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児童学科

児童教育学科

保育士

55.9%

幼稚園教諭

20.7%

保育教諭

5.4%

児童指導員

0.9%

司書

0.9%

事務・営業

8.1%

販売・接客・アドバ

イザー 2.7%

その他

4.5%

進学

0.9%

児童学専攻

●小学校教諭：[公立]東京都⑰、埼玉県⑮、千葉県⑦、茨城県②、神奈川県、栃木県、群馬県、山形県、新潟県、

静岡県、長野県、福島県、さいたま市②、東松山市、川崎市、我孫子市

●幼稚園教諭：[公立]加須市 [私立]ひばり幼稚園、（学）細田学園細田学園幼稚園、（学）清水学園銀鈴幼稚園、平

塚幼稚園、（学）今井学園認定こども園さくらが丘

●保育士：[公立]久喜市、郡山市 [私立（] 学）吹上学園中央たんぽぽ保育園、（株）こころケアプラン

●児童指導員：[公立]北区 [私立（] 公財）埼玉YMCA、ライクアカデミー（株）、（株）日本保育サービス、特定非

営利活動法人ワーカーズコープ

●その他の教諭（専門・各種学校）：時事語学院仁川キャンパス ●事務：国立研究開発法人森林研究・整備機

構、北区、桶川市、宇都宮市、茨城県信用組合 ●営業：（株）小学館、（株）アーテック、スターバックスコー

ヒージャパン（株）、大東建託パートナーズ（株）●コンサルタント：（株）日本経営

●システムエンジニア：バルテス（株）●企画・開発：（株）オルトプラス

●グランドスタッフ：ＡＮＡエアポートサービス（株） 他

保育士

58.5%

幼稚園教諭

22.1%

保育教諭

3.5%

社会福祉・生活指

導員・児童指導員

1.8%

事務・営業

6.2%

販売・接客・アドバ

イザー 3.5%

その他

3.5%

進学

0.9%

育児支援専攻 主な就職先

●保育士：[公立]板橋区②、文京区②、世田谷区、品川区、豊島区、練馬区、さいたま

市③、川越市②、ふじみ野市、草加市、朝霞市、北本市、松戸市、船橋市、前橋市、鹿

沼市、長野市、福島市 [私立]（福）栄寿会、（福）延寿会、（福）光彩会、（福）渋

谷区社会福祉事業団、（福）つばさ福祉会、（福）つぼみ会、（福）どろんこ会、

（福）みどりの森、（福）ユーカリ福祉会、（福）幸倫会、（福）砂原母の会、（福）

尚徳福祉会、（福）蒼生会、（福）東和福祉会、（福）豊川保育園、（学）三橋学園、

（学）渡辺学園、東京都台東区認定こども園ことぶきこども園

●幼稚園教諭：[公立]東京都特別区② [私立]（学）モンタナ学園、（学）学文館認定

こども園上武大学附属幼稚園、（学）光之村教育学園、（学）三橋学園、（学）山崎学

園いなほ幼稚園、（学）山本学園、（学）芝崎学園 戸田幼稚園、（学）伸びる会学

園、（学）清水学園 銀鈴幼稚園、（学）清峯学園、（学）川口学園、（学）追川学

園、（学）田園学園、（学）東京森学園あさひ幼稚園、（学）南嶺学園ちよがおか幼稚

園、（学）片柳学園片柳幼稚園、（学）穂徳学園第二かきのき幼稚園

●保育教諭：[私立]（学）竹内学園、（学）燿光学園、（学）みくに学園、（学）中澤

学園認定こども園みかさこども園

●事務：東京都、（株）煥乎堂、中央総業（株）、新宿皮フ科

●営業：（株）しまむら ●販売：（株）イプサ 他

小学校教諭

64.3%

幼稚園教諭・

保育園教諭

7.1%

保育士・児童指導員

10.7%

事務・営業

10.7%

その他

7.2%

主な就職先

●小学校教諭：[公立]東京都⑰、埼玉県⑮、千葉県⑦、茨城県②、神奈川県、栃木県、

群馬県、山形県、新潟県、静岡県、長野県、福島県、さいたま市②、東松山市、川崎

市、我孫子市

●幼稚園教諭：[公立]加須市 [私立]ひばり幼稚園、（学）細田学園細田学園幼稚園、

（学）清水学園銀鈴幼稚園、平塚幼稚園、（学）今井学園認定こども園さくらが丘

●保育士：[公立]久喜市、郡山市 [私立] （学）吹上学園中央たんぽぽ保育園、（株）

こころケアプラン

●児童指導員：[公立]北区 [私立]（公財）埼玉YMCA、ライクアカデミー（株）、

（株）日本保育サービス、特定非営利活動法人ワーカーズコープ

●その他の教諭（専門・各種学校）：時事語学院仁川キャンパス

●事務：国立研究開発法人森林研究・整備機構、北区、桶川市、宇都宮市、茨城県信用

組合

●営業：（株）小学館、（株）アーテック、スターバックスコーヒージャパン（株）、

大東建託パートナーズ（株）

●コンサルタント：（株）日本経営 ●システムエンジニア：バルテス（株）

●企画・開発：（株）オルトプラス

●グランドスタッフ：ＡＮＡエアポートサービス（株） 他

主な就職先

●保育士：[公立]板橋区③、北区②、文京区③、練馬区、足立区、杉並区、中央区、さ

いたま市、久喜市、駒ケ根市、佐倉市、松戸市、新発田市、神奈川県・町村、水戸市、

成田市、船橋市、栃木市、柏市、福島市 [私立]（福）うぐす拓育会、（福）つばさ福

祉会、（福）尚栄福祉会、（福）森友会、（福）杉の実福祉会、（福）清香会、（福）

調布白雲福祉会、（福）東萌会、（福）柏井福祉会、（福）畔上記念福祉会あぜがみり

んご保育園、（福）風の森、（福）明晃会、（福）茂原高師保育園、（福）友和会、

（福）檸檬会、（医）桐和会、（福）東京聖労院、（福）南東北福祉事業団

●幼稚園教諭：[私立]こじか幼稚園②、（学）おおとり学園谷塚おざわ幼稚園、（学）

さくら幼稚園、（学）むさしの学園やなぎ幼稚園、（学）稲垣学園浦和みずほ幼稚園、

（学）浦和富士学園別所幼稚園、（学）幸正学園みのり幼稚園、（学）甲子学園つつじ

幼稚園、（学）座間学園、（学）山﨑文化学園青鳩幼稚園、（学）上平井幼稚園、

（学）石川キンダー学園、（学）大室学園さかわ幼稚園、（学）柏芳学園、（学）柏葉

学園、（学）浜田学園、（学）豊学園石神井幼稚園、中里幼稚園、認定こども園杉の子

幼稚園、（学）藤見学園

●保育教諭：[公立]東京都特別区 [私立]（学）柿沼学園、（学）岩崎学園、（学）北

見学園

●司書：成田市 ●事務：八潮市 ●営業：（株）赤ちゃん本舗、日本郵便（株）他
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児童教育学科

