
さまざまな業界で、多くの先輩たちが活躍しています。

理 学 部

工 学 部

農 学 部

　茨城大学では、各々が目指す進路を切り拓いていくことができるように、各種進路指導・就職支援を行っています。

　就職先は、多くの優良企業で占められている他に、教員や公務員としての就職もかなりの数にのぼり、幅広い分野で活躍

している卒業生たちは、各方面から高い評価を得ています。

講義から学んだ基礎や資格が、強い武器になりました。
理学部では自分の専攻以外にもさまざまな分野の講義を受けることができるので、
幅広い分野の基礎を学ぶことが出来ます。その中で自分は理系に求められる論理的
な考えを身につけましたが、これは就職活動をするにあたって強い武器になったと思い
ます。また、専門分野の講義を履修して得られる受験資格を使って資格を取得したこと
も、とても強みになりました。

S t u d e n t ’ s  Vo i c e

理学部　理学科 化学コース　平成24年度卒業

樫村 成輝［日立第一高校（茨城）］
内定先 日立化成株式会社

【進学】（茨城大院・大阪大学院・京都大
学院・シンガポール国立大学院・バンダ
ンゲームアカデミー）
教員（茨城・青森・福島・栃木・埼玉・沖縄）
公務員（茨城県警・郡山市・恵庭市・古
河市・自衛隊・常陸太田市・新潟県・神
栖市・千葉県警・多古町・田村市・栃木
県・鉾田市・さくら市・茨城県・警視庁・高
萩市・常総市）
（有）豊洋牧場
JA佐久浅間
アトックス（株）
カジマ・リノベイト（株）
セキスイハイム東北（株）福島支社
とんきゅう（株）
レモンガス（株）
（株）ＦＤＣ
（株）アドバンスドシステムテクノロジー
（株）エジソン
（株）カインズ
（株）クリエイトエス・ディー
（株）サカイ引越センター
（株）サンドラッグ
（株）トラベルロード
（株）茨城計算センター
（株）河合塾マナビス

（株）住居時間（スマイルタイム）
（株）東邦銀行
（株）鈴裕化学
三宝ゴム工業（株）
日立化成工業（株）
インテグレートテクニカルサービス（株）
ホッピービバレッジ（株）
茨城県信用農業協同組合連合会
学研CALスクール
（株）せき
（株）ape
（株）アドフォース
（株）ハピネス・アンド・ディ
（株）ユードム
（株）吉田石油
（株）数理計画
（株）損害保険ジャパン
（株）東京インテリア家具
（株）東日本銀行
（株）木下工務店
（株）鈴木良工務店
日本電気航空宇宙システム（株）
富士通エフ・アイ・ピー・システムズ（株）
冨士物産（株）
穂高（株）　ほか

●平成24年度の主な進学・就職先

あれこれ悩まずに、実際に行動して学んでいくことが大切。
自己分析や面接練習においては、推敲や練習の回数を重ねて、先生や先輩、時には志
望する企業の方に添削やご指導をして頂きながら、内容を深く掘り下げて整理してい
きました。巷では就職対策本が数多く溢れていますが、私は面接時のマナー以外は特に
参考にせず、自分らしく就職活動をすることを念頭においていました。あれこれ悩んで
立ち止まるよりも、実際に動いて学んでいく方が効果的だと思います。

S t u d e n t ’ s  Vo i c e

工学部　都市システム工学科　平成24年度卒業

松島 由布子［福島工業高等専門学校（福島）］
内定先 東日本旅客鉃道株式会社

【進学】（茨城大学院・筑波大学院・東京
工業大学院・首都大学東京大学院・東
北大学院・九州大学院　ほか）
公務員（茨城県・栃木県・千葉県・神奈
川県・福島県・水戸市・土浦市・石岡市・
高萩市・青森市　ほか）
森永乳業（株）
理想科学工業（株）
あすか製薬（株）
（株）シンニッタン
日鉄住金大経鋼管（株）
ＳＭＣ（株）
オルガノ（株）
（株）アート科学
（株）小松製作所
（株）長府製作所
（株）日立ハイテクマニファクチャ＆サービス
日立工機（株）
日立住友重機械建機クレーン（株）
（株）東芝
（株）日立製作所
三菱電機（株）
ＮＯＫ（株）
クラリオン（株）
デンソーテクノ（株）
東洋電機製造（株）

