平成２４年度人文社会科学部卒業生就職・進学先一覧（修士課程を含む）
就 職 先
農業・林業・漁業
鉱業・建設業

（株）タカヤ、（株）日盛ハウジング

製造業

（株）一ノ蔵、白石食品工業（株）、日本ハム東販売（株）、ワダカン（株）、（株）ソ
ノベ、（株）ＤＮＰ北海道、（株）長府製作所、（株）妙徳（２）、（株）エフビー、トヨタ
自動車東日本（株）

電気・ガス・水道業

東北電力（株）

情報通信業

（株）アート・システム、（株）岩手日報社、（株）エストコーポレーション、（株）デ
イリーインフォメーション、（株）寺岡システム、（株）富士通システムズ・イース
ト、（株）北海道新聞社、（株）ランドコンピュータ、千（株）、ドコモサービス東北
（株）、富士ゼロックス岩手（株）、吉本興業（株）、ライフスタイルデザイン（株）、
富士通エフ・アイ・ピー（株）

運輸業

秋田海陸運送（株）、岩手県交通（株）、全日本空輸（株）、東日本旅客鉄道
（株）、ヤマト運輸（株）

卸売業、小売業

上野（株）、住友商事東北（株）、橋本産業（株）、ホシザキ東北（株）、ユアサ商
事（株）、（株）川徳、（株）菅文、（株）東京インテリア家具、（株）肉の横沢、（株）
薬王堂（２）、（株）ベルプラス、HMリテーリングス（株）、イオンスーパーセンター
（株）、生活協同組合連合会ユーコープ事業連合、日新スズキ販売（株）

金融業、保険業

（株）岩手銀行、（株）北日本銀行（５）、（株）みちのく銀行、東北労働金庫（２）、
日本政策金融公庫、新潟県労働金庫、（株）かんぽ生命保険、（株）損害保険
ジャパン、あいおいニッセイ同和損害保険（株）、東京海上日動火災保険（株）
（３）

（株）アート不動産、湘南ステーションビル（株）、大和ハウス工業（株）、東急リ
バブル東北（株）、（株）トヨタレンタリース仙台
開発研究、法務、他の専門・技術 （株）ネクサス
不動産業、物品賃貸業

サービス業

（株）新鉛温泉 結びの宿愛隣館、（株）東横イン、（株）ホットランド、（株）ルート
イン、（株）JTB東北、（株）マルハン（２）、（株）エイチ・アイ・エス、岩手県農業信
用基金協会、上川中央農業共済組合、全国農業協同組合連合会、日本郵政
（株）、花巻農業協同組合、盛岡地域農業共済組合、（株）青南商事、（株）マイ
ナビ、（株）夢真ホールディングス、秋田基準寝具（株）、斉藤ダンスガーデン
（株）、サンテクノ（株）

教育、学習支援業

一関工業高等専門学校、国立大学法人岩手大学（５）、新潟県公立学校教員、
宮城県公立学校教員、（株）エムシーエス生涯学習センター、（株）進学会、
（株）仙台進学プラザ、ブレーンバンク（株）、ライフツリー（株）

医療、福祉

日本赤十字社岩手県支部、前多小児科クリニック、医療法人中山会 宇都宮
記念病院、（株）ベネッセスタイルケア、日赤岩手乳児院、盛岡医療生活協同
組合、日本年金機構

公務員

国土交通省東北運輸局、裁判所事務官（２）、法務局、青森県、青森市、秋田
県（４）、秋田県警察、秋田市、一関市（２）、岩手県（６）、岩手県警察（３）、岩手
県福祉総合相談センター、岩手町、宇都宮市、男鹿市、潟上市、神奈川県、釜
石市、北上市、札幌市、鮭川村、住田町、仙台市、八戸市立市民病院、八幡平
市、花巻市（２）、弘前市（２）、福島県（３）、普代村、宮城県（２）、盛岡市（１２）、
矢巾町、湯沢市、横手市

進 学 先
岩手大学大学院（７）、北海道大学大学院、東北大学大学院（２）、信州大学大学院
【備考１】：平成２５年５月１日現在のデータから作成。
【備考２】：就職者には、非正規雇用者は含まない。

平成２４年度教育学部卒業生就職・進学先一覧（修士課程を含む）
就 職 先
農業・林業・漁業
鉱業・建設業
製造業

世嬉の一酒造（株）、（有）クリエイティブデザイン、（株）総合広告社、（株）丸上
プランニング、岩手教科図書（株）、（株）妙徳（３）、トヨタ自動車東日本（株）、
（株）バンダイ

