
学科名
ドイツ語学科 英語学科 フランス語学科 交流文化学科 言語文化学科 経済学科 経営学科 国際環境
経済学科 法律学科 国際関係法学科 総合政策学科

A.農林業 ノベルズ 古河林業 瑞穂農場 社台コーポレーション

B.漁業 焼津まぐろ漁業
D.建設業 大東建託 アーネストワン アイ工務店 アグレ都市デザイン アーネストワン 池田建設 アキュラホーム 足立工業 アルプスピアホーム 佐藤工業

日立ビルシステム アライ 日本晴れ 丸磯建設 一条工務店 茨城セキスイハイム エステート住宅産業 一条工務店（2名） 育栄建設 ジェイシーエンジニアリング

ジーク 大林組 ヴィス 世紀東急工業 茨城セキスイハイム ハヤカワ 積水ハウス
住居時間 積水ハウス（2名） 小川興業 関口工業 インテリアアルファ デック
東亜グラウト工業 東建コーポレーション 交通システム電機 積水ハウス エルゴテック ニッカホーム
東京セキスイハイム 南海辰村建設 近藤建設 大東建託 清水建設 長谷工コミュニティ

日さく 新津組 住友林業ホームテック 太洋テクニカ タマホーム ミライト
北海道朝日航洋 日本住宅 星雷電設 日建リース 塩崎テクノブレイン

UTコンストラクション フルテック 積水ハウス 山田建設 東芝エレベータ
ヤマウラ 太平電業 ＣＯＮＹ ＪＡＰＡＮ
SOEIホールディングス タマホーム
NENGO 日本ライナー
NSK 日本住宅

リームズコーポレーション

レイズネクスト
JM

アベイズム 赤旗編集局 協立機興 京セラ アネスト岩田 アイリス アルプスツール 伊藤園 旭ダイヤモンド工業 石井食品 伊藤園
エフピコ オオイテック グルメデリカ 三和化学研究所 大阪シーリング印刷 アサヌマコーポレーション イシダ 三協フロンテア アルプスツール イワブチ エフピコ
エフピコ商事 ギャバン 染めQテクノロジィ 蛇の目ミシン工業 オリオン機械 イハラサイエンス 稲葉製作所 プレミアムウォーター オリエンタル酵母工業 落合刃物工業 クラウン・パッケージ

京浜精密工業 クミ化成 天龍製鋸 大和冷機工業 ゴールドウイン エスペランス オリエンタルモーター 吉野石膏 星和電機 ショーワ ケージーエス
ゴーゴーカレーグループ 澤藤電機 東光 千代田インテグレ サティス製薬 越後製菓 関包スチール ロック・フィールド ソーシン タカラベルモント コロナ
サンノハシ 宝印刷 藤沢工業 童夢 大王製紙 岡野薬品 キーエンス ツインバード工業 東亜工業 ダイニチ工業
ダイフク タムラ製作所 東和薬品 タニコー おびなた ギャレリアインターナショナル 東洋紙業 ＴＨＫ 吉野石膏
フランスベッド ＴＰＲ ニコニコのり テクダイヤ 寿産業 キングレコード ピアス
プリマハム テクノ・セブン フルタイムシステム 日本アイ・ビー・エム 相模屋食料 群馬精工 マルテー大塚
ホリキリ 東洋インキＳＣホールディングス 朋和産業 ＳＡＮＥＩ 城南製鋼所 コスメ・ニスト
本田金属技術 トップス リケン 信和産業 昭和パックス
ヤヨイサンフーズ 日本ケミコン ディーエイチシー ジンプラ

日本アイ・ビー・エム テクノ・セブン 大衛
日本フィルター工業 日板産商 タカヨシ
白寿生科学研究所 ニチレキ トモヱ乳業
はくばく マウスコンピューター 日本トーカンパッケージ

