平成２２年度人文社会科学部卒業生（修士課程含む）
就職先
農業・林業
漁業
鉱業
建設業

製造業

鹿島道路（株）、東北発電工業（株）、東日本ハウス（株）
食料品・飲料・たばこ・飼料製造業
岩手缶詰株式会社、山崎製パン（株）
繊維工業
印刷・同関連業
川口印刷工業（株）
化学工業，石油・石炭製品製造業
（株）日本新薬、バイエル薬品（株）
鉄鋼業，非鉄金属・金属製品製造業
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 （株）長府製作所、（株）アイカムス･ラボ
電子部品・デバイス・電子回路製造業
東北精密機器
電気・情報通信機械器具製造業
輸送用機械器具製製造業
岩手スバル自動車（株）、（株）妙徳
その他の製造業

電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業，郵便業
卸売業
卸売業，小売業
小売業

金融業
金融業，保険業
保険業
不動産業，物品賃貸業
学術研究，専門・技術
サービス

不動産取引・賃貸・管理業
物品賃貸業
法務
その他の専門・技術サービス業

生活関連サービス業，娯楽業
学校教育
その他の教育，学習支援業
医療業，保健衛生
医療，福祉
社会保険・社会福祉・介護事業
複合サービス事業
サービス業

宗教
その他
国家公務

公務

岩手日日新聞社、エクナ（株）、（株）ＮＨＫプラネット東北支社、
（株）シグマソリューションズ、（株）富士通東北システム、日本
郵便（株）、秋田テレビ
東日本旅客鉄道（株）（４）、日本郵便（株）（４）、岩手県交通
（株）、三八五流通
アイア（株）、（株）キョクイチ、（株）バイタルネット、キタカミデリ
カ、サクラバ
セゾンファクトリー、トーワエレックス（株）、（株）ドン・キホーテ、
（株）薬王堂（２）（株）東京インテリア家具、（株）ドリームラボ、
（株）マイヤ（２）、（株）ユニバース、ケイコーポレーション、スズ
キ自販岩手（株）、ドンドンダウン・オンフライディ、ネッツトヨタ盛
岡（株）、ホンダカーズ岩手南（株）、ワタべ文房具店
（株）岩手銀行（４）、（株）北日本銀行（２）、（株）七十七銀行、
朝日信用金庫、岩手県信用農業協同組合、日本政策金融公庫
（２）、東北銀行、東北労働金庫、野村證券（株）、みちのく銀
行、三菱UFJモルガン･スタンレー証券（株）
北日本ライフサービス、東京海上日動火災保険（株）、三井住
友海上火災保険
（株）サンコーホーム、積水ハウス（株）

学術・開発研究機関

宿泊業，飲食サービス業

教育，学習支援業

東京電力（株）（２）

まほろば法律事務所
（株）ブレイン
ウインザーホテル洞爺湖、（株）幸楽苑、志戸平温泉（株）、大
来軒、ヒロフーズ（株）
アイ・ケイ・ケイ（株）、（株）ブライダルプロデュース、パレス・ス
ズキ
青森県立青森西高等学校（臨採)、一関工業高等専門学校、
岩手県公立学校教員、河北科技 大学・日本語教師、岩手大
学、東北大学、弘前大学、千葉県公立学校教員
（株）秀英予備校、（株）東日本学院
秋田県厚生農業協同組合連合会、財団法人宮城厚生協会、
盛岡医療生活協同組合
医療法人杏林会（２）、（社）岩手県予防医学協会、社会福祉協
議会良育センター、社会福祉法人悠和会
いわて生活協同組合、金沢市農業協同組合、全国農業協同
組合福島県本部、日本郵便（株）、日本郵政（株）
（株）アイ・ケイ・ケイ、エバーグリーン（株）、（株）ヘルセ
青森地方検察庁、京都労働基準監督署、東京国税局、東北公
安調査局、盛岡地方検察庁

