
採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ カイチコクサイダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 開智国際大学 教務学生課 [課長代理] 吉村 辰二郎 千葉県柏市 56：44 

HP アドレス https://www.kaichi.ac.jp/ 連絡先電話番号 04-7167-8655 連絡先メール shinjiro.yoshimura@kaichi.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
国際教養学部国際教養学科 

教育学部教育学科 初等教育専攻・中等教育専攻（英語）・中等教育専攻（国語） 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

少人数だからこそできる「探究型の学び」と「国際英語の学び」を大切に、世界の人々や文化を理解・尊敬し、

教育あるいは国際教養分野の専門性を生かし、平和で豊かな国際社会の実現に貢献できる人材を育成すること

を目指しています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

就職がゴールではなく、その先の人生につながるものと考え、少人数大学の特徴を活かし、学生一人ひとりと

顔を合わせ、個々の学生に合わせた就職支援を行っています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 26 総合職(11)、営業(7)、その他(8) 50 
総合職 (18)、営業 (12)、販売職

(11)、その他(9) 
 

うち県内 

就職者数 
0  3   

卒業総数 33  67  110 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

近年の傾向を見ると、サービス業、卸売・小売業の割合が多くなっています、幅広い業種の企業に就職してい

ます。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

小人数・アクティブラーニング型の授業を取り入れているため、「自分の意見」を持っている学生が多いと感

じます。留学生は、東南アジアからの学生が多く、複数の言語を話せるなど、語学スキルが高いです。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

正課のインターンシップ授業を実施しています。原則、３日間以上のインターンシップに参加することを単位

認定の対象とし、成績評価には、インターンシップ受入れ企業による評価も取り入れています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

後期授業は対面で行っており、今後、企業説明会なども大学内で、対面で行う予定でございます。 

本学学生向けの説明会の開催をご検討頂ければ幸いでございます。 

 
カナ カワムラガクエンジョシダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 川村学園女子大学 就職支援室 [室長] 木村貴行 我孫子市 
男性  ０％ 

女性１００％ 

HP アドレス https://www.kgwu.ac.jp 連絡先電話番号 04-7183-5553 連絡先メール shushoku@kgwu.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

我孫子キャンパス：文学部（史学科 心理学科 日本文化学科） 教育学部（幼児教育学科 児童教育学科） 

         生活創造学部（生活文化学科） 

目白キャンパス ：文学部（国際英語学科） 生活創造学部（観光文化学科） 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

「感謝の心」を基盤とした「自覚ある女性」の育成と「社会への奉仕」を建学の理念としています。女性の力

が社会でますます必要とされる現代において、大きな力となるのが「教養」と「資格」です。激しく変化する

社会を柔軟に乗り越えるために「教養」そして社会に貢献するの「資格」この二つの柱とした教育を展開して

おります。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

一人ひとりと向き合う個別指導を基本とし、各種講座やガイダンス、講師を招いてのライブトークを開催。就

活生を勇気づけ、活動がスムーズに進められるよう支援しています。特に就職委員の教員とゼミ担当教員・職

員が三位一体となり情報共有し、それぞれの学生に寄り添ったサポートをとっています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 211 
販売（51）・サービス（37）・事務（３

3）・幼稚園教諭（28） 
186 

事務（37）・サービス（35）・販売

（31）・幼稚園教諭（12） 
 

うち県内 

就職者数 
43 

幼保関係（24）・事務（5）・営業（３）・

栄養士（2）・小学校教諭（2） 
38 

幼保関係（23）・事務（5）・小学校

教諭（4）・その他（6） 
 

卒業総数 242  224  27４ 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

学生の視野が広がっていないせいか、自分の経験から派生した業界・業種を選びがちです。業界でいうと小売

業・サービス業など 職種では販売職（営業含む）・事務職・サービス業で６割前後になります。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

物事に真面目に取り組み、素直なところが特徴です。また、目白キャンパスの学生は活発で、我孫子キャンパ

スの学生はおおらかなタイプが多く見受けられます。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

当大学では単位制にはしていませんが、学生には積極的に参加するよう促しています。推奨している期間は授

業のない長期休業や週末などになります。千葉県経営者協会からインターンシップ情報をいただいて学生に周

知するなど行っています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

本学の学生は主に千葉県・茨城県・東京都に在住しており、自宅通学者が多いことが特徴です。千葉県への就

職は全体の約２０％にあたります。新型コロナの影響のため例年より多くの学生が現在も活動中です。今後と

も求人情報・インターンシップ情報などございましたらご連絡いただけますよう、よろしくお願いいたします。 
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 採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ カンダガイゴダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 神田外語大学 キャリア教育部 
[ゼネラルマネージャー]  

杉本 雅視 
千葉市美浜区 

男性 30% 

女性 70％ 

HP アドレス https://www.kandagaigo.ac.jp/kuis/ 連絡先電話番号 043-273-1598 連絡先メール job@kanda.kuis.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
外国語学部・英米語学科,アジア言語学科,イベロアメリカ言語学科,国際コミュニケーション学科 

【来年度新設】グローバルリベラルアーツ学部 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

「言葉は世界をつなぐ平和の礎」を建学の理念に、世界の懸け橋となる人材を育成しています。 

グローバル化が進む中で「世界共通語としての英語」の習熟が必要不可欠であると考え、本学は全学科･専攻

で「ダブルメジャー」という外国語学部としては他に類例のない教育モデルに挑戦していきます 

就職支援方針と 

具体的な取組 

本学では「将来のキャリア形成」を大学教育の一環と捉え、低年次からの進路支援と徹底した就職支援を行っ

ています。企業の方や卒業生を招いての講演会をはじめ、グループワーク、自己分析や職業適性検査、そして

業界･企業研究、ビジネス･インターンシップなど、実践的できめ細かなプログラムを実施しています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 668 総合職/営業(370)・その他（298） 771 
総合職(247)・営業(128)・その他

（396） 
 

うち県内 

就職者数 
76 総合職(26)・営業(19)・その他（31） 88 総合職(20)・営業(6)・その他（62）  

卒業総数 778  931  822 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

本学の学生は主に航空・運輸・物流、小売・飲食、商社・卸売、情報・通信の業界に就職する割合が約半分を

占めています。特に航空業界については対策講座を毎年開講し多くの学生が参加します。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

本学の学生は授業の中でグループワークやプレゼンを通してコミュニケーション取ることが多く、仕事に対し

ても、人との繋がりやコミュニケーションを大切にする傾向があります。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

本学では学生へのキャリア教育の一環として職業意識の育成等キャリア形成のために、夏期・春期の長期休業

期間を利用した正課（単位認定）でのインターンシップに力を入れています。また、昨年までは国内だけでは

なく、アジアを中心とした海外インターンシップにも力を入れて取り組んでいます。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

学生には様々な可能性を知っていただくため、企業様と接する機会を多く提供したいと考えております。 

是非情報交換させていただけますと幸いです。 

 

カナ ケイアイダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 敬愛大学 キャリアセンター 
［キャリアセンター長］ 

