平成２１年度人文社会科学部卒業生（修士課程含む）
漁業・養殖
建 設 業
食料品・飲料
化学製品製造
その他製造
情報通信業
運 輸 業
卸 売 業
小 売 業
金 融 業
保 険 業
不動産業
法 務
その他専門・技術
宿泊・飲食
生活関連・娯楽
学校教育
学習支援
医療・保健衛生
社会保険・福祉
複合サービス
その他サービス
国家公務
地方公務

就職先
自営
（株）タカヤ（２）、（株）北洲、東日本ハウス（株）
（株）十文字チキンカンパニー
（株）ポーラ、ムネカタホールディングス（株）
（株）タカラスタンダード
（株）アルファシステム、（株）インフォテクノ朝日、（株）キューアンドエー
（株）ソフトウェア・サービス、（株）ワイズマン（２）、（株）静岡新聞社、(株)地域新聞社
日本放送協会（NHK）、富士通エフ・アイ・ピー（株）
東日本高速道路（株）、東日本旅客鉄道（株）（２）
（株）サクラバ、（株）フジテックス、三井物産プラントシステム（株）
（株）ジャスター、（株）ヘイプ、（株）ベルプラス、（株）ホンダ四輪販売北東北
（株）横浜ファーマシー スーパードラッグアサヒ、（株）三貴、（株）正光画廊
（株）薬王堂（３）、（有）シナリーアンディ、トヨタカローラ岩手（株）
（株）岩手銀行（５）、（株）七十七銀行、（株）秋田銀行、（株）青森銀行、（株）北日本銀行
花巻信用金庫、秋田県信用保証協会、盛岡信用金庫、石巻商工信用組合、
杜の都信用金庫、東北労働金庫、日本政策金融公庫
第一生命保険相互会社、東京海上日動火災保険（株）（２）、日本生命保険相互会社（２）
（株）ハウスメイトパートナーズ
菅原通孝法律事務所、石川法律事務所
（株）デイリーインフォメーション仙台営業所
（株）ミリアルリゾートホテルズ、（株）ワクワク旅館、盛岡ターミナルビル（株）（２）
（株）エイチ・アイ・エス、（株）ダイナム、（株）ニッケレジャーサービス、（株）マルハン
岩手医科大学（２）、岩手大学、弘前大学、山形県立高等学校（臨採）
上野法律ビジネス専門学校、盛岡カレッジオブビジネス、聖ドミニコ学院小学校、
東北大学（２）、北海道大学
（株）ujeens、（株）プライマリー、（株）仙台進学プラザ、CKCネットワーク（株）
イッティージャパン（株）、東北歴史博物館、北上市立博物館
国立病院機構岩手病院、大原綜合病院亜理眼科医院
岩手県立療育センター、社会福祉法人小原慶福会星雲荘
あさひな農業協同組合、岩手ふるさと農業協同組合、秋田おばこ農業協同組合
新岩手農業協同組合、郵便局（株）（２）、郵便局（株）
（株）ＫＤＤＩエボルバ、NHK営業サービス（株）、岩手県商工会連合会（臨採）
綜合警備保障（株）、特定非営利活動法人アイディング もりおか市民活動支援室
独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人労働者健康福祉機構
環境省、厚生労働省、盛岡地方・家庭裁判所、青森家庭裁判所、仙台国税局（３）
東京労働局池袋労働基準監督署、東北管区警察局、東北公安調査局、
福島地方裁判所、陸上自衛隊
奥州市（３）、岡山市消防本部、岩手県（４）、岩手県警察（３）、久慈広域連合、宮城県
警視庁（３）、札幌市、三戸町、山田町、秋田県、色麻町、盛岡市（９）、青森県（３）
仙台市（２）、仙台市（非常勤）、藤沢町、北海道警察本部
進 学 先
岩手大学大学院（１３）、岩手県立大学大学院（２）、秋田大学大学院、新潟大学大学院
東北大学大学院、名古屋大学大学院

平成２１年度教育学部卒業生（修士課程含む）
食料品・飲料
印刷・同関連
はん用機械器具製造
電子・デバイス製造
その他の製造
情報通信業
運 輸 業
卸 売 業
小 売 業
金 融 業
保 険 業
不動産業
物品賃貸業
宿泊・飲食
生活関連・娯楽

