
進路・就職支援人文学部で夢を実現！
人文学部は、多様な進路が魅力の１つ。様々な将来の可能性を広げる。

大学としては、学生総合支援機構の中に設置されているキャリアセンターが中心となって、
「キャリア教育」、「インターンシップ」、および「就職支援」の推進が図られています。人文学部
における就職支援としては、就職ガイダンスの開催や企業研究会の開催、就職情報の提供
や就職相談などを行い、講義課目として特殊講義〔就職支援講座〕を開講しています。また、
就職活動支援ブックを発行するなど、積極的に学生の就職をバックアップしています。

特殊講義「就職支援講座」

その他の支援講座（全学的取り組み）
●キャリア教育（共通教育科目）
●公務員受験対策講座
●筆記試験・教養試験対策講座
●マナー講座
●エントリーシート攻略テスト

3年次に配当されている人文学部の専門科目です。現代の産業構造や企業
の役割および機能を理解することに主眼をおいた講義です。われわれ人文
学部の専任教員に加えて、人文学部出身のOB・OGや、企業の人事担当の
方々に参加いただき講義を行います。社会の一員として働くことの意義、企
業研究、労働契約をめぐるトラブルの現状認識、就職活動戦線の動向分析な
ど、就活を始めるにあたって知っておくべき知識をレクチャーします。

過去5年間の卒業生の就職率と進路

過去5年間の就職率の推移
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2022年５月１日現在

2020年度

以上の
就職率！

95％

人文学部は、これまでに約10,000人の卒業生を送り
だし、初めの頃の卒業生からは、各方面で社会の中堅
として活躍しているとの便りが届いています。卒業生の
進路は、極めて幅広く、主に一般企業・公務員・教員の
３方面に分かれますが、大学院に進学する人もいます。
最も多く就職するのは一般企業で、その分野は、製造
業・情報サービス・卸小売業・金融保険業・建設業・運
輸通信など多様です。就職先の地域別割合は、県内が
２～３割、東海地域が４～５割で、地域に根を下ろした
本学部の特徴が表れています。

挑戦を続けること

2022年　文化学科卒業

N.S.さん

私は多様な文化に触れたいという思いから文化学科で、ドイツ語やヨーロッパ
社会学を学んできました。そして文化学科での経験が留学生チューターなどの
国際交流に挑戦していく自信に繋がりました。異文化を学習することは将来の選択を
する中で、視野を広げ新たな可能性をもたらします。この文化学科で培った経験を
活かして、今後も新しいことに迷わず挑戦していきたいです。

三重県信用保証協会

対象を理解する
姿勢

2018年   法律経済学科卒業

K.J.さん

私が担当する業務の一つに、男女雇用機会均等法などの法律に基づく企業指導
業務があります。企業に対して助言や指導を行うにあたり、法律に関する知識に加
えて、業種ごとの特色など企業や労働者を取り巻く環境についての理解も必要と
なります。
在学中に学ぶことが出来た知識や考え方、ゼミの演習で身につけた「なぜ・どうし
て」を追求する姿勢が、日々の業務を行うにあたり役立っていると思います。

三重労働局

思考力とチームワークを
活かして

2017年　法律経済学科卒業

O.M.さん

保険会社で代理店さんを支援する営業をしています。お客様のいざというときに
安心と安全をお届けするためにはチームで動くことは非常に大切です。大学のゼ
ミ活動では、日本学生経済ゼミナール大会に参加し、チームで議論し意見をまと
める力がつきました。また経済を学びたく入学しましたが、法律も学んだことで多
角的に物事を見る思考力が身に付きました。弊社の自由闊達な社風の中で大学
で得た学びを活かし日々挑戦しています。

東京海上日動火災保険株式会社
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　 OB・OG Voices 活躍する先輩たちからのメッセージ

大学時代は
「自分」を形作る時間

2021年　文化学科卒業

Y.O.さん

職場では広報業務を担当し、県の施策を新聞広告などで発信しています。大学時
代に、授業で自ら課題を設定して解決策を模索したり、部活動や海外留学の中で、
さまざまな人との対話を通して自分の価値観を繰り返し掘り下げたりしたその積
み重ねが、必ずしも正解が存在しない現在の業務においても、論理的に判断し前
へ進む力につながっています。皆さんもぜひ大学で、授業や部活動、留学など、関
心をもったもの全てに手を伸ばし、中身の詰まった「自分」を作り上げてください。

