
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・宇都宮大院・九州大
院・京都大院・総合研究大院・千葉大
院・筑波大院・東京大院・東京工業大
院・名古屋大院・北海道大院・東北大
院・よしもとクリエイティブカレッジ大阪）
教員（茨城・群馬・栃木・宮城）
公務員（（独）国立環境研究所・自衛隊
新潟県・福島県・浦安市・下野市・出水
市・那珂市）
（株）アイ・ピー・エス
（株）アイル
アズワン（株）
（株）茨進
（株）茨城計算センター
茨城県牛久市商工会
茨城県厚生農業協同組合連合会
茨城トヨタ自動車（株）
（株）ウエスト
宇宙技術開発（株）
（株）AEVIC
エコー防災（株）
（株）エスアイリサーチ
（株）エンケイマカベ
（有）太田家具
（株）オリエンタルランド
（株）菅野漬物食品

空港情報通信（株）
（株）グラフィック
（株）グローバル・システム・クリエイト
（株）クロスパワー
（株）群馬銀行
コムチュア（株）
（株）SAYコンピュータ
佐波伊勢崎農業協同組合
（株）サムシング
（株）サンワ
（株）システムデザイン
ダイヤテックス（株）
大樹町農業協同組合
（株）ダイトーコーポレーション
中国ケミ－（株）
（株）テレコム・アニメーションフィルム
ローデ・シュワルツ・ジャパン（株）
トヨタカローラ新茨城（株）
トヨタホーム東京（株）
（株）トヨタレンタリース岩手
日拓リアルエステート（株）
日本基礎技術（株）
学校法人　日本歯科大学
（株）ネットワールド
（株）ノーブルホーム
（有）ハートマーケット　ほか

●平成25年度の主な進学・就職先

先生方の支えがあり、自信を持って就職活動に臨むことができました。
　私は就職担当の先生方などに相談することが、内定への近道だと思います。エント
リーシートや履歴書の添削、面接の練習を数多く行っていただいた為、自信を持って
就職活動に臨むことができ、満足のいく結果を得ることができました。長い就職活動
の中で行き詰った時は、自己分析や企業研究をもう一度やり直してみることで、「本当
に自分に合った企業」が必ず見えてくると思います。

S t u d e n t ’ s  Vo i c e

工学部　情報工学科　平成25年度卒業

杉山 和輝［太田第一高等学校（茨城）］
内定先 東日本旅客鉄道株式会社

【進学】進学（茨城大院・筑波大院・東京
大院・東京工業大院・首都大学東京大
院・東北大院・大阪大院　ほか）
公務員（経済産業省東北経済産業局・
防衛省・関東管区警察局・茨城県・栃木
県・福島県・宮城県・新潟県・水戸市・土
浦市・日立市・宇都宮市・横浜市　ほか）
（株）大成建設
東亜建設工業（株）
株木建設（株）
（株）アシックス
日清紡ホールディングス（株）
リコーインダストリー（株）
キャノンファインテック（株）
日立工機（株）
東芝メディカルシステムズ（株）
（株）日立テクノロジーアンドサービス
安全自動車（株）
富士フィルムオプティクス（株）
ニチコン（株）
明光電子（株）
大塚電機（株）
日本テキサス・インスツルメンツ（株）
キャノンセミコンダクターエクィップメント（株）
三菱電機（株）
トヨタ自動車（株）

本田技研工業（株）
スズキ(株)
ダイハツ工業（株）
富士重工業（株）
アルパイン（株）
北海道電力（株）
東京電力（株）
（株）日立システムズエンジニアリングサー
ビス
富士通テレコムネットワークス（株）
（株）NTTデータSMS
（株）富士通ソフトウェアテクノロジーズ
（株）富士通ディフェンスシステムエンジニ
アリング
（株）茨城計算センター
東海旅客鉄道（株）
東日本旅客鉄道（株）
関彰商事（株）
日立水戸エンジニアリング（株）
（株）ＪＦＥエンジニアリング
日鉄住金プラント（株）
三菱電機ビルテクノサービス(株)
（株）NTTファシリティーズ中央
日本郵便（株）　ほか

