
 平成３１年度（令和２年３月卒業） 

 就 職  
 

 男 子                女 子  

【 建設・設備 】  【 銀行 】  【 商事 】  

（株）関電工   事務 芝信用金庫本店営業部  事務 （株）シモジマ（２） 販売 

（株）ｴｱｺﾝｻｰﾋﾞｽ   ｻｰﾋﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱ   今中（株） 事務 

（株）サンゲツ 商品管理 【 証券その他金融 】  ナツアキ（株） 販売 

新ｺｽﾓｽ電機ﾒﾝﾃﾅﾝｽ（株） ｻｰﾋﾞｽｴﾝｼﾞﾆｱ （株）ｼﾞｪｰｼｰｱﾝﾄﾞｼﾞｰ  事務  旭コンステック（株） 事務 

【 食品・繊維 】    ｹｰｱﾝﾄﾞｴｽ ﾏｰｷﾑ（株） 事務 

（株）ｸﾞﾚｰﾌﾟｽﾄｰﾝ 販売 【 建設・設備 】  ﾌﾟｰﾏｼﾞｬﾊﾟﾝ（株） 販売 

（株）京樽 調理 YKKAP（株）住宅首都圏支社（２） 事務 （株）三越伊勢丹  販売 

【 石油・化学・薬品 】  （株）内山アドバンス   事務 （株）エイテック  事務 

（株）トキワ 事務 （株）タケエイ   事務 太平洋ﾏﾃﾘｱﾙ（株）（３） 事務 

【 鉄鋼・機械・電気 】  ネグロス電工（株） 事務   

ＴＨＫ（株）  事務   【 不動産・運輸・エネルギー・倉庫 】 

【 印刷・諸工業 】  【 食品・繊維 】  （株）プラン・ドゥ 事務 

共同印刷（株） 事務 （株）亀屋万年堂   販売 （株）ホウスイ 事務 

東洋製罐（株） 事務 伊藤景ﾊﾟｯｸ産業（株）  事務 全農エネルギー（株） 事務 

ｼﾞｪｲｵｰｺｽﾒﾃｨｯｸｽ（株） 製造 （株）銀座千疋屋  販売 東京東洋埠頭（株）（２） 事務 

【 商事 】  （株）東京かねふく 事務 （株）ﾜｰﾙﾄﾞｻﾌﾟﾗｲ 商品管理 

（株）ｴﾑｱｲﾌｰﾄﾞｽﾀｲﾙ 販売 （株）福砂屋  販売 三菱地所ｺﾐｭﾆﾃｨ（株） 事務 

（株）東急ストア 販売 桂新堂（株） 販売 アットホーム（株） 制作 

（株）ｶｼﾞﾜﾗｷｯﾁﾝｻﾌﾟﾗｲ 販売   ﾔﾏﾄｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｷｽﾌﾟﾚｽ（株）   事務 

太平洋ﾏﾃﾘｱﾙ（株） 事務 【 石油・化学・薬品 】  日本通運（株）海運事業支店 事務 

（株）ローソン 販売 国際化工（株）東京支社 事務   

【 不動産・運輸・エネルギー・倉庫 】   【 サービス・情報・その他 】  

（株）五冷サービス 輸送 【 鉄鋼・機械・電気 】  日本ホテル（株） 接客 

第一倉庫（株） 商品管理 森本鐵鋼産業（株） 事務 （株）日本ﾃﾞｼﾞﾀﾙ研究所   事務 

日本通運（株）航空事業支店 技能職   医療法人社団ﾊｰﾃｨｰｽ  歯科助手 

ﾔﾏﾄﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ（株） 商品管理 【 印刷・諸工業 】  （株）ｻﾞ･ﾁｭｰﾌﾞ 映像技術 

（株）ディ・エス物流 ドライバー （株）シオザワ 事務 鹿島サービス（株） 事務 

（株）ホウスイ 倉庫業務 （株）岩崎ﾋﾞｰｱｲﾌｧｸﾄﾘ  ー 製作 （株）不二ビューティ ｴｽﾃﾃｨｼｬﾝ 

【 サービス・情報・その他 】  凸版印刷（株） 事務 みずほｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ（株）   事務 

（株）ｴｲﾜｻｰﾋﾞｽ 東京事業所   SE （株）4030 ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 事務 日本郵便（株）東京支社 （２） 事務 

テクバン（株）   事務 松下徽章（株） 事務 （株）MD ﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｰﾄﾅｰ 事務 

ﾄｯﾊﾟﾝ･ﾌｫｰﾑｽﾞ･ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ（株） SE （株）シード  事務 ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ（株） SE 

（株）阪急阪神ホテルズ 営業 ｼﾞｪｲｵｰｺｽﾒﾃｨｯｸｽ（株） 事務 （株）ｸﾞｯﾄﾞﾗｲﾌｹｱ東京 事務 

（株）日本住宅保証検査機構 事務 南武（株） 事務 ﾆｯﾎﾟﾝﾚﾝﾀｶｰｱｰﾊﾞﾝﾈｯﾄ（株）   運営ｽﾀｯﾌ 

（株）古田土経営 事務 大日本印刷（株） 事務 合同会社 SANKO 事務 

（株）日比谷情報サービス ｷｰﾊﾟﾝﾁｬ  ー     

（株）トーリツ 相談員   
 公務員  

（株）エー・アール・シー 事務   

（株）オーブシステム SE   国家公務員一般職事務東北 事務 

トークシステム（株） 経理     

      