青森県警察本部（２）、青森県（６）、秋田県（５）、石巻市、岩手
県（５）、岩手県警察（５）、岩手県市町村共済組合、岩手町、鹿
角市（２）、釜石大槌地区行政事務組合、軽米町、北上市（２）さ
いたま市消防署、紫波町歴史文化調査会、仙台気象台、仙台
公務
市精神保健センター、仙台児童相談所、仙台市（２）、大仙市、
地方公務
東北労働局、富谷町、二戸市、八戸市、弘前市、弘前地区消防
事務組合、標津町、宮城県警、宮城県市職員消防本部（栗原
市）、宮城県（４）、宮古市（２）、むつ市、盛岡市（５）、盛岡市
（非常勤）、山田町、遠野市、岩泉町、鹿沼市、雫石町、青森
県、平泉町、北秋田市
進学先
岩手大学大学院（１３）、北海道大学大学院、東北大学大学院、東京学芸大学大学院

平成２２年度教育学部卒業生（修士課程含む）
就職先
自営

農業・林業
漁業
鉱業，採石業，砂利採取業
建設業
（有）美建工業
食料品・飲料・たばこ・飼料製造業
（株）高政
繊維工業
印刷・同関連業
化学工業，石油・石炭製品製造業
鉄鋼業，非鉄金属・金属製品製造業
製造業
はん用・生産用・業務用機械器具製造業
電子部品・デバイス・電子回路製造業
電気・情報通信機械器具製造業
輸送用機械器具製製造業
盛岡いすゞモーター、曙ブレーキ工業株式会社
その他の製造業
日本製紙（株）
電気・ガス・熱供給・水道業
（株）NTT、八戸圏域水道企業団
(株)クロア、（株）See Visions、(株)リクルート、東海新報社、東
情報通信業
日本電信電話（株）
センコー（株）、日本郵便(株)、日本郵政（株）（２）、東日本旅客
運輸業，郵便業
鉄道（株）（５）
卸売業
（株）サクラバ、（株）小田島、妙徳（株）
卸売業，小売業
（株）カルラ、（株）ツルハ（２）、(株)トラヤ、（株）薬王堂（２）、
小売業
（株）レック、東京シャツ株式会社（株）
（株）岩手銀行、（株）北日本銀行、（株）東北銀行（２）、盛岡信
金融業
用金庫、花巻信用金庫、北都銀行、東北労働金融公庫
金融業，保険業
（株）ライフパートナー、全国共済農業協同組合連合会岩手県
保険業
本部、東京海上日動火災保険（株）
不動産取引・賃貸・管理業
（株）ミニミニ東海
不動産業，物品賃貸業
物品賃貸業
秋田基準寝具（株）
学術・開発研究機関
学術研究，専門・技術 法務
サービス
（株）ジェット、桑沢デザイン研究所、佐藤写真、ノヴァテック・エ
その他の専門・技術サービス業
ヌ・イー(株)、ブレイントラスト＆カンパニー(株)
（株）あきんどスシロー、（株）アトム ジクトカンパニー、（株）サ
宿泊業，飲食サービス業
イゼリア、まつるべ温泉 かみくら
生活関連サービス業，娯楽業
エイチ・アイ・エス、（株）カタリナ、（株）新栄、（株）ラウンドワン

学校教育

教育，学習支援業

青森県公立学校教員（２）、青森県公立学校教員（臨採）（３）、
茨城県公立学校教員（臨採）、宮城県公立学校教員（臨採）、
岩手大学教育学部附属幼稚園（臨採）（２）、岩手大学教育学
部附属小学校、岩手大学教育学部附属小学校（臨採）（２）、岩
手大学教育学部附属中学校（臨採）、岩手大学教育学部附属
特別支援学校、岩手大学教育学部附属特別支援学校（臨採）、
岩手医科大学（２）、岩手県公立学校教員（２２）、岩手県公立
学校教員（臨採）（１１）、岩手大学（３）、 学校法人川前学園、
学校法人双葉学園（２）、学校法人岩手キリスト教学園のぞみ
幼稚園、盛岡女子高等学校、学校法人竹美学園ちくみ幼稚
園、神奈川県公立学校教員、群馬県公立学校教員、埼玉県公
立学校教員（３）、白百合学園高等学校、聖ウルスラ学院、仙台
市公立学校教員、滝沢村立支援学校、千葉県公立学校教員
（１４）、千葉県公立学校教員（臨採）（３）、秋田県公立学校教
員、東京都公立学校教員（２）、東北学院中学校・高等学校、栃
木県公立学校教員、東通村立東通小・中学校、福島県公立学
校教員（４）、福島県公立学校教員（臨採）、北海道公立学校教
員、北海道公立学校教員（臨採）、三重県公立学校教員（２）、
宮城県公立学校教員（５）、宮城県公立学校教員（臨採）（２）、
明桜高等学校、盛岡中央高等学校（２）、盛岡白百合学園中・
高等学校、山形県公立学校教員（３）、山形県公立学校教員
（臨採）（２）、横浜市公立学校教員（５）、花巻東高等学校