ピアス メトロ車両 ネグロス電工
住友重機械建機クレーン 森尾電機 日立ドキュメントプリンティング

ファンケル リヒトラブ フジフーズ
ミルボン Danto Tile フロイント産業
ライオンハイジーン KOIDE JAPAN ライオンハイジーン

EAファーマ WDBココ

東京ガスパイプネットワーク 東京ガスライフバル千葉 つくばエナジー キャリー･オン

ELJソーラーコーポレーション

アットホーム アイオス アットホーム インフィニティ アクティアス アイ・イー・シー アイスタイル インターネットイニシアティブ アグレックス インターネットイニシアティブ アイエス
茨城計算センター アイビスジャパン アミィアクティブ キャリアシステムズ インターコム インテック イースト システム・エボリューション エイプルジヤパン システムシェアード 茨城計算センター
インテック アクセル・データ インスパイア ジェイ・ブロード エフジェイソリューションズ ウィル いすゞシステムサービス 信組情報サービス エフ・アイ・ティ スカイウイル インフォテック
エス・アイ・シー アサイン エクスコムグローバル すららネット グレイスコミュニケーションズ ウォーターウィッシュ 茨城計算センター ゼクウ カイカ フォーク コロナ社
シアンス アップセットNEO 東京商工リサーチ ティーヴィボックス ゴートップ エイ・ケイ・システム ウォーターウィッシュ トヨクモ ケアコネクトジャパン ボードルア ジェイエスピー
第一生命情報システム アローシステムズ 富士通データセンターサービス 帝国データバンク スタメン 永和情報システム エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ 日本通信サービス コンピューターサイエンス 楽天（2名） ティー.ティーコーポレーション

タカインフォテクノ いい生活 ＡＧＳ ディップ ソフトバンク オーセブン エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア パーソルプロセス＆テクノロジー コンピュータネットワーク ＫＤＤＩ ボードルア
データプロセス インフォメーションサービスフォース ＴＩＳ テレモーション・マックス 日本ｱｲ・ビー・エムデジタルサービス 学情 オープンメディア ファンリード システムリサーチ NTTデータエービック ヤマトシステム開発

日本サード・パーティ ヴァイタル・インフォメーション 東京商工リサーチ 富士通Japan キヤノンビズアテンダ クレスソフト マイナビ スクリプト ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＡＧＳ
日立システムズ エヌ・ディー・アール トヨクモ Ｅａｒｔｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（2名） クエスト ケー・デー・シー メディカルネット スマートキャンプ
ランドコンピュータ コマースロボティクス ラピス Ｑ’sfix クライム コンピュータマインド ユニックスホールディングス ちばぎんコンピューターサービス

coly ステラ Ｅａｒｔｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（2名） Ｓｈａｒｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ システムサポート システムフロンティア ラック ティー・アイ・シー（3名）

ＮＴＴデータ・ビジネス・システムズ（2名） ソフトバンク ＬＩＦＵＬＬ SP ジャステック システムリサーチ ＡＧＳ 帝国データバンク
ＳＯＭＰＯシステムズ ソフトバンクグループ mK5 Wiz シンカーミクセル スターツ出版 BRISK 東京商工リサーチ

ソリッドコミュニケーション ＮＴＴネクシア スクロール360 セラク ENiXiA トーテックアメニティ

日本ｱｲ・ビー・エムデジタルサービス Rセキュリティ ティー・エス・アール ソリューション・ワン ＤＴＳ 日本情報産業
日本パテントデータサービス Wiz テクバン ティー・アイ・シー（2名） IIJプロテック パーソルプロセス＆テクノロジー

ノムラシステムコーポレーション テレコメディア 働楽ホールディングス ＴＩＳソリューションリンク メディアベース
プレスク 東晶貿易 トランス・コスモス TOブックス freee
三菱ＵＦＪインフォメーションテクノロジー 日本コンピュータシステム ナレッジスイート ROFL Freewill
楽天 日本融智 日本情報産業 Wiz I2C
ランドコンピュータ 日立システムズ ネクストジェン IoTアクセスエンジニアリング

Ｅａｒｔｈ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（2名） プラスアルファ・コンサルティング ノバシステム SBエンジニアリング

groxi ベネフィット・ワン ビジネス情報テクニカルシステムズ Wiｚ
ＪＴＢパブリッシング マニシス情報サービス ヒューマン・インタフェース Y2S
ＫＳＫ 明治安田システム・テクノロジー フォーブス
ＬＩＦＵＬＬ ラウディ 富士通エフサスシステムズ

MCEAホールディングス レグルカセ 富士ソフト（2名）
Ｑ’sfix ＡＧＳ ブルースター

ＡＬＨ フロイント
ＤＴＳ プロシップ
Eストアー ボードルア
JMDC マイナビ（2名）
ＮＥＣフィールディング メンバーズ
NECフィールディングシステムテクノロジー ユニゾンシステムズ

ＮＴＴテクノクロス ＤＴＳ
ＮＴＴ東日本－南関東 ENiXiA
ＳＲＡ ＫＤＤＩエボルバ
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ KMKWORLD