三重県庁

2013年卒業  田中　綾さん

建設業●大和ハウス工業、積水ハウス、三菱電機ビルテクノサービス、トヨタホーム名古屋、タマホーム
製造業●トヨタ自動車、デンソー、アイシン精機、愛知製鋼、パナソニック、ソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ、矢崎総業、
住友電装、明電舎、吉田工業、アラクス、イッセイミヤケ、UCCフーヅ、山善、三甲、ホーユー、オンダ製作所、リコージャパン、八神製作所
電気・ガス等●東邦ガス、関西プロパン瓦斯
情報通信業●ソフトバンクグループ、大塚商会、NECソリューションイノベータ、トランスコスモス、東海ラジオ放送、南信州新聞社、紀伊民報、
伊賀上野ケーブルテレビ、松阪ケーブルテレビ・ステーション、中部テレコミュニケーション、松阪電子計算センター、百五コンピュータソフト、
三重電子計算センター、ティーエーシー、日本ユニシス、セイコーエプソン
運輸業●東海旅客鉄道、近畿日本鉄道、名古屋鉄道、日本航空、JALスカイ、全日本空輸、ANA大阪空港、中部国際空港、三重交通、小田急バス、
日本通運、郵船ロジスティクス、日本トランスシティ、ヤマトロジスティクス、鈴与、名港海運、日本陸送、中部日立物流サービス
卸売・小売業●ジェイアール東海髙島屋、そごう・西武、イオンリテール、マックスバリュ中部、バロー、ドコモサービス東海、ヤマダ電機
金融・保険業●三菱ＵＦＪ銀行、ゆうちょ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、百五銀行、三十三銀行、名古屋銀行、愛知銀行、中京銀行、紀陽銀行、岡崎
信用金庫、岐阜信用金庫、桑名三重信用金庫、瀬戸信用金庫、第一生命保険、日本生命保険、住友生命保険、明治安田生命、東京海上日動火災
保険、あいおいニッセイ同和損害保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、大和証券、丸三証券　
不動産業●積水ハウス、三交不動産大和リビング、三井不動産リアルティ、トヨタエンタプライズ
サービス業●LEGOLAND®Japan、エイチ・アイ・エス、JTBメディアリテーリング、JTB中部、IACEトラベル、志摩観光ホテル、三井不動産ホテル
マネジメント、長島観光開発、綜合警備保障、平安閣、マイナビ、eisuグループ、静岡舞台芸術センター
その他団体●日本郵便、ＪＡ（津・くわな・富士宮・あいち海部）、日本赤十字社三重県支部、鈴屋遺蹟保存会、三重大学職員
国家公務員●国税庁（国税専門官）、財務省（財務専門官）、税関、労働局、法務局、検疫所、自衛隊
地方公務員●県庁（三重・愛知・石川・富山など）、市役所（津・四日市・松阪・桑名・亀山・名張・名古屋・一宮ほか多数）、東京23区、県警（三重）
大学院進学●京都大学大学院、名古屋大学大学院、一橋大学大学院、神戸大学大学院、三重大学大学院、奈良教育大学大学院、南山大学大学院、
北海道大学大学院、筑波大学大学院、同志社大学大学院

