
就職先及び進学先等の状況　【担当：学生・キャリア支援課】

学部  平成26年度卒業生

主な就職先の状況 　　主な進学先の状況

人文科学科

株式会社八千代銀行、株式会社読売新聞東京本社、株式会社クリエイティブネクサス、有限会社パムック、伊藤
忠丸紅鉄鋼株式会社、公益財団法人新国立劇場運営財団、ヤーマン株式会社、東京税関、東京都庁、株式会
社湘南ゼミナール、岩岡印刷工業株式会社、株式会社JTBメディアリテーリング、株式会社シーイーシー、大和
書店株式会社、株式会社デザインワン・ジャパン、株式会社ベネッセコーポレーション、日本郵便株式会社、コナ
ミ株式会社、レバレジーズ株式会社、株式会社晋遊舎、独立行政法人産業技術総合研究所、国立大学法人東
京大学、聖徳大学附属女子高等学校、埼玉地方裁判所、 香川県庁、神奈川県庁、中央区役所、東海東京証券
株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社山陽新聞社、警視庁

言語文化学科

株式会社ポーラファルマ、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、
日本たばこ産業株式会社、株式会社ベネッセコーポレーション、株式会社太平社、株式会社コスモシステム、株
式会社富山、村田製作所、株式会社アイテック、株式会社八十二銀行、株式会社白泉社、株式会社エースマシ
ナリ、株式会社ナガセ 、株式会社かんぽ生命、富山県公立学校教員、愛媛県庁、株式会社ジャパンネット銀行、
ドコモデータコム株式会社、株式会社朝日新聞社、水戸市役所、日本アイ・ビー・エム株式会社、株式会社昭文
社、日本生命保険相互会社、日本ヒューレット・パッカード株式会社、株式会社タケショー、株式会社みずほフィ
ナンシャルグループ、株式会社三井ダイレクト損害保険、株式会社電通、西村あさひ法律事務所、株式会社鹿
児島銀行、ブレーンバンク株式会社、株式会社中国銀行、北陸電力株式会社、株式会社トーハン、日本ロレアル
株式会社、野村證券株式会社、株式会社ドリコム、株式会社三井住友銀行、株式会社電通国際情報サービス（Ｉ
ＳＩＤ）、群栄化学工業株式会社、学校法人芝浦工業大学、新潟明訓中学高等学校、神奈川県公立高等学校、山
形県公立高等学校、警視庁、山梨県庁、福岡県庁、川越市役所、創英国際特許法律事務所、日本マリン株式会
社、 株式会社スーパーバッグ、日本郵便株式会社、星光PMC株式会社

人間社会学科

KDDI株式会社、日本年金機構、株式会社NTTデータ・アイ 、株式会社フォーバル、株式会社ぷろぺら、学校法
人北里研究所、日本製粉株式会社、株式会社北日本新聞社、株式会社トーハン、埼玉県庁、山梨県庁、グーグ
ル株式会社、株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル、テルモ株式会、 株式会社さんぽう、東日本電
信電話株式会社、日本年金機構、株式会社三井住友銀行、株式会社EDUCOM、日本放送協会、三菱地所リア
ルエステートサービス株式会社、野村信託銀行株式会社、東京都庁、徳島県庁、浜松市役所、株式会社メディカ
ルレビュー社、エン・ジャパン株式会社、明治安田生命保険相互会社、株式会社ＮＴＣ、株式会社セールスフォー
ス・ドットコム、国立大学法人東京大学、法務省保護局関東地方更正保護委員会、さいたま市

一橋大学大学院
お茶の水女子大学大学院
東京大学大学院
名古屋大学大学院

芸術・表現行動学

スターツコーポレーション株式会社、資産管理サービス信託銀行株式会社、ゼリア新薬工業株式会社、野村不
動産株式会社、全日本空輸株式会社、株式会社芝パークホテル、株式会社近畿大阪銀行、嵯峨バレエスクー
ル、日本航空株式会社、 株式会社東京ドーム、株式会社くらしの友、株式会社キッズステーション、株式会社
ザ・スタッフ

お茶の水女子大学大学院
東京音楽大学大学院

数学科

株式会社帝国データバンク、株式会社シグマテック、野村信託銀行株式会社、野村證券株式会社、株式会社青
森銀行、株式会社鹿児島銀行、明治安田生命保険相互会社、関電システムソリューションズ株式会社、日本大
学東北高等学校