栄養学科

栄養士

22.3%

中学校教諭

1.5%

商品・品質検査・

商品開発（食品）

6.2%

商品・品質管理

3.1%

製造・クッキングア

ドバイザー 3.9%

Webデザインナー・

システムエンジニ

ア 3.1%

事務

13.1%

営業

31.5%

販売・接客アドバイ

ザー 6.9%
その他

6.9%

進学

1.5%

栄養学専攻 主な就職先

●栄養士：[企業]グリーンハウスグループ⑤、（株）ＬＥＯＣ④、フジ産業

（株）②、（株）ベネミール、エームサービス（株）、（株）メフォス、

日清医療食品（株）[医療]さいたま赤十字病院 [社会福祉]（福）白山福祉

会 [保育所]サンフラワー・Ａ（株）②、（株）こどもの森、（株）コビー

アンドアソシエイツ、HITOWAキッズライフ（株）、（福）さかえ福祉会足

立若葉保育園、（福）育成舎、（福）豊川保育園

●中学校教諭：[公立]東京都、北海道

●商品・品質検査（食品）：（一財）日本食品検査、（一財）日本食品分

析センター ●商品・品質管理：キユーピー（株）、フジフーズ（株）、

ヱスビー食品（株）、（株）ミツハシ ●商品開発（食品）：プライムデ

リカ（株）②、キッコーマン食品（株）、キユーピータマゴ（株）、

（株）丸善、日本ハム惣菜（株）

●事務：オリエンタル酵母工業（株）、みたけ食品工業（株）、大東製糖

（株）、（株）ヤクルト本社、三菱食品（株）、アース環境サービス

（株） ●営業：（株）ロック・フィールド③、（株）ピックルスコーポ

レーション、（株）神戸屋、三幸製菓（株）、デリア食品（株）、（株）

マルマサフード、関東日本フード（株）、（株）セブン－イレブン・ジャ

パン、（株）成城石井、全農チキンフーズ（株）、東京ヤクルト販売

（株）、（株）きちり ●自衛官：防衛省

●製造：（株）ポンパドウル、（株）モンテール、（株）銀座コージー

コーナー 他

●小学校教諭：[公立]東京都⑰、埼玉県⑮、千葉県⑦、茨城県②、神奈川県、栃木県、群馬県、山形県、新潟県、

静岡県、長野県、福島県、さいたま市②、東松山市、川崎市、我孫子市

●幼稚園教諭：[公立]加須市 [私立]ひばり幼稚園、（学）細田学園細田学園幼稚園、（学）清水学園銀鈴幼稚園、平

塚幼稚園、（学）今井学園認定こども園さくらが丘

●保育士：[公立]久喜市、郡山市 [私立（] 学）吹上学園中央たんぽぽ保育園、（株）こころケアプラン

●児童指導員：[公立]北区 [私立（] 公財）埼玉YMCA、ライクアカデミー（株）、（株）日本保育サービス、特定非

営利活動法人ワーカーズコープ

●その他の教諭（専門・各種学校）：時事語学院仁川キャンパス ●事務：国立研究開発法人森林研究・整備機

構、北区、桶川市、宇都宮市、茨城県信用組合 ●営業：（株）小学館、（株）アーテック、スターバックスコー

ヒージャパン（株）、大東建託パートナーズ（株）●コンサルタント：（株）日本経営

●システムエンジニア：バルテス（株）●企画・開発：（株）オルトプラス

●グランドスタッフ：ＡＮＡエアポートサービス（株） 他

管理栄養士

41.5%

栄養士

11.3%

食品衛生監視

員 0.6%

研究職

0.6%

商品開発（食

品）・生産管理

2.8%

調理

1.7%

事務

10.8%

営業

19.9%

販売・販売促

進 2.3%

その他

5.1%

進学

3.4%

管理栄養士専攻 主な就職先

●管理栄養士：[地方公務]鎌ヶ谷市、入間市 [医療]（医）ＩＭＳグループ

⑤、（学）埼玉医科大学②、（医）社団ファミリーメディカル②、伊那中

央病院、（医）横浜平成会、（医）社団嬉泉会、（医）社団健秀會、

（医）社団元気会、（医）社団慈誠会、横浜市立大学附属市民総合医療セ

ンター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、（独）国立病院機

構関東信越グループ [企業]（株）ＬＥＯＣ⑧、エームサービス（株）⑤、

富士産業（株）②、（株）医療福祉運営機構、（株）ベネミール、グリー

ンハウスグループ、シダックス（株）、（株）メフォス、西洋フード・コ

ンパスグループ（株）、日清医療食品（株） [薬局・ドラッグストア]

