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令和2年3月卒業者　進路決定者　就職・進学状況（令和2年5月1日現在）

児童学科

児童教育学科

児童教育学科

保育士

49.5%

幼稚園教諭

31.2%

保育教諭

4.6%

生活指導員・児童指

導員 2.8%

事務 1.8%

総合職・営業 2.8%

販売 0.9%

システムエンジ

ニア 1.8%

その他

4.6%

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

58.6%

幼稚園教諭

25.0%

保育教諭

6.9%

その他の助手・アシ

スタント 0.9%

事務

3.4%

総合職・営業 1.7%
販売

0.9%
システムエンジニア 0.9%

その他

1.7%

育児支援専攻
主な就職先

●保育士：［公立］高崎市、さいたま市⑥、所沢市、富士見市、浦安市、佐倉市、千葉

市②、船橋市③、柏市、港区、杉並区、世田谷区②、板橋区、品川区②、文京区②、

北区③、川崎市、藤沢市、佐久市［私立］（福）鳳雄会、（福）育成舎、（福）わかく

さ会かやの木保育園、（福）聖華②、（大）お茶の水女子大学、（福）えどがわ、

（福）けいわ会、（福）愛和保育園、（福）若水会、（福）新川中原保育会、（福）東

京児童協会②、（福）陽光会、聖母の騎士保育園、（福）岡北福祉会

●幼稚園教諭：［公立］東京都特別区［私立］ひばり幼稚園、（学）しらさぎ学園しら

さぎ幼稚園、（学）愛仕学園与野愛仕幼稚園、（学）戸田東幼稚園、（学）甲子学園つ

つじ幼稚園②、（学）高坂新井学園高坂幼稚園、（学）清水学園銀鈴幼稚園、（学）東

萌学園幸手ひがし幼稚園、（学）石川キンダー学園、（学）中西学園、柴又帝釈天附属

ルンビニー幼稚園、認定こども園杉の子幼稚園、（学）川辺学園、東京都台東区認定こ

ども園ことぶきこども園

●保育教諭：［私立］（学）八木学園、（学）渡辺学園、（学）みふみ学院、（学）愛

泉学園、（学）栃木神社庁八幡台学園幼保連携型認定こども園八幡台認定こども園、

（学）双葉学園認定こども園ふたば、（福）清陵会、（福）スマイリング・パーク

●事務：財務省、所沢市 ●総合職・営業：ひかり味噌（株）

●システムエンジニア：（株）ＮＳＤ 他

小学校教諭

70.7%

幼稚園教諭

5.2%

児童指導員・保

育士 3.4%

個人教師（塾

など） 0.9%
事務

9.5%

総合職・営業

6.0%

販売・接客・アドバ

イザー 1.7%

システムエン

ジニア 0.9%

その他

1.7%

主な就職先

●小学校教諭：［公立］東京都㉙、埼玉県㉑、千葉県⑦、茨城県③、日立市、栃木県

③、群馬県③、前橋市、さいたま市、加須市、川口市、草加市、富士見市、蕨市、千葉

市、船橋市、横浜市②、川崎市、富山県、山梨県②

●幼稚園教諭：［公立］東京都特別区②［私立］(学)安藤学園吉田幼稚園、(学)けや木学

園みどり幼稚園、(学)渡辺学園②

●保育士：［公立］久喜市［私立］(地独)栃木県立リハビリテーションセンター、ライ

フサポート(株)