その他の教育，学習支援業

医療業，保健衛生
医療，福祉

社会保険・社会福祉・介護事業

複合サービス事業
サービス業

公務

宗教
その他
国家公務

地方公務

（株）ＭＣＳ学習センター、CKCネットワーク(株)中央教育セン
ター仙台支社、あすなろ園岩手県教職員組合、学研CAIスクー
ル本宮校、(株)カタリナ、（株）ジェイキャスト、（株）ワクシス・エ
ンタープライズ、(財)盛岡市体育協会、(財)ヤマハ音楽振興会、
スポーツコミュニティ（株）、平泉町立図書館、盛岡市教育委員
会学校教育課、代々木ゼミナール、学習塾講師、岩手県立特
支学校指導員、東北進学ゼミナール
盛岡友愛病院、岩手医科大学
岩手県予防医学協会、社会福祉法人 光林会、ビリーブ・ケ
ア、医療法人杏林会（２）
JA秋田おばこ
株式会社アズシード
青森地方裁判所八戸支部、陸上自衛隊
青森市役所臨時職員、青森地域広域消防事務組合、岩手県
商工会連合会、奥州金ヶ崎行政事務組合消防本部、仙台市役
所、滝沢村役場、栃木県警、長岡市役所、花巻市役所、宮城県
警、宮古市役所（２）、盛岡市役所（３）、洋野町役場、岩手県警
（２）、岩手県庁、長井市役所、北上市役所（３）

進学先
岩手大学大学院（１２）、筑波大学大学院、東北大学大学院（２）、宮城教育大学教職大学院

平成２２年度工学部卒業生（修士課程含む）
就職先
農業・林業
漁業
鉱業，採石業，砂利採取業

建設業

食料品・飲料・たばこ・飼料製造業
繊維工業
印刷・同関連業

化学工業，石油・石炭製品製造業

鉄鋼業，非鉄金属・金属製品製造業

製造業

（株）間組、住金鉱業（株）、東急建設（株）、ユニオン建設（株）
（株）一条工務店、（株）エム・テック、（株）エムティーアイ、(株)
片山建設、（株）ナカボーテック、（株）日立プラントテクノロジー
（２）、(株)ユアテック、上北建設（株）、クロサワコーポレーション
（株）、新興プランテック（株）、セントラルコンサルタント(株)、大
成建設（株）、太平工業（株）、鉄建建設（株）、東芝プラントシス
テム（株）、東北発電工業（株）（２）、戸田建設（株）、ネクスコエ
ンジニアリング、菱栄テクノス、日立プラントサービス（株）、 前
田建設(株)、三菱電機ビルテクノサービス（株）、ライト工業
（株）、若築建設（株）
(株)生活工房、（株）セゾンファクトリー、（株）南部美人、（株）フ
リーデン、プライフーズ（株）
（株）ゴーセン
岩手スリーエム（株）、上田石灰製造（株）、エノワック（株）、大
内新興化学工業（株）、小野薬品工業（株）、（株）T&K TOKA、
（株）朝日ラバー、（株）いおう化学研究所、（株）カネカ、（株）
ティーアンドケイ東華、（株）ヤマニシ、川口化学工業（株）、関
東化学（株）、キヤノンファインテック（株）、協同油脂（株）、小林
製薬、山栄化学（株）（３）、三協化成（株）、杉沢薬品（株）、住
友ゴム工業（株）、ツインスターテクノロジー（株）、東洋合成工
業（株）、鳥居薬品（株）、ナミックス（株）、ニチアス（株）、日新
製薬（株）、ニプロファーマ（株）、 日本ユピカ（株）、パナソニック
マレーシア、富士化成工業（株）、富士フィルムファインケミカル
ズ（株）、丸石化学品（株）、三菱化工機（株）、ヤマナカヒュー
テック、米沢浜理薬品工業（株）、ロンシール工業（株）、和光純
薬工業
ＪＦＥ条鋼（株）、JUKI会津（株）、JX日鉱日石金属（株）、岩手製
鉄（株）、（株）グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン、
（株）サンセイ、（株）多加良製作所、（株）フジキン（４）、三友電
子工業（株）、住友金属工業（株）、太平洋金属（株）、東京製綱
（株）（２）、日鉄住金建材工業（株）、日本サーモスタッド(株)、日
本精工（株）、日本電解（株）、日立金属（株）（２）、日立金属工
具鋼（株）（２）、富士電機ホールディングス(株)、古河機械金属
（株）（２）、北光金属工業（株）、松田産業（株）、三菱製鋼
（株）、三菱マテリアル（株）、（有）及春鋳造所、ヨシモトポール
（株）