●平成25年度の主な進学・就職先

就活は団体戦。この言葉が身にしみた就職活動でした。
　私は多くの方々に支えてもらい、内定を頂くことができました。自己分析に関しては
友人と他己分析をしあい、エントリーシートや履歴書は両親や大学の支援センターの方
に何回も添削してもらいました。また、面接の練習に友人がつきあってくれたことであま
り緊張せず本番に臨めました。自分ひとりの力だけでは納得のいく就職活動はできな
かったと思います。協力してくださった皆さんに本当に感謝しています。

S t u d e n t ’ s  Vo i c e

農学部　生物生産科学科　平成25年度卒業

四ノ宮 光［私立藤枝明誠高等学校（静岡）］
内定先 JA全農ミートフーズ株式会社

【進学】（茨城大院、東京大院、筑波大
院、東京農工大院　ほか）
公務員（農林水産省、航空自衛隊、茨城
県、福島県、北海道、宮城県、山形県、取
手市、福島県相馬市）
（株）足利銀行
（株）東京めいらく
（株）サンデリカ
（株）ディスペンパックジャパン
（株）ローズコーポレーション
（株）旭物産
（株）パル・ミート
（株）アキタ
（株）はくばく
（株）マイファーム
（株）モンベル
（株）インスメタル
（株）光波
（株）スマートテック
（株）ジーピーエス
（株）日星サービス
（株）東京スパリア商社
（株）ヰセキ関東
（株）ベイシア

（株）サンベルクス
（株）明和技術コンサルタンツ
（株）アサノ大成基礎エンジニアリング
（株）モノリス
フジッコ（株）
キューピー醸造（株）
米久（株）
プリマハム（株）
オハヨー乳業（株）
イセデリカ（株）
フジフーズ（株）
クレフォートグループ（株）
パナホーム（株）
理工協産（株）
スガノ農機（株）
アイ・エス・ガステム（株）
JA全農ミートフーズ（株）
ネッツトヨタ福島（株）
ネイルパートナー（株）
アイアグリ（株）
アース環境サービス（株）
日本ステリ（株）
イカリ消毒（株）
常盤興産（株）　ほか

●平成25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・横浜国立大院・筑
波大院・東京藝術大院・東京学芸大院・
名古屋大院・大阪経済大院・同志社
大院・日本ナレーション演技研究所（研
究生）・国立障害者リハビリテーション
センター学院・中和医療専門学校）
教員（茨城・秋田・宮城・福島・新潟・栃
木・群馬・長野・埼玉・千葉・東京・神奈
川・静岡・京都・広島・鹿児島・沖縄・茨
城大学附属小学校・楊志館高校・私立
本郷高校・水城高校・英宏小中学校・中
国広州日本人学校常勤・大成女子高校）
公務員（茨城県・水戸市・大子町・桜川
市・つくばみらい市・ひたちなか市・筑西
市・東海村・久慈市・笠間市・日光市・高
萩市・土浦市・千葉県・埼玉県川口市・
長野県下諏訪町・山口県阿武町・文部
科学省・警視庁・茨城県警・水戸市ス
ポーツ振興協会・栃木県体育協会・茨
城大学職員・筑波大学職員）
（株）常陽銀行
（株）東日本銀行
（株）筑波銀行
（株）東邦銀行
アクモス（株）
（株）アシックス
キュートシステム(株)　
（株）STC
（株）トキワ

