
OB・OG訪問等対応可能な卒業生リスト

** 平成27年度(平成27年9月及び平成28年3月)卒業 **

専攻 性別 更新日勤務先業種 職種 勤務地

中国語 男 2021/02/10(株)one visaサービス・その他 会社役員
スタートアップ企
業取締役COO

ﾁｪｺ語 女 2018/08/17IMG Japanサービス・その他 Assistant 東京都

ｽﾍﾟｲﾝ語 男 2018/08/08アビーム・コンサルティング(株)サービス・その他 コンサルタント 東京都

ｲﾀﾘｱ語 女 2018/08/20(合)デロイト　トーマツ　コンサ
ルティング

サービス・その他 ビジネスアナリス
ト

東京都

ﾋﾝﾃﾞｨｰ語 女 2018/09/07東神開発(株)サービス・その他 総合職 千葉県

ﾄﾞｲﾂ語 女 2021/02/10日本ATMサービス・その他 総合職 東京都

ｽﾍﾟｲﾝ語 女 2018/08/08Pacific Guarantyサービス・その他 翻訳、一般職 東京都

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語 女 2018/08/20(株)阪急交通社サービス・その他 FIT営業職 東京都

ﾌﾗﾝｽ語 男 2018/08/08PwCアドバイザリー(同)サービス・その他 東京都

ｽﾍﾟｲﾝ/西南 女 2018/09/14PwCアドバイザリーサービス・その他 コンサルタント 東京都

東南/ｲﾝﾄﾞﾈ 女 2018/08/10(株)ベストブライダルサービス・その他 新卒採用 東京都

ｽﾍﾟｲﾝ語 女 2018/08/17(株)リクルートサービス・その他 東京都

ﾌﾗﾝｽ語 女 2018/09/14在ギニア日本大使館サービス業・その
他

草の根委嘱員 ギニア

ﾋﾞﾙﾏ語 女 2018/08/17(株)アスモ介護サービス医療・福祉 介護職(現場ス
タッフ)

東京都

ｵｾｱﾆｱ/英語 男 2021/02/10NYKバルク・プロジェクト(株)運輸・郵便 海運業

中央/ﾄﾞｲﾂ 男 2018/08/20関西エアポート(株)運輸・郵便 総合職 大阪府

ﾁｪｺ語 女 2021/02/10(株)近鉄コスモス運輸・郵便 総合職

英語 女 2021/02/10（株）商船三井運輸・郵便 総合職 東京都

ﾛｼｱ語 男 2021/02/10鈴与(株)運輸・郵便 総合職 静岡県

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語 女 2021/02/10全日本空輸(株)運輸・郵便 客室乗務員 東京都
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朝鮮語 女 2018/08/29中日本高速道路(株)運輸・郵便 総合職 東京都

ﾀｲ語 女 2018/08/17西日本旅客鉄道(株)運輸・郵便 総合職 大阪府

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ語 女 2020/06/12(株) KPMG FAS学術研究、専門・
技術サービス

総合職 東京

西南/ｲﾀﾘｱ 女 2021/02/10PwCコンサルティング合同会社学術研究、専門・
技術サービス

University of 
Gastronomic 
Sciences in 
Pollenzo (Italy) で
Master of 
Gastronomyに在
籍中。

ｳﾙﾄﾞｩｰ語 女 2020/02/21アクセンチュア(株)学術研究、専門・
技術サービス

東京都

ｲﾀﾘｱ語 女 2021/02/10渥美坂井法律事務所弁護士法
人

学術研究、専門・
技術サービス

経理事務

南ｱ/ﾍﾞﾝｶﾞﾙ 男 2021/02/10アマゾンジャパン合同会社学術研究、専門・
技術サービス

総合職 東京都

英語 女 2018/08/08アンダーソン・毛利・友常法律
事務所

学術研究、専門・
技術サービス

秘書 東京都

ﾋﾞﾙﾏ語 男 2021/02/10(株)インソース学術研究、専門・
技術サービス

営業所間 大阪府

ｽﾍﾟｲﾝ語 男 2018/08/10(株)エクスモーション学術研究、専門・
技術サービス

ITエンジニア 東京都

ﾍﾞﾄﾅﾑ語 女 2021/02/10(株)オメガ・コミュニケーションズ学術研究、専門・
技術サービス

翻訳コーディネー
ター・総務

埼玉県

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語 女 2021/02/10カフェトーク、クラウド通訳学術研究、専門・
技術サービス

オンライン語学講
師、通訳

ﾏﾚｰｼｱ語 女 2021/02/10個人事業主(マレー語翻訳、通
訳フリーランス)