●児童指導員：［地方公務］文京区 ●個人教師(塾など)：英才予備校伸学院

●事務：鹿島南共同発電(株)、(株)オカキン、(株)ジャルカード、(学)渡辺学園、(株)ベス

トライフ、福島県厚生(農協連）、エニーキャリア(株)、ＭＳ＆ＡＤ事務サービス(株)、

(株)リクルートスタッフィング、日光市、牧之原市 ●総合職・営業：(株)ＥＤＵＣＯ

Ｍ、(株)ベイクルーズ、(株)ワールドストアパートナーズ、日本生命保険(相)、オークラ

ヤ住宅(株)、(株)すかいらーくホールディングス、テンブロス(株) ●販売：(株)ポーラ

●その他のサービス：(株)エム・シーネットワークジャパン 他

主な就職先

●保育士：［公立］宇都宮市、さいたま市、上尾市、草加市、北本市、蕨市、柏市、荒

川区、杉並区、世田谷区③、西東京市、台東区、品川区、文京区、北区③、燕市、南魚

沼市［私立］（福）生活クラブ②、（福）松葉の園、（福）東京都社会福祉事業団、

（福）けやき会、（福）まあれ愛恵会、（福）増井福祉会、（福）柏井福祉会、

（福）つぼみ会②、（福）興望館、（福）砂原母の会、（福）若水会、

（福）豊川保育園、（福）森友会

●幼稚園教諭：［公立］東京都特別区④［私立］（学）秋本学園、（学）大室学園さか

わ幼稚園、（学）東萌学園幸手ひがし幼稚園、（学）入間学園たかはぎ幼稚園、

（学）ひなぎく学園ひなぎく幼稚園、（学）ポーロニア学園子鹿幼稚園、（学）めばえ

学園めばえ幼稚園、（学）薄永学園、（学）関口学園、（学）向南学園向南幼稚園、

（学）足立芦田学園千住寿幼稚園②、（学）渡辺学園、（学）八幡学園、 (宗)世尊院世

尊院幼稚園、日吉台光幼稚園②

●保育教諭：［私立］（学）愛泉学園、（福）康龍会、（学）菊地学園認定こども園し

らこばと幼稚園、（福）さわらび福祉会、（学）秋津学園認定こども園秋津幼稚園

●児童指導員：（福）松葉の園 ●生活指導員：（福）恩賜財団東京都同胞援護会

●事務：（株）アーテック ●総合職・営業：富国生命保険相互会社

●販売：（株）エービーシー・マート

●システムエンジニア：ズィーバーコミュニケーションズ（株） 他
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令和2年3月卒業者　進路決定者　就職・進学状況（令和2年5月1日現在）

栄養学科

栄養士・研究職

19.9%

栄養教諭・中学校教

諭・高等学校教諭

4.4%

その他の助手

0.7%

品質検査・管理

（食品）2.9%

商品開発（食品）

5.9%

製造・技術

2.2%

事務

11.0%総合職・営業

31.6%

販売・接客・アドバイ

ザー6.6%

システムエンジニア

1.5%

ホテルサービス

1.5%

その他

9.6%

進学

2.2%

栄養学専攻
主な就職先

●栄養士：［地方公務］東京都［企業］エームサービス(株)③、グリーンハ

ウスグループ⑥、(株)ＬＥＯＣ②、 (株)カワチ薬品、ミアヘルサ(株)

●研究職（補助含む）：あみ印食品(株)

●栄養教諭：［公立］さいたま市

●中学校教諭：［公立］東京都④

●高等学校教諭：［公立］埼玉県

●品質検査・管理（食品）：(株)ピックルスコーポレーション、(一財)日本

食品分析センター(株)ロック・フィールド

●商品開発（食品）：滝沢ハム(株)、(株)ピックルスコーポレーション、

キッコーマン食品(株)、(株)モンテール、東洋水産(株)、敷島製パン(株)

●事務：住友電設(株)、三菱食品(株)、ＮＨジャパンフード(株)、日本調剤

(株)、戸田中央医科グループ

●総合職・営業：国分フードクリエイト(株)、日本食研ホールディングス

(株)、キユーピータマゴ(株)、ケンコーマヨネーズ(株)、ソントン食品工業

(株)、フジパングループ本社(株)、ライオンハイジーン(株)、カネカ食品

(株)、デリア食品(株)、(株)久世②、住友生命保険(相)

●販売・接客アドバイザー：(株)アインホールディングス、(株)ライフコー

ポレーション、(株)小肥羊ジャパン ●客室乗務員・グランドスタッフ：

(株)ＪＡＬスカイ ●ホテルサービス：リゾートトラスト(株)、(株)星野リ

ゾート・マネジメント ●製造：(株)シュクレイ、(株)文明堂東京、(株)エイ

ジェック 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

42.7%

栄養士

12.4%

食品衛生監視

員・管理 0.6%

高等学校教諭・

大学助手 2.8%

その他の助手・アシス

タント 1.1%

品質検査・管理・商品

開発（食品） 1.7%

事務

4.5%

総合職・営業

21.9%

販売・接客・アドバ

イザー 2.2%

客室乗務員・グラン

ドスタッフ 1.1%

その他

6.2%

進学

2.8%

管理栄養士専攻
主な就職先

●管理栄養士：［地方公務］茨城県、埼玉県、［企業］エームサービス(株)