中山 雄二 
千葉市稲毛区 

男性７０％ 

女性３０％ 

HP アドレス https://www.u-keiai.ac.jp/ 連絡先電話番号 043-284-8333 連絡先メール career@u-keiai.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
経済学部（経済学科・経営学科）、国際学部（国際学科・こども教育学科） 

※2021 年度 教育学部開設 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

建学の精神「敬天愛人」のもと、「知識と教養」「専門性に基づく思考力・判断力」「多様性の理解と協働性の

実践」を柱として、教育研究を展開。近年は、経営学科に「地域産業コース」、国際学科に「観光マネジメン

ト専攻」を開設し、地域経済の活性化に寄与する人材の育成に注力。2021 年 4 月に教育学部を新設し、教

員養成に更に力を注ぐ。社会のニーズに応える取り組みとして、「エアポート NARITA 地域産業学」「AI・デ

ータサイエンス」などの特色ある副専攻プログラムも実施しています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

一人ひとりの将来設計に則した進路指導を実施し、資質や長所を生かせる就職へとつなげます。就職活動準備

セミナーをはじめ、就職フェア・学内選考会の開催など学生と企業のベストマッチングを可能にする本学独自

の就職指導を行っています。本学の特徴でもあるキャリア教育を徹底し、「チバイチバン」プロジェクトの下

で就業力の育成を推進しています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 321 
総合職(56)、営業・販売職(140) 

教員(56)、その他(69) 
241 

総合職(71)、営業・販売職(92) 

教員(37)、その他(41) 
 

うち県内 

就職者数 
154 

総合職(27)、営業・販売職(48) 

教員(50)、その他(29) 
100 

総合職(32)、営業・販売職(23) 

教員(35)、その他(10) 
 

卒業総数 355  286  427 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

就職希望率と就職内定率共に県内トップクラスの就職実績を誇り、小規模大学ならではの手厚い就職サポート

を行っている。金融業界、空港・観光業界をはじめとする、様々な業界にわたり幅広い業種に就職している。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

素直で実直な学生が多い。また、キャリアセンター主催の就活準備課外講座等に積極的に参加する学生が多く、

昨年度は延べ 1,100 名以上の学生が参加するなど、就職活動に対する意識が非常に高い。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

事前指導・実習（５日間）・事後指導の通年科目（２単位の認定あり・経営学科のみ必修科目） 

事前指導は、ビジネスマナーにはじまり企業研究、プレゼンテーション、グループワークなどさまざまな内容

を用意、安心して実習の準備ができます。実習後は学内に受入企業様を招いてインターンシップ報告会を実施。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

2021 年３月卒・既卒等の求人情報をお待ちしております。ぜひお声がけ頂きますようお願い致します。本学

キャリアセンターでは、企業様と連携して学生の就職活動を支援し、学生を育て送り出していきたいと考えて

おります。年間を通して数多くの就職支援講座および就職活動準備セミナーを開催しておりますので、ぜひ企

業様のご協力をお願い致します。今後とも本学学生へのご支援・ご指導を賜りますようお願い申し上げます。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ ジョウサイコクサイダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 城西国際大学 
キャリア形成・ 

就職センター 
[就職課長] 篠塚 秀樹 千葉県東金市 

男性５２％ 

女性４８％ 

HP アドレス https://www.jiu.ac.jp/ 連絡先電話番号 0475-55-8888 連絡先メール shushoku@jiu.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

 看護学部看護学科／薬学部医療薬学科／福祉総合学部福祉総合学科・理学療法学科／ 

 環境社会学部環境社会学科／経営情報学部総合経営学科／メディア学部メディア情報学科／ 

 国際人文学部国際文化学科・国際交流学科／観光学部観光学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

 「国際教育」、「地域基盤型教育」、「キャリア形成教育」を人材育成の３本柱にしています。 

 ・世界に広がる海外協定校への留学派遣実績が豊富。 

 ・産業界や自治体、専門職との連携など、地域と連携しながら学ぶ実学教育を推進。 

 ・社会で活躍する自分を１年次からデザインするためのキャリア形成支援を推進。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

城西国際大学（ＪＩＵ）の就職活動支援の指針は、 

「J：情熱をもって I：一所懸命に U：打ち込める仕事 をみつけてもらいたい」 

全学での就職適性検査、資格取得講座の推奨、就職活動支援などの個別面談に取り組んでいます。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 793 
営業、サービス、事務、 

 情報処理・通信技術、 

医療専門職 他 

815 
 営業、サービス、事務、 

 情報処理・通信技術、 

医療専門職 他 

  － 

うち県内 

就職者数 
236 246   － 

卒業総数 957 1,012 1,125 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

  医療・福祉 約 30％、卸売・小売業 約 20％、情報通信 約 15％、サービス業 約 20％ 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

 体育会所属や海外留学経験者の活発な学生、おとなしいが真面目でコツコツ取り組む学生などが 

多く見受けられる。 

 一部には、自己分析や業種・業界研究が足りないことで就職活動に出遅れる学生が見受けられる。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

 学科教員が窓口となって授業科目で単位認定をおこなっている正課のインターンシップと、企業独自で 

ご案内をいただいている正課外のインターンシップの２種に取り組んでいる。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

 ミスマッチを防止するうえで、短期で離職してしまう方の傾向や、リーダーシップを発揮している 

 方の性格的な傾向などの人物特性などをご説明いただきたい。 

 

カナ センシュウダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 専修大学 

キャリアセンター

事務課キャリア 

形成支援課 

[課長] 渡辺 正志 
東京都千代田区 

神奈川県川崎市 

男性 60% 

女性 40％ 

HP アドレス https://www.senshu-u.ac.jp/ 連絡先電話番号 044-911-1269 連絡先メール local@acc.senshu-u.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

【経済学部】現代経済学科、生活環境経済学科、国際経済学科 【法学部】法律学科、政治学科 【経営学部】

経営学科、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 【商学部】ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ学科、会計学科 【文学部】日本文学文化学科、英語英米

文学科、哲学科、歴史学科、環境地理学科、ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾞﾑ学科 【ﾈｯﾄﾜｰｸ情報学部】ﾈｯﾄﾜｰｸ情報学科 【人間科

学部】心理学科、社会学科 【国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部】日本語学科、異文化ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

「社会知性の開発」（１）地球的視野からの問題をとらえることができる国際性（２）自ら問題を見つけ、主

体的に解決できる知力（３）解決のために人を動かすことができる説得力（４）納得・共感させるもととなる

深い人間理解と倫理観。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

学生一人ひとりの顔が見えるきめ細やかな支援を通し、学生の個性と実力を活かす道を共に考え、学生の就職

への主体的な決断を支える。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 3,421 
総合職（1,495）、営業（540）、事務系