学術研究、専門・
技術サービス

マーケティング、
PR

東京都

ﾛｼｱ語 男 2021/02/10税理士事務所学術研究、専門・
技術サービス

事務職

北西/英語 女 2021/02/10日立コンサルティング学術研究、専門・
技術サービス

コンサルタント 東京都

ﾌﾗﾝｽ/西南 男 2021/02/10一般社団法人国立大学協会
(国立大学法人信州大学から出
向中)

教育・学習支援 法人職員

中国語/東ｱ 女 2021/02/10北海道大学教育・学習支援 事務職、大学職
員

英語/北西 女 2018/08/10足立区立東島根中学校教職 中学英語 東京都

英語 女 2018/08/10石川県立七尾高等学校教職 高校英語 石川県

ﾄﾞｲﾂ語 女 2021/02/10鴎友学園女子中学高等学校教職 中高英語

ﾗﾃﾝ/ｽﾍﾟｲﾝ 男 2018/08/20東京都立松が谷高等学校教職 高校英語 東京都
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ｽﾍﾟｲﾝ/西南 女 2018/08/22港区立赤坂中学校教職 教諭(社会) 東京都

西南/ﾌﾗﾝｽ 男 2021/02/10Challenger(株)金融・保険 総合職 東京都

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語 男 2021/02/10GMOフィナンシャルホールディ
ングス

金融・保険 システムエンジニ
ア

東南/ﾋﾞﾙﾏ 女 2020/11/26ゴールドマン・サックス証券(株)金融・保険 東京都

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語 女 2018/10/03シティグループ証券(株)金融・保険 Analyst 東京都

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ語 女 2018/09/03損害保険ジャパン日本興亜
(株)

金融・保険 総合職(グローバ
ル)営業

広島県

西南/ﾌﾗﾝｽ 女 2018/08/17損害保険ジャパン日本興亜
(株)

金融・保険 エリア総合職 埼玉県

朝鮮語/東ｱ 女 2021/02/10大和証券(株)金融・保険 営業

ﾍﾟﾙｼｱ/西ｱ 男 2021/06/29松井証券(株)金融・保険 東京都

ﾏﾚｰｼｱ語 女 2018/08/08マレーシア投資開発庁金融・保険 東京都

ﾄﾙｺ語/西ｱ 女 2021/02/10みずほ銀行金融・保険 営業 茨城県

ｲﾀﾘｱ語 女 2021/02/10みずほ銀行金融・保険 総合職

英語 女 2018/08/10みずほフィナンシャルグループ金融・保険 特定職 東京都

北ｱﾒﾘｶ/英 男 2018/08/17(株)三井住友銀行金融・保険 総合職 神奈川県

ﾌﾗﾝｽ/西南 女 2018/09/26(株)三井住友銀行金融・保険 総合職(リテール
コース)

神奈川県

朝鮮語 女 2018/08/06(株)山梨中央銀行金融・保険 総合職 山梨県

中央/ﾄﾞｲﾂ 男 2021/02/10（株）建設技研インターナショナ
ル

建設 総合職 東京都

中国語 女 2021/02/10大成建設(株)建設 建設業・総合職 島根県

ｽﾍﾟｲﾝ語 男 2018/11/28東洋エンジニアリング(株)建設 総合職 千葉県

朝鮮語 男 2021/02/10日揮ホールディングス(株)建設 総合職

ﾋﾝﾃﾞｨｰ語 女 2021/02/10三井住友建設建設 事務職（経理） インド

ｽﾍﾟｲﾝ語 女 2018/08/31外務省公務員 専門職(スペイン
語)

東京都

3/8 ページ2021年9月27日 H27年度



専攻 性別 更新日勤務先業種 職種 勤務地

ﾋﾝﾃﾞｨｰ/南ｱ 女 2021/02/10外務省公務員 専門職

ﾄﾞｲﾂ語 女 2021/02/10外務省公務員 外務省専門職 ドイツ

ﾌﾗﾝｽ語 女 2021/02/10外務省公務員 外務省員 フランス

ｽﾍﾟｲﾝ語 男 2021/02/10国税庁公務員 国家総合職 東京都

ﾛｼｱ語 男 2021/02/10国立国会図書館公務員 東京都

ｽﾍﾟｲﾝ語 男 2018/08/10東京空港事務所公務員 航空管制官 東京都

英語/北ｱﾒ 女 2021/02/10東京都庁公務員 事務

日本/日本 男 2018/08/20防衛省公務員 総合職 東京都

英語 女 2018/08/10防衛省公務員 専門職(英語) 青森県

ﾛｼｱ語 女 2021/02/10武蔵村山市役所公務員 一般職

ｱﾗﾋﾞｱ語 男 2021/02/10陸上自衛隊公務員 陸上自衛隊

英語 女 2021/01/21(株)INPEX（旧 国際石油開発帝
石(株))