SMC（株）、ＴＨＫインテックス（株）、会津オリンパス（株）、（株）
小松製作所、（株）東京エレクトロン、（株）ベン、（株）諸岡、ザ
はん用・生産用・業務用機械器具製造業 マ・ジャパン(株)、シチズン・システムズ（株）、テルモ（株）、東京
エレクトロン宮城（株）、東芝機械マシナリー（株）、東北リコー
（株）（２）、ニプロ（株）（２）、日立工機（株）

電子部品・デバイス・電子回路製造業

ＦＤＫ（株）、Fuji Electric Malaysia、ＴＤＫ（株）（２）、アルプス電
気（株）（４）、一関ヒロセ電機（株）、エレック北上（株）、（株）ア
キタ電子システムズ、（株）エナックス、（株）大泉製作所、（株）
大昌電子（２）、（株）日本マイクロニクス、（株）メイコー、（株）メ
レック、キヤノンアネルバ（株）、キヤノンプレシジョン（株）、シチ
ズン東北(株)、セイコーインスツル（株）、多摩川精機（株）、東
京エレクトロン東北（株）（２）、東京エレクトロンリストウエアテク
ノロジーズ（株）、東京計装（株）、東北リコー（株）、並木精密宝
石（株）、ニチコン（株）（２）、日本電波工業（株）、富士電機ホー
ルディングス（株）、三菱電機（株）、 横河電子機器（株）、リコー
光学（株）、㈱大泉製作所、金子メディクス、富士通コンポーネ
ント株式会社

電気・情報通信機械器具製造業

輸送用機械器具製製造業

その他の製造業
電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業，郵便業
卸売業
卸売業，小売業

金融業，保険業

小売業
金融業

保険業
不動産取引・賃貸・管理業
不動産業，物品賃貸業
物品賃貸業
学術・開発研究機関
学術研究，専門・技術
法務
サービス
その他の専門・技術サービス業
宿泊業，飲食サービス業
生活関連サービス業，娯楽業
学校教育
教育，学習支援業
その他の教育，学習支援業
医療業，保健衛生
医療，福祉
社会保険・社会福祉・介護事業
複合サービス事業
サービス業