電気・ガス・水道業
情報通信業

（株）岩手朝日テレビ、（株）コンバートコミュニケーションズ、（株）ジーズ・コーポ
レーション、（株）プレミアムエージェンシー、STUDIO WELT

運輸業

IGRいわて銀河鉄道（株）、佐川急便（株）（２）、東日本旅客鉄道（株）（４）

卸売業、小売業

（株）岩手畜産流通センター、（株）サクラバ、（株）デンソーセールス東北支社、
（株）吉田管財、小田島商事（株）、（株）ケイ・ウノ、（株）スズキ自販岩手、（株）
ツルハ、（株）ドン・キホーテ、（株）藤崎、（株）薬王堂、KOSE化粧品（株）、トヨタ
カローラ岩手（株）、ホーマック（株）

金融業、保険業

（株）青森銀行（２）、（株）岩手銀行（４）、（株）北日本銀行（４）、（株）東北銀行
（２）、（株）七十七銀行、盛岡信用金庫（２）、野村證券（株）、（株）ライフパート
ナー、東京海上日動火災保険（株）

不動産業、物品賃貸業
開発研究、法務、他の専門・技術 （株）デイリーインフォメーション

サービス業

（株）JTB東北、（株）グランドスラム、（株）スタジオアリス、（株）セレスポ、（株）
ブライダルプロデュース、（株）エイチ・アイ・エス、宮城県スポーツ振興財団、
リーフラス（株）、岩手県信用農業協同組合連合会、（株）ネオキャリア、モトミヤ
写真館、陸前高田ドライビングスクール

教育、学習支援業

青森県公立学校教員（２）、秋田県公立学校教員（２）、岩手県公立学校教員
（２５）、太田学園ふじみ幼稚園、学校法人盛岡大学、川崎市公立学校教員、群
馬県公立学校教員、公立大学法人岩手県立大学、埼玉県公立学校教員、さい
たま市公立学校教員、相模原市公立学校教員、仙台市公立学校教員、千葉県
公立学校教員（１１）、東京都公立学校教員（２）、花巻学院 花巻東高等学校、
福島県公立学校教員（２）、宮城県公立学校教員（６）、横浜市公立学校教員、
（株）MAXISホールディングス、（株）セレクティー、（株）臨海セミナー、英智学館
（株）

医療、福祉

北上済生会病院、公益財団法人 八戸市総合健診センター、日本赤十字社岩
手県支部、（株）ベネッセスタイルケア、NPO法人ふる里福祉会 桜の園、岩手
県国民健康保険団体連合会、ケアパートナー（株）、社会福祉法人ココロ学
舎、社会福祉法人フレンドシップいわて、特定非営利活動法人ふる里福祉会、
ゆいネット盛南

公務員

仙台国税局、東北財務局、青森県警察、秋田県、一戸町、奥州市、大崎市、金
山町、北上市、久慈市（２）、葛巻町、西和賀町、八戸市（２）、八戸地域広域市
町村圏事務組合、宮城県、宮城県警察、盛岡市（４）、山田町、横手市、横手市
消防本部、宮城県警察、
進 学 先

岩手大学大学院（１９）、お茶の水女子大学大学院、東京学芸大学大学院（２）、東京芸術大学大学院、東北大学
大学院、宮城教育大学大学院
【備考１】：平成２５年５月１日現在のデータから作成。
【備考２】：就職者には、非正規雇用者は含まない。