文化学科
建設業　積水ハウス、三井住友建設、パナソニックホームズ、トーエネック
製造業　アイシン精機、トヨタ車体、トヨタ紡織、日本特殊陶業、ノリタケカンパニーリミテド、三菱重工業、クボタ、ダイキン工業、DMG森精機、大豊工業、富士通、ヤマモリ、大日本印刷、
共立印刷、愛知製鋼、スズキ、いすゞ 自動車、東海理化、フタバ産業、日本車輌製造、大同メタル工業、塩野義製薬、矢崎総業、住友電装、象印マホービン、アイホン、八神製作所
電気・ガス等　中部電力、東邦ガス
情報通信業　NTT西日本、NTTビジネスソリューションズ、NTTデータ東海、KDDI、ソフトバンクグループ、光通信、オービック、中日新聞社、日立システムズ、パナソニック エコシステム
ズ、トヨタコミュニケーションシステム、中電シーティーアイ、豊通シスコム、丸紅情報システムズ、住友電工情報システム、伊勢新聞社、ミエデンシステムソリューション、ビーイング、KLab
運輸業　東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、京阪電気鉄道、日本通運、山九、名鉄運輸、近鉄エクスプレス、三井倉庫、郵船ロジスティクス、日本トランスシティ、名港海運、トランコム、日通
NECロジスティクス、ホンダロジスティクス、三栄運輸、鴻池運輸
卸売・小売業　豊田通商、キヤノンマーケティングジャパン、リコージャパン、岡谷鋼機、サンゲツ、イオンリテール、ユニー、マックスバリュ中部、DCMカーマ、コメリ、ノジマ、メディカル一
光、中北薬品、日比谷花壇、近鉄百貨店、ジェイアール東海髙島屋、津松菱
金融・保険業　三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、りそなホールディングス、日本政策金融公庫、静岡銀行、十六銀行、大垣共立銀行、百五銀行、三十三銀行、名古屋銀行、愛知銀行、中京
銀行、岡崎信用金庫、岐阜信用金庫、桑名三重信用金庫、東京海上日動火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険、損害保険ジャパン、かんぽ生命保険、第一生命保険、日本生命保険、
明治安田生命保険、住友生命保険、野村證券、岡三証券、紀陽銀行、三十三フィナンシャルグループ、東海東京フィナンシャル・ホールディングス、JAバンク三重信連、いちい信用金庫
不動産業　住友不動産販売、三交不動産、東急リバブル
サービス業　綜合警備保障、ぴあ、日本空調サービス、JTB中部、近畿日本ツーリスト、名鉄観光サービス、阪急交通社、長島観光開発、三菱ビルテクノサービス、マイナビ、チタカ・イン
ターナショナル・フーズ、JA三重厚生連
その他団体　日本郵便、日本司法支援センター、日本年金機構、独立行政法人国立病院機構、JA（みえなか・みえきた・ならけん）、名古屋商工会議所、豊田商工会議所、日本赤十字社
三重県支部、三重大学職員
国家公務員　国税庁（国税専門官）、財務省（財務専門官）、検察庁（検察事務官）、裁判所(事務官)、名古屋法務局、三重刑務所、労働局（愛知・三重）、国土交通省中部地方整備局、名古屋
出入国在留管理局、名古屋税関、津地方法務局
地方公務員　県庁（愛知・三重・滋賀・奈良・徳島・和歌山など）、市役所（津・四日市・桑名・鈴鹿・松阪・鳥羽・伊賀・名古屋・豊田・刈谷・大府・小牧・瀬戸・蒲郡・豊橋・大垣・神戸・新潟・小松ほ
か多数）、警視庁、県警（三重）
法律事務所　弁護士事務所（弁護士）
大学院進学（法科大学院を含む）　京都大学大学院、名古屋大学大学院、三重大学大学院、名古屋市立大学大学院、同志社大学大学院、南山大学大学院、一橋大学大学院

法律経済学科
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情報通信業●ソフトバンクグループ、大塚商会、NECソリューションイノベータ、トランスコスモス、東海ラジオ放送、南信州新聞社、紀伊民報、
伊賀上野ケーブルテレビ、松阪ケーブルテレビ・ステーション、中部テレコミュニケーション、松阪電子計算センター、百五コンピュータソフト、
三重電子計算センター、ティーエーシー、日本ユニシス、セイコーエプソン
運輸業●東海旅客鉄道、近畿日本鉄道、名古屋鉄道、日本航空、JALスカイ、全日本空輸、ANA大阪空港、中部国際空港、三重交通、小田急バス、
日本通運、郵船ロジスティクス、日本トランスシティ、ヤマトロジスティクス、鈴与、名港海運、日本陸送、中部日立物流サービス
卸売・小売業●ジェイアール東海髙島屋、そごう・西武、イオンリテール、マックスバリュ中部、バロー、ドコモサービス東海、ヤマダ電機
金融・保険業●三菱ＵＦＪ銀行、ゆうちょ銀行、大垣共立銀行、十六銀行、百五銀行、三十三銀行、名古屋銀行、愛知銀行、中京銀行、紀陽銀行、岡崎
信用金庫、岐阜信用金庫、桑名三重信用金庫、瀬戸信用金庫、第一生命保険、日本生命保険、住友生命保険、明治安田生命、東京海上日動火災
保険、あいおいニッセイ同和損害保険、損害保険ジャパン、三井住友海上火災保険、大和証券、丸三証券　
不動産業●積水ハウス、三交不動産大和リビング、三井不動産リアルティ、トヨタエンタプライズ
サービス業●LEGOLAND®Japan、エイチ・アイ・エス、JTBメディアリテーリング、JTB中部、IACEトラベル、志摩観光ホテル、三井不動産ホテル
マネジメント、長島観光開発、綜合警備保障、平安閣、マイナビ、eisuグループ、静岡舞台芸術センター
その他団体●日本郵便、ＪＡ（津・くわな・富士宮・あいち海部）、日本赤十字社三重県支部、鈴屋遺蹟保存会、三重大学職員
国家公務員●国税庁（国税専門官）、財務省（財務専門官）、税関、労働局、法務局、検疫所、自衛隊
地方公務員●県庁（三重・愛知・石川・富山など）、市役所（津・四日市・松阪・桑名・亀山・名張・名古屋・一宮ほか多数）、東京23区、県警（三重）
大学院進学●京都大学大学院、名古屋大学大学院、一橋大学大学院、神戸大学大学院、三重大学大学院、奈良教育大学大学院、南山大学大学院、
北海道大学大学院、筑波大学大学院、同志社大学大学院