物理学科

日本コントロールシステム株式会社、株式会社ブイキューブ、大和証券株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、
株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱スペース・ソフトウェア株式会社

化学科
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社、株式会社コスメロール、株式会社電通

生物学科
株式会社ローソン、富士ソフト株式会社、アースサポート株式会社、東日本電信電話株式会社、日本放送協会、
経済産業省

情報科学科

三井住友信託銀行株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、日本銀行、株式会社野村総合研究所、立山科
学工業株式会社、日本電気株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ、三菱電機株式会社

食物栄養学科

株式会社セディナ、伊藤ハム株式会社、株式会社桜ゴルフ、キューピー株式会社、味の素冷凍食品株式会社、
AJS株式会社、日本アイ・ビー・エム株式会社、株式会社ジョイアス・フーズ、セキスイハイム東海株式会社、資
産管理サービス信託銀行株式会社、株式会社タカキフードサービスパートナーズ、式会社ＯＣＥＡＮ'Ｓ、ＪＡ東
部、ＩＭＳグループ医療法人社団明芳会、 横浜新都市脳神経外科病院、医療法人ＩＭＳグループ、東京都庁、静
岡県庁

人間・環境科学科

株式会社吉田、東日本電信電話株式会社、西武鉄道株式会社、株式会社LIXIL、株式会社東京インテリア家
具、株式会社アプリシエイトグループ、株式会社松屋、北陸電力株式会社、株式会社リンクアンドモチベーショ
ン、一般社団法人投資信託協会、株式会社JALスカイ、国立大学法人群馬大学、東京都庁、松山市役所

人間生活学科

住友生命保険相互会社、株式会社日本保育サービス、金沢医科大学、株式会社西松屋チェーン、株式会社イン
ソース、株式会社アイ・アールジャパン、株式会社デンソー、アフラック(アメリカンファミリー生命保険会社)、相模
女子大学幼稚部、東京都公立幼稚園、杉並区公立保育園、法務省、栃木県、法務省保護局、足立区役所、文
京区役所、荒川区役所、リクルートホールディングス、株式会社エヌ・ティ・ティデータ、株式会社PLAN-B、サイボ
ウズ株式会社、エリアリンク株式会社、ホリー株式会社、株式会社日立システムズ、農林中央金庫、株式会社ベ
ネッセコーポレーション、アイケイケイ株式会社、みずほ情報総研株式会社、ＮＴＴファイナンス株式会社、株式会
社モスフードサービス、江守商事株式会社、株式会社アシスト、株式会社日経リサーチ、全日本空輸株式会社、
味の素冷凍食品株式会社、株式会社富士経済、情報技術開発株式会社 大正製薬株式会社 SBIホールディン
グス株式会社 株式会社りそな銀行 三菱UFJモルガンスタンレー証券株式会社 JFE条鋼株式会社 株式会社西
武ホールディングス 東京海上日動火災保険株式会社 西村あさひ法律事務所 株式会社アプローチシステムズ
鹿児島県庁 横浜市役所 エイエスアール株式会社 株式会社駿府設計 森・濱田松本法律事務所 株式会社ス
ポーツニッポン新聞社 住宅金融支援機構 ルートインジャパン株式会社 株式会社クロスカンパニー ブランシェス
株式会社 株式会社銀座もとじ アスメディックス株式会社 株式会社プリシード・システムズ イトキン株式会社 社
会福祉法人新栄会 株式会社ＡＯＫＩ 日本生活協同組合連合会
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大学院　人間文化創成科学研究科博士前期課程（人間文化研究科を含） 平成26年度修了生

主な就職先の状況 　　主な進学先の状況

独立行政法人国民生活センター 株式会社さなる ネットワンシステムズ株式会社 株式会社専門教育出版 テコラ
ス株式会社 日本ヒューレッド・パッカード株式会社 日本マクドナルド株式会社 株式会社パソナ 株式会社パル
ディア 独立行政法人防災科学技術研究所 一般財団法人NHK サービスセンター 青山学院高等部 学校法人雙
葉学園雙葉中学校・高等学校 学校法人稲置学園星稜中学校・高等学校 学校法人駒込学園駒込中学校・高等
学校 東京学芸大学附属高等学校 兵庫県教育委員会（兵庫県立高校） 東京都庁 岡谷市役所 奈良市役所