平成２４年度工学部卒業生就職・進学先一覧（修士課程を含む）
就 職 先
農業・林業・漁業

鉱業・建設業

（株）NIPPO、（株）朝日工業社（２）、（株）安藤・間、（株）一条工務店仙台、（株）大
林組、（株）奥村組、（株）オノヤ、（株）建設技術研究所（４）、（株）小坂工務店、
（株）繁富工務店、（株）関電工、（株）日盛ハウジング、（株）ネクスコ・エンジニアリ
ング東北、（株）東日本ハウス、（株）平野組、（株）復建エンジニヤリング、（株）復建
技術コンサルタント（２）、（株）ユアテック、（株）土木管理総合試験所、（株）錢高
組、鹿島道路（株）、三晃金属工業（株）、三機環境サービス（株）、渋谷建設（株）、
清水建設（株）（２）、新興プランテック（株）、新日本技研（株）、新菱冷熱工業（株）、
セキスイハイム東北（株）（２）、大成建設（株）、ダイダン（株）、太平洋セメント（株）、
中央コンサルタンツ（株）、東京ファブリック工業（株）、東芝プラントシステム（株）、
日本シビックコンサルタント（株）、日本住宅（株）、東日本高速道路（株）（２）、前田
建設工業（株）、前田道路（株）、三井共同建設コンサルタント（株）、三井住友建設
（株）、三菱電機ビルテクノサービス（株）、三機工業（株）、仙建工業(株)、中日本高
速道路（株）

製造業

（株）銀河高原ビール、（株）明治、日本スタンゲ（株）、山崎製パン（株）、森永乳業（株）、日研グループ、
大日本印刷（株）、凸版印刷（株）、（株）秋田オイルシール、（株）ケミコート、（株）ツムラ、（株）ニュート
ン、（株）理研グリーン、JXホールディングス（株）、出光興産（株）、大内新興化学工業（株）、桂化学
（株）、川口化学工業（株）、川研ファインケミカル（株）、関東化学（株）、京セラケミカル（株）、協同油脂
（株）、佐竹化学機械工業（株）、新興プランテック（株）、ニプロ（株）（３）、日本グリース（株）、日本ゴア
（株）、水沢化学工業（株）、三菱化工機（株）、矢崎化工（株）、日新製薬（株）、（株）アイメタルテクノロ
ジー（２）、（株）オーエム製作所、（株）及精鋳造所、（株）タンガロイ（２）、（株）デジアイズ（２）、（株）ベ
ン、DOWAホールディングス（株）、JFEエンジニアリング（株）、ＳＭＣ（株）（２）、大平洋金属（株）、高周波
鋳造（株）、東北特殊鋼（株）、日本ガイシ（株）、松田産業（株）、（株）WING、（株）キッツ、（株）倉元製作
所、（株）小松製作所、（株）シグマ、（株）フジキン、（株）牧野フライス製作所、（株）八神製作所、（株）や
まびこ（４）、（株）フジキン、THKインテックス（株）、アネスト岩田（株）、キャタピラージャパン（株）、シチズ
ンマシナリーミヤノ（株）（３）、住友重機械工業（株）、東北リコー（株）（２）、日下部機械（株）、日立工機
（株）、福島キヤノン（株）、前澤工業（株）（２）、和同産業（株）、多摩川精機（株）、日立工機（株）、（株）
エフビー、（株）角館芝浦電子、（株）クリハラント、（株）大昌電子（２）、（株）多加良製作所、（株）マクニ
カ、（株）横河メータ＆インスツルメンツ、NECネットワークプロダクツ（株）、アルプス電気（株）（３）、イビ
デン（株）、キヤノン電子（株）、京セラコネクタプロダクツ（株）、サミー（株）、ソニーエナジー・デバイス
（株）（２）、東京エレクトロン東北（株）（２）、東京エレクトロン宮城（株）（２）、ニチコン（株）（２）、日本特殊
陶業（株）、日本ファインセラミックス（株）、横河電子機器（株）、リコー光学（株）（２）、日本光電工業（株）
（３）、（株）東芝（４）、（株）ナックイメージテクノロジー、（株）日立エンジニアリング、（株）日立エンジニア
リング・アンド・サービス、（株）日立製作所、（株）富士通ゼネラル、（株）前川製作所、（株）明電舎、NEC
エンジニアリング（株）、TOA（株）、大井電気（株）（２）、オンキヨー（株）、ソニーイーエムシーエス（株）、
東北発電工業（株）、東和電機工業（株）、日本無線（株）、富士通（株）、富士電機ホールディングス
（株）、三菱電機（株）（６）、日精（株）、日本電気（株）、（株）IHI（２）、（株）ケーヒン、（株）セキソー、（株）
タマディック、（株）ミクニ、（株）村上開明堂、（株）リケン、（株）ケーヒン（２）、NOK（株）、TPR（株）、アイ
シン精機（株）、アイシン高丘（株）、曙ブレーキ工業（株）（２）、いすゞ自動車（株）、カルソニックカンセイ
（株）、ザマ・ジャパン（株）（２）、新日鐵住金（株）、スズキ（株）、住友電装（株）、テクノメタル（株）、トヨタ
自動車東日本（株）（３）、トヨタテクニカルディベロップメント（株）、トヨタ部品東北共販（株）、新潟原動機
（株）、日産自動車（株）、矢崎総業（株）、川崎重工業（株）、本田技研工業（株）、（株）岡村製作所、（株）
オリバー、（株）長府製作所、YKK AP（株）、アイリスオーヤマ（株）、サンポット（株）（２）、

