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進路状況

各研究科の進路状況について

　社会の変化に伴い、企業は高度な職業人を求めています。ここでの社会の変化とは、グローバル化を指し、世界との競争のなかで確かに活躍出来る実
力が求められます。明治大学大学院修了者の進路は実に多岐にわたり、あらゆる分野で第一線で活躍する人材を多く輩出しています。

日本弁護士連合会／東京特別区／日本アイ・ビー・エム株式会社／国立大学法人東京医科歯科
大学／学校法人日本大学／栃木県商工会連合会／岐阜市役所／東京都競馬株式会社／東亜
建設工業株式会社／東京都庁／国家公務員／横浜市役所／信濃毎日新聞株式会社／川崎市
役所／市川市役所／中央出版株式会社／株式会社サンシャインシティ／姫路市役所／府中市
役所／今治市役所／佐川グローバルロジスティクス株式会社／税理士法人ガイア／株式会社
ヤマダ電機／学校法人二階堂学園／株式会社学陽書房／北海道庁／学校法人大東文化学園
／学校法人青山学院／国際自動車株式会社／株式会社ココカラファインヘルスケア／株式会
社トライグループ／ナブテスコ株式会社／株式会社初田製作所／株式会社百五銀行／裁判所
職員／フリービット株式会社／法務省専門職員／三井住友信託銀行株式会社／森・濱田・松本
法律事務所／株式会社四谷大塚／労働基準監督官／株式会社ワークスアプリケーションズ／
国家公務員共済組合連合会／長野県庁／学校法人白鷗大学／伊勢原市役所／凸版印刷株式
会社／アルプスアルパイン株式会社／アマゾンジャパン合同会社

専攻によって進路はさまざまですが、各自の専門知識を生かして、民間企業、教
育機関など、その分野の第一線で活躍しています。大学教員や研究者の道に進
む例も、着実に増加しています。

Graduate School of Law

法学研究科

本田技研工業株式会社／キヤノン株式会社／ソニー株式会社／オリンパス株式会社／日本電気
株式会社／トヨタ自動車株式会社／KDDI株式会社／TDK株式会社／東京エレクトロン株式
会社／戸田建設株式会社／凸版印刷株式会社／株式会社 日立製作所／アクセンチュア株式会
社／株式会社 小松製作所／ソフトバンクグループ株式会社／株式会社野村総合研究所／パナ
ソニック株式会社／東日本電信電話株式会社／ヤフー株式会社／株式会社 IHI／株式会社 梓
設計／アンリツ株式会社／いすゞ自動車株式会社／カシオ計算機株式会社／川崎重工業株式
会社／株式会社クボタ／スズキ株式会社／大成建設株式会社／大日本印刷株式会社／テルモ
株式会社／東京電力ホールディングス株式会社／独立行政法人都市再生機構／日本精工株式
会社／日本アイ・ビー・エム株式会社／株式会社日立国際電気／富士ゼロックス株式会社／富
士通株式会社／富士電機株式会社／マツダ株式会社／株式会社 松田平田設計／三菱電機株
式会社／株式会社村田製作所／アサヒ飲料株式会社／アンリツインフィビス株式会社／伊藤忠
テクノソリューションズ株式会社／株式会社イトーキ／江崎グリコ株式会社／SCSK株式会社
／NECソリューションイノベータ株式会社／エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

理工学研究科では、自然科学に関する幅広い教養と工学的な応用力をバランス
よく備えた高度専門職業人や研究者の育成を目指しています。研究活動を通
して、問題解決能力やコミュニケーション能力などの実践力を培い、いかなる
分野においても果敢に活躍できる人材を輩出しています。

Graduate School of Science and Technology

理工学研究科

アクセンチュア株式会社／株式会社オージス総研／株式会社ルネサスイーストン／学校法人同
志社／学校法人目白学園／東日本旅客鉄道株式会社／水戸市役所／株式会社ニトリ／埼玉
県教育委員会／ケーザー・コンプレッサー株式会社／マイシアター株式会社／株式会社ポイン
ト／神奈川県教育委員会／フィールズ株式会社／株式会社インテリジェンスビジネスソリューショ
ンズ／日本オートマチックマシン株式会社／ヤマトフィナンシャル株式会社／ユニキャリア株式
会社／株式会社ユニバンス／株式会社東京流通センター／厚生労働省／NECマネジメントパー
トナー株式会社

総合的研究指導により、倫理的判断力と異文化理解に富み、公共的視点からの
思考と活動が出来る人材の養成を目指しています。グローバル社会において、
幅広い分野への進出を考えています。

Graduate School of Humanities

教養デザイン研究科

財団法人日本食品分析センター／日本アルコール販売株式会社／キユーピー株式会社／グリ
コ栄養食品株式会社／丸善食品工業株式会社／株式会社ブルボン／味の素株式会社／キリン
協和フーズ株式会社／ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社／ライオン株式会社／全国農業
協同組合連合会／日本製紙株式会社／ブルドックソース株式会社／ＮＥＣソフト株式会社／株
式会社集英社／横浜市役所／警視庁／東京都教育委員会／東京都庁／三菱商事パッケージ
ング株式会社／株式会社カネボウ化粧品／キヤノンソフトウェア株式会社／日本新薬株式会社
／大塚製薬株式会社／独立行政法人理化学研究所／株式会社日立システムズ／独立行政法
人日本学術振興会／日東富士製粉株式会社／シャープ株式会社／株式会社ニチレイフーズ／
いなば食品株式会社／株式会社中外臨床研究センター／日産化学工業株式会社／国家公務
員／一般財団法人化学及血清療法研究所／神奈川県農業協同組合中央会／株式会社伊藤園
／田園都市レディースクリニック／学校法人明治大学／千葉県庁／全国農業（協組連）／国家
公務員 総合職／山崎製パン株式会社／理研ビタミン株式会社／アクセンチュア株式会社／株
式会社アルビオン／株式会社 J-オイルミルズ／丸美屋食品工業株式会社／三井化学株式会
社／MC フードスペシャリティーズ株式会社／昭和産業株式会社／株式会社武蔵野

最先端科学を駆使した広範な研究アプローチにより培った高度な専門知識と
広い視野に立つことのできる総合力を生かして、「食料・環境・生命」の各分野で
研究・技術開発を中心に幅広く活躍しています。