文化学科
建設業　積水ハウス、三井住友建設、パナソニックホームズ、トーエネック
製造業　アイシン精機、トヨタ車体、トヨタ紡織、日本特殊陶業、ノリタケカンパニーリミテド、三菱重工業、クボタ、ダイキン工業、DMG森精機、大豊工業、富士通、ヤマモリ、大日本印刷、
共立印刷、愛知製鋼、スズキ、いすゞ 自動車、東海理化、フタバ産業、日本車輌製造、大同メタル工業、塩野義製薬、矢崎総業、住友電装、象印マホービン、アイホン、八神製作所
電気・ガス等　中部電力、東邦ガス
情報通信業　NTT西日本、NTTビジネスソリューションズ、NTTデータ東海、KDDI、ソフトバンクグループ、光通信、オービック、中日新聞社、日立システムズ、パナソニック エコシステム
ズ、トヨタコミュニケーションシステム、中電シーティーアイ、豊通シスコム、丸紅情報システムズ、住友電工情報システム、伊勢新聞社、ミエデンシステムソリューション、ビーイング、KLab
運輸業　東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、京阪電気鉄道、日本通運、山九、名鉄運輸、近鉄エクスプレス、三井倉庫、郵船ロジスティクス、日本トランスシティ、名港海運、トランコム、日通
NECロジスティクス、ホンダロジスティクス、三栄運輸、鴻池運輸
卸売・小売業　豊田通商、キヤノンマーケティングジャパン、リコージャパン、岡谷鋼機、サンゲツ、イオンリテール、ユニー、マックスバリュ中部、DCMカーマ、コメリ、ノジマ、メディカル一
光、中北薬品、日比谷花壇、近鉄百貨店、ジェイアール東海髙島屋、津松菱
金融・保険業　三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、りそなホールディングス、日本政策金融公庫、静岡銀行、十六銀行、大垣共立銀行、百五銀行、三十三銀行、名古屋銀行、愛知銀行、中京
銀行、岡崎信用金庫、岐阜信用金庫、桑名三重信用金庫、東京海上日動火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険、損害保険ジャパン、かんぽ生命保険、第一生命保険、日本生命保険、
明治安田生命保険、住友生命保険、野村證券、岡三証券、紀陽銀行、三十三フィナンシャルグループ、東海東京フィナンシャル・ホールディングス、JAバンク三重信連、いちい信用金庫
不動産業　住友不動産販売、三交不動産、東急リバブル
サービス業　綜合警備保障、ぴあ、日本空調サービス、JTB中部、近畿日本ツーリスト、名鉄観光サービス、阪急交通社、長島観光開発、三菱ビルテクノサービス、マイナビ、チタカ・イン
ターナショナル・フーズ、JA三重厚生連
その他団体　日本郵便、日本司法支援センター、日本年金機構、独立行政法人国立病院機構、JA（みえなか・みえきた・ならけん）、名古屋商工会議所、豊田商工会議所、日本赤十字社
三重県支部、三重大学職員
国家公務員　国税庁（国税専門官）、財務省（財務専門官）、検察庁（検察事務官）、裁判所(事務官)、名古屋法務局、三重刑務所、労働局（愛知・三重）、国土交通省中部地方整備局、名古屋
出入国在留管理局、名古屋税関、津地方法務局
地方公務員　県庁（愛知・三重・滋賀・奈良・徳島・和歌山など）、市役所（津・四日市・桑名・鈴鹿・松阪・鳥羽・伊賀・名古屋・豊田・刈谷・大府・小牧・瀬戸・蒲郡・豊橋・大垣・神戸・新潟・小松ほ
か多数）、警視庁、県警（三重）
法律事務所　弁護士事務所（弁護士）
大学院進学（法科大学院を含む）　京都大学大学院、名古屋大学大学院、三重大学大学院、名古屋市立大学大学院、同志社大学大学院、南山大学大学院、一橋大学大学院

法律経済学科
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