学校教育

学習支援
医療・保健衛生
社会保険・福祉
複合サービス
その他サービス
地方公務

就職先
チョコレートデザイン（株）、明治製菓（株）
笹氣出版印刷（株）、凸版印刷（株）
サンポット（株）
セイコーインスツル（株）
（株）佐原
（株）エフティコミュニケーションズ、（株）ネットワーク２１、
（株）プレミアムエージェンシー、（株）ベガエンタテイメント、（株）岩手日報社、
（株）日情秋田システムズ、（株）富士通東北システムズ、（有）東京ハイビジョン映像、
コスモシステム（株）、ジャパンケーブルネット（株）、ジャパンケーブルネット（株）
ＩＧＲいわて銀河鉄道（株）、西日本旅客鉄道（株）、東日本旅客鉄道（株）（２）
（株）ランバーテック
（株）オザム、（株）クロスカンパニー、（株）ジーフット、（株）しまむら、Aコープ北東北、
イオンリテール（株）、ゼビオ（株）（２）、岩手トヨタ自動車（株）、朝日ソーラー（株）
（株）岩手銀行（３）、（株）山形銀行、（株）七十七銀行、（株）秋田銀行、（株）青森銀行
（株）東北銀行、花巻信用金庫、焼津信用金庫、水沢信用金庫、農林中央金庫
福島県信用保証協会
第一生命保険相互会社、東京海上日動火災保険（株）、日本生命保険相互会社、
明治安田生命保険相互会社
（株）レオパレス２１
秋田基準寝具（株）
（株）阿部長商店、盛岡ターミナルビル（株）
（株）ダイナム
カナンの園（学校法人カナン学園）、愛知県公立学校教員、愛知県公立学校教員（臨採）
茨城キリスト教学園高校教員、横浜市公立学校教員、横浜市公立学校教員（臨採）
学校法人 跡見学園、岩手県公立学校教員（１９）、岩手県公立学校教員（臨採）（１０）
岩手大学（２）、岩手大学教育学部附属小学校（常勤講師）、
岩手大学教育学部附属幼稚園（臨採）、宮城県公立学校教員（９）、
宮城県公立学校教員（臨採）（２）、弘前大学、埼玉県公立学校教員
山形県公立学校教員（臨採）、若松第一高校教員（臨採）、
秋田県公立学校教員（臨採）（２）、秋田県幼稚園教員、新潟県公立学校教員（２）、
神奈川県公立学校教員（５）、盛岡白百合学園教員、青森県公立学校教員（２）、
青森県公立学校教員（臨採）（４）、青森県公立学校教員（臨採）（３）、
仙台市公立学校教員（２）、千葉県公立学校教員（１７）、千葉県公立学校教員（臨採）、
川崎市公立学校教員（２）、大連芸術学院、東京都公立学校教員、
東京都公立学校教員（臨採）、栃木県公立学校教員、栃木県公立学校教員（臨採）
福岡県公立学校教員（２）、福島県公立学校教員（臨採）（２）
（株）ABC Cooking Studio、（株）栄光（３）、（株）河合楽器製作所、（株）進学会（２）
（株）臨海セミナー、、NPO法人環境パートナーシップいわて、
フォーエバー現代美術館準備室、北上市国際交流ルーム
（財）岩手県予防医学協会（２）、共立病院（非常勤）
社会福祉法人永楽会（あさいな学園）、悠和会「銀河の里」
岩手大学生活協同組合、上北農産加工農業協同組合
(株)ベストファーム、（財）盛岡市体育協会、ＮＰＯ法人Ｃ・Ｃ・Ｃ富良野自然塾、
セントラルスポーツ（株）、たにどうダンスワールド、綜合警備保障（株）
遠野市、遠野市（臨時）、階上町、岩手県（２）、岩手県（臨時）、岩手県警察本部（２）、
宮古市、警視庁、弘前地区消防事務組合、紫波町、新潟県、真室川町役場、盛岡市（２）、
青森県警察本部、石巻市、仙台市、大曲仙北広域市町村圏組合消防、滝沢村（２）、
能代山本広域市町村圏組合消防本部、白鷹町、八戸市
進 学 先
岩手大学大学院（２３）、お茶の水女子大学大学院、宇都宮大学大学院、
山梨大学大学院、上越教育大学教職大学院、筑波大学大学院（３）、
東京学芸大学大学院、東北大学大学院（４）、東北福祉大学大学院、
曲阜師範大学大学院