Linksprout
NTTコムソリューションズ

ＮＴＴネクシア
ＮＴＴ東日本－関信越

ＯＳＫ
ＴＫＣ（3名）

2020年度学科別就職先一覧（2020年9月卒業・2021年3月卒業者）

F.ｴﾈﾙｷﾞｰ供給業

E.製造業

G.情報通信業



学科名
ドイツ語学科 英語学科 フランス語学科 交流文化学科 言語文化学科 経済学科 経営学科 国際環境
経済学科 法律学科 国際関係法学科 総合政策学科
アルプス物流 近鉄エクスプレス ソラシドエア 山九 伊藤忠ロジスティクス 国際興業 小田急電鉄 ケイヒン いすゞライネックス エーオーアイ
山九 近鉄トランステック フェデラルエクスプレスジャパン 日本交通 佐川グローバルロジスティクス 東海旅客鉄道 山九 鴻池運輸 センコー 近鉄エクスプレス
西濃シェンカー 空港ターミナルサービス 安田倉庫 フェデラルエクスプレスジャパン 山九 日本運輸 東海旅客鉄道 佐川急便 東海旅客鉄道（2名） 小山企業
全農エネルギー ケイヒン セイノースーパーエクスプレス 東日本旅客鉄道（3名） 東京地下鉄 東海旅客鉄道 東京地下鉄 日水物流
日本通運 国際自動車 東海旅客鉄道 丸和運輸機関（2名） 西日本鉄道 日本ロジステックホールディングス 東発 バンダイロジパル
日本交通（2名） 佐川グローバルロジスティクス 日新 日本通運 東日本旅客鉄道 日本交通 ホームロジスティクス

日立物流 新興海陸運輸 日本ロジテム 日本ロジステックホールディングス 福山通運（2名） ヤマト運輸
西濃シェンカー（4名） 二葉 阪急阪神エクスプレス 北海道旅客鉄道
ダイトーコーポレーション ＳＧムービング ホンダロジスティクス

鶴見サンマリン 郵船ロジスティクス

ディー・エイチ・エル・ジャパン（2名）

日通・ＮＰロジスティクス

日本通運
日本空港サービス

沼尻産業
東日本旅客鉄道
日立物流関東
富士フイルムロジスティックス

北海道エアポート
ホンダロジスティクス

丸全昭和運輸
ＤＨＬサプライチェーン

SEALS
アインホールディングス アイコミュニケーション アールビバン アダストリア イービーエム アールビバン アイコミュニケーション 浅野商事 アイコミュニケーション アイ・ステーション 稲垣機材
青山商事 アンカー・ジャパン アニエスベージャパン いつ和 イトーヨーカ堂 アイ・ティー・エックス アイティフォー 一村産業 アインホールディングス アイ・ティー・エックス イノベイションオブメディカルサービス

あらた イービーエム エノテカ イトーキ エコートレーディング アクシアルリテイリング イオンリテール いーふらん アサヒ飲料販売 アエナ エプソン販売
イオンリテール イオン北海道 オリジン東秀 大山 エス・ティー・シー アサヒ飲料 いーふらん カンセキ 旭テクネイオン イービーエム 神奈川三菱ふそう自動車販売

イケア・ジャパン イケア・ジャパン クスリのアオキ 小倉呉服店 エレメントルール アドヴァン 岩瀬産業 ココロカ 荒川産業 インテンス 栗原医療器械店
岩瀬産業 いつ和 京華 カスミ カスミ アベルコ ウエルシア薬局 小善本店 ウエルシア薬局（2名） キャメル珈琲 ゲオホールディングス

ウエルネス21 エーツー コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 紀ノ國屋 カムバイダイレクト アルファパーチェス エフティグループ コネクシオ オータニ くすりの福太郎 こだわりや
オールインワンソリューション エルメスジャポン コジマ サトーホールディングス ケーオーデンタル 入江 エレマテック サイサン 大塚商会 ジーユー コメリ
キャタピラー九州 大西商事 コストコホールセールジャパン システナ コナン販売 エアウィーヴ 大塚商会 サクラ精機 カネボウビューティーカウンセリング センサスヤマモト 島忠
岡谷マート オーム電機 三喜商事 西友 サクラ精機 エフ・クライミング カナデン ジャクエツ 小泉成器 大松 成城石井
クスリのアオキ おさるとめぐま ジェイアール東海パッセンジャーズ 双日食料 三宝 オオゼキ ガモウ せき サミット 土佐ガス 扇港産業
クラシエ製薬 キャブ シャネル タカハシ センコーアドバンス 大塚商会（5名） くすりの福太郎 千雅 サンドラッグ ピップ 東京食肉市場
コンピュータマインド社 クスリのアオキ スタージュエリーブティックス ニトリ たちばな オキナヤ 栗原医療器械店 塚本總業 ジェコス メビウス製薬 とりせん
埼玉トヨタ自動車 クマヒラ セブン－イレブン・ジャパン 日本オフィス・システム ティーガイア 海光電業 ケイ・ウノ 日産プリンス東京販売 島忠 ユナイテッドアローズ ノジマ
サンメディックス ケーアイ・フレッシュアクセス 田中興産 日本ファイバー 日東工機 角上魚類ホールディングス ゲオホールディングス（2名） 日通商事 生活協同組合ユーコープ ＩＤＯＭ パルシステム生活協同組合連合会

