2019（令和元）年度 学部卒業者 業種別内訳

＜ 進路状況 ＞

生活関連サービス業，娯楽業 0.6%

教育，学習支援業 2.2%

電機・ガス・熱供給・水道業 0.3%

不動産業，物品賃貸業 2.5%

宿泊業，飲食サービス業 0.3%

建設業 2.5%

人
文
学
部

＜ 主な就職先（過去3年データ） ＞

複合サービス事業 1.3%

医療，福祉 1.6%

運輸業，郵便業 4.1%
進学 4.4%
公務 34.9%

その他サービス業
4.8%

人文
[315人]

金融業，保険業
5.1%
製造業 5.1%

卸売業，小売業 8.9%
学術研究，専門・技術サービス業
5.4%

その他 8.3%
情報通信業 7.6%

生活関連サービス業，娯楽業 0.8%

医療，福祉 0.8%
農業，林業 0.4%

宿泊業，飲食サービス業 1.2%

地
域
教
育
文
化
学
部

運輸業，郵便業 0.4%

学術研究，専門・技術サービス業 2.0%

不動産業，物品賃貸業 0.4%

その他サービス業 2.9%
建設業 4.1%
教育，学習支援業 33.9%

製造業 5.3%

地教
[245人]

情報通信業 5.7%
金融業，保険業 6.5%

公務 11.0%

その他 7.3%

進学 9.4%

卸売業，小売業 7.8%

建設業 0.5%
複合サービス事業 1.1%

電機・ガス・熱供給・水道業 0.5%
不動産業，物品賃貸業 0.5%
生活関連サービス業，娯楽業 0.5%

その他サービス業 1.6%
学術研究，専門・技術サービス業 2.2%

医療，福祉 0.5%

教育，学習支援業 3.2%

理
学
部

金融業，保険業 4.9%
進学 35.7%
卸売業，小売業 5.4%
製造業 6.5%

理学
[185人]

その他 8.6%
情報通信業 18.4%
公務 9.7%

（就職先）
JA山形中央会／JR東日本㈱／㈱JTB東北／㈱NTT 東日本－東北／
あいおいニッセイ同和損害保険㈱／アイリスオーヤマ㈱／税理士法
人あさひ会計／イオンリテール㈱／㈱一条工務店／エヌ・デーソフト
ウェア㈱／㈱きらやか銀行／㈱七十七銀行／㈱ジャニーズ事務所／
㈱荘内銀行／損害保険ジャパン日本興亜㈱／㈱テレビユー山形／
㈱でん六／東京海上日動火災保険㈱／東北電力㈱／東北パイオニ
ア㈱／トヨタ自動車東日本㈱／日新製薬㈱／日本銀行／日本航空
㈱／㈱日本政策金融公庫／日本年金機構／日本郵便㈱／農林中
央金庫／野村證券㈱／毎日新聞社／明治安田生命保険相互会社
／㈱山形銀行／㈱山形新聞社／山形放送㈱／国立大学法人山形
大学／独立行政法人国立高等専門学校機構鶴岡工業高等専門学
校／皇宮警察本部／公正取引委員会／厚生労働省／国税局／防
衛省／法務省／東北経済産業局／東北農政局／山形地方検察庁
／山形労働局／北海道／青森県／秋田県／岩手県／宮城県／山
形県／福島県／栃木県／千葉県／東京都／警視庁／山形県警察
／仙台市／鶴岡市／新庄市／天童市／山形市／米沢市／岩手県
教員／宮城県教員／山形県教員／福島県教員
（進学先）
大阪市立大学大学院／関西学院大学大学院／神戸大学大学院／
東京藝術大学大学院／東北大学大学院／名古屋大学大学院／一
橋大学大学院／北海道大学大学院／宮城教育大学大学院／山形
大学大学院
（就職先）
JR東日本㈱／㈱NTT 東日本－東北／㈱YCC情報システム／アイリス
オーヤマ㈱／赤城乳業㈱／㈱ウンノハウス／㈱エイチ・アイ・エス／
カメイ㈱／㈱カワチ薬品／㈱清川屋／㈱きらやか銀行／㈱七十七銀
行／全国農業協同組合連合会（JA 全農）／㈱ゼンショーホールディン
グス／東北電化工業㈱／㈱ニチレイフーズ／日新製薬㈱／日東ベ
スト㈱／㈱ニトリ／ 日本食研ホールディングス㈱／日本生命保険相
互会社／日本トイザらス㈱／日本郵便／㈱山形銀行／㈱山形テレビ
／山形放送㈱／山崎製パン㈱／㈱山野楽器／㈱楽天野球団／独立
行政法人国際協力機構（JICA）／最高裁判所／東北厚生局／東北財
務局／山形労働局／ 岩手県／宮城県／山形県／山形県警察／酒
田市／仙台市／鶴岡市／天童市／東根市／山形市／北海道教員
／青森県教員／岩手県教員／秋田県教員／宮城県教員／山形県
教員／福島県教員／栃木県教員／茨城県教員／群馬県教員／埼
玉県教員／千葉県教員／神奈川県教員／仙台市教員／川崎市教
員／横浜市教員
（進学先）
筑波大学大学院／東京学芸大学大学院／東京大学大学院／東北
大学大学院／名古屋大学大学院／福島大学大学院／北陸先端科
学技術大学院大学／山形大学大学院／横浜国立大学大学院／横
浜市立大学大学院
（就職先）
ANAエアポートサービス㈱／㈱DSB情報システム／JP東日本㈱／㈱
YCC情報システム／ 3Mジャパンプロダクツ㈱／㈱秋田放送／㈱アサ
ノ大成基礎エンジニアリング／アルプス電気㈱／宇宙技術開発㈱／
㈱エースジャパン／㈱エヌ・ティ・ティ・データ／小野薬品工業㈱／㈱
きらやか銀行／七十七銀行㈱／㈱島津理化／㈱荘内銀行／住友不
動産販売㈱／税理士法人あさひ会計／全国農業協同組合連合会
（JA 全農）／ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱／太子食品
工業㈱／大正製薬㈱／東北インフォメーション・システムズ㈱／ 東北
労働金庫／㈱トプコン山形／㈱トリプルアイズ／日新製薬㈱／日本
地下水開発㈱／日本電気航空宇宙システム㈱／㈱日立ソリューショ
ンズ東日本／㈱マイナビ／三井ホーム㈱／㈱山形銀行／山形パナ
ソニック㈱／会計検査院／気象庁／国土交通省／東北経済産業局
／特許庁／仙台国税局／青森県／秋田県／宮城県／山形県／福
島県／群馬県／警視庁／山形県警察／山形市／村山市／酒田市
／気仙沼市／岩手県教員／山形県教員／仙台市教員／茨城県教
員／千葉県教員／長野県教員／横浜市教員
（進学先）
青山学院大学大学院／九州大学大学院／筑波大学大学院／東京
大学大学院／東北大学大学院／名古屋大学大学院 ／奈良先端科
学技術大学院大学／弘前大学大学院／福島大学大学院／北海道
教育大学大学院／北海道大学大学院／名古屋市立大学大学院／
宮城教育大学大学院／山形大学大学院