いすゞ 自動車（株）
日野自動車（株）
本田技研工業（株）
東日本旅客鉄道（株）
日本郵便（株）
東京ガス・エンジニアリング（株）
ＮＴＴアドバンステクノロジ（株）
ＮＴＴデータ先端技術（株）
（株）ＮＴＴデータアイ
（株）ＣＩＪ
住友電工システムソリューション（株）
三菱ビルテクノサービス（株）
（株）二木ゴルフ
（株）協和エクシオ
（株）ピーエス三菱
（株）フジタ
（株）ミライト
タクトホーム（株）
みらい建設工業（株）
日立空調関東（株）
（財）日本エルピーガス機器検査協会
茨城県農業共済組合連合会
掛川市森林組合　ほか

●平成24年度の主な進学・就職先

授業で食品について多くを学んだ事が、自分の強みになりました。
私が就職活動で力を入れたことは自己分析です。就職活動を成功させるカギは、まず自
分を良く知るために自己分析をじっくり行い、自分の強みを多く見つけることであると
思います。大学生活では自分から行動することが多く求められます。また、積極的に探
せばチャレンジする機会はたくさんあります。ぜひ茨城大学農学部で就活に生かせる自
分の「強み」を見つけてください。

S t u d e n t ’ s  Vo i c e

農学部　生物生産科学科　平成24年度卒業

渡邉 進太郎［水海道第一高校（茨城）］
内定先 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）茨城本部

【進学】（茨城大院・東京大院・京都大
院・東北大院・東京農工大  など）
公務員（茨城県・茨城県警・北海道・福島
県・千葉県・神奈川県警・警視庁・長崎県
警・成田市・市川市・常総市・茂原市）
（株）常陽銀行
（株）足利銀行
（株）ゆうちょ銀行
水戸信用金庫
全国農業協同組合連合会
全国酪農協同組合連合会
千葉県農業共済組合連合会
ネスレ日本（株）
カスミ（株）
（株）旭物産
日本フードパッカー（株）
ＪＡ東日本くみあい飼料（株）
古谷乳業（株）
（株）フジフーズ
（株）フレンテ
トモエ乳業（株）
利根コカコーラボトリング（株）
雪印メグミルク（株）

小松水産（株）
（株）ハタダ
ホクト（株）
（株）ブルーミッシュ　
阪神畜産（株）
（株）エムテック
日本年金機構
（株）日本農協新聞
コープネット事業連合
（株）セブンイレブンジャパン
（株）国土建設コンサルタント
（株）日本食品分析センター
住友化学園芸（株）
正栄食品工業（株）
（株）ハヤブサドットコム
（株）ヰセキ関東
（株）ＡＯＫＩホールディングス
東鉱商事
検査開発（株）
（株）雪村
（株）マルハン
（株）茨進
（株）メディサインエンスプラニング　ほか

●平成24年度の主な進学・就職先

目指す教師像をじっくり考えることは、自分を見つめ直す大切な時間。
教育学部では、必修科目で教育に関する教養、専門科目で自分の専門とする教
科・分野について学ぶことができ、基礎から自分の専門分野まで幅広く知識を深
めることができます。また、教員採用試験対策の講座や相談室など、教員を志す学
生への支援がとても充実しています。小論文や面接の指導を通して、自分が教師
を志す理由や目指す教師像をじっくり考えることは、自分の考えを深め、アピール
できる自分を見つける貴重な時間となりました。

S t u d e n t ’ s  Vo i c e

教育学部　学校教育教員養成課程 学校教育コース
生活科学教育系 家庭選修　平成24年度卒業

植田 成未［水戸桜ノ牧高校（茨城）］
内定先 中学校教諭（茨城）

【進学】（茨城大院・埼玉大院・筑波大
院・北陸先端科学技術大院・早稲田
大院）
教員（茨城・青森・秋田・岩手・山形・宮
城・福島・新潟・富山・栃木・群馬・山梨・
長野・埼玉・千葉・東京・神奈川・静岡・
愛知・兵庫・山口・香川・福岡・宮崎・沖
縄）茨城大学・埼玉医科大学・大成女子
高校・茨城大学教育学部附属中学校・
麗澤中学校・茨城大学教育学部附属小
学校・リリーベール小学校・鎌倉女子大
学初等部・リリー幼稚園・リリーの森幼稚
園・諏訪幼稚園
公務員（防衛省・茨城県・水戸市・龍ヶ
崎市・河内町・笠間市・長野県・北海道
遠軽町・群馬県大泉町・埼玉県新座市）
水戸駿優予備校
栃木県職業能力開発協会
社会福祉法人
（株）群馬銀行
（株）肥後銀行
（株）関東建創
出光ユニテック（株）
ＮＨＫ宇都宮放送局
茨城ダイハツ販売（株）
日本年金機構
（株）茨城県信用組合
ＮＰＯ法人一関文化会議所
社会福祉法人同仁会子どもホーム