Graduate School of Agriculture

農学研究科
株式会社クリーク・アンド・リバー社／株式会社臨海セミナー／株式会社コンベンションリンケー
ジ／アベイズム株式会社／サクシード株式会社／株式会社ユウメディア／株式会社インフォス
マイル／株式会社プレナス／東京日本語センター／株式会社日本教育クリエイト／株式会社第
一学習社／千葉県教育委員会／学校法人山崎学園　富士見中学・高等学校／エヌ・ティ・ティ
ラーニングシステムズ株式会社／株式会社シフラ／生活協同組合連合会大学生活協同組合東
京事業連合／日本アイ・ビー・エムシステムズ・エンジニアリング株式会社／株式会社ネオディラ
イトインターナショナル／株式会社フルヤ金属／株式会社ヴィス／オーディーユージャパン株式
会社／株式会社クリス／東京都教育委員会／四葉貿易株式会社／大学共同利用機関法人人
間文化研究機構／公益財団法人国際人材協力機構／学校法人武蔵野大学／株式会社ナガセ
／株式会社Manjuu／株式会社ヤマダデンキ

世界の多様な文化や社会システムを深く理解するとともに、日本を理解すること
を重視します。また、それに留まらず、その理解に基づいて、自らの意思を言語やさ
まざまなメディアを通じて的確に表現し、発信する方法も研究していきます。

Graduate School of Global Japanese Studies

国際日本学研究科

株式会社日立アドバンストシステムズ／JCOM株式会社／NECソリューションイノベータ株式
会社／SCSK株式会社／エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社／ヤフー株式会社／株式会社豊
田自動織機／パナソニック株式会社／凸版印刷株式会社／本田技研工業株式会社／東京電力
ホールディングス株式会社／株式会社テクノプロ／株式会社メイテック／日本貨物航空株式会
社／ソニー株式会社／株式会社日本総合研究所／チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・
リミテッド／東海大学付属高輪台高等学校・中等部／アクセンチュア株式会社／ソフトバンク株
式会社／富士電機株式会社／三菱電機株式会社／株式会社エヌ・ティ・ティ・データ／日本アイ・
ビー・エム株式会社／あいおいニッセイ同和損害保険株式会社／株式会社博報堂／キンドリル
ジャパン株式会社

高社会イノベーションの実現を図り、人類の福祉の向上に寄与するという理念
のもと、先端数理科学研究科は高度で幅広い数理科学的素養を身に付け、さま
ざまな現象とのインターフェイスとなって数学と諸科学の掛け橋を構築する
力を持った国際的に活躍できる人材の育成を目指しています。

Graduate School of Advanced Mathematical Sciences

先端数理科学研究科
❶ グローバル・ガバナンス分野の教育・研究を担う研究職
❷ 国際機関などでグローバル・イシューに取り組む国際公務員
❸ 各国で政策の立案・実施を担う政府職員など

グローバルな公共政策の視点を持ち、地球環境問題の解決、世界的な貧富の格
差の縮小、人権の保障、民主化推進、地球活性化、危機管理などの政策目標に資
する戦略についての研究能力を有する人材の育成を目指しています。修了者
には、次のような機関・領域で活躍することを期待しています。

Graduate School of Global Governance

グローバル・ガバナンス研究科

三菱商事株式会社／伊藤忠商事株式会社／株式会社三井住友銀行／株式会社みずほフィナン
シャルグループ／野村證券株式会社／第一生命保険株式会社／株式会社資生堂／本田技研工
業株式会社／株式会社リコー／パナソニック株式会社／富士通株式会社／サントリーホールディ
ングス株式会社／日清食品ホールディングス株式会社／株式会社日立ソリューションズ／株式
会社日立ビルシステム／日立キャピタル株式会社／三菱ふそうトラック・バス株式会社／新日鉄
住金マテリアルズ株式会社／住友電気工業株式会社／日本光電工業株式会社／イオンリテール
株式会社／株式会社ファーストリテイリング／日本アイ・ビー・エム株式会社／KDDI株式会社／
ソフトバンクグループ／アクセンチュア株式会社／ヤマトフィナンシャル株式会社／ヤマトロジスティ
クス株式会社／郵船ロジスティクス株式会社／中日本高速道路株式会社／株式会社日本能率協
会コンサルティング／学校法人明治大学／学校法人立教学院立教大学／学校法人日本大学／
国立大学法人千葉大学／国立大学法人富山大学／学校法人千葉学園千葉商科大学／学校法
人共愛学園共愛学園前橋国際大学／公立大学法人青森公立大学／学校法人常葉学園／釧路
公立大学事務組合／東京都庁／東京特別区／栃木県庁／多摩市役所／すばる会計事務所／大
坪恭也税理士事務所／有限責任監査法人トーマツ

日本における「商学のパイオニア」としての商学部教育の伝統を基礎に、より高
度の商学専門分野の知識と研究能力を身に付けた多くの大学教員や研究者の
みならず、専門性を生かした企業人も輩出しています。

Graduate School of Commerce 

商学研究科

外務省／株式会社エヌ・ティ・ティデータ／株式会社みずほファイナンシャルグループ／住友電
気工業株式会社／三陸河北新報社／目黒区役所／高崎市役所／さいたま市役所／東京都教
育委員会／三菱原子燃料株式会社／株式会社日本産業振興／国家公務員／株式会社毎日新
聞社／埼玉県庁／株式会社ヤマダ電機／協同総合研究所／吉田弘保法律会計総合事務所／
学校法人國學院大學／株式会社鹿児島讀賣テレビ／島村楽器株式会社／公益財団法人たばこ
総合研究センター／パナソニックシステムネットワークス株式会社／石川県庁／株式会社産業
経済新聞社／アビームコンサルティング株式会社／税理士法人青木会計／生駒学税理士事務
所／株式会社インテリジェンス／八洲電機株式会社／ダイセーロジスティクス株式会社／株式
会社インテリジェンスビジネスソリューションズ／株式会社中日新聞社／学校法人明治大学／ア
クセンチュア株式会社／イオンモール株式会社／キャリアリンク株式会社／埼玉県教育委員会
／西武信用金庫／学校法人千葉敬愛学園／千葉県中小企業団体中央会／ディップ株式会社／
株式会社トライグループ／日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ／ミニストップ株式会社／ヤフー
株式会社／株式会社ワークスアプリケーションズ／日本年金機構／富士通株式会社／ルネサス
エレクトロニクス株式会社

高度専門職業人としてアカデミズムの研究者となる者、または専門知識を生か
して、有名企業やジャーナリズムなどに就職する者など、多彩な分野の第一線
でそれぞれ活躍しています。