⑥、グリーンハウスグループ⑦、(株)ＬＥＯＣ⑦、富士産業(株)②、日清医

療食品(株)②［薬局・ドラッグストア］(株)マツモトキヨシ②、(株)アイリス

ファーマ②、(株)トモズ⑤、薬樹(株)②［医療］(学)埼玉医科大学、戸田中央

医科グループ②、上尾中央医科グル－プ、(医)ＩＭＳグループ④、(独)国立

病院機構関東信越グループ、東海大学医学部付属病院［社会福祉］

(株)globalbridge②

●栄養士：［地方公務］千葉県③、文京区［企業］エームサービス(株)②、

グリーンハウスグループ②［保育所］サンフラワー・Ａ(株)②

●食品衛生監視員・管理：人事院・厚生労働省

●高等学校教諭：(学)白梅学園

●品質検査・管理（食品）：(一財)日本食品検査、(一財)日本食品分析セン

ター

●商品開発（食品）：キッコーマン食品(株)

●事務：(株)明治、日本郵便(株)、久喜市 ●総合職・営業：国分グループ

本社(株)、カゴメ(株)、ハウス食品(株)、プリマハム(株)②、ブルドックソー

ス(株)、トオカツフーズ(株)、オタフクソース(株)、ＪＡＬロイヤルケータリ

ング(株)、(株)ベネミール②、(株)ローソン、タイヘイ(株)、ウェルネスダイ

ニング(株)、(株)りそなホールディングス、住友生命保険(相)、第一生命ホー

ルディングス(株) ●客室乗務員・グランドスタッフ：日本航空(株) 他
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令和2年3月卒業者　進路決定者　就職・進学状況（令和2年5月1日現在）

環境教育学科

服飾美術学科

造形表現学科

中学校教諭・高

校教諭 6.1%

品質検査・管理

（繊維）2.6%

デザイナー・Web

デザイナー 1.0%

縫製

2.0%

システムエンジ

ニア 2.6%

企画・開発

1.5%

事務

10.7%

総合職・営業・バイヤー

38.8%

販売・接客・アドバ

イザー21.4%

客室乗務員・グ

ランドスタッフ

1.0%

その他の専門職

2.0%

その他のサー

ビス職 3.6% 進学

2.0%

その他

4.6%

主な就職先

●中学校教諭：［公立］札幌市、茨城県、埼玉県、川口市、千葉県、東京都③

●高等学校教諭：［公立］栃木県、神奈川県、高知県

●品質検査・管理（繊維）：(一財)カケンテストセンター③、(一財)ボーケン品質評価

機構②

●デザイナー：(株)カイタックホールディングス ●Ｗｅｂデザイナー：(株)あとらす

二十一 ●システムエンジニア：ちばぎんコンピューターサービス(株)

●企画・開発：豊島(株)●その他芸術家（写真・舞台芸術家等）：(株)マナマナ

●事務：(株)資生堂、東日本旅客鉄道(株)、座間市 ●総合職・営業： (株)トンボ、マ

ガシーク(株)、東京納品代行(株)、 (株)ストライプインターナショナル⑤、 (株)イッセ

イミヤケ、(株)サザビーリーグ②、(株)ジュン③、双日インフィニティ(株)、(株)アダス

トリア③、(株)ルミネ、ユザワヤ商事(株)②、 (株)トゥモローランド②、(株)ベイク

ルーズ②、 (株)ワークマン、(株)アーバンリサーチ③、 (株)ゾフ、(株)福島銀行、(株)り

そなホールディングス、 (株)白洋舎②、高見(株) ●販売・接客アドバイザー：(株)カ

ネボウ化粧品、 (株)イッセイミヤケ②、(株)オンワード樫山②、(株)コム・デ・ギャル

ソン、 (株)エスクリ ●客室乗務員・グランドスタッフ：ＡＮＡ成田エアポートサー

ビス(株)、ＡＮＡエアポートサービス(株)

●縫製：(株)宝塚舞台 他

中学校教諭

7.1% 食品衛生監視員・品

質検査・管理(食品)