鉱業・採石 総合職 東京都

英語/北西 女 2018/08/10(株)プリンスホテル宿泊・娯楽 ナショナルスタッフ 東京都

ﾁｪｺ語 男 2021/02/10JFE商事(株)商社・小売 総合職

英語 女 2018/08/10住友商事グローバルメタルズ
(株)

商社・小売 総合職 東京都

ｱﾗﾋﾞｱ語 女 2021/02/10住友商事グローバルメタルズ商社・小売 営業職 東京都

ﾄﾞｲﾂ語 女 2021/02/10丸紅(株)商社・小売 一般職 東京都

ﾄﾞｲﾂ語 女 2021/02/10森村商事(株)商社・小売 総合職

日本/日外 女 2018/08/10楽天(株)商社・小売 ビジネス総合職 東京都

日外/日本 女 2018/09/26(株)ローソン商社・小売 総合職 岐阜県

ﾄﾙｺ語/西ｱ 女 2021/02/10NTTコミュニケーションズ情報通信 営業

ﾓﾝｺﾞﾙ語 男 2021/02/10(株)Speee情報通信 総合職 東京都
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英語/北西 男 2021/02/10(株)アイアール・アルト情報通信 IT系（データ製造） 東京都

ﾁｪｺ語 男 2018/08/20(一社)家の光協会情報通信 営業職 東京都

英語 女 2021/02/10(株)インターネットイニシアティ
ブ

情報通信 営業職

東ｱ/朝鮮語 女 2018/08/17(株)時事通信社情報通信 一般記者 東京都

ﾍﾟﾙｼｱ語 女 2021/02/10タビアン(株)情報通信 ベンチャー企業で
リモート勤務（調
査時、海外在住）

東京都

英語 女 2021/02/10ブルームバーグLP情報通信 総合職

ﾄﾞｲﾂ/中央 男 2018/08/06ヤフー(株)情報通信 総合職(営業) 東京都

中央/ﾄﾞｲﾂ 女 2021/06/02ENEOS(株)（旧JXTGエネル
ギー(株)）

製造 総合職 東京都

ﾛｼｱ語 女 2021/02/10JT製造 総合職

西ｱ/ｱﾗﾋﾞｱ 女 2018/08/08(株)IHI製造 総合職 東京都

中国語/東ｱ 女 2018/08/17愛知産業(株)製造 東京都

ｽﾍﾟｲﾝ/西南 男 2021/02/10エランコジャパン製造 総合職

ﾋﾞﾙﾏ語 女 2018/09/07沖電気工業(株)製造 総合職 東京都

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語 女 2021/02/10(株)カーギルジャパン製造 営業職

ﾛｼｱ語 男 2021/02/10カシオ計算機(株)製造 メーカー/営業企
画

東京都

ﾄﾙｺ語 女 2021/02/10キヤノンメディカルシステムズ
(株)

製造 総合職 東京都

中国語 女 2018/08/27協和(株)製造 外国商標事務 東京都

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語 男 2018/08/22キリン(株)製造 総合職 奈良県

ｽﾍﾟｲﾝ語 男 2018/09/03コニカミノルタ(株)製造 総合職 神奈川県

ﾁｪｺ語 女 2018/08/17小林製薬(株)製造 営業職 埼玉県

ﾍﾟﾙｼｱ語 男 2021/02/10コベルコ建機(株)製造 総合職 東京都

中央/ﾛｼｱ語 女 2018/08/08住友電気工業(株)製造 営業(ヨーロッパ) 東京都
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英語 女 2018/08/17住友ベークライト(株)製造 総合職 東京都

ｽﾍﾟｲﾝ語 女 2021/02/10曽田香料(株)製造 総合職

ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語 女 2018/08/08中国塗料(株)製造 総合職 東京都

ﾛｼｱ語 女 2018/08/17東亜合成(株)製造 総合職 愛知県

ﾛｼｱ語 女 2018/08/20東芝インフラシステムズ(株)製造 営業(国内) 神奈川県

西ｱ/ｱﾗﾋﾞｱ 女 2018/08/10東芝インフラシステムズ(株)製造 総合職 東京都

東南/ｲﾝﾄﾞﾈ 男 2021/02/10東芝エネルギーシステムズ(株)製造 総合職（営業）

ｱﾌﾘｶ/英語 女 2021/02/10東芝エネルギーシステムズ㈱製造 メーカー　営業 神奈川県

朝鮮語 男 2021/02/10凸版印刷(株)製造 その他メーカー

ﾓﾝｺﾞﾙ語 男 2020/07/28（株）豊田自動織機製造 総合職 愛知県

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ語 女 2018/08/10ニチレキ(株)製造 総合職 福岡県

