおいニッセイ同和損害保険
／茨城県信用農業協同組合連
合会／SMBC信用保証／共栄
火災海上保険／国際協力銀行
／JCB／住宅金融支援機構／常
陽銀行／住 友生命保険／損害
保 険ジャパン日本 興 亜／損 保
ジャパン日本興亜ひまわり生命
保険／大同生命保険／千葉銀
行／東和銀行／徳島信用金庫
／長野県信用組合／長野 信用
金庫／日本政 策投資銀行／日
本生命保険／農林中央金庫／
広島銀行／富国生命保険／み
ずほ証券／みずほフィナンシャ
ルグループ／三井住友海上あい
おい生命保険／三井住友海上
火災保険／三井住 友銀行／三
菱UFJ銀行／三菱UFJ国際投信
／三菱UFJニコス／明治安田生
命保険／ヤマトクレジットファ
イナンス／山梨中央銀行／横浜
銀行／りそなグループ

あいおいニッセイ同和損害保険
／足利銀行／アフラック生命保
険／飯田信用金 庫／市川市農
業 協 同 組 合／いちよし証 券／
S M B C日興 証 券／オリエント
コーポレーション／かんぽ生命
保険／京葉銀行／埼玉縣信用
金 庫／静岡銀 行／しずおか 信
用金 庫／十六銀行／損害保険
ジャパン日本興亜／損保ジャパ
ン日本 興 亜ひまわり生命保 険
／第一生命保険／大同生命保
険／中央労 働金庫／日本銀行
／日本トラスティ・サービス信
託銀行／日本マスタートラスト
信託銀行／はが野農業協同組
合／福井銀行／富国生命保険
／ほけんの窓口グループ／みず
ほフィナンシャルグループ／三
井住友海上あいおい生命保険
／三井住友海上火災保険／三
井住 友銀行／三井生命保険／
三菱UFJ銀行／明治安田生命
保険／ゆうちょ銀行／りそなグ
ループ

アトレ／JR東日本都市開発／大
和リース／東京ガスリース／ネ
クセリア東日本／みずほ不動産
販売／三井不動産ビルマネジメ
ント／ルミネ

小田急不動産／オリックス／東
急コミュニティー／トヨタレンタ
リース東京／芙蓉総合リース／
三菱UFJ不動産販売／レジデン
ス・ビルディングマネジメント

ソシオークホールディングス／
ユニマットライフ／ロッテリア

アパホテル／INGS／プリンスホ
テル

国立病院機構関東信越グループ
／ニチイ学館／PL 東京健康管
理センター／ひまわり福祉会

三育ライフ／東 京都保 健 医 療
公社／ベネッセスタイルケア

アクセンチュア／インテージ／
NTTデータマネジメントサービ
ス／MS＆A D事務サービス／
サーベイリサーチセンター／第
一三共ビジネスアソシエ／地方
公共団 体 情 報システム機 構／
西村あさひ法律事務所／日本
郵便／日本商工会議 所／日本
総合研究所／パソナ／三井物産
フィナンシャルマネジメント／三
菱UFJトラストビジネス／名鉄
観光サービス／郵船コーディア
ルサービス

MS＆AD事務サービス／エン・
ジャパン／高齢・障害・求職者雇
用支援機構／損害保険リサーチ
／SOMPOビジネスサービス／
W D B／ 電 通リテ ールマー ケ
ティング／西村あさひ法律事務
所／日本司法支援センター／日
本私立学校振興・共済事業団／
パ ソナ グル ープ／ 富 士ソフト
サービスビューロ／リクルート
マネジメントソリューションズ