国家試験合格率

医
学
部

■医師国家試験合格率
平成29年度

平成30年度

91.4%

89.3%

92.2%

（全国合格率90.1%）

（全国合格率89.0%）

（全国合格率92.1%）

令和元年度

■看護師国家試験合格率
平成29年度
平成30年度

令和元年度

100%

100%

98.5%

（全国合格率96.3%）

（全国合格率94.7%）

（全国合格率94.7%）

■保健師国家試験合格率
平成29年度
平成30年度

令和元年度

94.3%

96.2%

95.1%

（全国合格率85.6%）

（全国合格率88.1%）

（全国合格率96.3%）

■助産師国家試験合格率
平成29年度
平成30年度

令和元年度

100%

100%

100%

（全国合格率99.4%）

（全国合格率99.9%）

（全国合格率99.5%）

学術研究，専門・技術サービス業 0.9%

不動産業，物品賃貸業 0.6%
宿泊業，飲食サービス業 0.3%

電機・ガス・熱供給・水道業 1.4%
公務 1.6%

医療，福祉 0.3%

卸売業，小売業 1.7%

農業，林業 0.2%
複合サービス事業 0.2%

建設業 1.7%
その他 2.2%

工
学
部

運輸業，郵便業 2.2%
その他サービス業 2.5%
情報通信業 11.0%

工学

進学 49.5%

[643人]