（170）、その他（1,216） 
3,539 

総合職(1,486)、営業(568)、事務

系(227)、その他(1,258) 
3,500 

うち県内 

就職者数 
64 

総合職(32)、営業(3)、事務系(6)、その

他(23) 
80 

総合職(34)、営業(5)、事務系(8)、

その他(33) 
75 

卒業総数 3,881  4,014  4,000 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

業種は、情報通信 17.9％、教育公務 10.7％、金融 8.3％です。職種は、総合職 42.0％、営業 16.0％、警

察官 10.0％です。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

専修大学は、志の実現のため学生を全力でサポートしています。そうした環境の中、学生達は専門分野の知識・

技能の目標レベルを高めながら、成功体験を積み重ねようと努力する学生が多いことが特徴です。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

当課で取り扱うインターンシップは、課外活動として実施しているため単位は付与されません。 

推奨期間は就業体験を伴う 3 日間～5 日間とし、夏期および春期休暇期間中に実施しています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

大学での学びは多様化しています。学問を通して、自分の特性を理解し、自分に適したキャリアを考える学生

も少なくありません。面接などでは、ぜひ積極的に大学の学びを質問してください。大学での経験を詳しく訊

くことが、より普段着の学生理解につながるでしょう。「大学の学びから、どんな思考や価値観を身につけた

のか」「どんな学びの苦労があって、どう対応したのか」などの経験に着目していただけると幸いです。 

https://www.jiu.ac.jp/
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カナ ダイイチコウギョウダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 第一工業大学 キャリアセンター 
[就職・厚生係長] 

村田 誠蔵 
東京都台東区 

男性７０% 

女性３０％ 

HP アドレス http://ueno.daiichikoudai.ac.jp/ 連絡先電話番号 03-3847-8000 連絡先メール s.murata@ueno.daiichi-koudai.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
学部:工学部 学科:鹿児島キャンパス：航空工学科、情報電子システム工学科、機械システム工学科、自然環境工学科、建築

デザイン学科 上野キャンパス:情報電子システム工学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

IT 技術の普及により、グローバル社会においてにおいて、今後ますます重要になってくると思われる、アジアのマーケットで

活躍できる人材の育成を目指す。技術的素養（IT 関係）の育成にとどまらず、ビジネスや マネージメントスキル（能力）を

あわせ持つ人材を育てます。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

第一工業大学東京上野キャンパスには、情報電子システム工学科・情報工学ビジネスコースがあります。 成長の著しいアジ

アマーケットで活躍できる人材を育成すべく、ICT、IoT、MOT など、幅広いスキル獲得に向けて学生指導しています。本学

の指導の柱は、情報通信技術の修得です。 システムエンジニア・プログラマ・WEB デザイナーとして活躍するために必要な

スキルを指導しています。ソフトからハードまで一通りのコンピュータ知識を身に付け、就職活動に備えます。 情報システ

ムやネットワーク・C 言語・JAVA・HTML などの基礎能力の修得から高度な ICT 技術者を目指す技能修得まで網羅したカ

リキュラム群が有り、これらを通して将来は高度エンジニアとして活躍できる人材育成しています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 
6

6 
総合職(9)・営業(4)・ＩＴ職(45)・その他（8） 

5

1 
総合職(1)・営業(8)・ＩＴ職(40)・その他（0）  

うち県内 

就職者数 
1 総合職(0)・営業(0)・その他（1） 1 総合職(0)・営業(1)・ＩＴ職(0)その他（0）  

卒業総数 
7

0 
 

6

3 
 83 

学生の主な就職に関する傾向（業種

や職種等、その割合等） 

情報通信の仕事：7 割、その他：3 割 

 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

東京上野キャンパスにおいては留学生が多いため、ＹＥＳとＮＯの区分に分け物事を考える習慣があり、国際感覚で行動する

傾向がある。 

インターンシップの取組状況（単位

制、推奨期間、回数等） 

インターンシップの単位制については検討中で、今後、様々な整備をして行く予定。現時点では、1～5 日間の期間で数回の

参加で指導している。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

東京上野キャンパスは、留学生を多く抱えているため、特に日本語の向上するカルキュラムに力を入れていますので、日本人

と同様に採用をして頂きたいと考えています。 

 

カナ タクショクダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 拓殖大学 
就職キャリアセンター 

就職部 就職課 
[課長補佐] 谷口 哲明 

東京都文京区 

・八王子市 
７：３ 

HP アドレス https://www.takushoku-u.ac.jp/ 連絡先電話番号 03-3947-7205 連絡先メール shushoku@ofc.takushoku-u.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

商学部： 経営学科 国際ビジネス学科 会計学科 政経学部： 法律政治学科 経済学科 外国語学部： 英米語学科 中国

語学科 スペイン語学科 国際日本語学科 国際学部： 国際学科 工学部： 機械システム工学科 電子システム工学科 情

報工学科 デザイン学科 

大学院 :  経済学研究科 商学研究科 言語学研究科 国際協力学研究科 地方政治行政研究科 工学研究科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

建学の精神及び教育目標に基づき､国際性､専門性､人間性を備えた人材を育成することを目標とし､具えるべき以下の３つの

資質･能力を身につけ､各学科の学位授与方針を満たした学生に学士の学位を授与｡ 

国際性：多様な世界の人々や自分たちの社会をよく理解し、尊重する柔軟な姿勢を持ち、自国を含め世界の人々と協働して、

問題の発見や課題の解決ができること。 

専門性：それぞれの専門分野における基礎的な知識を修得し、これを実際の現場において活用し問題の発見と解決を図ること

ができること。 

人間性：自らの目標を持ち、その実現のため積極的に行動すると共に他人の思いや考えを受け止め理解し、自分の思いや考え

を的確に表現して意見を交わすことができること。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

学部によるキャリア教育をベースに各学部と協働し、早い時期から社会への関心を持たせ、学生個々のキャリアビジョンに応

じて指導（アドバイス）就職ガイダンス（１年次より） インターンシップ  ゼミナールにおける社会人基礎力の育成  業

界フェア（業界職種研究）  合同企業説明会 他 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 1874 
営業(841)、事務(190)、情報処理技術者

(177)、他 
1805 

営業(821)、事務(191)、情報処理技術者

(175)、販売(133)、他 
 

うち県内 

就職者数 
65 

営業(30)、事務(11)、接客サービス(8) 

、販売(4)他 
66 

営業(32)、事務(11)、接客サービス(6)、

販売(6)、他 
 

卒業総数 2220  2119  2375 

学生の主な就職に関する傾向（業種

や職種等、その割合等） 

サービス 26.0% 卸・小売 24.1% 情報通信 13.2% 製造 8.8% 建設 5.9% 金融保険 5.7%  

運輸 4.9% 不動産 4.2% 公務員 4.0% その他 3.2% 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
素直 好奇心旺盛 活動的 

インターンシップの取組状況（単位

制、推奨期間、回数等） 

就職キャリアセンター主催インターンシップ ： 夏季、春季に実施 5 日間以上 学内選考、合格者の事前研修あり 次の

3 点を目的とする①「働く」ことの意義を学び、将来のキャリア形成への理解を深める。②企業とビジネスの仕組みを学ぶ 

③ビジネスマナーを学び社会性を身につける。 単位：学生本人が各学部に申請（各学部のカリキュラムにより、条件あり） 

学外インターンシップ ： 学生本人が自由応募 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

今年度の千葉県出身学部 4 年生は２８２名です。何卒よろしくお願いいたします。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバケイザイダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 千葉経済大学 キャリアセンター [室長] 玉田 聡子 千葉市稲毛区 
男性 85％ 