静岡スバル自動車 ケイ・ウノ タペストリージャパン ベルーナ ビッグモーター カスミ 小島電機工業 ノジマ 東京アート TT International ベルク
島田商会 コーナン商事 プラザクリエイト ホンダカーズ埼玉 ビバホーム 加藤産業 コニカミノルタジャパン ピーシーデポコーポレーション 東京電機産業 マミーマート
セキ薬品 コンフェックス ホッタ モック 平沢商会 カワチ薬品 埼玉ダイハツ販売 フードリンク 鳥羽洋行 ヤオコー
千代田組 サイサン ＪＲ東日本サービスクリエーション エークラスミュージック 二葉屋 カンセキ 堺商事 冨士機材 日産プリンス埼玉販売 ユナイテッドアローズ

月星商事 ジェイアール東海パッセンジャーズ リコージャパン マッシュスタイルラボ ケーユーホールディングス サミット 富士ゼロックス埼玉 日産プリンス山梨販売

ツルハ ジョイカルジャパン ＩＤＯＭ みんな電力 ゲオホールディングス システナ 富士部品工業 日本ハムマーケティング

典雅 ジョイックスコーポレーション ＪＲ東日本リテールネット メガネドラッグ 三幸ファシリティーズ ジャパンビバレッジホールディングス マッシュビューティーラボ 日本ビジネスシステムズ

トーハン 新光商事 PALTAC やまと サンメディックス（2名） セキ薬品 ヤオコー ネクステージ
長野ダイハツ販売 スカイライブ PATRA 大和 三陽物産 セブン－イレブン・ジャパン リコージャパン バイテックホールディングス

日鋼サッシュ製作所 杉田エース ユニクロ ジオン商事 ゾフ レナード ビバホーム
ニトリ ゾフ 横浜冷凍 システナ ダイエー 富士フイルムメディカル

ハイビック 大興物産 CORNER PRINTING 新明電材 ダイワボウ情報システム フジモトＨＤ
フォーバル タペストリージャパン ＪＯＡＨ スターゼン 東洋 富士薬品
ブリヂストンリテールジャパン ツツミ ＪＲ東日本サービスクリエーション セキ薬品 トップ 不二レーベル
堀川産業 ティー・エス・ビー SharpDocument21yoshida 滝川 豊通マテックス ベイクルーズ
ユニフーズ デッサン・イクタ ダンロップタイヤ中央 中村自工 ベルパーク

鉄道会館 都築電気 日産プリンス栃木販売 ライフフーズ
でんきち ツルヤ 日通商事 ワールドスポーツ
東機貿 東京エコール 日本ビジネスシステムズ BuysellTechnologies

東京日産コンピュータシステム 東京日産コンピュータシステム ブライトインターナショナル ＩＤＯＭ
西川産業 東京日野自動車（2名） ネッツトヨタ東埼玉 ＪＲ東日本リテールネット

西原商会 トシマ ノジマ ＳＭＢ建材
日本管材センター ナックス バイク王＆カンパニー ＴＳネットワーク
ノースイ 鍋林 はせがわ
ノボノルディスクファーマ 新潟ケンベイ パル
パル ニッカネ ピーアップ
富士スバル 日本ハムマーケティング 藤井産業
プラザクリエイト ネッツトヨタ千葉 富士ゼロックス長野

古河産業 はなまる ブラザー販売
プレミアアンチエイジング バーニーズジャパン プラザクリエイト本社

ベルーナ フィールズ ベネフィットジャパン

ベルパーク フォーバル ベルーナ
マザーハウス 冨士機材 ベルパーク
マリークヮントコスメチックス 富士ゼロックス埼玉（2名） ホッタ
三菱電機住環境システムズ プラス 堀川産業
ミツワ電機 ベガコーポレーション ホンダ四輪販売関東中央

モンテ物産 フレックス（2名） 松尾商行
八木通商 ベルク ミサワ
ユニクロ ホンダカーズ埼玉中 三ッ輪産業
横河商事 松本自動車工業 ミニストップ
ヨドバシカメラ マルハニチロ メガネトップ
ラディックス ミツウロコヴェッセル ユザワヤ商事
ローヤル 三菱電機住環境システムズ ライフコーポレーション