宗教
その他
国家公務

公務

ＭＨＩ原子力エンジニアリング（株）、アルプスシステムインテグ
レーション（株）、（株）ＩＨＩ、（株）ジェイ・パワー・システムズ、
（株）長府製作所、（株）東芝（４）、（株）山武、システムイノベー
タ（株）、日本端子（株）、日本光電工業（株）、日本無線（株）、
パナソニック電工（株）、富士電機ホールディングス(株)、三菱
電機エンジニアリング（株）、三菱電機（株）（３）、ユニバーサア
ル・インフォメーション・サービス（株）
いすゞ自動車（株）（２）、（株）デンソー、（株）日本シューター、
（株）村上開明堂、（株）真岡製作所、関東自動車工業（株）
（２）、サンデン（株）、スズキ（株）、セントラル自動車（株）（３）、
帝国ピストンリング(株)、トヨタ自動車北海道（株）、トヨタ自動車
（株）、富士重工業（株）（２）、本田技研工業（株）（２）、三菱重
工業（株）、北日本造船
茨城日立情報サービス（株）、(株)エイワ、サンポット（株）、東
京エレクトロンＡＴ（株）（２）、東京エレクトロン東北（株）、ミドリ
安全（株）、ヤマザキマザック（株
(株)ユアテック、電源開発（株）、東京電力（株）（１０）、東北発
電工業（株）（２）、 日本原燃（株）、北海道電力（株）
ＥＣＭ（ウランバートル）、NECソフト（株）、アイシン・コムクルー
ズ（株）（２）、インテリジェントテクノロジー、(株)NTTファシリ
ティーズ東北、（株）青森電子計算センター、（株）エヌ・エス・
ティ（２）、（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ、（株）エヌ・ティ・ティエム
イー、（株）ジェーエフピー、（株）システムベース、（株）第一エー
ジェンシー、（株）ハイマックス、（株）日立情報システムズ、（株）
日立情報制御ソリューションズ、（株）日立ハイテクソリューショ
ンズ、（株）日立東日本ソリューションズ（２）、（株）ビッツ、（株）
ユー・エス・イー、サクサシステムエンジニアリング（株）、シグマ
ソリューションズ（株）、システムバンク（株）、大明（株）、データ
マネージメント（株）、東北インフォメーション・システムズ（株）
（２）、東日本電信電話（株）（３）、富士通エフ・アイ・イピー
（株）、三菱電機情報ネットワーク（株）、日本サード・パーティ
(株)
全日空空輸（株）、東日本旅客鉄道（株）（１７）、北海道旅客鉄
道（株）
（株）南部医理科、トヨタ部品宮城共販株式会社
（株）デンコードー、（株）南部医理科、（株）ユニバース、薬王
堂、ホーマック（株）
（株）岩手銀行、（株）北日本銀行（２）、（株）七十七銀行、（株）
東北銀行（３）、（株）北洋銀行、北海道信用農業協同組合連合
会

岩手大学（ポスドク）（２）
（株）産業分析センター、三菱電機ビルテクノサービス（株）
（株）オーデンフーズ
（株）マルハン、（株）リクルート北海道じゃらん、（有）新日邦
岩手医科大学、岩手大学大学教育総合センター(臨採)
（株）ブルーミィコミュニケーション
（株）南部医理科、公益法人 地域医療新興協会、（社）八戸市
医師会
社会福祉法人 伯和会 特別養護老人ホーム『えんじゅ』、社
会福祉法人 青葉福祉会
岩手県生活協同組合、ホクレン農業協同組合連合会、株式会
社 トレーダー
インクスエンジニアリング、（株）アルソック、日本原燃（株）
警察庁東北管区警察局、東北財務局、独立行政法人 国立印
刷局、法務省

秋田県、岩手県（５）、岩手県警（２）、いわて産業振興センター
(臨時）、仙台市、東京都、八戸市、福島県、北海道運輸局、宮
地方公務
城県（２）、宮城県警、盛岡市（２）、横浜市消防局、宮古市、九
戸村
進学先
岩手大学大学院（２２３）、東北大学大学院（１３）、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、新潟大学大学
院、福島大学大学院、北陸先端大学大学院
公務

平成２２年度農学部卒業生（修士課程含む）
就職先
JAいしのまき、JA水戸 水戸農業協同組合、（株）森林テクニ
ス、（株）トマル、（株）林牧場社団法人 日本食肉格付協会、住
友林業緑化（株）、全国農業協同組合連合会、豊橋飼料株式会
社、中原採種場（株）、東磐井地方森林組合、プライフーズ株式
会社、（有）Ｔ＆Ｋコーポレーション、（有）ファーム富田、林業（自
営）、埼玉原種育成会、雪印種苗株式会社、全国共済農業協
同組合連合会岩手県本部

農業・林業

漁業
鉱業，採石業，砂利採取業
建設業

食料品・飲料・たばこ・飼料製造業

製造業

繊維工業
印刷・同関連業
化学工業，石油・石炭製品製造業

鉄鋼業，非鉄金属・金属製品製造業
はん用・生産用・業務用機械器具製造業
電子部品・デバイス・電子回路製造業
電気・情報通信機械器具製造業
輸送用機械器具製製造業
その他の製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業，郵便業
卸売業
卸売業，小売業
小売業
金融業
金融業，保険業
保険業
不動産取引・賃貸・管理業
不動産業，物品賃貸業
物品賃貸業
学術・開発研究機関
学術研究，専門・技術
サービス