茨城県警察本部／警視 庁／仙
台法務局／川越市／中央区／北
区／栃木県／船橋市／横浜市

NTTラーニングシステムズ／西
郷幼稚園

関東公安調査局／農林水産省／
埼玉労働局／千葉県警察本部／
三条市／世田谷区／千代田区／
目黒区／成田市

伊藤忠テクノソリューションズ／イ
ンテック／NT Tビジネスソリュー
ションズ／MS＆ADシステムズ／
コムチュア／JR東日本情報システ
ム／新日鉄住金ソリューションズ
／スミセイ情報システム／ソフト
バンクグループ／DTS／東京海上
日動システムズ／トランスコスモ
ス／日本電気通信システム／バン
ダイナムコエンターテインメント／
日立ソリューションズ／富士通エ
フサス／北陸コンピュータ・サー
ビス／みずほ情報総研／三菱総
研 D C S／三菱 U FJインフォメー
ションテクノロジー／明治安田シ
ステム・テクノロジー／楽天／ワー
クスアプリケーションズグループ
イッツ・コミュニケーションズ／
ADKアーツ／サイバーエージェ
ント／JTBパブリッシング／静
岡第一テレビ／下野 新聞社／
集英 社／ソニー・ミュージック
エンタテインメント／D2C／東
急エージェンシー／日本経済社
／博報堂DYデジタル／マイクロ
アド
ANA／ANAエアポートサービ
ス／JR東日本／JAL／JALスカ
イ／西武バス／ヤマト運輸
青山商事／エトワール海渡／ガ
スパル／さいか屋／ストライプ
インターナショナル／住友商事
／全日空商事／トラスコ中山／
日鉄住金物産／パパス／はるや
ま 商 事／ 阪 和 興 業 ／ 富 士 ゼ
ロックスインターフィールド／富
士通マーケティング／プラス／
マルエツ／ミキハウス／ミキモト
／三菱食品
あいおいニッセイ同和損害保険
／アフラック収納サービス／ア
フラック生命保険／かんぽ生命
保険／共栄火災海上保険／群
馬銀行／国際協力銀行／静岡
銀行／商工組合中央金庫／新
生銀行／住 友生命保険／損害
保 険ジャパン日本 興 亜／損 保
ジャパン日本興亜ひまわり生命
保険／中国銀行／東 京海上日
動火災保険／長野信用金庫／
西中国信用金庫／西日本シティ
銀行／日本政 策投 資銀行／日
本生命保険／野村證券／八十二
銀行／みずほフィナンシャルグ
ループ／三井住友海上あいおい
生命保険／三井住友海上火災
保険／三井住 友銀行／三井住
友信託銀行／三菱UFJ銀行／三
菱UFJ信託銀行／三菱UFJモル
ガン・スタンレー証券／明治安
田生命保険／ゆうちょ銀行／り
そなグループ
イオンモール／伊藤忠アーバン
コミュニティ／JR東京西駅ビル
開発／野村不動産／三菱地所
プロパティマネジメント
アパグループ／京王プレッソイン
／JR九州ホテルズ／プリンスホ
テル／モスフードサービス
日本保育サービス／フレアス
NTTラーニングシステムズ／埼
玉医科大学
アイビー・シー・エス／アクセン
チュア／ E P ファーマライン／
ヴィエリス／MS＆AD事務サー
ビス／オリエンタルランド／共
立メンテナンス／JTBグループ
／損 害 保 険 料 率 算 出 機 構 ／
S O M P Oビジネスサービス／
ティップネス／長島・大野・常松
法律事務所／西村あさひ法律
事務所／日本中央 競 馬会／日
本郵便／日本経済団体連合 会
／日本総合研究所／マクロミル
／三菱商事フィナンシャルサー
ビス／三菱UFJトラストビジネ
ス
ちくみ幼稚園
特許庁／青梅市／大網白里市／
熊谷市／杉並区／船橋市

アルテリア・ネットワークス／
NECマネジメントパートナー／
NSD／大塚商会／キーマネジメ
ントソリューションズ／新日鉄
住金ソリューションズ／ソフト
ウェアコントロール／ソフトバ
ンク／東邦システムサイエンス
／ネットワンシステムズ／楽天
／ワイイーシーソリューションズ

数学専攻

東京電力
ファナック／本田技研工業

伊藤忠テクノソリューションズ
／NECソリューションイノベー
タ／N T T 東日本／MS＆A Dシ
ステムズ／クレスコ／ソフトバ
ンクグループ／都築電気／デジ
タルプロセス／東京海上日動シ
ステムズ／トランスコスモス／
ニッセイ情報テクノロジー／日
本アイビーエム・ソリューショ
ン・サービス／日立ハイシステ
ム21／みずほ情報総研／三菱
電機インフォメーションシステ
ムズ／明治安田システム・テク
ノロジー

テレコム スタッフ／ 東 急 エー
ジェンシー
朝日 航 洋／A N A ／A I R D O／
ANA成田エアポートサービス／
JAL／JALスカイ／鉄 道建設・
運輸施設整備支援機構／東海
旅客鉄 道／日本通運／羽田空
港サービス

情報理学専攻
東京セキスイハイム

新日鐵住金／TDK／日本ヒュー
レット・パッカード／日立製作所
／富士通／本田技研工業

インターネットイニシアティブ／イン
フォメーション・ディベロプメント／
AGS／SCSK／NT Tコミュニケー
ションズ／NTTドコモ／NTT東日
本／MS＆ADシステムズ／かんぽ
システムソリューションズ／キリン
ビジネスシステム／QUICK／JFEシ
ステムズ／電通国際情報サービス
／東芝デジタルソリューションズ／
日新情報システム開発／ニッセイ情
報テクノロジー／日本マイクロソフ
ト／農中情報システム／日立システ
ムズエンジニアリングサービス／日
立ソリューションズ・クリエイト／丸
紅ITソリューションズ／みずほ情報
総研／三菱総研DCS／三菱電機イ
ンフォメーションシステムズ／三菱
電機ビジネスシステム／三菱UFJイ
ンフォメーションテクノロジー
IMAGICA／中日新聞社