電気・ガス・水道業

北良（株）、公益財団法人岩手県下水道公社、電源開発（株）、東北公営企業
（株）、東北電力（株）（６）、日本原燃（株）（３）、北海道電力（株）

情報通信業

（有）泉山電子会計センター、（株）アイシーエス（２）、（株）アルファシステム（３）、（株）イ
ンタープランニング、（株）エステック、（株）えすと、（株）共栄システムズ、（株）シーテッ
ク、（株）シグマソリューションズ、（株）ステップ、（株）寺岡システム、（株）東北フジクラ、
（株）ニッセイコム、（株）日立システムズ、（株）日立情報制御ソリューションズ、（株）日
立ソリューションズ、（株）日立ソリューションズデザイン、（株）日立ソリューションズ東日
本、（株）日立ハイテクソリューションズ、（株）フィデア情報システムズ、（株）ラプラス・シ
ステム、（株）リードコナン、（株）アイシーエス（４）、（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ、（株）日立
情報制御ソリューションズ、NECソフトウェア東北（株）（２）、NTTコムソリューション＆エ
ンジニアリング（株）、SBS（株）、インクリメントP（株）、サクサシステムエンジニアリング
（株）、サクサホールディングス（株）、東北NSソリューションズ（株）、日本インフォメー
ション（株）（２）、日本テクニカルシステム（株）、日本プロセス（株）、東日本電気エンジニ
アリング（株）、東日本電信電話（株）（３）、ヤフー（株）、ユニアデックス（株）、ユニバー
サル・インフォメーション・サービス、日立公共システムサービス（株）

運輸業

仙台市交通局、東日本旅客鉄道（株）（１３）、北海道旅客鉄道（株）（２）、山九
（株）

卸売業、小売業

（株）佐々儀、（株）南部医理科（２）、（株）藤村商会、（株）テクノル、カメイ
（株）、（株）ゲオホールディングス、（株）コモディイイダ、（株）サンコー、みやぎ
生活協同組合

金融業、保険業
（株）青森銀行、（株）東北銀行、（株）北洋銀行
不動産業、物品賃貸業
東北ミサワホーム（株）
開発研究、法務、他の専門・技術 （株）産業分析センター（２）、日本原燃分析（株）、応用地質（株）
サービス業

扇屋商事（株）、日本郵便（株）、農事組合法人サンファーム西木、一般社団法
人日本海事検定協会、（株）アルプス技研（３）、（株）インテリジェンス、（株）青
南商事、（株）フォーラムエンジニアリング、ＷＤＢエウレカ（株）、綜合警備保障
（株）

教育、学習支援業

秋田工業高等専門学校、国立大学法人岩手大学、国立大学法人東北大学、
千葉県公立学校教員（２）、（株）ワオ・コーポレーション

医療、福祉

（財）岩手県予防医学協会、青山彩光苑ライフサポートセンター

公務員

海上自衛隊、航空自衛隊、国税専門官、国土交通省東北地方整備局（３）、青
森県（２）、青森市、秋田県、秋田市消防本部、岩手県（８）、岩手県警察（２）、
川崎市、黒川地域行政事務組合消防本部、群馬県、五戸町（２）、仙台市、仙
台市消防局、大仙市、滝沢村、遠野市、西和賀町、八戸市（２）、花巻市（３）、
福島県、三沢市、宮城県（２）、盛岡広域消防組合、盛岡市（６）、陸前高田市
進 学 先

岩手大学大学院（１６２）、大阪大学大学院、筑波大学大学院、東北大学大学院（６）、山形大学大学院
【備考１】：平成２５年５月１日現在のデータから作成。
【備考２】：就職者には、非正規雇用者は含まない。