宿泊業，飲食サービス業
生活関連サービス業，娯楽業
学校教育
その他の教育，学習支援業
医療，福祉

（株）夢ふぉと
アストラゼネカ株式会社、杏林製薬（株）、塩野義製薬（株）、
ファイザー（株）

秋田エプソン（株）
（株）光大産業、日本大昭和板紙（株）、守屋木材（株）
岩谷産業（株）エネルギー北東北支店、日本原燃分析（株）
（株）飛竜企画、（株）ひけしや、国際衛星（株）
日本郵便（株）
（株）サクラバ、（株）広瀬商会、カメイ（株）
カインズホーム（株）、セイコーマート、（株）薬王堂
北日本銀行

家畜改良センター、財団法人 日本生態系協会（２）、（社）ジェ
ネティクス北海道、東京青果市場（株）、フリーデン、北海道立
総合研究機構

法務
その他の専門・技術サービス業

教育，学習支援業

（株）タカカツ、（株）竹中土木、西條設計コンサルタント、ジャパ
ンパイル（株）、大建工業（株）、 東京ファブリック工業（株）、水
技研
伊藤ハムディリー（株）、岩塚製菓（株）、岩手缶詰（株）（２）、
（株）オリーブコーポレーション、（株）菓匠三全、（株）キタカミデ
リカ、（株）十文字チキンカンパニー、（株）司食品工業、（株）春
雪さぶーる、（株）フリーデン、（株）ロイズコンフェクト、北日本く
みあい飼料（株）、協同飼料（株）、太子食品工業（株）、太子食
品、日東ベスト（株）、フジパングループ本社（株）、（有）雫石創
作農園

医療業，保健衛生
社会保険・社会福祉・介護事業

TNR日本動物福祉病院、岩崎台犬と猫の病院、梅美台動物病
院、えじま動物病院併設眼科ケアセンター、可愛動物病院、
（株）ルーセントスクエア、北千里動物病院、小鳥のセンター病
院、千村どうぶつ病院、たけふ動物医療センター、中田動物病
院、吉田動物病院
（株）乗馬クラブ クレイン
South Valley University、岩手県立盛岡農業高等学校、岩手
大学非常勤職員、岩手大学（２）、 東北大学、千葉県公立学校
教員（２）、岩手大学農学部技術補佐員
東京動物園協会、姫路セントラルパーク
浅田レディースクリニック、医療法人社団 愛育会 クリニックマ
マ、岩城製薬株式会社、（財）岩手予防医学協会（２）、（株）メ
ディサイエンスプランニング、シートン動物病院
（株）ここみケア

JA東日本くみあい飼料（株）、ＪＲＡ、秋田おばこ農業協同組合
、岩泉農業振興公社、岩手江刺農業組合、岩手北部農業共済
組合、くみあい肥料（株）、新岩手農業協同組合（２）、全国農業
協同組合連合会（４）、東京中央農業協同組合、栃木県開拓農
業協同組合、東白農業起業組合、ホクレン農業協同組合連合
会、北海道釧路地区農業共済組合連合会、宮城県農業共済組
合連合会、盛岡地域農業共済組合、山形県農業共済組合連合
会、JA岩手、仙台農業協同組合

複合サービス事業

サービス業

宗教
その他

岩手共済連合会、日本中央競馬会
厚生労働省、独立行政法人 家畜改良普及センター、農林水
国家公務
産省（２）、ハローワーク、林野庁（２）
青森県警、青森県、青森市、秋田県（２）、岩手県（９）、神奈川
公務
県、群馬県、埼玉県、静岡県、滝沢村、田村市、千葉県、東京
地方公務
都、長崎県、名古屋市、新潟県、花巻市、福井県、北海道（２）、
宮城県（４）、盛岡市、五所川原市、紫波町、鹿角市、八戸市、
福島県、北上市
進学先
岩手大学大学院（５１）、大阪大学大学院、岐阜大学大学院、サスカチューン大学、東京農工大学大学院、奈良先端科学技術大学
院大学、新潟大学大学院、明治大学大学院