Graduate School of Political Science and Economics

政治経済学研究科

アクセンチュア株式会社／日本電気株式会社／Apple Japan合同会社／ソフトバンクグルー
プ／株式会社サンリオ／株式会社髙島屋／株式会社アサツーディ・ケイ／株式会社博報堂プロ
ダクツ／北京電通広告有限会社／キーエンス株式会社（中国）／株式会社DMM.comラボ／
株式会社セブン・イレブン・ジャパン／日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社／リコージャパン
株式会社／NECネッツエスアイ株式会社／日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ／イーソル
株式会社／コーチ・ジャパン合同会社／株式会社三孝開発／株式会社アリス／株式会社早稲
田アカデミー／株式会社BookLive／株式会社フォーラムエイト／古河林業株式会社／アライ
ドアーキテクツ株式会社／デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社／電気化学工
業株式会社／株式会社ネットプロテクションズ／株式会社レジェンド・アプリケーションズ／株
式会社OWNDAYS／株式会社キッツ／株式会社ニューフォーカス／株式会社NTTデータ・フィ
ナンシャルコア／国家公務員／法務教官（法務省）／埼玉県教育委員会／千葉市教育委員会／
放送大学学園／学校法人吉岡教育学園／国立大学法人東京大学

自己の問題意識との関係で、従来の学問体系を踏まえて、更なる学際性を修
得することから、幅広い分野で活躍できる人材を養成します。

Graduate School of Information and Communication

情報コミュニケーション研究科

埼玉県庁／東京特別区／三菱食品／学校法人立命館／株式会社伊藤園／学校法人東海大学
／千代田区教育委員会／株式会社エイチ・アイ・エス／独立行政法人日本学術振興会／学校法
人東京理科大学／学校法人女子美術大学／国立大学法人東京大学／学校法人国際基督教大
学／株式会社小坂研究所／公益財団法人練馬区文化振興協会／世田谷区教育委員会／埼玉
県教育委員会／葛飾区子ども総合センター／株式会社カプコン／財務省図書館／社会福祉法
人青少年福祉センター／社会福祉法人台東区社会福祉事業団／東京都立松沢病院／東日本
旅客鉄道株式会社／広島県教育委員会／学校法人武蔵野大学／株式会社明治座／学校法人
明治大学／株式会社アインシュタインインスティテュート／学校法人植草学園／学校法人北豊
島学園／株式会社国際文献社／国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院／学校法人小
林学園 本庄東高等学校／株式会社ジェイアール東海エージェンシー／社会福祉法人慈徳院／
十一房印刷工業株式会社／株式会社創育／学校法人高宮学園 代々木ゼミナール／東京都教
育委員会／株式会社トライグループ／学校法人二松学舎／福島民友新聞株式会社／学校法人
立教学院／法務省専門職員／宮代町役場／学校法人目白学園／独立行政法人労働者健康安
全機構

豊かな文化的素養と専門的知識を備えた人材を養成し、研究者・教員に限らず、
民間企業にも多くの人材を輩出しています。

Graduate School of Arts and Letters

文学研究科

大塚隆税理士事務所／株式会社荏原製作所／東京海上日動火災保険株式会社／アクセンチュ
ア株式会社／日本公認会計士協会／三菱電機株式会社／株式会社フルヤ金属／株式会社フィ
ナンシャル・エージェンシー／日本住宅ローン株式会社／株式会社ファーストリテイリング／双
葉電子工業株式会社／ HOYA株式会社／戸田中央医科グループ／株式会社全日警／パナソ
ニック株式会社／サポート行政書士法人／ヤマハ発動機株式会社／ヤマト運輸株式会社／ヤ
マトフィナンシャル株式会社／学校法人青森山田学園青森大学／株式会社エヌ・ティ・ティ・デー
タ／国税専門官／一般財団法人日本宇宙フォーラム／株式会社マクロミル／学校法人明治大
学／株式会社アップガレージ／学校法人梅村学園中京大学／河西工業株式会社／株式会社サ
ンオータス／株式会社JOE／日本アイ・ビー・エム株式会社／日本アイ・ビー・エム・ビズインテッ
ク株式会社／株式会社フジクラ／株式会社ブリヂストン／リコージャパン株式会社／学校法人
立命館／日本航空電子工業

専門的研究を生かし大学の教員や研究所の研究員となるだけではなく、MBA
として企業に就職したり、公認会計士、税理士となるなどさまざまな分野で活
躍しています。

Graduate School of Business Administration

経営学研究科
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進路状況

各研究科の進路状況について

　社会の変化に伴い、企業は高度な職業人を求めています。ここでの社会の変化とは、グローバル化を指し、世界との競争のなかで確かに活躍出来る実
力が求められます。明治大学大学院修了者の進路は実に多岐にわたり、あらゆる分野で第一線で活躍する人材を多く輩出しています。

日本弁護士連合会／東京特別区／日本アイ・ビー・エム株式会社／国立大学法人東京医科歯科
大学／学校法人日本大学／栃木県商工会連合会／岐阜市役所／東京都競馬株式会社／東亜
建設工業株式会社／東京都庁／国家公務員／横浜市役所／信濃毎日新聞株式会社／川崎市
役所／市川市役所／中央出版株式会社／株式会社サンシャインシティ／姫路市役所／府中市
役所／今治市役所／佐川グローバルロジスティクス株式会社／税理士法人ガイア／株式会社
ヤマダ電機／学校法人二階堂学園／株式会社学陽書房／北海道庁／学校法人大東文化学園
／学校法人青山学院／国際自動車株式会社／株式会社ココカラファインヘルスケア／株式会
社トライグループ／ナブテスコ株式会社／株式会社初田製作所／株式会社百五銀行／裁判所
職員／フリービット株式会社／法務省専門職員／三井住友信託銀行株式会社／森・濱田・松本
法律事務所／株式会社四谷大塚／労働基準監督官／株式会社ワークスアプリケーションズ／
国家公務員共済組合連合会／長野県庁／学校法人白鷗大学／伊勢原市役所／凸版印刷株式
会社／アルプスアルパイン株式会社／アマゾンジャパン合同会社

専攻によって進路はさまざまですが、各自の専門知識を生かして、民間企業、教
育機関など、その分野の第一線で活躍しています。大学教員や研究者の道に進
む例も、着実に増加しています。