平成２１年度工学部卒業生（修士課程含む）
農業・林業

建 設 業

食料品・飲料
印刷・同関連業

化学製品製造

金属製品製造

はん用機械器具製造

電子・デバイス製造

電気情報通信機器製造

輸送用機器製造

その他の製造
電気・ガス

就職先
（有）西部開発農産
（株）ＮＩＰＰＯ、（株）ＴＴＫ、（株）ユアテック（３）、（株）一条工務店、（株）間組、
（株）西原環境テクノロジー、（株）銭高組、（株）竹中工務店、
（株）日立プラントテクノロジー、ＡＤＥＫＡ総合設備（株）、ライト工業（株）、
岡本工業（株）（２）、京葉プラントエンジニアリング（株）、戸田建設（株）、
五洋建設（株）、大成建設（株）、大平電業（株）、大林道路（株）、朝日土木（株）、
鉄建建設（株）、東光電気工事（株）、東日本ハウス（株）、東野建設工業（株）、
日立プラント建設サービス（株）、鈴与建設（株）
カンロ（株）
大日本印刷（株）（２）、凸版印刷（株）
（株）イノアックコーポレーション、（株）特殊免疫研究所、アロン化成（株）、
セントラル硝子（株）、テルモ（株）、ムネカタホールディングス（株）、
ロンシール工業（株）、花王（株）、三菱化学（株）、山栄化学（株）（２）、
仙台小林製薬（株）、川研ファインケミカル（株）、大内新興化学工業（株）、
日東電工（株）、日本グリース（株）、日本化成（株）、日本化薬（株）、
和光純薬工業（株）、櫻護謨（株）
（株）デンロコーポレーション、（株）ハラチュウ、（株）フルヤ金属、
ＤＯＷＡホールディングス（株）（２）、ＹＫＫ ＡＰ（株）（２）、プランゼージャパン（株）、
旭電機（株）（２）、岩手製鉄（株）、三井金属鉱業（株）、三菱アルミニウム（株）、
住友軽金属工業（株）、田中貴金属工業（株）、東邦亜鉛（株）、日立電線（株）
（株）IHIスター、（株）シグマ（２）、（株）デジアイズ、（株）ミヤノ、（株）加藤製作所、
（株）山形チノー、（株）多加良製作所、（株）武蔵エンジニアリング、
（株）牧野フライス製作所、ＪＵＫＩ会津（株）（２）、ＳＭＣ（株）（２）、イワフジ工業（株）、
サンポット（株）、バブコック日立（株）、フクダ電子（株）、マル厨工業（株）、
ユニカ（株）、レオン自動機（株）、栗田工業（株）、佐竹化学機械工業（株）、
三菱化工機（株）、東芝テック（株）（２）、東芝テック(株）、日本電産コパル（株）、
日本電子（株）、和同産業（株）
（株）エフビー（２）、(株）多加良製作所岩手工場、（株）日立ハイテクノロジーズ
ＡＳＥジャパン（株）、アルス電子（株）、イリソ電子工業（株）（２）、ケイテック（株）、
パナソニックセミコンダクターエンジニアリング（株）、ヒロセ電機（株）、
ローム・ワコー（株）、（株）フジクラ、岩手ニッカン（株）、京セラケミカル（株）（２）、
大崎電気工業（株）、東京エレクトロンデバイス（株）、日本端子（株）（２）
（株）インターセントラル、（株）大昌電子（２）、（株）東芝（２）、
（株）日立エンジニアリング・アンド・サービス（３）、（株）日立国際電気、
（株）日立製作所、（株）明電舎、シャープ（株）、セイコーエプソン（株）、ヤマウチ（株）、
横河電機（株）、横河電子機器（株）、古河電池（株）、三菱電機（株）（２）
三菱電機エンジニアリング（株）、通研電気工業（株）、東京エレクトロン東北（株）
東北リコー（株）（２）、東和電機工業（株）（２）、日立アプライアンス（株）
富士通特機システム（株）
（株）ＩＨＩ、（株）アイメタルテクノロジー、（株）ケーヒン、（株）セキソー、
アイシン精機（株）、いすゞ自動車（株）、スズキ（株）（２）、セントラル自動車（株）、
トーハツ（株）、トヨタ自動車（株）、トヨタ紡織東北（株）、関東自動車工業（株）（２）、
帝国ピストンリング（株）、日産自動車（株）、日本サーモスタット（株）、
日本ブレーキ工業（株）、本田技研工業（株）（２）
シチズン東北（株）、盛岡セイコー工業（株）、太平洋セメント（株）、第一精工（株）、
北上ハイテクペーパー（株）
オルガノ（株）、電源開発（株）、東京電力（株）（２）、東北電力（株）（１０）、
日本原燃（株）（４）、北海道電力（株）