 



 進 学  

 四年制大学    

國學院大学 経済学部 成蹊大学 経営学部 跡見学園女子大学 観光ｺﾐｭﾆﾃｨ学部 

立正大学 文学部 日本経済大学 経営学部 聖徳大学 児童学部 

立正大学 経営学部 東洋大学 社会学部 東京情報大学 総合情報学部（２） 

目白大学 メディア学部 東洋大学 経営学部 城西国際大学 メディア学部 

明治学院大学 経済学部 産業能率大学 経営学部 日本体育大学 児童ｽﾎﾟｰﾂ教育学部 

文教大学 経営学部 東京経済大学 経済学部 淑徳大学 総合福祉学部 

文京学院大学 保健医療学部 東京経済大学 経営学部 高千穂大学 商学部 

武蔵野大学 経営学部 中央大学 商学部 江戸川大学 ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部 

武蔵大学 経済学部 拓殖大学 政経学部 駒澤大学 経済学部  

日本大学 商学部 商業学科 拓殖大学 商学部 千葉商科大学 商経学部 

日本大学 商学部 会計学科 専修大学 商学部 ＮＩＣ 東京校   

日本大学 経済学部   

 短期大学    

東京経営短期大学 経営総合学科  大妻女子大学短期大学部 戸板女子短期大学 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科（２） 

目白短期大学 ビジネス社会学科 女子栄養大学 短期大学部 戸板女子短期大学 服飾芸術科 

国際短期大学 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科  千葉経済大学 短期大学部 実践女子大学短期大学部 日本語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

 専 門   
 

東放学園専門学校照明ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ科 日本ﾎﾃﾙｽｸｰﾙﾎﾃﾙﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ科 東京柔道整復専門学校柔整ﾄﾚｰﾅｰｺｰｽ 

ﾍﾞﾙｴﾎﾟｯｸ美容専門学校美容師科 東京誠心調理師専門学校調理科 東京医療学院昼間部理学療法学科 

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨﾂｰﾘｽﾞﾑ専門学校観光科 日本健康医療専門学校鍼灸学科 ICS ｶﾚｯｼﾞｵﾌﾞｱｰﾂｲﾝﾃﾘｱｱｰｷﾃｸﾁｭｱ&ﾃﾞｻﾞｲﾝ 

新宿調理師専門学校調理師専修科 東洋美術学校ｲﾗｽﾄﾚｰｼｮﾝ科 蒲田保育専門学校 幼稚園教諭・保育士養成科 

ﾏﾘｰﾙｲｽﾞ美容専門学校美容科 東洋美術学校ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ 東京教育専門学校幼稚園教諭･保育士養成科 

高山美容専門学校美容科（２） 日本医科大学付属看護専門学校 青山製図専門学校商空間ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 

上野法律専門学校法律行政学科（４） 都立荏原看護専門学校 国際ﾌｰﾄﾞ製菓専門学校製菓･製ﾊﾟﾝ科 

国際文化理容美容専門学校美容科（２） 都立広尾看護専門学校 日本工学院専門学校ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃﾞｻﾞｲﾝ科 

国際文化理容美容専門学校理容科 東京 CPA会計学院 日本工学院専門学校ﾀﾞﾝｽﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ科 

資生堂美容技術専門学校美容師科 麻生情報ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 日本工学院専門学校情報処理科 

駿台ﾄﾗﾍﾞﾙ&ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校ｴｱﾗｲﾝ学科 東京ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ専門学校ﾌﾞﾗｲﾀﾞﾙ科 尚美ﾐｭｰｼﾞｯｸｶﾚｯｼﾞ専門学校音響･映像･照明学科 

駿台ﾄﾗﾍﾞﾙ&ﾎﾃﾙ専門学校ﾄﾗﾍﾞﾙ学科 那覇日経ﾋﾞｼﾞﾈｽ専門学校 尚美ﾐｭｰｼﾞｯｸｶﾚｯｼﾞ専門学校ｱﾚﾝｼﾞ･作曲学科 

日本柔道整復専門学校柔道整復科 東京寿司ｱｶﾃﾞﾐｰ調理文化専門課程 尚美ﾐｭｰｼﾞｯｸｶﾚｯｼﾞ専門学校ﾐｭｰｼﾞｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽ学科（２） 

日本電子専門学校情報処理科（２） 東京ﾘｿﾞｰﾄｱﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ専門学校 早稲田速記医療福祉専門学校ｷｬﾌﾟｼｮﾝﾗｲﾀｰ養成科 

日本電子専門学校ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ科 東京 YMCA社会体育･保健専門学校 早稲田速記医療福祉専門学校医療ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ科 

大原簿記学校商業実務専門課程 日本外国語専門学校総合英語科  
 

 