Graduate School of Law

法学研究科

本田技研工業株式会社／キヤノン株式会社／ソニー株式会社／オリンパス株式会社／日本電気
株式会社／トヨタ自動車株式会社／KDDI株式会社／TDK株式会社／東京エレクトロン株式
会社／戸田建設株式会社／凸版印刷株式会社／株式会社 日立製作所／アクセンチュア株式会
社／株式会社 小松製作所／ソフトバンクグループ株式会社／株式会社野村総合研究所／パナ
ソニック株式会社／東日本電信電話株式会社／ヤフー株式会社／株式会社 IHI／株式会社 梓
設計／アンリツ株式会社／いすゞ自動車株式会社／カシオ計算機株式会社／川崎重工業株式
会社／株式会社クボタ／スズキ株式会社／大成建設株式会社／大日本印刷株式会社／テルモ
株式会社／東京電力ホールディングス株式会社／独立行政法人都市再生機構／日本精工株式
会社／日本アイ・ビー・エム株式会社／株式会社日立国際電気／富士ゼロックス株式会社／富
士通株式会社／富士電機株式会社／マツダ株式会社／株式会社 松田平田設計／三菱電機株
式会社／株式会社村田製作所／アサヒ飲料株式会社／アンリツインフィビス株式会社／伊藤忠
テクノソリューションズ株式会社／株式会社イトーキ／江崎グリコ株式会社／SCSK株式会社
／NECソリューションイノベータ株式会社／エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

理工学研究科では、自然科学に関する幅広い教養と工学的な応用力をバランス
よく備えた高度専門職業人や研究者の育成を目指しています。研究活動を通
して、問題解決能力やコミュニケーション能力などの実践力を培い、いかなる
分野においても果敢に活躍できる人材を輩出しています。

Graduate School of Science and Technology

理工学研究科

アクセンチュア株式会社／株式会社オージス総研／株式会社ルネサスイーストン／学校法人同
志社／学校法人目白学園／東日本旅客鉄道株式会社／水戸市役所／株式会社ニトリ／埼玉
県教育委員会／ケーザー・コンプレッサー株式会社／マイシアター株式会社／株式会社ポイン
ト／神奈川県教育委員会／フィールズ株式会社／株式会社インテリジェンスビジネスソリューショ
ンズ／日本オートマチックマシン株式会社／ヤマトフィナンシャル株式会社／ユニキャリア株式
会社／株式会社ユニバンス／株式会社東京流通センター／厚生労働省／NECマネジメントパー
トナー株式会社

総合的研究指導により、倫理的判断力と異文化理解に富み、公共的視点からの
思考と活動が出来る人材の養成を目指しています。グローバル社会において、
幅広い分野への進出を考えています。

Graduate School of Humanities

教養デザイン研究科

財団法人日本食品分析センター／日本アルコール販売株式会社／キユーピー株式会社／グリ
コ栄養食品株式会社／丸善食品工業株式会社／株式会社ブルボン／味の素株式会社／キリン
協和フーズ株式会社／ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社／ライオン株式会社／全国農業
協同組合連合会／日本製紙株式会社／ブルドックソース株式会社／ＮＥＣソフト株式会社／株
式会社集英社／横浜市役所／警視庁／東京都教育委員会／東京都庁／三菱商事パッケージ
ング株式会社／株式会社カネボウ化粧品／キヤノンソフトウェア株式会社／日本新薬株式会社
／大塚製薬株式会社／独立行政法人理化学研究所／株式会社日立システムズ／独立行政法
人日本学術振興会／日東富士製粉株式会社／シャープ株式会社／株式会社ニチレイフーズ／
いなば食品株式会社／株式会社中外臨床研究センター／日産化学工業株式会社／国家公務
員／一般財団法人化学及血清療法研究所／神奈川県農業協同組合中央会／株式会社伊藤園
／田園都市レディースクリニック／学校法人明治大学／千葉県庁／全国農業（協組連）／国家
公務員 総合職／山崎製パン株式会社／理研ビタミン株式会社／アクセンチュア株式会社／株
式会社アルビオン／株式会社 J-オイルミルズ／丸美屋食品工業株式会社／三井化学株式会
社／MC フードスペシャリティーズ株式会社／昭和産業株式会社／株式会社武蔵野

最先端科学を駆使した広範な研究アプローチにより培った高度な専門知識と
広い視野に立つことのできる総合力を生かして、「食料・環境・生命」の各分野で
研究・技術開発を中心に幅広く活躍しています。

Graduate School of Agriculture

農学研究科
株式会社クリーク・アンド・リバー社／株式会社臨海セミナー／株式会社コンベンションリンケー
ジ／アベイズム株式会社／サクシード株式会社／株式会社ユウメディア／株式会社インフォス
マイル／株式会社プレナス／東京日本語センター／株式会社日本教育クリエイト／株式会社第
一学習社／千葉県教育委員会／学校法人山崎学園　富士見中学・高等学校／エヌ・ティ・ティ
ラーニングシステムズ株式会社／株式会社シフラ／生活協同組合連合会大学生活協同組合東
京事業連合／日本アイ・ビー・エムシステムズ・エンジニアリング株式会社／株式会社ネオディラ
イトインターナショナル／株式会社フルヤ金属／株式会社ヴィス／オーディーユージャパン株式
会社／株式会社クリス／東京都教育委員会／四葉貿易株式会社／大学共同利用機関法人人
間文化研究機構／公益財団法人国際人材協力機構／学校法人武蔵野大学／株式会社ナガセ
／株式会社Manjuu／株式会社ヤマダデンキ

世界の多様な文化や社会システムを深く理解するとともに、日本を理解すること
を重視します。また、それに留まらず、その理解に基づいて、自らの意思を言語やさ
まざまなメディアを通じて的確に表現し、発信する方法も研究していきます。

Graduate School of Global Japanese Studies

国際日本学研究科

株式会社日立アドバンストシステムズ／JCOM株式会社／NECソリューションイノベータ株式
会社／SCSK株式会社／エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社／ヤフー株式会社／株式会社豊
田自動織機／パナソニック株式会社／凸版印刷株式会社／本田技研工業株式会社／東京電力
ホールディングス株式会社／株式会社テクノプロ／株式会社メイテック／日本貨物航空株式会
社／ソニー株式会社／株式会社日本総合研究所／チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・
リミテッド／東海大学付属高輪台高等学校・中等部／アクセンチュア株式会社／ソフトバンク株
式会社／富士電機株式会社／三菱電機株式会社／株式会社エヌ・ティ・ティ・データ／日本アイ・
ビー・エム株式会社／あいおいニッセイ同和損害保険株式会社／株式会社博報堂／キンドリル
ジャパン株式会社

高社会イノベーションの実現を図り、人類の福祉の向上に寄与するという理念
のもと、先端数理科学研究科は高度で幅広い数理科学的素養を身に付け、さま
ざまな現象とのインターフェイスとなって数学と諸科学の掛け橋を構築する
力を持った国際的に活躍できる人材の育成を目指しています。