情報通信業

運 輸 業
卸 売 業
小 売 業
金 融 業
学術研究専門技術

その他専門・技術

生活関連・娯楽
学校教育
社会保険・福祉
宗教（サービス業）
その他サービス
国家公務
地方公務

（株）ＤＮＰ情報システム（２）、（株）ＮＴＴデータ東北、（株）アイシーエス（８）、
（株）アルファシステム、（株）イーアールアイ、（株）エヌ・ティ・ティ エムイー、
（株）エヌ・ティ・ティ・データ、（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ、（株）エフエム青森、
（株）ジェイアール東日本情報システム、（株）システムサイト、（株）システムベース、
（株）タイムインターメディア、（株）テクノウィング、（株）テレビ岩手、（株）ビッツ、
（株）フジシステムズ、（株）リードコナン、（株）寺岡システム、
（株）仙台システムサポート、（株）日立ハイテクソリューションズ、
（株）日立情報システムズ（２）、（株）日立東日本ソリューションズ、
（株）富士通システムソリューションズ、（有）エボテック、
ＧＭＯインターネット（株）、Ｔ＆Ｄ情報システム（株）、アイシン・コムクルーズ（株）、
エクナ（株）、エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ（株）、
エヌ・ティ・ティ・コムウェア（株）、エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術（株）、
エヌ・ティ・ティ・データ・フォース（株）、サクサシステムエンジニアリング(株）、
テクノ・マインド（株）、パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）、
宇宙技術開発（株）、楽天（株）、三菱電機インフォメーションシステムズ（株）、
新日鉄ソリューションズ（株）、渡敬情報システム（株）、
東芝ＩＴコントロールシステム（株）、東杜シーテック（株）、東日本電信電話（株）、
東北インフォメーション・システムズ（株）（３）、東北ユーザック（株）、
日本データスキル（株）、日本総合システム（株）、
日立ソフトウェアエンジニアリング（株）、日立公共システムエンジニアリング（株）、
富士通エフ・アイ・ピー（株）
（株）エージーピー、（株）サカイ引越センター、（株）日本航空インターナショナル、
ヤマト運輸（株）、東日本旅客鉄道（株）（１０）
松田産業（株）、丹波屋（株）
（株）九九プラス
（株）岩手銀行、（株）七十七銀行
独立行政法人日本原子力研究開発機構
（株）NTTファシリティーズ東北、（株）建設技術研究所、（株）長大、
（株）復建技術コンサルタント、（株）福山コンサルタント、ＣＲＳ（株）、
ジェイアール東日本コンサルタンツ（株）、ジェイアール東日本ビルテック（株）、
セントラルコンサルタント（株）、三菱電機ビルテクノサービス(株）、
新興プランテック（株）、東北発電工業（株）、
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、日本原燃分析（株）（２）、
日本交通技術（株）、日本国土開発（株）、不二総合コンサルタント（株）
（株）マルハン、（株）リクルート北海道じゃらん、（有）新日邦
学校法人上野教育学園、岩手県公立学校教員、岩手県公立学校教員（臨採）、
東北大学（３）
岩手県国民健康保険団体連合会
配志和神社
（株）山武
国税庁、東北管区警察局、法務省
奥州市、岩手県（２）、岩手県警察本部、宮城県（２）、郡山市、盛岡市（４）、
青森市（３）、仙台市（４）、仙台市消防局、東京都、八戸市（３）、
八幡平、福島県警察本部
進 学 先
岩手大学大学院（１９４）、東北大学大学院（１６）、横浜国立大学大学院、
秋田大学大学院、千葉大学大学院、筑波大学大学院、長岡技術科学大学大学院、
電気通信大学大学院、東京工業大学大学院、東京大学大学院（２）、
北海道大学大学院、北陸先端科学技術大学院大学、
名古屋大学大学院、マラヤ大学大学院