JR東日本／首都圏新都市鉄道

JR東日本

アイ・ティー・エックス／アスト
モスエネルギー／伊藤忠商事／
イトキン／JFE商事／住友商事
／トラスコ中山／日産プリンス
神奈川販売／ノジマ／橋本総業
／パナソニックシステムネット
ワークス／丸紅食料／三菱商事
パッケージング

アイ・ティー・エックス／オーク
ネット／神奈川トヨタ自動車／
日立ハイテクノロジーズ

JR東日本リテールネット／JFE
商事／パナソニックシステムネッ
トワークス／フランドル

あいおいニッセイ同和損害保険
／アプラス／アフラック生命保
険／イオンクレジットサービス
／岩手銀行／かんぽ生命保険／
共立／JCB／JALカード／十六
銀行／常陽銀行／ソニー生命保
険 ／損害 保 険ジャパン日本 興
亜／損保ジャパン日本興亜ひま
わり生命保険／第一生命保険
／大 東 京信用組合／千葉 銀行
／千葉興業銀行／東 京海上日
動火災保険／日本生命保険／
日本保 険 サービス／日本マス
タートラスト信託銀行／農林中
央金庫／野村證 券／東日本銀
行／福岡銀行／富国生命保険
／北海道銀行／みずほフィナン
シャルグループ／みちのく銀行
／三井住友海上火災保険／三
井住友銀行／三井住友信託銀
行／三菱UFJ銀行／三菱UFJ信
託銀行／三菱UFJニコス／三菱
UFJモルガン・スタンレー証券
／宮崎銀行／明治安田生命保
険／ゆうちょ銀行

城南信用金 庫／常陽銀行／損
害保険ジャパン日本 興 亜／東
京海上日動安心110番／日本生
命保険／農林中央金庫／みず
ほフィナンシャルグループ／三
井住友信託銀行／水戸信用金
庫／明治安田生命保険

ANAファシリティーズ／JA三井
リース／住友不動産販売／日本
ハウズイング

エムジーリース

サイゼリヤ／帝国ホテル／プリ
ンスホテル／ルートイングルー
プ

クリスタルインターナショナル

江東微生物研究所／国立病院
機構箱根病院／国立病院機構
関東信越グループ
北里研究所／杏林学園／創志
学園グループ／山手学院
アンダーソン・毛利・友常法律事
務所／エコロジー・ネットワーク
／MS＆AD事務サービス／クラ
ブツーリズム／JR東海ツアーズ
／青年海 外協力協会／全日本
海員組合／創英国際特許法律
事務所／テイクアンドギヴ・ニー
ズ／長島・大野・常松法律事務
所／西村あさひ法 律事務 所／
日本郵便／日本鉄鋼連盟／富
士ソフトサービスビューロ／富
士通ラーニングメディア／船井
総合研究所／法律事務所オー
センス
佐 賀県／東 京都／狭山ヶ丘高
等学校／立正大学付属立正中
学・高等学校
警視 庁／会計検 査院／労 働基
準監督官／総務 省／神奈川県
／仙台市／杉並区／成田市／横
浜市

農林水産業・
鉱業・建設業
エネルギー供給
製造業

情報通信業

マスコミ

運輸業

卸売・小売業

SMBC日興証券／新生銀行／
ソニー生命保険／東 京海上日
動火 災保険／日本銀行／日本
生命保険／野村アセットマネジ
メント／みずほフィナンシャル
グループ／三井住友カード／三
井住友銀行／三菱UFJ銀行

金融・保険業

不動産業・
物品賃貸業
ルートイングループ

飲食店・宿泊業

ベストライフ

江東微生物研究所

医療・福祉

中萬学院

順天堂／昭和大学

教育・
学習支援業

ザイマックスアカウンティング
パートナー／日本郵便／三井住
友トラスト・ビジネスサービス

生活協同組合コープみらい／全
国生活協同組合連合 会／日本
総 合 研 究 所／ヤングコミュニ
ケーション

群馬県／神戸市／東京都／栃木
県／岐阜第一高等学校／自修
館中等 教育学 校／聖セシリア
女子中学校・高等学校／大成高
等学校／千葉黎明学園 千葉
黎明高等学校／鶴川高等学校
／東京農業大学第二高等学校
財務省／さいたま市／杉並区／
横浜市

サービス業

教員

警 視 庁／法務 省／市原市／川
崎市／横浜市

公務員
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