お茶の水女子大学大学院
埼玉大学大学院
広島大学大学院

アイ・シー・ネット株式会社 株式会社ジェクシード デロイト・トウシュ・トーマツ 医療法人財団厚生協会北千住メン
タルクリニック 独立行政法人国立病院機構賀茂精神医療センター 代々木の森診療所 千葉県精神科医療セン
ター 社会福祉法人嬉泉 厚木市立病院／公益財団法人明治安田こころの健康財団 足立区子ども支援センター
げんき 豊島区教育センター 国分寺市保健センター 国立大学法人東京大学 東京都公立小学校 文部科学省 家
庭裁判所 和歌山県庁 品川区 世田谷区

お茶の水女子大学大学院

花王カスタマーマーケティング株式会社 株式会社ミスミグループ本社 株式会社岩手日報社 株式会社トッパン・
コスモ 公益財団法人横浜市男女共同参画推進協会 明治安田生命保険相互会社 株式会社サタケ お茶の水女子大学大学院

株式会社永谷園 WDBエウレカ株式会社 東日本電信電話株式会社 シミックCMO株式会社 アッヴィ合同会社 株
式会社エヌ・ティ・ティデータ KDDI株式会社 キッセイ薬品工業株式会社 東日本電信電話株式会社 株式会社日
立製作所 高田製薬株式会社 アース製薬株式会社 株式会社アシックス 株式会社岡村製作所 ニチバン株式会
社 エスビー食品株式会社 味の素株式会社 順天堂大学医学部附属浦安病院 三菱電機ホーム機器株式会社
日清フーズ株式会社 ソントン食品工業株式会社 キユーピー株式会社 昭和産業株式会社 パナソニック株式会
社 森永製菓株式会社 高砂香料工業株式会社 東京大学医学部附属病院 アクセンチュア株式会社 神奈川工科
大学 ケンコーマヨネーズ株式会社 佐藤製薬株式会社 国立がん研究センター 山口県立総合医療センター 農林
水産省 東京都庁 神奈川県庁 富山県庁

お茶の水女子大学大学院

大橋会計士事務所 アクセンチュア株式会社 イーピーエス株式会社 株式会社読売新聞東京本社 大和証券投資
信託委託株式会社 ビーパートナーズ株式会社 株式会社アルプス技研 三菱電機株式会社 株式会社IHI 株式会
社日立パワーソリューションズ 株式会社ニコン 株式会社日立製作所 日産自動車株式会社 日清食品株式会社
TIS株式会社 小川香料株式会社 一般財団法人化学物質評価研究機構 凸版印刷株式会社 全国農業会議所
株式会社マクニカ 東日本旅客鉄道株式会社 東レ株式会社 ライオン株式会社 ゼブラ株式会社 キャノン株式会
社 株式会社ブリヂストン 日本銀行 株式会社野村総合研究所 シスコシステムズ合同会社 株式会社リクルート
ホールディングス マイクロソフトディベロップメント株式会社 マツダ株式会社 富士通株式会社 楽天株式会社
チームラボ株式会社 HSBC証券会社 日本アイ・ビー・エム株式会社 シャープ株式会社 株式会社エヌ・ティ・ティ・
データ ソニー株式会社 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 NECソリューションイノベータ株式会社
ヤフー株式会社 日本電信電話株式会社 株式会社NTTドコモ 株式会社スクウェア・エニックス 大日本印刷株式
会社 フューチャーアーキテクト株式会社 株式会社コーエーテクモホールディングス（コーエーテクモゲームス）
栄光ゼミナール 学校法人桜蔭学園 学校法人明の星学園　浦和明の星女子中学・高等学校 学校法人雙葉学園
学校法人横浜雙葉学園 経済産業省 東京都庁

お茶の水女子大学大学院

大学院　人間文化創成科学研究科博士後期課程（人間文化研究科を含） 平成26年度修了生

主な就職先の状況 　　主な進学先の状況

東京成徳大学 お茶の水女子大学

関東短期大学

明海大学

株式会社クレハ　厚生労働省　日本大学　株式会社エム・エイチ・アイ　独立行政法人産業技術総合研究所　独立行政法人理化学研究所

お茶の水女子大学　独立行政法人理化学研究所　エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社

比較社会文化学専攻

国際日本学専攻

人間発達科学専攻

ジェンダー学際研究専攻

ライフサイエンス専攻

理学専攻

理学専攻

比較社会文化学専攻

人間発達科学専攻

ジェンダー社会科学専攻

ライフサイエンス専攻