Graduate School of Advanced Mathematical Sciences

先端数理科学研究科
❶ グローバル・ガバナンス分野の教育・研究を担う研究職
❷ 国際機関などでグローバル・イシューに取り組む国際公務員
❸ 各国で政策の立案・実施を担う政府職員など

グローバルな公共政策の視点を持ち、地球環境問題の解決、世界的な貧富の格
差の縮小、人権の保障、民主化推進、地球活性化、危機管理などの政策目標に資
する戦略についての研究能力を有する人材の育成を目指しています。修了者
には、次のような機関・領域で活躍することを期待しています。

Graduate School of Global Governance

グローバル・ガバナンス研究科

三菱商事株式会社／伊藤忠商事株式会社／株式会社三井住友銀行／株式会社みずほフィナン
シャルグループ／野村證券株式会社／第一生命保険株式会社／株式会社資生堂／本田技研工
業株式会社／株式会社リコー／パナソニック株式会社／富士通株式会社／サントリーホールディ
ングス株式会社／日清食品ホールディングス株式会社／株式会社日立ソリューションズ／株式
会社日立ビルシステム／日立キャピタル株式会社／三菱ふそうトラック・バス株式会社／新日鉄
住金マテリアルズ株式会社／住友電気工業株式会社／日本光電工業株式会社／イオンリテール
株式会社／株式会社ファーストリテイリング／日本アイ・ビー・エム株式会社／KDDI株式会社／
ソフトバンクグループ／アクセンチュア株式会社／ヤマトフィナンシャル株式会社／ヤマトロジスティ
クス株式会社／郵船ロジスティクス株式会社／中日本高速道路株式会社／株式会社日本能率協
会コンサルティング／学校法人明治大学／学校法人立教学院立教大学／学校法人日本大学／
国立大学法人千葉大学／国立大学法人富山大学／学校法人千葉学園千葉商科大学／学校法
人共愛学園共愛学園前橋国際大学／公立大学法人青森公立大学／学校法人常葉学園／釧路
公立大学事務組合／東京都庁／東京特別区／栃木県庁／多摩市役所／すばる会計事務所／大
坪恭也税理士事務所／有限責任監査法人トーマツ

日本における「商学のパイオニア」としての商学部教育の伝統を基礎に、より高
度の商学専門分野の知識と研究能力を身に付けた多くの大学教員や研究者の
みならず、専門性を生かした企業人も輩出しています。

Graduate School of Commerce 

商学研究科

外務省／株式会社エヌ・ティ・ティデータ／株式会社みずほファイナンシャルグループ／住友電
気工業株式会社／三陸河北新報社／目黒区役所／高崎市役所／さいたま市役所／東京都教
育委員会／三菱原子燃料株式会社／株式会社日本産業振興／国家公務員／株式会社毎日新
聞社／埼玉県庁／株式会社ヤマダ電機／協同総合研究所／吉田弘保法律会計総合事務所／
学校法人國學院大學／株式会社鹿児島讀賣テレビ／島村楽器株式会社／公益財団法人たばこ
総合研究センター／パナソニックシステムネットワークス株式会社／石川県庁／株式会社産業
経済新聞社／アビームコンサルティング株式会社／税理士法人青木会計／生駒学税理士事務
所／株式会社インテリジェンス／八洲電機株式会社／ダイセーロジスティクス株式会社／株式
会社インテリジェンスビジネスソリューションズ／株式会社中日新聞社／学校法人明治大学／ア
クセンチュア株式会社／イオンモール株式会社／キャリアリンク株式会社／埼玉県教育委員会
／西武信用金庫／学校法人千葉敬愛学園／千葉県中小企業団体中央会／ディップ株式会社／
株式会社トライグループ／日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ／ミニストップ株式会社／ヤフー
株式会社／株式会社ワークスアプリケーションズ／日本年金機構／富士通株式会社／ルネサス
エレクトロニクス株式会社

高度専門職業人としてアカデミズムの研究者となる者、または専門知識を生か
して、有名企業やジャーナリズムなどに就職する者など、多彩な分野の第一線
でそれぞれ活躍しています。

Graduate School of Political Science and Economics

政治経済学研究科

アクセンチュア株式会社／日本電気株式会社／Apple Japan合同会社／ソフトバンクグルー
プ／株式会社サンリオ／株式会社髙島屋／株式会社アサツーディ・ケイ／株式会社博報堂プロ
ダクツ／北京電通広告有限会社／キーエンス株式会社（中国）／株式会社DMM.comラボ／
株式会社セブン・イレブン・ジャパン／日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社／リコージャパン
株式会社／NECネッツエスアイ株式会社／日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ／イーソル
株式会社／コーチ・ジャパン合同会社／株式会社三孝開発／株式会社アリス／株式会社早稲
田アカデミー／株式会社BookLive／株式会社フォーラムエイト／古河林業株式会社／アライ
ドアーキテクツ株式会社／デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社／電気化学工
業株式会社／株式会社ネットプロテクションズ／株式会社レジェンド・アプリケーションズ／株
式会社OWNDAYS／株式会社キッツ／株式会社ニューフォーカス／株式会社NTTデータ・フィ
ナンシャルコア／国家公務員／法務教官（法務省）／埼玉県教育委員会／千葉市教育委員会／
放送大学学園／学校法人吉岡教育学園／国立大学法人東京大学

自己の問題意識との関係で、従来の学問体系を踏まえて、更なる学際性を修
得することから、幅広い分野で活躍できる人材を養成します。

Graduate School of Information and Communication

情報コミュニケーション研究科

埼玉県庁／東京特別区／三菱食品／学校法人立命館／株式会社伊藤園／学校法人東海大学
／千代田区教育委員会／株式会社エイチ・アイ・エス／独立行政法人日本学術振興会／学校法
人東京理科大学／学校法人女子美術大学／国立大学法人東京大学／学校法人国際基督教大
学／株式会社小坂研究所／公益財団法人練馬区文化振興協会／世田谷区教育委員会／埼玉
県教育委員会／葛飾区子ども総合センター／株式会社カプコン／財務省図書館／社会福祉法
人青少年福祉センター／社会福祉法人台東区社会福祉事業団／東京都立松沢病院／東日本
旅客鉄道株式会社／広島県教育委員会／学校法人武蔵野大学／株式会社明治座／学校法人
明治大学／株式会社アインシュタインインスティテュート／学校法人植草学園／学校法人北豊
島学園／株式会社国際文献社／国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院／学校法人小
林学園 本庄東高等学校／株式会社ジェイアール東海エージェンシー／社会福祉法人慈徳院／
十一房印刷工業株式会社／株式会社創育／学校法人高宮学園 代々木ゼミナール／東京都教
育委員会／株式会社トライグループ／学校法人二松学舎／福島民友新聞株式会社／学校法人
立教学院／法務省専門職員／宮代町役場／学校法人目白学園／独立行政法人労働者健康安
全機構

