
2020年度卒業者（学部生）進路データ
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日本人 16 11 10 1 1 3 0 日本人 24.2% 68.8% 90.9% 6.3% 6.3% 18.8% 0.0%

留学生 50 26 26 4 17 3 0 留学生 75.8% 52.0% 100.0% 8.0% 34.0% 6.0% 0.0%

合   計 66 37 36 5 18 6 0 合   計 100.0% 56.1% 97.3% 7.6% 27.3% 9.1% 0.0%

5.9%

みなと国際社会保険労務士・行政書士事務所 ㈱Ｉntercrea

ワイモバイル㈱ 日本郵便㈱ ㈱F＆Cホールディングス ㈱クロップス

㈱トーシンホールディングス ㈱Ｉｎｔｅｒｃｒｅａ 白鳥製薬㈱ ㈱オーレンジ

運輸・通信業 ㈱ビーネックステクノロジーズ 高浜工業㈱ ㈱オンデーズ

名鉄バス㈱ LEGOLAND Japan㈱ ㈱浜幸 マックスバリュ中部㈱

金融業 サービス業 ㈱中部理化 ㈱スギ薬局

陶都信用農業協同組合 中部国際空港旅客サービス（株） ㈱三和スクリーン銘板 ユニー㈱

防衛省 社会福祉法人ともいき福祉会 ㈱シンワ ㈱エスケーアイ

岩倉市 社会福祉法人ひまわり福祉会 ㈱ダイナモ ㈱たちばな

㈱ワコー通信 医療・福祉 ㈱サダマツ ㈱レピス

公務員 社会福祉法人サンライフ/サンビジョン ㈱高木ミンク 兼松コミュニケーションズ㈱

㈱オンテック ㈱キャラバンツアー ユニオン機工㈱ ㈱ネットワーク・サポート

草川工業㈱ ㈱大和エンタープライズ ㈱かね貞 ㈱プラス

㈱アイデムホーム 旅行業 中日テクノサービス㈱ ㈱オークワ

㈱ファーストドア不動産 ㈱エイチ・アイ・エス 製造業 ㈱ドン・キホーテ

㈱ヤマダ・エスバイエルホーム ㈱浜木綿 ㈱ＯＲＪ ゲンキー㈱

丸美産業㈱ ㈱ゆで太郎システム ㈱ｉＤＡ ㈱フィールコーポレーション

住宅・建設・不動産業 くら寿司㈱ ㈱燕システム ㈱ホンダカーズ愛知

三井ホーム㈱ ㈱カオカオカオ ライフライン・コミュケーションズ㈱ 愛知日産自動車㈱

㈱セントラルフーズ イデックス㈱ ㈱ウッズスプランニング ㈱エディオン

コスモリサイクル㈱ ㈱ブロンコビリー ㈱ディンブル エザキ㈱ 

㈱大東通商 ㈱きりんやグループ ㈱ベジコープ ㈱ビックカメラ

ヤマショー金属㈱ ㈱くらコーポレーション ライクスタッフィング㈱ イオンビッグ㈱

トモエモーター㈱ ㈱ジェイプロジェクト ㈱アウトソーシングテクノロジー 三立化工㈱

㈱イケダ ㈱イートジョイ・フードサービス ㈱エイジェック 小売業

㈱石川マテリアル スガキコシステムズ㈱ ㈱アスパーク ㈱東名技研

大矢伝動精機㈱ ㈱JBイレブン ㈱パーソナック サンコーエアセルテック㈱

㈱Ｕｓｅｃ ㈱東横イン ㈱アイエスエフネット コサカ精工㈱

卸売業 飲食業 ㈱アイテム 孟鋼鉄㈱

学校法人桜丘学園桜丘高等学校 ルートインジャパン㈱ 中部ESCO産業協同組合 大澤ワックス㈱

学校法人ＫＴＣ学園 ㈱名古屋観光ホテル ㈱ITAGE GLOBAL 東洋理工㈱

瑞穂市立巣南中学校 ㈱ナゴヤキャッスル Do Frontier㈱ 朝日理化㈱

愛知文教大学 ㈱名鉄犬山ホテル みなと国際社会保険労務士・行政書士事務所 ㈱産機

㈱ビッグウィング 水野商店㈱

セイハネットワーク㈱ ㈱星野リゾート Fレンタカー中部 登喜和冷凍食品㈱

【２０１６年度～２０２０年度(５年間）の主な就職先】

教育 大橋運輸㈱ アップビート㈱ 中部フーズ㈱

神奈川県立山北高等学校 ホテル業

草川工業㈱

㈱クロップス ㈱高木ミンク
㈱Ｕｓｅｃ ㈱ワコー通信

サンコーエアセルテック㈱
㈱ススキ自販東海 アップビート㈱ ㈱東名技研 ㈱ベジコープ

㈱オンテック ㈱浜木綿 ㈱カオカオカオ

㈱星野リゾート ゲンキー㈱ 三立化工㈱

㈱ビーネックステクノロジーズ ㈱オーレンジ

【　 ２ ０ ２０ 年 度 卒 業 生 の 主 な 就 職 先 　】
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※社会人学生は除きます

（2021年3月卒実績）

■就職率の計算方法 就職者数÷就職希望者数

※「文部科学省における大学等卒業者の「就職率」の取扱いについて」に準拠