 女性 15% 

HP アドレス https://www.cku.ac.jp 連絡先電話番号 043-253-9928 連絡先メール dcareer@cku.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻  経済学部 経済学科・経営学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

学生が各自の進路を決める段階において、現在の学修と将来の就職とのつながりが見えるキャリア別の７つの

コースを設置しています。人間力・社会人基礎力も含めたそれぞれの就職に必要な「真の学力」を身に着けま

す。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

少人数教育の利点を活かし、個別指導に重点を置き、適性や希望により職業紹介及び進路や就職に関する相談

に応じています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 162 
営業職(92) 事務職(17) 

サービス職(26) その他(27) 
141 

営業職(70) 事務職(19) 

サービス職(18) その他(34) 
 

うち県内 

就職者数 
52 

営業職(31) 事務職(9) 

サービス職(4) その他(8) 
47 

営業職(28) 事務職(9) 

サービス職(3) その他(7) 
 

卒業総数 186  170  267 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

卸・小売業、サービス業、情報通信業、建設業、金融・保険業、公務員 他 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
真摯に積極的に就職活動に取り組んでいます。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

■正課型：2020 年度状況 前期授業 15 コマ（2 単位）+夏季休業期間内に 2 社×2 日間の実習+後期研修 2

コマ+報告発表。履修者 2 年生 8 名、3 年生 17 名 

■自由応募型：2019 年度状況 4 月ガイダンス・4～6 月応募対策セミナー・7 月オリエンテーション・夏季

休業期間中に参加。参加者 セミナー（3 年生のみ）97 名、インターンシップ（3 年生のみ）94 名 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

 

 

カナ チバショウカダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 千葉商科大学 キャリア支援センター [センター長] 川瀬 功 市川市国府台 
男性 75％ 

女性 25％ 

HP アドレス https://www.cuc.ac.jp/ 連絡先電話番号 047-373-9705 連絡先メール career@cuc.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
◆商経学部 ・商学科・経済学科・経営学科 ◆政策情報学部 ・政策情報学科 ◆サービス創造学部 ・サ

ービス創造学科 ◆人間社会学部 ・人間社会学科 ◆国際教養学部 ・国際教養学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

本学では、建学の精神に基づき、「実学教育」を通じて創設者・遠藤隆吉が唱える「治道家」を育成すること

を教育の理念とし、以下の力を身につけ、所定の単位を修得した学生に卒業を認定し、学位を授与する。 

 治道家とは、「大局的見地に立ち、時代の変化を捉え、社会の諸課題を解決する、高い倫理観を備えた指導者」

を指す。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

企業との連携(アライアンス企業ネットワーク)を積極的に推進し、就職マッチングサイト「me R AI」や学内

合同企業説明会等、学生にベストマッチの就職先を見つけられる支援制度も数多く設けている。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 1018 
販売・営業職（594）事務職（75）サ

ービス職（82）その他（267） 
1147 

販売・営業職（644）事務職（54）

サービス職（145）その他（304） 
704 

うち県内 

就職者数 
142 

販売・営業職（91）事務職（12）サー

ビス職（10）その他（29） 
178 

販売・営業職（123）事務職（16）

サービス職（13）その他（26） 
111 

卒業総数 1153  1281  1551 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

金融・IT・小売・商社等、多岐にわたります。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

企業からは「粘り強く、自ら発信していく人材が多い」「素直で誠実、ビジネスパーソンとして活躍する基礎

ができあがっている」等の評価をいただくことが多い。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

3 学年を対象とした、企業インターンシップを紹介する学内イベントを毎年実施しています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ ｺｸﾘﾂﾀﾞｲｶﾞｸﾎｳｼﾞﾝ ﾁﾊﾞﾀﾞｲｶﾞｸ 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 国立大学法人 千葉大学 学務部就職支援課 亀井寿代 千葉市稲毛区 
男性 60％ 

女性 40％ 

HP アドレス http://www.chiba-u.jp/careercenter/ 連絡先電話番号 043-290-2167 連絡先メール ded2167@office.chiba-u.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 国際教養学部・文学部・法政経学部・教育学部・理学部・工学部・園芸学部・医学部・薬学部・看護学部 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

学位授与方針：千葉大学は以下を修得した学生に対して，学位を授与します。 

「自由・自立の精神」，「地球規模的な視点からの社会とのかかわりあい」，「普遍的な教養」，「専門的な知

識・技術・技能」，「高い問題解決能力」 

就職支援方針と 

具体的な取組 

学生の高い就業意識の育成とともに，学生の主体的な進路選択によるキャリア設計を目指し，進路指導，

就職ガイダンス，就職相談，就職試験対策等の内容の充実に努めています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 1,319 
事務従事者，教員，技術職，看護師・

保健師 
1,351 

事務従事者，教員，技術職，看護師・

保健師 
 

うち県内 

就職者数 
299 教員，公務員，看護師・保健師 295 教員，公務員，看護師・保健師  

卒業総数 2,416  2,414  2,480 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
直近のデータでは，情報通信業への就職の割合が高くなっている点が目立っています。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

本学には多種多様な学部・学科があり，そこに所属する学生の個性も様々ではありますが，概して向学心

が高く真面目な学生が多いと感じます。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

正課内のインターンシップの取扱いについては，各学部ごとに単位化の要件が定められています。 

正課外のインターンシップは学生の自主性に委ねていますが，どちらの場合においても，今年度のインタ

ーンシップでは感染症予防についてしっかりと対策を講じたうえで参加するよう，指導を行っています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

本学では，求人情報配信システム「キャリタスＵＣ」による学生への求人情報の公開を行っております。

企業様より求人・インターンシップ情報をご登録いただけますと幸いです。詳細につきましては，就職支

援課ホームページにてご確認ください。 

 

カナ チュウオウガクインダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 中央学院大学 就職部就職課 [課員] 我孫子市 
男子８５％ 

女子１５％ 

HP アドレス https://www.cgu.ac.jp/ 連絡先電話番号 
04-7183-6520 

内線 269 
連絡先メール shushoku@cgu.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

商学部商学科・商学総合コース、経営コース、国際ビジネスコース、経済コース、スポーツキャリアコース 

法学部法学科・司法コース、行政コース、ビジネスキャリアコース、フィールドスタディコース、スポーツシ

ステムコース 

現代教養学部現代教養学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

公正な倫理観と社会観の涵養を目指し、徹底した少数教育を通して社会人スキルと想像力を備えた有能な社会

人の育成 

就職支援方針と 

具体的な取組 

一人一人にそり寄った指導を行うとともに(STAND BY YOU)、各種講座、面接指導を行っています。現在は

オンライン面接に向けての指導に注力 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 473 販売小売業 528 販売小売業  