ワイズ モトーレン栃木 ラネット
和幸モトーレン ヨドバシカメラ リコージャパン（2名）

Ｔｏｏ ライフコーポレーション レイ・カズン
ZEAL リコージャパン レッドバロン

リストリクト BuysellTechnologies

BuysellTechnologies CJVインターナショナル

ＪＲ東日本サービスクリエーション ＩＤＯＭ
RYUKI ＪＲ東日本リテールネット

ＭＸモバイリング
ＺＥＡＬ

H.運輸業

I.卸売・小売業



学科名
ドイツ語学科 英語学科 フランス語学科 交流文化学科 言語文化学科 経済学科 経営学科 国際環境
経済学科 法律学科 国際関係法学科 総合政策学科
京葉銀行 あかつき証券 秋田銀行 マネーパートナーズ 足利銀行 青森県民共済生活協同組合 アコム 岡三証券 朝日信用金庫 埼玉縣信用金庫 群馬銀行
住友生命保険 アクサ生命保険 きらぼし銀行 沖縄銀行 朝日信用金庫 足立成和信用金庫 沖縄銀行 足立成和信用金庫 東京三協信用金庫 千葉銀行
みずほ銀行 朝日生命保険 ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 芝信用金庫 足立成和信用金庫 いちよし証券 オリエントコーポレーション 岡藤商事 日本生命保険
明治安田生命保険 足利銀行 中央労働金庫 イオンフィナンシャルサービス 茨城県信用組合 静銀ティーエム証券 君津市農業協同組合 水戸証券
豊トラスティ証券 ＳＢＳホールディングス 日本生命保険 オリコフォレントインシュア 亀有信用金庫 住友生命保険 きらぼし銀行 武蔵野銀行

岡三証券 八十二銀行 かんぽ生命保険 かんぽ生命保険 第一生命保険 きらやか銀行
きらやか銀行 楽天カード 群馬銀行 クレディセゾン 千葉銀行 桐生信用金庫
群馬銀行 京葉銀行 群馬銀行（2名） チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド 群馬銀行
しんきんカード 埼玉縣信用金庫（2名） 埼玉縣信用金庫 東和銀行 京葉銀行
ちばぎん証券 佐野信用金庫 佐野信用金庫 日本生命保険 城南信用金庫
チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・リミテッド 城北信用金庫（2名） ジャックス 武蔵野銀行（2名） 城北信用金庫
日立保険サービス 新みやぎ農業協同組合 上越信用金庫 ユーシーカード 常陽銀行
三井住友海上火災保険 館山信用金庫 巣鴨信用金庫 千葉信用金庫
明治安田生命保険 筑波銀行 住友生命保険 東京信用金庫
Ｓｐｅｅｄ　Ｍｏｎｅｙ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｊａｐａｎ 東京海上日動パートナーズEAST 第四銀行 新潟縣信用組合

栃木銀行 瀧野川信用金庫 東日本銀行
長野県労働金庫 千葉銀行 保険見直し本舗
日新火災海上保険 栃木信用金庫 三井物産インシュアランス

日本生命保険 長野県労働金庫 武蔵野銀行（3名）
沼津信用金庫 東日本銀行 結城信用金庫
東日本銀行 丸三証券（2名） りそなホールディングス

東日本建設業保証 三井住友銀行
フィナンシャル・エージェンシー 水戸証券
プルデンシャル生命保険 明治安田生命保険（2名）

ホウライ ライフサポート
武蔵野銀行 りそなホールディングス

明治安田生命保険 労働金庫連合会
りそなホールディングス（5名） JPアセット証券
Ｌｉｖ．Ｄｅｓｉｇｎ（2名）

ハウスコム アパ アーラリンク インデックス 三幸 アールエイジ アトレ アクティオ イマギイレ 住友三井オートサービス トヨタモビリティサービス

雅興産 共立メンテナンス（2名） マイステイズ・ホテル・マネジメント 昭和リース 一誠商事 オークラヤ住宅 ソーキ エフ・ジェー・ネクスト バレッグス NTT都市開発ビルサービス

電通ワークス 香陵住販 三井不動産リアルティ イデアル 大京アステージ ナック 小金井不動産 三井ホームエステート

東海ビジネスサービス 東急リバブル エフ・ジェー・ネクスト 東急リゾート 日本オフィスオートメーション トヨタモビリティサービス 三菱ＵＦＪ不動産販売

野村不動産アーバンネット ニッテイライフ ＭＥホールディングス トヨタモビリティサービス ビーロット 日本カルミック メイクス
ＭＥホールディングス 日本駐車場開発 オリックス自動車 トヨタレンタリース埼玉 メイクス 日本管理センター ヤマダホームズ
Ｓ－ＦＩＴ 日立建機日本 鹿島建物総合管理 ヌマグチ 明和地所 ハウスコム Joyful Investment