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語 男 2021/02/10日産自動車(株)製造 総合職 神奈川県

英語 男 2021/02/10日本たばこ産業(株)製造 総合職 東京都

ｳﾙﾄﾞｩｰ/南ｱ 男 2021/02/10ハウス食品(株)製造 食品製造業 総合
職

中国語 女 2021/02/10パナソニック製造 マーケティング企
画

ﾏﾚｰｼｱ語 女 2021/02/10パナソニック システムデザイン
(株)

製造 システムエンジニ
ア

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ語 女 2021/02/10ビジネスコーチ(株)製造 調達部を経て、企
画

東京都

ｽﾍﾟｲﾝ語 女 2018/08/17(株)日立製作所製造 営業(総合職) 東京都

ｲﾝﾄﾞﾈ/東南 女 2021/02/10日野自動車(株)製造 総合職

ﾌﾗﾝｽ語 女 2018/08/08富士ゼロックス(株)製造 総合職(テクニカ
ルコミュニケータ)

神奈川県

ﾌﾗﾝｽ/西南 男 2021/02/10富士通(株)製造 システムエンジニ
ア

ｲﾀﾘｱ語 男 2021/02/10富士フイルム(株)製造 海外セールス＆
マーケティング

東京都
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ﾄﾞｲﾂ語 女 2018/08/08富士フイルム(株)製造 総合職 東京都

ﾌｨﾘﾋﾟ/東南 女 2018/08/10P&G Japan K.K.製造 総合職 宮城県

ﾋﾞﾙﾏ語 男 2021/02/10本田技研工業(株)製造 製造業 総合職(生
産管理)

埼玉県

ﾗﾃﾝ/ｽﾍﾟｲﾝ 女 2021/02/10本田技研工業(株)製造 モビリティメーカー
総合職

ﾋﾞﾙﾏ/東南 男 2021/02/10本田技研工業(株)製造 企画

ﾌﾗﾝｽ語 女 2021/02/10三菱ケミカル(株)製造 化学メーカー総合
職

東京都

朝鮮語/東ｱ 女 2021/02/10三菱電機製造 総合職

ﾋﾝﾃﾞｨｰ語 女 2021/02/10三菱パワー(株)製造 製造業
総合職

長崎県

ﾍﾞﾄﾅﾑ語 男 2021/02/10三菱パワー(株)製造 財務経理部

ﾄﾞｲﾂ語 女 2018/08/22三菱日立パワーシステムズ製造 総合職 広島県

ｽﾍﾟｲﾝ語 女 2021/02/10(株)明電舎製造 総合職 東京都

ﾀｲ語/東南 女 2018/08/17ヤマハ(株)製造 総合職 静岡県

東ｱ/中国語 男 2021/02/10ユニプレス(株)製造 総合職

ｽﾍﾟｲﾝ/西南 男 2021/02/10横河電機(株)製造 総合職 東京都

ﾌﾗﾝｽ/西南 女 2021/02/10㈱LIXIL製造 営業

ｳﾙﾄﾞｩｰ語 男 2021/02/10東京ガス電気・ガス・熱供
給・水道業

企画

ｱﾗﾋﾞｱ語 女 2019/03/11JVC (特非)日本国際ボランティ
アセンター

特定非営利活動法
人

東京都

ﾏﾚｰｼｱ語 男 2021/02/10(独)日本貿易振興機構
(JETRO)

独立行政法人 総合職 東京都

西南/ｲﾀﾘｱ 女 2021/07/05(独)日本貿易振興機構
(JETRO)

独立行政法人 イタリア

ﾁｪｺ語 女 2018/08/29(株)河出書房新社放送・出版・新聞 編集 東京都

西南/ﾌﾗﾝｽ 女 2018/08/17(株)産業経済新聞社放送・出版・新聞 記者 東京都

西南/ﾌﾗﾝｽ 女 2018/10/15(株)日本経済新聞社放送・出版・新聞 記者 千葉県
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ｽﾍﾟｲﾝ語 男 2021/02/10日本経済新聞社放送・出版・新聞 記者

ﾍﾟﾙｼｱ語 男 2021/09/27日本放送協会(NHK)放送・出版・新聞 ディレクター 東京都

ﾀｲ語 女 2018/08/10日本放送協会(NHK)放送・出版・新聞 報道カメラマン 沖縄県
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