豊かな文化的素養と専門的知識を備えた人材を養成し、研究者・教員に限らず、
民間企業にも多くの人材を輩出しています。

Graduate School of Arts and Letters

文学研究科

大塚隆税理士事務所／株式会社荏原製作所／東京海上日動火災保険株式会社／アクセンチュ
ア株式会社／日本公認会計士協会／三菱電機株式会社／株式会社フルヤ金属／株式会社フィ
ナンシャル・エージェンシー／日本住宅ローン株式会社／株式会社ファーストリテイリング／双
葉電子工業株式会社／ HOYA株式会社／戸田中央医科グループ／株式会社全日警／パナソ
ニック株式会社／サポート行政書士法人／ヤマハ発動機株式会社／ヤマト運輸株式会社／ヤ
マトフィナンシャル株式会社／学校法人青森山田学園青森大学／株式会社エヌ・ティ・ティ・デー
タ／国税専門官／一般財団法人日本宇宙フォーラム／株式会社マクロミル／学校法人明治大
学／株式会社アップガレージ／学校法人梅村学園中京大学／河西工業株式会社／株式会社サ
ンオータス／株式会社JOE／日本アイ・ビー・エム株式会社／日本アイ・ビー・エム・ビズインテッ
ク株式会社／株式会社フジクラ／株式会社ブリヂストン／リコージャパン株式会社／学校法人
立命館／日本航空電子工業

専門的研究を生かし大学の教員や研究所の研究員となるだけではなく、MBA
として企業に就職したり、公認会計士、税理士となるなどさまざまな分野で活
躍しています。

Graduate School of Business Administration

経営学研究科
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進路状況

各研究科の進路状況について

　社会の変化に伴い、企業は高度な職業人を求めています。ここでの社会の変化とは、グローバル化を指し、世界との競争のなかで確かに活躍出来る実
力が求められます。明治大学大学院修了者の進路は実に多岐にわたり、あらゆる分野で第一線で活躍する人材を多く輩出しています。

日本弁護士連合会／東京特別区／日本アイ・ビー・エム株式会社／国立大学法人東京医科歯科
大学／学校法人日本大学／栃木県商工会連合会／岐阜市役所／東京都競馬株式会社／東亜
建設工業株式会社／東京都庁／国家公務員／横浜市役所／信濃毎日新聞株式会社／川崎市
役所／市川市役所／中央出版株式会社／株式会社サンシャインシティ／姫路市役所／府中市
役所／今治市役所／佐川グローバルロジスティクス株式会社／税理士法人ガイア／株式会社
ヤマダ電機／学校法人二階堂学園／株式会社学陽書房／北海道庁／学校法人大東文化学園
／学校法人青山学院／国際自動車株式会社／株式会社ココカラファインヘルスケア／株式会
社トライグループ／ナブテスコ株式会社／株式会社初田製作所／株式会社百五銀行／裁判所
職員／フリービット株式会社／法務省専門職員／三井住友信託銀行株式会社／森・濱田・松本
法律事務所／株式会社四谷大塚／労働基準監督官／株式会社ワークスアプリケーションズ／
国家公務員共済組合連合会／長野県庁／学校法人白鷗大学／伊勢原市役所／凸版印刷株式
会社／アルプスアルパイン株式会社／アマゾンジャパン合同会社

専攻によって進路はさまざまですが、各自の専門知識を生かして、民間企業、教
育機関など、その分野の第一線で活躍しています。大学教員や研究者の道に進
む例も、着実に増加しています。

Graduate School of Law

法学研究科

本田技研工業株式会社／キヤノン株式会社／ソニー株式会社／オリンパス株式会社／日本電気
株式会社／トヨタ自動車株式会社／KDDI株式会社／TDK株式会社／東京エレクトロン株式
会社／戸田建設株式会社／凸版印刷株式会社／株式会社 日立製作所／アクセンチュア株式会
社／株式会社 小松製作所／ソフトバンクグループ株式会社／株式会社野村総合研究所／パナ
ソニック株式会社／東日本電信電話株式会社／ヤフー株式会社／株式会社 IHI／株式会社 梓
設計／アンリツ株式会社／いすゞ自動車株式会社／カシオ計算機株式会社／川崎重工業株式
会社／株式会社クボタ／スズキ株式会社／大成建設株式会社／大日本印刷株式会社／テルモ
株式会社／東京電力ホールディングス株式会社／独立行政法人都市再生機構／日本精工株式
会社／日本アイ・ビー・エム株式会社／株式会社日立国際電気／富士ゼロックス株式会社／富
士通株式会社／富士電機株式会社／マツダ株式会社／株式会社 松田平田設計／三菱電機株
式会社／株式会社村田製作所／アサヒ飲料株式会社／アンリツインフィビス株式会社／伊藤忠
テクノソリューションズ株式会社／株式会社イトーキ／江崎グリコ株式会社／SCSK株式会社
／NECソリューションイノベータ株式会社／エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

理工学研究科では、自然科学に関する幅広い教養と工学的な応用力をバランス
よく備えた高度専門職業人や研究者の育成を目指しています。研究活動を通
して、問題解決能力やコミュニケーション能力などの実践力を培い、いかなる
分野においても果敢に活躍できる人材を輩出しています。

Graduate School of Science and Technology

理工学研究科

アクセンチュア株式会社／株式会社オージス総研／株式会社ルネサスイーストン／学校法人同
志社／学校法人目白学園／東日本旅客鉄道株式会社／水戸市役所／株式会社ニトリ／埼玉
県教育委員会／ケーザー・コンプレッサー株式会社／マイシアター株式会社／株式会社ポイン
ト／神奈川県教育委員会／フィールズ株式会社／株式会社インテリジェンスビジネスソリューショ
ンズ／日本オートマチックマシン株式会社／ヤマトフィナンシャル株式会社／ユニキャリア株式
会社／株式会社ユニバンス／株式会社東京流通センター／厚生労働省／NECマネジメントパー
トナー株式会社