UDS グッドコムアセット バレッグス レイシャス 三井不動産リアルティ

埼京ホーム 三井不動産リアルティ（2名） GRANDCITY 三井不動産レジデンシャル

シガドライウィザース リスコンス 三菱地所ハウスネット

シティホームズ リライフ リアークスファインド

スターツコーポレーション レイシャス
東京楽天地 Joyful Investment
一建設 SREホールディングス

ポラス（2名）
三井不動産リアルティ千葉

三菱オートリース
リアークスファインド

エン・ジャパン アクティブ アンド カンパニー アクティブ アンド カンパニー オプティマイザー オプト オンタイムデリバリージャパン アイプロスペクト・ジャパン 読売広告社 エン・ジャパン 石川和司事務所 インサイド・アウト
スタイル・エッジ アゴラ・ステーション 精クリエイティブ カンダホールディングス カトープレジャーグループ アイレップ グリムス エン・ジャパン

エイムネクスト ハロネット ディ・エフ・エフ グリムス アグー 森林研究・整備機構 カンダホールディングス

サイバーエージェント Speee ディー・クリエイト 埼玉東部会計事務所（2名） アルファアーキテクト 電通東日本 サイバーエージェント

ジオブレイン ファーストヴィレッジ 博報堂プロダクツ ウィンキューブホールディングス 虎ノ門総合法律事務所 ベリーベスト法律事務所

日本教育クリエイト レイス（2名） オンタイムデリバリージャパン 博報堂プロダクツ 税理士法人事務所　和敬会　筑西事務所

ITコミュニケーションズ ＤＳＲ クラシファイド パルディア
創英国際特許法律事務所 プロローグ
タウンライフ
一般社団法人ＴＭＧ本部

東急ファイナンスアンドアカウンティング

ハイアス・アンド・カンパニー

プランニングA
プレシャスパートナーズ

レイス
アールディーシー オークラニッコーホテルマネジメント 金谷ホテル観光 アマン京都 近鉄・都ホテルズ エフ・イー・ティーシステム 串カツ田中ホールディングス ホテルベルクラシック東京 なか卯 鮨かねさか
エスエルディー 金谷ホテル ゼンショーホールディングス グランベルホテル グランドニッコー東京台場 CM2MAKERS トリドールホールディングス 三ツ和 中沢ヴィレッジ スーパーホテル
オークラニッコーホテルマネジメント 紀尾井久兵衛 星野リゾート・マネジメント（3名） タイソンズアンドカンパニー ソラーレホテルズアンドリゾーツ 星野リゾート・マネジメント（2名） リゾートトラスト 星野リゾート・トマム

グランベルホテル 岸権旅館 ホスピタリティオペレーションズ 長野ホテル犀北館 三井不動産ホテルマネジメント メフォス ＷＤＩ ユナイテッド&コレクティブ

東急リゾーツ＆ステイ コシェル 物語コーポレーション ブロンコビリー BARDestino
東武ホテルマネジメント サクラホテル BUB 星野リゾート・マネジメント

プリンスホテル タイソンズアンドカンパニー

奴ダイニング 成田ホテルマネジメント

リゾートトラスト 日本ホテル
B&Tマリンプロダクツカンパニー ニュー・オータニ
PUBLIC．COFFEE&BAR ハイデイ日高

プリンスホテル（2名）

ベルクラシック東京

三井不動産ホテルマネジメント（2名）

ミリアルリゾートホテルズ

BUB
Ｓｈａｎｇｒｉ－Ｌａ　Ｈｏｔｅｌｓ　Ｊａｐａｎ

L.学術研究、専門・技術サービス業

M.飲食店・宿泊業

J.金融・保険業

K.不動産業・物品賃貸



学科名
ドイツ語学科 英語学科 フランス語学科 交流文化学科 言語文化学科 経済学科 経営学科 国際環境
経済学科 法律学科 国際関係法学科 総合政策学科
三井物産ビジネスパートナーズ キョードー東北 アサンテ あべともよ事務所 セノン（2名） グローシップ ダイナム コンヴァノ エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ東日本 不二ビユーテイ パシフィックゴルフマネージメント

メディビューティー 公益社 エム・シーネットワークスジャパン アース環境サービス 日永インターナショナル ジオワークス 日展 綜合警備保障 セコム 富士防災 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス

ジェイアール東海ツアーズ 新日本ビルサービス オリエンタルランド 日水コン シーティーシー・テクノロジー 日本マニュファクチャリングサービス 長大 セントラル警備保障 リブセンス
シン・コーポレーション 総合事務サービス ツナグ・ソリューションズ ボディワークホールディングス ＪＲ東日本ステーションサービス ネクシィーズグループ 東武トップツアーズ（2名） 日本マニュファクチャリングサービス（2名） リログループ
太平洋ゴルフサービス FUNCTION NAILS ビックスマイル ＬＡＶＡ　Ｉnternational セコム ハートス ブライダル・プロデュース プレミアアシスト ONESTAR
日本マニュファクチャリングサービス ＪＶＣケンウッド・公共産業システム ヤマハ発動機ビズパートナー ＮＡＡセーフティサポート 東京通信電設 ファクトリージャパングループ 三井不動産ファシリティーズ ポジティブドリームパーソンズ

浜田 Ｔ－ＬＩＦＥホールディングス JTBグローバルアシスタンス 東武トップツアーズ フェイバリットプラス ワタベウェディング ＳＢＩビジネスサポート

Filament 日総工産 フロストインターナショナルコーポレーション again
ＪＲ東日本ステーションサービス ニューアート・ヘルス&ビューティー ヘアセットサロンIVY

ＬＡＶＡ　Ｉnternational パーソルワークスデザイン 名鉄観光サービス

STARTEK 日本管財 メディロム
ＴＢＣグループ 三井不動産ファシリティーズ 郵船コーディアルサービス

ヤクルト球団 ラグジュアリー
安田屋 Ａｓｉａｎセキュリティ

郵船コーディアルサービス MSK
吉本興業
ＴＢＣグループ

河合塾進学研究社 中学校教員（埼玉県）（3名） 総合資格 イーオン（3名） 中学校教員（千葉県）（2名） 学究社 高等学校教員（埼玉県） スターズアンドハーツ（船橋第一自動車教習所） 埼玉医科大学 埼玉県公立小学校教員 国際医療福祉大学

日本アウトワード・バウンド協会 高等学校教員（埼玉県） ウィザス イーオン キッズインターナショナル イー・エス・ティ 獨協学園獨協医科大学 セイハ英語学院 タイクーン 自治医科大学
帝京大学 高等学校教員（千葉県） エルム楽器 関東学院 獨協学園獨協医科大学 北豊島園自動車学校 多摩美術大学 獨協学園獨協医科大学 HIROLINE
ティルウィンド（2名） 高等学校教員（東京都） 埼英スクール サイエイ・インターナショナル 臨海（2名） 翔凛学園　翔凛中学校・高等学校 獨協学園獨協医科大学 ＮＳＧグループ
武蔵野中学校・高等学校 私立学校教員（福島県） ステージライン 静岡県富士見中学校・高等学校 スプリックス 文化学園

アミティー（3名） セイハネットワーク 自治医科大学 獨協学園獨協大学 臨海
郁文館夢学園 ビズメイツ 自分未来きょういく 日能研
さなる ヒューマンアカデミー 武蔵野学院 日能研関東
星槎グループ 早稲田アカデミー 臨海 biima
帝京平成大学 ワンコイングリッシュ plains
獨協学園獨協医科大学 3Arrows
獨協学園獨協大学

日本スポーツインストラクター協会

ヒューマンアカデミー

文教大学学園
松商学園　松商学園高校

やる気スイッチグループホールディングス

Kids-UP
M&J English Club
ＮＯＶＡホールディングス（2名）

P.医療、福祉 ポピンズ 社会福祉法人共生会 アズパートナーズ 日本赤十字社　栃木県支部 ケアリッツ・アンド・パートナーズ 一般社団法人上尾中央医科グループ協議会 城南福祉医療協会 学童保育おおみや 特別養護老人ホームアンブル宝町 アサヒサンクリーン 社会福祉法人　宏和会

SKYケアサービス 医療法人社団紺整会 社会福祉法人元気村 ベネッセスタイルケア 特別養護老人ホームにらがわの里 医療生協さいたま生活協同組合 杉沢歯科医院 鴻巣まきば園 社会福祉法人江寿会 表参道ARTクリニック 千葉県国民健康保険団体連合会

ニチイ学館 湘美会 医療法人EVIDENS 東京ビジネスクリニック 木下の介護 SBCメディカルグループ 瀬戸病院 済生会宇都宮病院 ケアリッツ・アンド・パートナーズ 日本赤十字社　足利赤十字病院

日本赤十字社 ハーフ・センチュリー・モア 医療法人社団東京みどり会 小金井中央病院 ＳＯＭＰＯケア 寿泉堂綜合病院 埼玉医療生活協同組合 日本赤十字社　埼玉県支部 医療法人社団風林会