平成２４年度農学部卒業生就職・進学先一覧（修士課程を含む）
農業・林業・漁業

就 職 先
（有）ロマンチックデーリィファーム、（株）オヤマ、（株）西部開発農産、（社）ジェ
ネティクス北海道

鉱業・建設業

八千代エンジニヤリング（株）、若鈴コンサルタンツ（株）

製造業

（株）阿部蒲鉾店、（株）岩手畜産流通センター、（株）クリニコ、（株）十文字チキ
ンカンパニー、（株）セゾンファクトリー、（株）南部美人、伊藤ハム（株）（２）、伊
藤ハムデイリー（株）、いなば食品（株）、岩手缶詰（株）（２）、大槻食材（株）、北
日本くみあい飼料（株）、キリン協和フーズ（株）、白石食品工業（株）、太子食品
工業（株）、滝沢ハム（株）、テーブルマーク（株）、ときめきファーム（株）（２）、日
本ハム食品（株）、プライムデリカ（株）、プリマハム（株）、マルヨ水産（株）、モガ
ミフーズ（株）、山崎製パン（株）（２）、伊藤ハム（株）、光村図書出版（株）、（株）
グローバル伸和製薬、（株）コーセー、（株）微生物研究所、アボットジャパン
（株）、杏林製薬（株）、高信化学（株）、日本全薬工業（株）、日本曹達（株）、武
州製薬（株）、ブリストル・マイヤーズ（株）、（株）IHIスター、（株）ササキコーポ
レーション

電気・ガス・水道業
情報通信業
運輸業

（株）岩手日報社、（株）富士通エフサス、（株）システムベース、エス・ビー・エス
（株）
東日本旅客鉄道（株）（２）

卸売業、小売業

（株）大商金山牧場、（株）サカタのタネ、（株）サクラバ、（株）シジシージャパ
ン、（株）松紀、（株）三田商店、共立医科器械（株）、ナイス（株）、日本製紙木
材（株）、ヤンマー農機販売（株）、ヤンマー農機販売（株）東日本カンパニー、
（株）アイジーエー、（株）イオン北海道、（株）サンデー、（株）藤崎、（株）薬王
堂、（株）ヰセキ東北、（株）千葉薬品、ユーシーシーフードサービスシステムズ
（株）

金融業、保険業

（株）秋田銀行、（株）東北銀行、（株）ゆうちょ銀行、三井生命保険（株）

不動産業、物品賃貸業

日本住宅（株）

（株）アプロサイエンス、（株）大阪海洋研究所、（株）環境科学研究所、（株）ハ
イテック、（財）日本冷凍食品検査協会、（株）医学生物学研究所、青森県産業
技術センター、イーピーエス（株）、独立行政法人 産業技術総合研究所、独立
行政法人 森林総合研究所、（有）サミットベテリナリーサービス、COWOX、
開発研究、法務、他の専門・技術 アース動物病院、アジア航測（株）、渥美牛群管理サービス、えのもと動物病
院、エルム動物病院、大室獣医科クリニック、北軽井沢動物病院、北須磨動物
病院、吉小路動物病院、グリーン動物病院、グリーンフォレスト 緑の森どうぶ
つ病院（２）、すどう犬ねこ病院、中馬動物病院、ひまわり動物病院、平成動物
病院

サービス業

教育、学習支援業
医療、福祉

公務員

（株）キタムラ、（株）ホットランド、（株）JTB北海道、JA郡山、JA全農ミートフー
ズ（株）、茨城県農業共済組合連合会、新いわて農業協同組合、全国農業協
同組合連合会（７）、仙台農業協同組合（２）、北海道農業共済組合連合会、み
やぎ登米農業協同組合、山形農業協同組合、（株）マイナビ
岩手医科大学（２）、埼玉県公立学校教員（２）、星槎グループ、（株）臨海セミ
ナー
聖マリアンヌ医科大学付属病院、医療法人社団 レディースクリニック京野 京
野アートクリニック
農林水産省、林野庁、愛知県、青森県、秋田県（２）、秋田市、茨城県、岩手県
（１６）、小山市、北上市、下北地域広域行政事務組合消防本部、千葉県、津
市、東京都、東京都特別区、栃木県（２）、登米市、新潟県、八幡平市、福島県
（３）、北海道（２）、宮城県（８）、むかわ町、盛岡市（２）、山形県（３）、陸前高田
市
進 学 先

岩手大学大学院（４４）、北海道大学大学院（３）、東京農工大学大学院、山口大学大学院連合獣医学研究科
（３）、東京大学大学院、New York University
【備考１】：平成２５年５月１日現在のデータから作成。
【備考２】：就職者には、非正規雇用者は含まない。