うち県内 

就職者数 
61 サービス業 78 サービス業  

卒業総数 536 公務 621 公務 748 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
公務員、卸小売業、サービス業の希望が多い傾向。最近では SE を希望する学生もおります。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
積極性と行動力があり、何事にも真摯に取り組む。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

本学ではインターンシップを単位化は行っておりません。あくまで自身の進路に向けた準備、企業研究の一環

として参加を促しております。推奨期間としては 3 日～5 日ほどでお願いできればと考えております。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

引き続き求人票のご提供をお願いいたします。OBOG の情報をいただけると幸いです。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ テイキョウヘイセイダイガク（チバ） 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 帝京平成大学（千葉キャンパス） 就職支援室 [主任] 森 健次 市原市 
男性７０％ 

女性３０％ 

HP アドレス https://www.thu.ac.jp/ 連絡先電話番号 0436-74-6469 連絡先メール Kenji.mori@thu.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
〇健康医療スポーツ学部 ・理学療法学科 ・作業療法学科 ・柔道整復学科  

・医療スポーツ学科（救急救命士コース/トレーナー・スポーツコース/アスリートコース）  

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

健康医療スポーツ学部は、建学の精神（実学の精神）を基本理念とし、幅広い視野に立った教養を基礎とする専門分野におけ

る知識・技術を身につけ、国際的視野に立って活躍できる人間愛にあふれた人材の養成を教育目的に掲げている。各学科の学

位プログラムの課程を修め、以下の知識・理解、思考力・判断力・表現力、実践力、積極的な社会貢献姿勢を有するに至った

者に学位を授与する。学士（理学療法学・作業療法学・柔道整復学・保健科学・看護学）1. 社会生活を営む上で、多様な文

化や背景を理解し、意見を交わすことができる知識とコミュニケーション能力を有している。2. グローバル社会に対応でき、

身体的・精神的な健康情報を把握し、必要な行動を示すことができる自己管理能力を有している。3. 各専門領域の知識と技

術および態度、それらを適切に活用できる実践力と責任感、倫理観を有している。4. 一般常識を大切に考え、社会や障がい

のある人に対して、積極的に健康管理・医療・スポーツなどを介しながら貢献できる能力を有している。  

就職支援方針と 

具体的な取組 

健康医療スポーツ学部は、建学の精神（実学の精神）を基本理念とし、幅広い視野に立った教養を基礎とする専門分野におけ

る知識・技術を身につけ、国際的視野に立って活躍できる人間愛にあふれた人材の養成を教育目的に掲げている。各学科の学

位プログラムの課程を修め、以下の知識・理解、思考力・判断力・表現力、実践力、積極的な社会貢献姿勢を有するに至った

者に学位を授与する。学士（理学療法学・作業療法学・柔道整復学・保健科学・看護学）1. 社会生活を営む上で、多様な文

化や背景を理解し、意見を交わすことができる知識とコミュニケーション能力を有している。2. グローバル社会に対応でき、

身体的・精神的な健康情報を把握し、必要な行動を示すことができる自己管理能力を有している。3. 各専門領域の知識と技

術および態度、それらを適切に活用できる実践力と責任感、倫理観を有している。4. 一般常識を大切に考え、社会や障がい

のある人に対して、積極的に健康管理・医療・スポーツなどを介しながら貢献できる能力を有している。  

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 99％ 医療技術者、販売、教員、公務員、サービス 99% 医療技術者、販売、教員、公務員、サービス - 

うち県内 

就職者数 
40％ 医療技術者、販売、教員、公務員、サービス 50% 医療技術者、販売、教員、公務員、サービス - 

卒業総数 - - - - - 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

業種は主に、医療、福祉、教育、公務、生活関連サービス、小売業などである。    

職種は主に、医療技術者、販売従事者、教員、公務員、サービスなど幅広い傾向にある。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
素直、挨拶がきちんとできる、元気がある、判断力に優れている 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

インターンシップは 3 年生で単位制を取っている。原則参加期間は、4 月～1 月を推奨。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

県内出身の学生が非常に多いので、是非とも求人をよろしくお願いいたします。 

 

カナ トウキョウジョウホウダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 東京情報大学 キャリア課 [課長補佐] 瑞泉 真樹 千葉市若葉区 
男性：80％ 

女性：20％ 

HP アドレス http://www.tuis.ac.jp 連絡先電話番号 043-236-4614 連絡先メール shushoku@affrs.tuis.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 総合情報学部・総合情報学科、看護学部・看護学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

学位授与の方針(ディプロマポリシー)：総合情報学部 社会人・組織人として活躍するために必要な問題発見能

力、問題解決能力、そして論理的思考力などの汎用的技能を身に付け、多様な分野が複雑に関連しながら進化

を続けている情報社会の方向性とその進化の過程に存在する課題を総合的、多面的な見方で捉え、解決するこ

とができる能力を身につけた学生に学士（総合情報学）の学位を授与する。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

≪キャリア教育≫本学では、独自のキャリア支援プログラム「J ナビ：総合的キャリア教育」を展開している。 

本プログラムは、カリキュラムと連動した様々な取り組みを通して、学生に将来の自分をイメージさせ、自分

にとっての生きがい、職業人としてのやりがい、自立・独立、社会への貢献など多種多様な価値観を形成する

ことを目的としており、２年次生より学年進行に合わせてプログラムを展開している。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 320 情報処理・通信技術者、営業・販売 325 情報処理・通信技術者、営業・販売  

うち県内 

就職者数 
63 営業・販売 60 営業・販売  

卒業総数 403  384  459 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
本学の専門領域が「情報」であることから、「情報・通信」の業種を希望する学生が多い傾向です。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
比較的控えめ雰囲気がありますが、素直で誠実な学生が多いことが特徴です。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

本学は、キャリア教育の一環として、３年次に単位制科目（選択）として実施しています。夏期休業期間中（８

月上旬から９月上旬）に実習期間５日間を基準にインターンシップへ参加しています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 
千葉県内出身学生が多く、就職希望学生の割合が高いことから、本学への求人を是非ともお願い致します。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ トウキョウセイトクダイガクヤチヨ 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 
東京成徳大学 八千代キャンパス 

※東京都北区十条台にもキャンパスあり 
八千代事務部 渡邉・遠藤 八千代市 5:5 

HP アドレス https://www.tsu.ac.jp/ 連絡先電話番号 047-488-7115 連絡先メール syusyoku@tsu.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

八千代:健康・スポーツ心理学科(※1)、福祉心理学科(※2)、日本伝統文化学科(※3)、国際言語文化学科(※3) 