2.4%

研究職

3.5%

システムエンジニア

25.9%

事務

16.4%

総合職・営業・バ

イヤー 22.4%

販売・接客・アドバ

イザー 2.4%

その他

17.5%

進学

2.4%

主な就職先

●中学校教諭：［公立］加須市、埼玉県、川口市、千葉県、富山県

●研究職（補助含む）：ＷＤＢ(株)、アドバンテック(株) ●食品衛生監視員・管理

者：福島県 ●品質検査・管理（繊維・食品以外）：(株)資生堂 ●品質検査・管理

（食品）：仙波糖化工業(株) ●分析・調査（繊維・食品以外）：(株)総合プランニン

グ ●システムエンジニア：(株)ＤＴＳインサイト、(株)ＩＳＩＤ-ＡＯ、(株)ＮＴＴ

データＭＨＩシステムズ、(株)ジャステック、(株)ビジネスブレイン太田昭和、(株)富

士通ディフェンスシステムエンジニアリング、エヌアイシー・ネットシステム(株)、

(株)アルファシステムズ③、リコージャパン(株)、横河ソリューションサービス(株)、

(株)ニーズウェル ●ディレクター：(株)シーエー・アドバンス ●事務：京成建設

(株)、日本原子力発電(株)、(株)ドウシシャ、山本商会(株)、三菱食品(株)、日本調剤

(株)、共立信用組合、生和コーポレーション(株)、(株)ネクスコ東日本エンジニアリン

グ、渋川市 ●総合職・営業：日東ベスト(株)、ＪＵＫＩ(株)、Ｋ＆Ｏエナジーグルー

プ(株)、(株)ドコモＣＳ、(株)マイナビ、(株)日経統合システム、エプソン販売(株)、ホ

シザキ東京(株)、岡谷酸素(株)、(株)武蔵野銀行、塩沢信用組合、アクサ損害保険(株)、

日本郵便(株)、東京中央農業協同組合、東急ファシリティサービス(株) ●バイヤー

（商品仕入）：(株)郵便局物販サービス ●客室乗務員・グランドスタッフ：日本航

空(株) ●ホテルサービス：(株)星野リゾート・マネジメント ●駅員・車掌：(株)JR

東日本ステーションサービス ●製造・技術：(株)山田製作所 他

小・中教諭

2.8%

大学助手・その他助

手・アシスタント

3.5%

デザイナー・Ｗｅｂ

デザイナー 13.3%

イラストレーター・

グラフィックデザイ

ナー 2.8%

システムエンジニア

7.7%

ディレクター・企画・

開発 2.1%

その他専門職

5.6%

事務

12.6%

総合職・営業・広

報・宣伝 17.5%

販売・接客・アドバ

イザー 14.7%
製造・技術

3.5%

その他のサービス

職 4.9%
その他

7.7%

進学

1.3%

主な就職先

●小学校教諭：［公立］東京都② ●中学校教諭：［公立］茨城県、埼玉県

●グラフィックデザイナー：(株)エフエムディービー、(株)日本創発グループ、(株)

キャップ・クリエイティブ ●デザイナー：(株)サン・フレイム、(株)ロースター、

(株)カフェレオ、(株)ホワイトプラス ●Webデザイナー：(株)Mediart-Tech、

(株)SYSTEMSERVER、エレクス(株)、(株)あとらす二十一⑦、(株)メンバーズキャリア

②、(株)Acseez、(株)クリエイティブリソースインスティチュート ●ディレクター：

(株)サジットマネジメント ●システムエンジニア：NECフィールディングシステムテ

クノロジー(株)、テクノブレイブ(株)、ナビオコンピューター(株)、日本システムウエ

ア(株)、日本システムクリエイト(株) ●企画・開発：(株)ふらここ ●広報・宣伝：

(株)ニック ●設計：(株)ウチダシステムズ、(株)キャラサーチ ●その他芸術家：(株)

ファンテックス、(株)インテリアエース ●事務：(株)交通建設、東京セキスイハイム

(株)、前澤工業(株)、TDK(株)、データコム(株)、瀧本(株)、山手学院中学・高等学校、

MS&AD事務サービス(株)、エクシオ物流サービス(株) ●総合職：(株)アンプインテリ

アデザイン、キンコーズ・ジャパン(株)、(株)ニトムズ、(株)日本エコでんき、ユーロ

ポート(株)、(株)テヅカ、(株)サザビーリーグ、ユザワヤ商事(株)②、(株)ジアス③、

7improvements(株)、日本郵便(株)、 (株)セレブリックス ●販売：THE(株)、フルラ

ジャパン(株)、(株)アンビデックス、(株)BANKANわものや、(株)東京インテリア家

具、、ソフィーナビューティカウンセリング(株)、(株)貴和製作所②、(株)紫野和久傳

●製造・技術：(株)ケイ工房 等