茨城県信用組合
（株）常陽銀行
（株）青森銀行
（株）筑波銀行
（株）山梨中央銀行
ＪＲ東海（株）
ＪＲ東日本（株）
（株）センチュリーホーム
セキスイハイム（株）
（株）パナホーム北関東
ミサワホーム東関東（株）
リンナイ（株）
富士通ネットワークソリューションズ（株）
北海道ＮＥＣソフトウェア（株）
（株）ポプラ社
（株）ワンダーコーポレーション
（株）たいらや
（株）クローバー
（株）フジ・コーポレーション
（株）毎日コミュニケーションズ
財団法人島根県環境保健公社
（株）常陽銀行
（株）マックス・ジャパン
（株）ワコール
（株）ハイパーフィットネス
（株）エポックスポーツクラブ
ヒューカラーズ（株）
（株）ＳＧフィルダー
（株）イザック石崎産業　ほか

●平成23年度の主な進学・就職先

人 文 学 部

教 育 学 部

周りの人たちの意見や励ましが、就職活動中の大きな支えになりました。
　私の場合ですが、就職活動中に、人事の方や同じ選考を受けている就活生と直接
触れ合うことで、その企業へのイメージや志望度が大きく変わることがありました。
初めから候補を絞りすぎず、無理のない程度で、さまざまな企業の説明会や選考に
参加して、よかったと思います。
　また、就職活動は自分の力だけで頑張ろうとするととても大変です。私は家族に
就活の悩みを相談したり、友人に他己分析をしてもらったり、大学の就職支援セン
ターの方にエントリーシートの添削をしてもらったりと、多くの人に支えてもらうこと
で内定を得ることができました。ほんとうに感謝しています。

S t u d e n t ’ s  Vo i c e

人文学部　社会科学科　平成24年度卒業

森 愛実［水戸第一高校（茨城）］
内定先 株式会社常陽銀行

【進学】（茨城大院、北海道大院、東北大院、
筑波大院、千葉大学法科大学院、横浜
国立大院、神戸大院、専修大学法科大
学院）
教員（山形、茨城、栃木）
公務員（茨城県警、茨城県庁、日立市役
所、阿見町役場、小美玉市役所、石岡市
役所、稲敷市役所、茨城町役場、沖縄県
警、御宿町役場、笠間市役所、鹿嶋市役
所、古河市役所、五城目役場、佐久市役
所、さくら市役所、下郷町役場、高萩市役
所、滝沢村役場、東海村役場、東金市役
所、取手市役所、那珂市役所、長野県
庁、新潟県警、常陸太田市役所、ひたち
なか市役所、福島県警、福島県庁、国土
交通省東北地方整備局、鉾田市役所、
警視庁、東京地方検察庁、航空自衛隊）
（株）常陽銀行
（株）筑波銀行
（株）足利銀行
（株）筑波銀行
（株）静岡銀行
（株）清水銀行
（株）大東銀行
（株）東邦銀行
（株）東日本銀行
（株）三井住友銀行
中央労働金庫
水戸信用金庫
東北労働金庫

福島信用金庫
茨城県信用組合
いわき信用組合
茨城県信用保証協会
社会保障診療報酬支払基金
東日本旅客鉄道（株）
（株）損害保険ジャパン
イオンリテール（株）
（株）アズノウアズ
（株）茨城新聞社
（株）エイチ・アイ・エス
（株）オニオン新聞社
（株）木下の介護
（株）ベルーナ
（株）メディアハウス
（株）山新
コンセプトハウス（株）
関彰商事（株）
JA茨城県中央会
茨城県厚生農業協同組合連合会
茨城県水産試験場内水面支場
茨城県中小企業団体中央会
東京海上日動火災保険（株）
野村證券（株）
大和証券（株）
東日本電信電話（株）
（株）寺島薬局
（株）カスミ
（株）ヨドバシカメラ
（株）ローソン　ほか

●平成24年度の主な進学・就職先
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