製造業 23.8%

生活関連サービス業，娯楽業 2.6%
運輸業，郵便業 2.6%
建設業 2.6%

医療，福祉 1.3%
農業，林業 0.6%
宿泊業，飲食サービス業 0.6%
教育，学習支援業 0.6%

学術研究，専門・技術サービス業
3.2%

金融業，保険業 3.2%

農
学
部

公務 23.2%

情報通信業
3.2%
その他 3.9%

農学
[155人]
進学 20.6%

その他サービス業
3.9%
複合サービス事業
3.9%

製造業 17.4%

（卒後の臨床研修先［医学科］）
山形大学医学部附属病院／山形県立中央病院／山形市立病院済
生館／日本海総合病院／公立置賜総合病院／鶴岡市立荘内病院
／米沢市立病院／済生会山形済生病院／東北医科薬科大学病院
／国立病院機構仙台医療センター／筑波大学医学部附属病院／東
京大学医学部附属病院／横浜市立大学附属市民総合医療センター
／長岡中央綜合病院／新潟市民病院／新潟大学医歯学総合病院
／静岡県立総合病院 他
（就職［看護学科］）
山形大学医学部附属病院／公立置賜総合病院／日本海総合病院
／東北大学病院／仙台市医療センター／宮城県立こども病院／東
北公済病院／石巻赤十字病院／ 自治医科大学附属病院／東京大
学医学部附属病院／山形県／天童市／金山町／富谷市／足立区
他
（進学先）
山形大学養護教諭特別別科／山形大学大学院医学系研究科（看護
学専攻） 他

（就職先）
AGCエレクトロニクス㈱／ NECプラットフォームズ㈱／ NOK㈱／アイリ
スオーヤマ㈱／ ㈱インテック／エヌ・デーソフトウェア㈱／関東化学
㈱／スズキ㈱／㈱ソフトクリエイトホールディングス／デンソーテクノ
㈱／東京エレクトロングループ／東ソー・クォーツ㈱／東北インフォ
メーション・システムズ㈱／東北エプソン㈱／東北電力㈱／東北パイ
オニア㈱／トヨタ自動車東日本㈱／日新製薬㈱／㈱ニフコ山形／ニ
プロ㈱／日本精機㈱／パーソルR&D㈱／東日本旅客鉄道㈱／㈱
ビッツ／富士通㈱／三菱電機エンジニアリング㈱／三菱電機ビルテ
クノサービス㈱／㈱メイテック／山形カシオ㈱／㈱ユアテック／国土
交通省／陸上自衛隊／横浜税関／愛知労働局／宮城労働局／秋
田県／岩手県／宮城県／山形県／福島県／新潟県／栃木県／群
馬県／静岡県／岩手県警察／宮城県警察／山形県警察／栃木県
警察／静岡県警察／会津若松市／秋田市／いわき市／宇都宮市／
酒田市／仙台市／館林市／函館市／ 八戸市／山形市／横浜市
（進学先）
茨城大学大学院／岩手大学大学院／宇都宮大学大学院／大阪大
学大学院／岐阜大学大学院／群馬大学大学院／慶應義塾大学大
学院／神戸大学大学院／千葉大学大学院／筑波大学大学院／電
気通信大学大学院／東京工業大学大学院／東京大学大学院／東
京農工大学大学院／東京理科大学大学院／ 東北大学大学院／名
古屋大学大学院／北海道大学大学院／山形大学大学院／横浜国
立大学大学院

（就職先）
JA 全農／JA鶴岡／青葉化成㈱／アグロカネショウ㈱／㈱ヰセキ東北
／いなば食品㈱／越後製菓㈱／カゴメ㈱／カネコ種苗㈱／菊の司酒
造㈱／協和木材㈱／黒龍酒造㈱／㈱佐藤渡辺／三幸製菓㈱／ジ
オ・サーチ㈱／トヨタネ㈱／日東ベスト㈱／日本食研ホールディング
ス㈱／長谷川香料㈱／東日本旅客鉄道㈱／日の丸醸造㈱／㈱日比
谷花壇／㈱フクベイフーズ／㈱富士薬品／㈱ブルボン／㈱南東北ク
ボタ／モガミフーズ㈱／山崎製パン㈱／㈱雪国まいたけ／雪印メグミ
ルク㈱／国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センター／
国立研究開発法人農研機構／（独）家畜改良センター／公益社団法
人埼玉県農林公社／公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会／
岩手県土地改良事業団体連合会／山形県森林組合連合会／厚生
労働省／農林水産省／林野庁／関東地方整備局／東北地方整備
局／北海道開発局／青森県／秋田県／岩手県／宮城県／山形県
／福島県／新潟県／群馬県／栃木県／長野県／山形市／福島市
／宇都宮市／横浜市／沼津市／福島県教員／岐阜県教員
（進学先）
岩手大学大学院／鹿児島大学大学院／九州大学大学院／千葉大
学大学院／筑波大学大学院／東京農工大学大学院／東北大学大
学院／名古屋大学大学院／奈良女子大学大学院／ 新潟大学大学
院／広島大学大学院／山形大学大学院

卸売業，小売業 6.5%

その他 ： 研修生，研究員，一時的な仕事に就く者，公務員試験等受験による就職準備中の者，帰国する者，卒業のみの者等が含まれる