総合的研究指導により、倫理的判断力と異文化理解に富み、公共的視点からの
思考と活動が出来る人材の養成を目指しています。グローバル社会において、
幅広い分野への進出を考えています。

Graduate School of Humanities

教養デザイン研究科

財団法人日本食品分析センター／日本アルコール販売株式会社／キユーピー株式会社／グリ
コ栄養食品株式会社／丸善食品工業株式会社／株式会社ブルボン／味の素株式会社／キリン
協和フーズ株式会社／ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社／ライオン株式会社／全国農業
協同組合連合会／日本製紙株式会社／ブルドックソース株式会社／ＮＥＣソフト株式会社／株
式会社集英社／横浜市役所／警視庁／東京都教育委員会／東京都庁／三菱商事パッケージ
ング株式会社／株式会社カネボウ化粧品／キヤノンソフトウェア株式会社／日本新薬株式会社
／大塚製薬株式会社／独立行政法人理化学研究所／株式会社日立システムズ／独立行政法
人日本学術振興会／日東富士製粉株式会社／シャープ株式会社／株式会社ニチレイフーズ／
いなば食品株式会社／株式会社中外臨床研究センター／日産化学工業株式会社／国家公務
員／一般財団法人化学及血清療法研究所／神奈川県農業協同組合中央会／株式会社伊藤園
／田園都市レディースクリニック／学校法人明治大学／千葉県庁／全国農業（協組連）／国家
公務員 総合職／山崎製パン株式会社／理研ビタミン株式会社／アクセンチュア株式会社／株
式会社アルビオン／株式会社 J-オイルミルズ／丸美屋食品工業株式会社／三井化学株式会
社／MC フードスペシャリティーズ株式会社／昭和産業株式会社／株式会社武蔵野

最先端科学を駆使した広範な研究アプローチにより培った高度な専門知識と
広い視野に立つことのできる総合力を生かして、「食料・環境・生命」の各分野で
研究・技術開発を中心に幅広く活躍しています。

Graduate School of Agriculture

農学研究科
株式会社クリーク・アンド・リバー社／株式会社臨海セミナー／株式会社コンベンションリンケー
ジ／アベイズム株式会社／サクシード株式会社／株式会社ユウメディア／株式会社インフォス
マイル／株式会社プレナス／東京日本語センター／株式会社日本教育クリエイト／株式会社第
一学習社／千葉県教育委員会／学校法人山崎学園　富士見中学・高等学校／エヌ・ティ・ティ
ラーニングシステムズ株式会社／株式会社シフラ／生活協同組合連合会大学生活協同組合東
京事業連合／日本アイ・ビー・エムシステムズ・エンジニアリング株式会社／株式会社ネオディラ
イトインターナショナル／株式会社フルヤ金属／株式会社ヴィス／オーディーユージャパン株式
会社／株式会社クリス／東京都教育委員会／四葉貿易株式会社／大学共同利用機関法人人
間文化研究機構／公益財団法人国際人材協力機構／学校法人武蔵野大学／株式会社ナガセ
／株式会社Manjuu／株式会社ヤマダデンキ

世界の多様な文化や社会システムを深く理解するとともに、日本を理解すること
を重視します。また、それに留まらず、その理解に基づいて、自らの意思を言語やさ
まざまなメディアを通じて的確に表現し、発信する方法も研究していきます。

Graduate School of Global Japanese Studies

国際日本学研究科

株式会社日立アドバンストシステムズ／JCOM株式会社／NECソリューションイノベータ株式
会社／SCSK株式会社／エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社／ヤフー株式会社／株式会社豊
田自動織機／パナソニック株式会社／凸版印刷株式会社／本田技研工業株式会社／東京電力
ホールディングス株式会社／株式会社テクノプロ／株式会社メイテック／日本貨物航空株式会
社／ソニー株式会社／株式会社日本総合研究所／チューリッヒ・インシュアランス・カンパニー・
リミテッド／東海大学付属高輪台高等学校・中等部／アクセンチュア株式会社／ソフトバンク株
式会社／富士電機株式会社／三菱電機株式会社／株式会社エヌ・ティ・ティ・データ／日本アイ・
ビー・エム株式会社／あいおいニッセイ同和損害保険株式会社／株式会社博報堂／キンドリル
ジャパン株式会社

高社会イノベーションの実現を図り、人類の福祉の向上に寄与するという理念
のもと、先端数理科学研究科は高度で幅広い数理科学的素養を身に付け、さま
ざまな現象とのインターフェイスとなって数学と諸科学の掛け橋を構築する
力を持った国際的に活躍できる人材の育成を目指しています。

Graduate School of Advanced Mathematical Sciences

先端数理科学研究科
❶ グローバル・ガバナンス分野の教育・研究を担う研究職
❷ 国際機関などでグローバル・イシューに取り組む国際公務員
❸ 各国で政策の立案・実施を担う政府職員など

グローバルな公共政策の視点を持ち、地球環境問題の解決、世界的な貧富の格
差の縮小、人権の保障、民主化推進、地球活性化、危機管理などの政策目標に資
する戦略についての研究能力を有する人材の育成を目指しています。修了者
には、次のような機関・領域で活躍することを期待しています。

Graduate School of Global Governance

グローバル・ガバナンス研究科

三菱商事株式会社／伊藤忠商事株式会社／株式会社三井住友銀行／株式会社みずほフィナン
シャルグループ／野村證券株式会社／第一生命保険株式会社／株式会社資生堂／本田技研工
業株式会社／株式会社リコー／パナソニック株式会社／富士通株式会社／サントリーホールディ
ングス株式会社／日清食品ホールディングス株式会社／株式会社日立ソリューションズ／株式
会社日立ビルシステム／日立キャピタル株式会社／三菱ふそうトラック・バス株式会社／新日鉄
住金マテリアルズ株式会社／住友電気工業株式会社／日本光電工業株式会社／イオンリテール
株式会社／株式会社ファーストリテイリング／日本アイ・ビー・エム株式会社／KDDI株式会社／
ソフトバンクグループ／アクセンチュア株式会社／ヤマトフィナンシャル株式会社／ヤマトロジスティ
クス株式会社／郵船ロジスティクス株式会社／中日本高速道路株式会社／株式会社日本能率協
会コンサルティング／学校法人明治大学／学校法人立教学院立教大学／学校法人日本大学／
国立大学法人千葉大学／国立大学法人富山大学／学校法人千葉学園千葉商科大学／学校法
人共愛学園共愛学園前橋国際大学／公立大学法人青森公立大学／学校法人常葉学園／釧路
公立大学事務組合／東京都庁／東京特別区／栃木県庁／多摩市役所／すばる会計事務所／大
坪恭也税理士事務所／有限責任監査法人トーマツ