平成２１年度農学部卒業生（修士課程含む）
農業・林業
漁業・養殖
鉱業・採石業
建 設 業

食料品・飲料

化学製品製造
はん用機械器具製造
その他の製造業
情報通信業
運 輸 業
卸 売 業
小 売 業
金 融 業
保 険 業

その他専門技術

宿泊・飲食
生活関連・娯楽
学校教育
医療・保健衛生
複合サービス
宗 教
国家公務
地方公務

就職先
（株）フリーデン（２）、（社）家畜改良事業団、（有）伏見牧場、みかど協和（株）、
ヤハギ緑化（株）、宮城県森林組合連合会、自営（２）
自営
三研ソイル（株）
ユニオン建設（株）、五洋建設（株）、鹿島建設（株）、飛鳥建設（株）、菱和建設（株）、
扶桑建設工業（株）
（株）だい久製麺、（株）トマル、（株）ポッカコーポレーション、（株）阿部蒲鉾店、
（株）阿部善商店、（株）菓匠三全、（株）鎌倉ハム岩手里山工房、
（株）岩手畜産流通センター、（株）十文字チキンカンパニー（３）、（株）大塚製薬工場、
（株）日本グリーンアンドガーデン、（株）夢実堂、オリエンタル酵母工業（株）、
ヤヨイ食品（株）、丸源飲料工業（株）、岩手缶詰（株）、協和発酵バイオ（株）、
合食フローズン（株）、三栄源エフ・エフ・アイ（株）、山崎製パン（株）（２）、
秋田酒類製造（株）、太子食品工業（株）、内池醸造（株）、日東富士製粉（株）、
日東富士製粉（株）、日本ホワイトファーム（株）、日本製粉（株）（２）、
北日本くみあい飼料（株）、明治飼糧（株）、六花亭製菓（株）（２）
エーザイ（株）（２）、エーザイ（株）、キッセイ薬品工業（株）、岩手沢井薬品（株）、
多木化学（株）、鳥居薬品（株）、東京サラヤ（株）、日東エフシー（株）、
日本メジフィジックス（株）、片倉チッカリン（株）
（株）サンブライト、（株）丸山製作所
守屋木材（株）
（株）エジソン、（株）シイエヌエス、（株）バイトルヒクマ、（株）岩手日報社、
（株）日本農業新聞、江北情報サービス（株）
（株）東海交通事業、東日本旅客鉄道（株）（４）
（株）三田商店、（株）山西、イーサポートリンク（株）、タツミ産業（株）
花王カスターマーマーケティング（株）、自営（薬局）、東京デリカフーズ（株）、
木徳神糧（株）
（株）オータニ、（株）おおつか、（株）ユー花園、（株）光原社、いわて新鮮組（株）
（株）みちのく銀行、（株）青森銀行、（株）仙台銀行、（株）東北銀行
栗原農業共済組合、山形県農業共済組合連合会、十勝農業共済組合、
上川北農業共済組合、日本生命保険相互会社、兵庫県農業共済組合
（財）食品環境検査協会（２）、（株）ドーコン、（株）大東環境科学、（株）都市整備、
（株）富貴沢建設コンサルタンツ、（財）福島県きのこ振興センター、
あいち犬猫医療センター、おざわ動物病院、カサハラアニマルメディカルセンター、
さくら動物病院、ツルノ獣医科病院、フクナガ動物病院、坂田動物病院、
三菱化学メディエンス（株）、小川動物病院、昭和（株）、松園動物病院、
千里ニュータウン動物病院、池谷犬猫鳥の病院、中川獣医科病院、南が丘動物病院、
保田動物病院、北軽井沢動物病院、緑の森どうぶつ病院
（株）雲水、池の平ホテル
加森観光（株）
秋田大学、神奈川県公立学校教員、盛岡大学附属高等学校教員（臨採）、北海道大学
医療法人杏林会、絹谷産婦人科
山形農業協同組合、新岩手農業協同組合（２）、全国農業協同組合連合会（２）、
大阪泉州農業協同組合
宗教法人吉祥寺
国土交通省、仙台国税局、東京税関、農林水産省（６）、林野庁（５）
さいたま市、岩手県（６）、宮城県（５）、群馬県、郡山市（臨採）、広島県、
山形県警察本部、秋田県（５）、新潟県（臨採）、深谷市、神奈川県、盛岡市（６）、
青森県（６）、東京都、栃木県、福島県、平泉町、北海道、北上市
進 学 先
岩手大学大学院（６３）、東北大学大学院（３）、北海道大学大学院、
関西学院大学大学院、岐阜大学大学院、京都府立大学大学院、
札幌医科大学大学院、帯広畜産大学大学院、東京大学大学院（２）