（十条台：国際学科、日本伝統文化学科、国際言語文化学科、臨床心理学科、子ども学科、経営学科） 

※1：2020 年度入学者より十条台キャンパス ※2：2018 年度より募集停止 ※3：2018 年度入学者より十条台キャン

パス、2019 年度より募集停止 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

建学の精神「有徳有為な人間の育成」と大学の教育理念「共生とコミュニケーション」に基づき定められた、各学部・学科が

求める専門的な知識、技能の学修水準に達し、さらに社会人としての基礎的能力を身につけ、所定の単位を修得した者に学位

を授与しています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

「学生一人ひとりの未来のために細やかな就職支援を行っています」一般企業や教職・保育職への就職、進学など、進路は多

岐にわたります。一人ひとりの学生が納得のいく道へ進めるように、担当教員と就職支援担当の職員が一丸となり、学生生活

を学生とともに振り返りながら希望の進路実現へ向けて細やかな支援を行います。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 102 営業、販売、サービスなど 35 営業、販売、サービスなど 105 

うち県内 

就職者数 
33 営業、販売、サービスなど 3 営業、販売、サービスなど 30 

卒業総数 131  126  130 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

希望業種は卸売・小売・社会福祉を中心に多岐に及びます、企業規模は中小企業がメインです。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

教育理念「共生とコミュニケーション」を基に「人間理解」「多文化理解」「豊かな自己表現」を学んだ学生は、

真面目でコミュニケーション力が豊かな「有徳有為」な人材です。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

3 年生向けにインターンシップを選択科目(単位制)で設置しております。履修者は夏季休業期間中に 5 日間以

上の就業体験を必須としております。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

千葉キャンパスの学生は 5 割近くが千葉出身ですが、年々と都内就職への志向が強まってきております。地

元企業で活躍することの魅力について、ご教授いただければ幸いです。なお、東京キャンパスへの移転が年次

進行で進んでおります(2022 年 3 月末に完全移転予定)が、引き続き求人情報をいただければ幸いです。 

 

カナ トウホウダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 東邦大学 
キャリアセンター

（理学部担当） 
[課長] 高橋 光代 船橋市 

男性 47％ 
（理学 62％） 

女性 53％ 
（理学 38％） 

HP アドレス https://www.ncareer.tohou.ac.jp/index.html 連絡先電話番号 047-472-1823 連絡先メール shoku@toho-u.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

習志野キャンパス：理学部（化学科、生物学科、生物分子科学科、物理学科、情報科学科、生命圏環境科学科）、

薬学部、健康科学部（看護学科）、大学院（理学研究科、薬学研究科）。大森キャンパス：医学部、看護学部、

大学院（医学研究科、看護学研究科）。 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

東邦大学は、90 有余年の歴史と伝統のある自然・生命科学の総合大学です。学位授与方針：本学は、建学の

精神と教育理念のもと、「高い倫理観と豊かな人間性をもって、自然と生命の科学で社会に貢献する人材」を

育成することを使命としています。各学部で定める所定の教育課程を修め、下記の能力を身に着けた学生に学

士の学位を授与します。 

「知識・技能と課題解決力、共存型リーダーシップ、社会的責任感・倫理観、自己研鑽、科学的研究心、国際性・多様性」 

就職支援方針と 

具体的な取組 

学生一人ひとりの希望をかなえるために、キャリアセンターの職員と各学科の教員が徹底した個人指導を行っ

ています。「就職講座」「公務員試験対策講座」などの各種講座や企業合同説明会、進路ガイダンスなどの就職

関連イベントが多数開催され、内定獲得までのステップを確実に刻めるようにきめ細かに指導しています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 554 
医療専門職、総合職、エンジニア職、営業、 

教員、事務職、その他 
555 

医療専門職、総合職、エンジニア職、 

営業、教員、事務職、その他 
 

うち県内 

就職者数 
164 同上 116 同上  

卒業総数 703 左記の実績数は習志野キャンパス分記載 720 左記の実績数は習志野キャンパス分記載 781 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

医療系、教育系、公務員、化学系、環境系、情報通信、など多岐にわたる就職を希望しております。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

本学の学生は、素直で真面目で心優しい学生が多く、学部学科を超えた交流があり幅広視野と実験実習により

身につけられた論理的思考をもち理学系の強みを生かし幅広く業界・職種で活躍しております。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

理学部のみ選択科目としています。履修した学生には、連携企業様に東邦枠として夏休み５日以上のインター

ンシップの受入をお願いしております。事前にマナーを含む５回の講義と事後に成果報告会を義務づけていま

す。学部では貴重な機会として、今年は感染予防も指導したうえ実施いたしました。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

本学理学部では、化学科、生物学科、生物分子科学科、物理学科、情報科学科、生命圏環境科学科の６学科か

ら毎年５００名以上の学生が卒業および修了しています。千葉県内出身者も多く県内での就職を希望している

学生が一定数おりますので、貴社の採用状況をお教えいただけますようお願いいたします。 



- 9 - 

 

採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ トウヨウガクエンダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 東洋学園大学 キャリアセンター [部長] 金子 光雄 東京都文京区 
男性 56.9％ 

女性 43.1％ 

HP アドレス https://www.tyg.jp/ 連絡先電話番号 03-3811-1905 連絡先メール shushoku@of.tyg.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

グローバル・コミュニケーション学部・グローバル・コミュニケーション学科/英語コミュニケーション学科 

人間科学部・人間科学科 

現代経営学部・現代経営学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

「自彊不息（じきょうやまず）」すなわち「自らたゆまず努力を続ける」を建学の精神とし、時代の変化に柔

軟に対応する幅広い知識や考え方を学ぶ教養教育に加え、グローバルな視点を持ち、自ら考え、行動する人を

目指し全学部で必修化。各学部の特性を活かし、好奇心を持ち、自らを探究する自律的学習者を育成します。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

少人数制だからこそできるきめ細やかなサポート体制で、エントリーシート・履歴書の添削や模擬面接、筆記

試験対策講座や就活に役立つ課外講座、企業見学ツアーなど多彩なプログラムを実施。キャリア教育科目と連

動し、自らのキャリアを構築する力を培う支援が特徴。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 342 
営業・販売職（208）事務職（53）サ

ービス職（43）その他（38） 
373 

営業・販売職（188）事務職（42） 

サービス職（77）その他（66） 
 

うち県内 

就職者数 
21 

営業・販売職（11）事務職（5）サービ

ス職（3）その他（2） 
16 

営業・販売職（8）事務職（1）サー

ビス職（6）その他（1） 
 

卒業総数 428  480  641 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

広く多様な業界に就職している。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

素直、調和を取る、各学部の特性が学生にも反映されている（グロ：社交的、人間：思いやりがある、現代：

行動力がある） 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

単位認定するキャリア教育科目を複数設定。1 年次「スタートアップインターンシップ」（学内）、2.・３年次

「インターンシップ演習」（学外）を開講している。推奨期間としては、1～2 週間。短期間のものであれば、

夏季・春季など長期休暇を利用して、複数社のインターンシップ体験を勧めている。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

まだまだ伸び代がある学生なので、入社してからの成長に期待して育成してほしい。 

 

カナ ニショウガクシャダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 二松学舎大学 
キャリアセンター