日本における「商学のパイオニア」としての商学部教育の伝統を基礎に、より高
度の商学専門分野の知識と研究能力を身に付けた多くの大学教員や研究者の
みならず、専門性を生かした企業人も輩出しています。

Graduate School of Commerce 

商学研究科

外務省／株式会社エヌ・ティ・ティデータ／株式会社みずほファイナンシャルグループ／住友電
気工業株式会社／三陸河北新報社／目黒区役所／高崎市役所／さいたま市役所／東京都教
育委員会／三菱原子燃料株式会社／株式会社日本産業振興／国家公務員／株式会社毎日新
聞社／埼玉県庁／株式会社ヤマダ電機／協同総合研究所／吉田弘保法律会計総合事務所／
学校法人國學院大學／株式会社鹿児島讀賣テレビ／島村楽器株式会社／公益財団法人たばこ
総合研究センター／パナソニックシステムネットワークス株式会社／石川県庁／株式会社産業
経済新聞社／アビームコンサルティング株式会社／税理士法人青木会計／生駒学税理士事務
所／株式会社インテリジェンス／八洲電機株式会社／ダイセーロジスティクス株式会社／株式
会社インテリジェンスビジネスソリューションズ／株式会社中日新聞社／学校法人明治大学／ア
クセンチュア株式会社／イオンモール株式会社／キャリアリンク株式会社／埼玉県教育委員会
／西武信用金庫／学校法人千葉敬愛学園／千葉県中小企業団体中央会／ディップ株式会社／
株式会社トライグループ／日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ／ミニストップ株式会社／ヤフー
株式会社／株式会社ワークスアプリケーションズ／日本年金機構／富士通株式会社／ルネサス
エレクトロニクス株式会社

高度専門職業人としてアカデミズムの研究者となる者、または専門知識を生か
して、有名企業やジャーナリズムなどに就職する者など、多彩な分野の第一線
でそれぞれ活躍しています。

Graduate School of Political Science and Economics

政治経済学研究科

アクセンチュア株式会社／日本電気株式会社／Apple Japan合同会社／ソフトバンクグルー
プ／株式会社サンリオ／株式会社髙島屋／株式会社アサツーディ・ケイ／株式会社博報堂プロ
ダクツ／北京電通広告有限会社／キーエンス株式会社（中国）／株式会社DMM.comラボ／
株式会社セブン・イレブン・ジャパン／日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社／リコージャパン
株式会社／NECネッツエスアイ株式会社／日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ／イーソル
株式会社／コーチ・ジャパン合同会社／株式会社三孝開発／株式会社アリス／株式会社早稲
田アカデミー／株式会社BookLive／株式会社フォーラムエイト／古河林業株式会社／アライ
ドアーキテクツ株式会社／デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社／電気化学工
業株式会社／株式会社ネットプロテクションズ／株式会社レジェンド・アプリケーションズ／株
式会社OWNDAYS／株式会社キッツ／株式会社ニューフォーカス／株式会社NTTデータ・フィ
ナンシャルコア／国家公務員／法務教官（法務省）／埼玉県教育委員会／千葉市教育委員会／
放送大学学園／学校法人吉岡教育学園／国立大学法人東京大学

自己の問題意識との関係で、従来の学問体系を踏まえて、更なる学際性を修
得することから、幅広い分野で活躍できる人材を養成します。

Graduate School of Information and Communication

情報コミュニケーション研究科

埼玉県庁／東京特別区／三菱食品／学校法人立命館／株式会社伊藤園／学校法人東海大学
／千代田区教育委員会／株式会社エイチ・アイ・エス／独立行政法人日本学術振興会／学校法
人東京理科大学／学校法人女子美術大学／国立大学法人東京大学／学校法人国際基督教大
学／株式会社小坂研究所／公益財団法人練馬区文化振興協会／世田谷区教育委員会／埼玉
県教育委員会／葛飾区子ども総合センター／株式会社カプコン／財務省図書館／社会福祉法
人青少年福祉センター／社会福祉法人台東区社会福祉事業団／東京都立松沢病院／東日本
旅客鉄道株式会社／広島県教育委員会／学校法人武蔵野大学／株式会社明治座／学校法人
明治大学／株式会社アインシュタインインスティテュート／学校法人植草学園／学校法人北豊
島学園／株式会社国際文献社／国家公務員共済組合連合会 横浜栄共済病院／学校法人小
林学園 本庄東高等学校／株式会社ジェイアール東海エージェンシー／社会福祉法人慈徳院／
十一房印刷工業株式会社／株式会社創育／学校法人高宮学園 代々木ゼミナール／東京都教
育委員会／株式会社トライグループ／学校法人二松学舎／福島民友新聞株式会社／学校法人
立教学院／法務省専門職員／宮代町役場／学校法人目白学園／独立行政法人労働者健康安
全機構

豊かな文化的素養と専門的知識を備えた人材を養成し、研究者・教員に限らず、
民間企業にも多くの人材を輩出しています。

Graduate School of Arts and Letters

文学研究科

大塚隆税理士事務所／株式会社荏原製作所／東京海上日動火災保険株式会社／アクセンチュ
ア株式会社／日本公認会計士協会／三菱電機株式会社／株式会社フルヤ金属／株式会社フィ
ナンシャル・エージェンシー／日本住宅ローン株式会社／株式会社ファーストリテイリング／双
葉電子工業株式会社／ HOYA株式会社／戸田中央医科グループ／株式会社全日警／パナソ
ニック株式会社／サポート行政書士法人／ヤマハ発動機株式会社／ヤマト運輸株式会社／ヤ
マトフィナンシャル株式会社／学校法人青森山田学園青森大学／株式会社エヌ・ティ・ティ・デー
タ／国税専門官／一般財団法人日本宇宙フォーラム／株式会社マクロミル／学校法人明治大
学／株式会社アップガレージ／学校法人梅村学園中京大学／河西工業株式会社／株式会社サ
ンオータス／株式会社JOE／日本アイ・ビー・エム株式会社／日本アイ・ビー・エム・ビズインテッ
ク株式会社／株式会社フジクラ／株式会社ブリヂストン／リコージャパン株式会社／学校法人
立命館／日本航空電子工業

専門的研究を生かし大学の教員や研究所の研究員となるだけではなく、MBA
として企業に就職したり、公認会計士、税理士となるなどさまざまな分野で活
躍しています。

Graduate School of Business Administration

経営学研究科