（株）フォーラル⑦、（株）トモズ④、（株）サンドラッグ③、（株）日

本生科学研究所②、 薬樹（株） [社会福祉]（福）清明会、（福）宏和会

[保育所] （株）モード・プランニング・ジャパン③、（福）ちとせ交友会

●栄養士：[地方公務]東京都②、さいたま市②、神奈川県、千葉県、千代田

区、所沢市、志木市 [企業]エームサービス（株）、フジ産業（株）、日本

給食（株） [保育所]（株）ＷＩＴＨ、（株）アンジェリカ、（株）学研コ

コファン・ナーサリー、（福）東京児童協会

●食品衛生監視員：横浜市 ●研究職（補助含む）：（株）明治

●商品開発（食品）：カバヤ食品（株）、ケンコーマヨネーズ（株）、

（株）創味食品 ●事務：板橋区、新居浜市、瀬戸内市、（株）山田養蜂

場 ●営業：（株）明治、エバラ食品工業（株）、シマダヤ（株）、山崎

製パン（株） 他
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服飾美術学科

環境教育学科

造形表現学科

中・高教諭

4.3%
品質管理（繊

維） 4.3% デザイナー・スタ

イリスト等 3.2%

縫製・技術

3.2%

システムエンジ

ニア・プログラ

マ 3.2%

事務・受付

13.9%

営業・バイヤー・マー

チャンダイザー等 36.9%

販売・接客・アドバ

イザー等 17.6%

その他

9.6%

進学

3.7%

主な就職先

●中学校教諭：［公立］東京都、神奈川県、北海道、武蔵野市、川口市

●高等学校教諭：［公立］東京都、千葉県

●商品・品質検査（繊維）：（一財）カケンテストセンター③、日本製紙クレシア

（株）② ●デザイナー：オールスタイル（株）、丸眞（株）

●スタイリスト：（株）エスクリ ●Ｗｅｂデザイナー：トランス・コスモス

（株）、（株）あとらす二十一 ●システムエンジニア：（株）日本データコント

ロール、日本コンピュータシステム（株）

●事務：総務省、戸田市、坂戸市、巣鴨信用金庫、日本郵便（株）、（株）三井住友

銀行 ●営業：（株）アーバンリサーチ④、ジュングループ③、（株）白洋舎③、

（株）ナルミヤ・インターナショナル②、（株）アダストリア②、（株）ストライプ

インターナショナル、（株）アバハウスインターナショナル、（株）そごう・西武、

（株）ルミネ、（株）シップス、（株）ワールドストアパートナーズ

●販売：（株）アルビオン②、（株）ストライプインターナショナル②、（株）イッ

セイミヤケ、（株）オンワード樫山、（株）サザビーリーグ、（株）アダストリア、

シャネル合同会社、（株）トゥモローランド、（株）ビームス、（株）ユナイテッド

アローズ ●グランドスタッフ：ＡＮＡエアポートサービス（株）、ＡＮＡ中部空港

（株） ●接客・アドバイザー：高見（株）② ●その他のサービス：（株）ソ

ニー・ミュージックレーベルズ、（株）宝塚舞台 他

中学校教諭

3.8%

食品衛生監視員・商品開

発（食品） 3.8%

研究職

1.3%

Webデザイナー・シス

テムエンジニア

18.7%

事務

25.0%

営業

28.6%

販売・販売促

進 5.0%

その他

12.5%

進学

1.3%

主な就職先

●中学校教諭：［公立］埼玉県、千葉県、草加市 ●食品衛生監視員：墨田区