日本赤十字社　埼玉県支部 ニチイ学館 千葉県国民健康保険団体連合会 行田総合病院 さくらい眼科
ベネッセスタイルケア 東葛クリニック病院 ニチイ学館（2名）

ニチイ学館 ヒューマンライフケア

ニチイケアパレス ＩＭＳグループ
日本赤十字社　埼玉県支部 ＳＯＭＰＯケア
ヒューマンライフケア

リエイ
JA共済ビジネスサポート さいたま農業協同組合 宮崎県民共済 全国共済水産業協同組合連合会 日本郵便 千葉みらい農業協同組合 邑楽館林農業協同組合 全国農業（栃木県本部）協同組合連合会

全国農業（新潟県本部）協同組合連合会 ちば東葛農業協同組合 甘楽富岡農業協同組合

丸越 東京スマイル農業協同組合

アルプスビジネスサービス アウトソーシングテクノロジー 国際交流サービス協会 エイジェック 関東陸運振興センター アウトソーシングテクノロジー アデコ 一般財団法人休暇村協会 春日部商工会議所 エイジェック 熊谷商工会議所
国際交流サービス協会 アデコ パソナ 日本年金機構 東京コンサルティングファーム アットキャド エスプールロジスティクス 東京コンサルティングファーム 共同エンジニアリング（2名） 共同エンジニアリング 埼玉県市区町村職員共済組合

パーソルキャリア アペックス マンパワーグループ Ｌｉｎｇ 日本データセンター協会 ギブリー 共同エンジニアリング パーソルキャリア 情報処理推進機構 日本国際教育支援協会 BLUE
Second Fam ジャパニアス ＮＥＣマネジメントパートナー ヒト・コミュニケーションズ ジャスネットコミュニケーションズ クリーク・アンド・リバー社 労働者健康安全機構 千葉商工会議所 日本老人福祉財団

セレクティ ヒューマングローバルタレント 全国労働金庫協会 じょぶれい DSP テクノプロ・コンストラクション マーキュリー
ディースパーク Suprieve 日研トータルソーシング（2名） スリール 日本年金機構 BNGパートナーズ
東洋ワーク ブライエッジ タイムリー マーキュリー
日本パーソナルビジネス フルキャスト 日本年金機構（2名）

リアライブ マーキュリー ネオキャリア
ＡＰパートナーズ メイテック パーソルテンプスタッフ（2名）

ライクスタッフィング ビーネックスグループ

ランサーズ ヒト・コミュニケーションズ

ワールドインテック フェローズ
ＡＰパートナーズ マーキュリー
GEEKLY マーケティングアソシエーション

マンパワーグループ

メイテック
メディカル・コンシェルジュ

ＡＰパートナーズ
NPO法人とちぎユースサポーターズネットワーク

Place&Ability
Suprieve
ＵＴグループ（2名）

国土交通省 航空管制官 航空管制官 防衛省 厚生労働省 国税庁関東信越国税局（2名） 裁判所事務官 国税庁関東信越国税局 国土交通省 千葉県市区町村職員 国家公務員（その他）

東京国税局 防衛省 栃木県市区町村職員 埼玉県市区町村職員（2名） 東京都市区町村職員 埼玉県庁 群馬県庁 長野県庁 裁判所事務官（2名） 東京消防庁 裁判所事務官
茨城県庁 埼玉県庁 埼玉県・消防 栃木県市区町村職員 東京都庁（2名） 埼玉県市区町村職員（5名） 埼玉県市区町村職員 埼玉県庁（2名） 自衛隊一般曹候補学生 岩手県市区町村職員

東京都市区町村職員 神奈川県市区町村職員 茨城県市区町村職員 茨城県市区町村職員（2名） 東京都市区町村職員 埼玉県警察本部 神奈川県庁 埼玉県市区町村職員（2名）

静岡県市区町村職員 東京都市区町村職員 埼玉県市区町村職員（6名） 千葉県警察本部 自衛隊一般曹候補学生 宮城県市区町村職員 千葉県市区町村職員

千葉県市区町村職員 新潟県市区町村職員 千葉県市区町村職員（3名） 東京消防庁 群馬県市区町村職員 東京都市区町村職員

警視庁 自衛隊一般曹候補学生 東京都市区町村職員 埼玉県市区町村職員（7名） 長野県市区町村職員

警視庁 東京都市区町村職員（3名）

群馬県警察本部
警視庁（4名）
埼玉県警察本部（2名）

千葉県警察本部
長野県警察本部
茨城県・消防（2名）

東京消防庁（3名）
東京国税局
自衛隊一般曹候補学生（3名）

S.公務

R.その他サービス業

N.生活関連サービス業・娯楽業

Q.複合サービス事業

O.教育、学習支援業