ハイパーフィットネス
中亀建設
（株）アコーディアゴルフ
美浦体操クラブ
茨城県信用組合
（株）TAKE and GIVE NEEDS
（株）関口漬物
（株）重光
（株）シーズプランニング
（株）毛髪クリニック　リーブ21
（株）スタジオアリス
（株）日本サービスセンター
（株）ワールドトランス
（株）HYUNDAI STEEL
丸美屋食品工業（株）
（株）日本郵便
茨城日野自動車販売（株）
茨城県信用組合
県北医療センター高萩協同病院
（株）ベルーナ
（株）サンマーク
オリエンタルモーター（株）
ジャパンケーブルネット（株）
明和地所（株）
（株）清川屋
社会福祉法人ファミリー ハピネスあだち
（株）スターバックスコーヒージャパン
アスクウォーク（有）
日本美術工芸（株）　ほか

●平成24年度の主な進学・就職先

人 文 学 部

教 育 学 部

世界情勢の講義で、世界的な視野を体得。
　比較的自由な履修システムが人文学部の最大の特徴です。さまざまな分野の
講義で幅広い基礎知識を身につけてから、最も興味を持ったコースを選び研究に
取り組むことができます。多くの選択肢の中で本当にやりたいことが何なのかを
じっくりと考え、自分の研究に全力で打ち込めたことが、就職活動では大きな自信
になりました。あらゆる国・地域の歴史や文化、現代の世界情勢を扱う講義を通し
て世界的な視野を養ったことで、米ペンシルバニア州立大学への留学を決意し、
就職でも世界的に活躍している企業を選びました。講義や研究で自分の興味を追
求し続けた結果、自分を深く知ることができたため、採用選考にも自然体で臨む
ことができました。

S t u d e n t ’ s  Vo i c e

人文学部　人文コミュニケーション学科　平成25年度卒業

堀 千都［酒田東高校（山形）］
内定先 ミズノ株式会社

【進学】（茨城大院・神奈川大院・神戸大院・
上智大院・千葉大院・筑波大院・広島大院・
常磐大院・武蔵野大院)
公務員（茨城県・福島県・栃木県・群馬
県・静岡県・茨城県警・警視庁・福島県
警・水戸市・桜川市・笠間市・ひたちなか
市・茨城町・那珂市・常陸太田市・日立
市・稲敷市・小美玉市・神栖市・常総市・
高萩市・館林市・つくばみらい市・土浦
市・東海村・結城市・岩手町・太田市・仙
台市・滝沢市・十和田市・那須烏山市・
成田市・西之表市・東京法務局・労働基
準監督官・金融庁）
（株）常陽銀行
（株）東日本銀行
日本郵便（株）
東日本旅客鉄道（株）
（株）筑波銀行
茨城県信用組合
茨城スバル自動車（株）
茨城セキスイハイム（株）
茨城トヨペット（株）
水戸信用金庫
ＪＡバンク茨城県信連
一誠商事（株）
茨城県厚生農業協同組合連合会
茨城県信用保証協会
茨城ダイハツ販売（株）
茨城トヨタ自動車（株）
（株）イーブレイン

（株）カスミ
（株）東京インテリア家具
中央労働金庫
日本デイリーネット（株）
日本年金機構
農林中央金庫
ＪＡ全農茨城県本部
茨城県国民健康保険団体連合会
茨城中央農業協同組合
（株）足利銀行
（株）ケーズホールディングス
（株）しまむら
（株）ジャパネットたかた
（株）セブンイレブンジャパン
（株）プリンスホテル
（株）星野リゾート
（株）ミズノ
（株）水戸証券
（株）ゆうちょ銀行
（株）ヨドバシカメラ
（株）日本政策金融公庫
茨城県総合検診協会
関彰商事(株)
東京海上日動火災保険（株）
（株）日立情報制御ソリューションズ
日本コープ共済生活協同組合連合会
日本赤十字社茨城県支部
近畿日本ツーリスト（株）
住友生命保険相互会社
第一生命保険（株）　ほか

●平成25年度の主な進学・就職先

■平成25年度業種別進路状況
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