●研究職（補助含む）：（株）ヤクルト ●商品・品質管理：（株）山本製作所

●商品開発（食品）：キユーピータマゴ（株） ●Ｗｅｂデザイナー：（株）ジラフ

●システムエンジニア：アールアイ・ソフトウェア（株）、アールシーソリューショ

ン（株）、ニッコクソフト（株）、（株）ＱＥＳ、（株）アイフロント、（株）イン

フォネクスト、（株）エヌデーデー、（株）シシン、（株）プラクティカル・ソ

リューションズ、高度情報通信（株）、第一生命情報システム（株）、東京コン

ピュータサービス（株）、日本コンピュータシステム（株）、リコージャパン（株）

●企画・開発：箱根植木（株） ●設計：（株）ＶＳＮ

●事務：山梨県・町村、世田谷区、前田建設工業（株）、裕幸計装（株）、山下ゴム

（株）、岡田電気産業（株）、東京官書普及（株）、川口信用金庫、ＪＲ東日本ビル

テック（株）、（医）ＩＭＳグループ、全国農業協同組合連合会、新和環境（株）、

（株）宮崎銀行、朝日信用金庫、アース環境サービス（株）、国立研究開発法人農

業・食品産業技術総合研究機構、アデコ（株）●営業：日本郵便（株）②、（株）

スープストックトーキョー、三幸製菓（株）、（株）ゆうちょ銀行、（株）静岡銀

行、（株）クリタス、（株）ダスキン、ひかり味噌（株）●保育士：（福）なかよし

愛育会 ●農林の職業：イオンアグリ創造（株） 他

小・中・高教

諭等 6.0%

デザイナー・Web

デザイナー等

17.8%

編集者・イラスト

レーター 1.7%

システムエンジニア・

プログラマー等 9.3%

企画・開発・設計等

2.5%

製造

4.2%

事務・生産管理

15.3%

営業

17.0%

販売・サービス業等

18.6%

その他

7.6%

主な就職先

●小学校教諭：［公立］東京都② ●中学校教諭：［公立］埼玉県、千葉県、川口市

●高等学校教諭：［公立］神奈川県 ●Ｗｅｂデザイナー：（株）あとらす二十一

⑨、（株）クリーク・アンド・リバー社、（株）メンバーズキャリア、（株）あぶ

ち、BLD WEDDINGS（株）

●グラフィックデザイナー：タクトシステム（株）、（株）東邦プラン、（有）

CATCH ALL ●デザイナー：（株）トライフォート、丸眞（株）、（有）井原理安デ

ザイン事務所 ●イラストレーター：（株）インスパイアード ●舞台芸術：四季

（株） ●システムエンジニア：ＵＴテクノロジー（株）、（株）ＫＳＫ

●ディレクター：（株）アイ・エム・ジェイ

●企画・開発：（株）サンヨープレジャー、（株）レーベン ●設計：住友林業ホー

ムテック（株） ●事務：西武信用金庫、（株）メイワパックス、（株）大淵銀器、

和光電気（株）、（株）ニチイ学館 ●生産管理：（株）千代田製作所 ●営業：

（株）サザビーリーグ②、（株）バンダイナムコエンターテインメント、武藤工業

（株）、キンコーズ・ジャパン（株）、（株）ＮＴＴデータ・スマートソーシング、

ムーンバット（株）、日軽パネルシステム（株）、三幸ファシリティーズ（株）、

（株）ＬＩＸＩＬビバ ●販売：（株）良品計画、（株）エレメントルール、（株）

プチバトージャパン、シチズンリテイルプラニング（株） ●その他のサービス：日

本ステリ（株） ●自衛官：防衛省●製造：手塚工藝（株）、わかさま陶芸 他