事務部 
[部長] 逆井 勇 東京都千代田区 

男性 50％ 

女性 50％ 

HP アドレス https://www.nishogakusha-u.ac.jp/ 連絡先電話番号 03-3264-7997 連絡先メール kudan-cc@nishogakusha-u.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 
文学部（国文学科・中国文学科・都市文化デザイン学科） 

国際政治経済学部（国際政治経済学科・国際経営学科） 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

本学は 140 年前から受け継がれる、グローバル時代を見据えた建学の精神に基づき、「国語力」つまり言葉の

力を高めることが「真のグローバル人材」を育むという理念を貫いて指導を行っています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

希望の進路実現に向けて、徹底的に面倒を見て、学生一人一人の顔が見える指導と支援を行っています。①正

課授業「キャリアデザイン」「キャリア教育」との連携 ②多彩なキャリア支援プログラム ③3 年次全員進

路個人面談実施等 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 530 販売・営業職、事務職、教員等 558 販売・営業職、事務職、教員等  

うち県内 

就職者数 
55 販売・営業職、事務職、教員等 50 販売・営業職、事務職、教員等  

卒業総数 652  654  740 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

文学部：教員（15％）・小売業（12％）・卸売業（11％） 

国際政治経済学部：情報通信業（14％）・サービス業（12％）・卸売業（10％） 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

学生は知識を活用して問題を解決する力が増加したことで、学修成果の向上にも繋がっています。また、教員

を志す者も多く、素直・真面目・誠実・粘り強さ等を備えた学生が多いことも本学の特徴です。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

大学協定型インターンシップのための事前事後指導として「インターンシップ特別講座」を開講しています（正

課授業ではなく、単位なし）。夏休み・冬休み等長期休暇期間での開催を推奨致します。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

本学学生の個性を活かし、就職後は企業様の一員として社会に貢献できる人材に育成して頂きたいと願ってい

ます。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ ブンキョウガクインダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 文京学院大学 キャリアセンター [担当マネジャー] 平野敬一 東京都文京区 
男性 38% 

女性 62％ 

HP アドレス https://www.u-bunkyo.ac.jp/ 連絡先電話番号 03-5684-4901 連絡先メール khirano@bgu.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

外国語学部英語コミュニケーション学科 経営学部経営コミュニケーション学科 人間学部 コミュニケー

ション社会学科、児童発達学科、人間福祉学科、心理学科 保健医療技術学部 理学療法学科、作業療法学科、 

臨床検査学科、看護学科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

建学の精神である「自立と共生」の理念を理解し、校訓である「誠実」「勤勉」「仁愛」を実現し、グローバル

社会にふさわしい、幅広い教養と、実務社会の要請に適う技能を身に付け社会に貢献できる人材を育成します。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

自立と共生を理念として、グローバル社会で活躍する人材を育成 

本学では、学生一人一人の「自己の可能性の探求と、主体的なキャリアデザインの形成」をサポートするための、BUNKYO-

Career Design Program を実施し、独自の個別就職支援と徹底した実学教育を行っています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 865 

総合職（274）・サービス(81)・事務(51) 

・販売(10)・技術(38)・医療専門職(171)・

福祉専門職(52)・保育士(59)・教員(37)・製

造技術者（4）・看護師（68）・その他（20） 

812 

総合職(271)・事務(47)・技術職(47)・ 

サービス(52)・販売(3)・医療専門職

(180)・保育士(62)・福祉専門職(39)・

教員(35)、製造技術者（2）・看護師（67）・

その他（7） 

 

うち県内 

就職者数 
29 

総合職(6)・事務(2)・専門職（4）、教員（1）・

サービス（5）・医療専門職（4）・看護師（5）・

その他（2） 
33 

総合職(5)・事務(1)・医療専門職(9)・ 

福祉専門職(3)・教員(2)・サービス（3）・

医療技術者（5）技術職（2）・看護師（3） 
 

卒業総数 989  925  1,172 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

外国語学部、経営学部、人間学部コミュニケーション社会学科および心理学科では企業就職希望者が多く、人

間学部児童発達学科･人間福祉学科、保健医療技術学部では専門職を希望する学生が多くいます。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
インターンシップや実習、ボランティア活動などを通じて、思いやりを身に付けている学生が多いと感じます。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

外国語学部では国内外の、経営学部では豊富な国内のそれぞれ正課インターンシッププログラムを整えていま

す。（今年度前期は新型コロナウィルス感染拡大の影響でとりやめております） 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

委員会活動やサークル等、様々な活動に真剣に取り組んでいる学生が多いため、それらの面も評価して頂ける

とありがたいです。 

 

カナ リッショウダイガク 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 立正大学 
キャリアサポート

センター 
[部長] 吉岡 重雄 

東京都品川区 

埼玉県熊谷市 

男性 62% 

女性 38％ 

HP アドレス http://www.ris.ac.jp 連絡先電話番号 03-3492-6697 連絡先メール yoshiokas@ris.ac.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 

＜品川キャンパス＞仏教学部（宗・仏教学科）、文学部（哲・史・社会・文学科）、経済学部（経済学科）、経営

学部（経営学科）、心理学部（臨床心理・対人/社会心理学科、法学部（法学科） 

＜熊谷キャンパス＞社会福祉学部（社会福祉・子ども教育福祉学科）、地球環境科学部（環境システム・地理

学科） 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

「モラリスト×エキスパート」を育む。という教育目標を揚げ、「人間・社会・地球に関する総合大学」とし

て、多様性を育む学修環境の充実と、創造的な研究活動の高度化を図っています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

キャリア形成支援・就職活動支援・資格取得支援の 3 つを柱として支援を行っています。キャリア形成支援プ

ログラムである「キャリア開発基礎講座」をはじめ、職業観を養う「インターンシップ」、無理・無駄なく確

実に就職活動の準備を進められる実践的なプログラム「キャリアアワー」を実施しています。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 1,891 
総合職(529)、営業・販売職(477)、事

務職(194)、SE 職(184) 
1,913 

総合職(478)、営業・販売職(454)、

事務職(205)、SE 職(201) 
 

うち県内 

就職者数 
92 

公務(24)、総合職(19)、営業・販売職

(18)、事務職(9)、SE 職(7) 
107 

総合職(28)、営業・販売職(26)、公

務(18)、事務職(9)、福祉職(7) 
 

卒業総数 2,206  2,309  2,718 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

中小企業を希望する学生が増加傾向にあり、勤務地については、特定のエリア（首都圏）を希望する学生が多

くなっています。ここ数年は情報通信業（2020 年 3 月卒：13.5％）に就職をする学生が多くなっています。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

「真面目」と評される学生が多く、社会に出てコツコツ粘り強く仕事に取り組む姿勢が評価されています。ま

たクラブ活動やサークル活動を行っている学生が多いので、素直で明るく活発な学生が多いです。その他、社

会貢献活動やボランティア活動も積極的に行っています。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

本学では平成 15 年より単位制のインターンシップを導入しており、令和元年度までに延べ 3,379 名の学生

が就業体験を行っております。実習前にはマナーを中心とした授業、実習後には振り返りの授業や受入企業を

招聘しての実習報告会を行っており、半年以上の充実したカリキュラムとなっています。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

本学への求人申し込みは「求人受付 NAVI」にてお願い致します。求人受付 NAVI でしたら「自己申告書」「青

少年雇用情報シート」と共に求人をご登録頂け、手間もコストも不要です。速やかに求人が受理され、学生に

公開されます。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバニッケンコウカセンモンガッコウ 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 千葉日建工科専門学校 進路指導部 [担当部長] 上野 智巳 千葉市中央区 
男性 80% 

女性 20％ 

HP アドレス  http://cnp.ac.jp/ 連絡先電話番号 043-241-1300 連絡先メール satoshi.ueno.g@gmail.com 

設置学部・学科・コース・専攻 建築ＣＡＤ技術科 / デザイン設計科 / 建築経営研究科 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 
専門士取得 / 資格試験に沿った授業内容で、建築系資格の受験者を促進 

就職支援方針と 

具体的な取組 
授業参観 / 校内就職説明会 / インターンシップ / アルバイト研修 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 81 建設(55) / 不動産(4) / 他(22) 66 建設(52) / 他(14) - 

うち県内 

就職者数 
35 建設(21) / 不動産(1) / 他(13) 19 建設(14) / 他(5) - 

卒業総数 106 就職(75％) / 進学(13％) / 他(13％) 102 就職(65％) / 進学(10％) / 他(25％) 142 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
建設業：建築施工管理職、ＣＡＤ設計、工場内の製造・事務、土木施工管理の求人数も増加傾向 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 
地元志向もあって、県内の希望者は多い / 留学生多数在籍 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 
単位認定はない / 週 1 回または授業後、長期休暇中 / 要望に応じて相談 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 
千葉県内での就職も伸ばしたい。流通、サービス業など、他業種からの求人も募集 

 

カナ ﾁﾊﾞｼｮｸｷﾞｮｳﾉｳﾘｮｸｶｲﾊﾂﾀﾝｷﾀﾞｲｶﾞｯｺｳﾅﾘﾀｺｳ 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 
千葉職業能力開発短期大学校 

成田校 
学務援助課 

[就職支援ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ] 

 宮道 真 
成田市並木町 

男性９0% 

女性１0％ 

HP アドレス http://www3.jeed.or.jp/chiba/college/ 連絡先電話番号 0476-22-4351 連絡先メール CBJN.1474@jeed.or.jp 

設置学部・学科・コース・専攻 『生産技術科』および『航空機整備科』 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

当校は厚生労働省所管の短期大学校で、職業と直結した技能・技術の習得を目的とし、カリキュラムも 

理論を学ぶ講義形式だけでなく、最新の設備を用いて少人数による実習・実験を多く取り入れています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

企業の求める人材や業界の特徴を学生が把握できるよう、求人企業の会社説明会や見学会を多く実施。 

個別支援に重点を置き、学生一人ずつの特性や価値観と企業側のニーズの双方向のマッチングを推進。 

１年次から「キャリア形成概論」や「職業社会概論」といった内容を組み込み、社会人として不可欠な 

基本的知識やビジネスマナーをはじめ、就職試験対策模試などを授業で対応。 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月修了 2020 年 3 月修了 2021 年 

3 月修了見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 36 
設計,加工,組立等（９）、航空機整備士等航空

関連（２７） 
42 

設計,加工,組立等（１３）、航空機整備士

等航空関連（２８）、その他（１） 
 

うち県内 

就職者数 
９ 

設計,加工,組立等（７）、航空機整備士等航空

関連（２）、 
７ 設計,加工,組立等（７）  

修了総数 38  4４  46 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 

生産技術科：機械、金属、鉄鋼、自動車等の製造業が約 9 割（設計、加工、組立等）進学が約 1 割。 

航空機整備科：航空・運輸関連企業が約 9 割、官公庁・製造業が約 1 割。（職種の大半が航空機整備士） 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

生産技術科：各種技能検定にもチャレンジして「モノづくりのプロ」を目指し、殆どが製造業に就職。 

航空機整備科：修了前の二等運航整備士資格の取得と、整備士として航空関連業界への就職を目指す。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

インターンシップ期間については、単位として取扱う。２週間（土日夜間除く１０日間）を原則とするが、 

短期間も可。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

・学校や学科の詳細や求人票様式等をホームページでご確認頂き、ご連絡をお待ち致しております。 

・工場見学や個別の説明会（学内での実施含む）の機会をご検討願えればと思います。 
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採用力向上サポートプロジェクト 教育機関と企業の就職情報共有支援 令和２年度  -----教育機関情報------- 

カナ チバチイキワカモノサポートステーション 担当部署 [役職]  担当者名 学校所在地 学生の男女比率 

学校名 

 

ちば地域若者サポートステーション
    

相談支援員 木原 泰典 千葉市 
男７割 

女３割 

HP アドレス http://chibasapo.jp 連絡先電話番号 043-351-5531 連絡先メール kihara@chibasapo.com 

設置学部・学科・コース・専攻 
厚生労働省・千葉県委託事業の就労支援施設です。現在就学、就労していない 15 歳～49 歳の方が対象で、 

無料キャリアカウンセリングと無料グループワークにより就職の支援をしています。 

学位授与・ 

教育方針や教育の特徴 

あなたの「一歩踏み出す力」を応援します！個人面談とグループワークで就職に必要な力をつけ、職場体験 

で働くイメージをつけて就職まで継続的な支援をしています。 

就職支援方針と 

具体的な取組 

・キャリアコンサルタント、臨床心理士、相談支援員による個別面談 ・就労に必要な力をつけるためのグルー

プワーク ・企業内での職場体験 ・企業理解を深めるための職業人講話等 

就職実績 
 

※概ねで 

構いません。 

 2019 年 3 月卒 2020 年 3 月卒 2021 年 

3 月卒見込数 実績数 主な就職職種 実績数 主な就職職種 

就職者数 ５９ 
接客販売、福祉介護、情報通信、 

清掃等 
８４ 接客販売、福祉介護、情報通信等 未定 

うち県内 

就職者数 
５９  ８４ 

 

 
未定 

卒業総数 ６３  ９１  未定 

学生の主な就職に関する傾向

（業種や職種等、その割合等） 
年度により違いはあるが、体力が必要な業種、職種は避ける傾向がある。 

担当部署・担当者から見た 

学生の特長・特性 

真面目で優しく、コミュニケーションが少し苦手な利用者が多い。 

理系高学歴の利用者も多い。 

インターンシップの取組状況

（単位制、推奨期間、回数等） 

厚労省の仕様で、週 20 時間以上 3 ケ月以内の職場体験を年 6～7 回行っています。 

ご協力いただける企業様募集してます。 

求人企業へのご意見、 

ご要望、ご希望 

職業人講話、職場見学、職場体験等ご協力いただける企業様を募集しています。 

年 2 回（千葉市、八千代市）の合同企業説明会（無料）を開催予定。詳細などはお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


