
 

 

 

 

 森林科学コースの卒業生は，公務員では林野庁（農林水産省総合職・一般職），都道府県

上級職（林学），市町村職員など，民間企業では森林，木材・住宅，緑化環境などに関連した 

多彩な分野の企

業に就職しており，

いずれも在学中の

専門を生かした分

野で活躍していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 22年度卒業 

  （県庁）北海道，青森県，秋田県，宮城県， 

      岩手県警察（事務） 

  （市区町村）五所川原市 

・平成 23年度卒業 

  （県庁）青森県，秋田県（2名），岩手県（2名） 

・平成 2４年度卒業 

  （県庁）北海道（2名），秋田県，岩手県（2名）， 

       福島県（2名），宮城県，東京都 

  （市区町村）盛岡市（2名），八幡平市，小山市 

・平成 25年度卒業 

  （県庁）秋田県，岩手県（2名），宮城県（2名）， 

       福島県（2名），福島県，千葉県 

  （市区町村）旭川市 

○地方公務（34名） 

・平成 22年度卒業 

  岩手大学大学院（4名） 

・平成 23年度卒業 

  岩手大学大学院（2名） 

・平成 24年度卒業 

  岩手大学大学院（4名）， 

  北海道大学大学院 

・平成 25年度卒業 

  岩手大学大学院（5名） 

○進学（16名） 
・平成 22年度卒業 林野庁（2名），ハローワーク 

・平成 23年度卒業 林野庁（2名） 

・平成 24年度卒業 林野庁 

・平成 25年度卒業 林野庁（2名） 

○国家公務（8名） 

・平成 22年度卒業 

  守屋木材（株） 

・平成 23年度卒業 

  アイリスオーヤマ（株） 

・平成 25年度卒業 

  東洋濾紙（株）， 

  （株）ロゴスホーム， 

  守屋木材（株） 

・平成 22年度卒業 

  （有）ファーム富田， 

  東磐井地方森林組合 

・平成 23年度卒業 

  （有）川村造園事務所， 

  いわき市森林組合， 

  三田農林（株） 

○製造業（5名） 

・平成 22年度卒業 

  （株）飛竜企画（情報通信業）， 

  岩谷産業（株）（ガス業） 

・平成 23年度卒業 

  ナイス（株）（卸売業）， 

  東北ミサワホーム（株）（建設業）， 

  日本総合住生活（株）（建設業） 

・平成 2４年度卒業 

  （独）森林総合研究所（開発研究機関）， 

  星槎グループ（教員，学校教育）， 

  （株）秋田銀行（金融業）， 

  五枚橋ワイナリー（小売業）， 

  日本製紙木材（株）（卸売業） 

・平成 25年度卒業 

  川島印刷（株）（印刷業）， 

  （株）エイブル（不動産業） 

森林科学コース卒業生の進学・就職先 

（平成 22～25年度） 

 

H25年度はH26年1月現在．修士課程と卒業時点での未定者は含

まず．当コースの卒業生数は，H22 年度 19 名，H23 年度 15 名，

H24年度 25名であり，H25年度卒業予定者数は 24名です． 

 

○その他の業種（12名） 
 

○農林業（5名） 
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 農村環境デザイン学コースの卒業生は，公務員では農林水産省や国土交通省などの行政

機関，岩手県庁や宮城県庁，盛岡市役所などの地方公共団体に就職しています。民間企業

では，主に建設業と運輸業に就職し，  

活躍しています。「就職の強さ」

が農村環境デザイン学コースの

メリットの一つです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平成 22年度卒業 

  （県庁）北海道，宮城県，岩手県，神奈川県，東京都 

  （市区町村）盛岡市役所，田村市 

・平成 23年度卒業 

  （県庁）北海道（2名），青森県，岩手県（3名）， 

       岩手県警察，宮城県（3名），山形県，愛知県 

  （市区町村）滝沢村，盛岡市，久慈市，上山市，いわき市 

・平成 2４年度卒業 

  （県庁）宮城県（3名），岩手県（3名），山形県，千葉県 

・平成 25年度卒業 

  （県庁）北海道，岩手県（2名），宮城県（2名），山形県（2名），静岡県 

  （市区町村）東京都特別区，盛岡市，名取市，いわき市 

○地方公務（44名） 

・平成 22年度卒業   農林水産省（I種，2名） 

・平成 23年度卒業   経済産業省（II種） 

・平成 24年度卒業   農林水産省（総合職） 

・平成 25年度卒業   農林水産省（総合職）， 

               国土交通省（総合職） 

○国家公務（6名） 

・平成 22年度卒業 

  西條設計コンサルタント，ジャパンパイル（株）， 

  （株）竹中土木，（株）タカカツ，水技研 

・平成 23年度卒業 

  東日本旅客鉄道（株） 

・平成 2４年度卒業 

  若鈴コンサルタンツ（株），八千代エンジニヤリング（株）， 

  東日本旅客鉄道（株）（2名） 

・平成 25年度卒業 

  八千代エンジニアリング（株），（株）大本組 

○建設業，運輸業（12名） ・平成 23年度卒業 

  岩手大学大学院 

・平成 2４年度卒業 

  岩手大学大学院，東京農工大学大学院 

・平成 25年度卒業 

  岩手大学大学院（2名），神戸大学大学院 

○進学（6名） 

・平成 22年度卒業 

  日本中央競馬会（他のサービス）， 

  岩手共済連合会（他のサービス）， 

  岩手県立高等学校教員（学校教育）， 

  国立大学法人岩手大学（土木技術，学校教育） 

・平成 23年度卒業 

  （株）アーネストワン（不動産業）， 

  （株）ゼネット（情報処理技術） 

・平成 2４年度卒業生 

  ユーシーシーフードサービスシステムズ（株）（小売業） 

・平成 25年度卒業 

  （株）イワテ美容商事（卸売業） 

○その他の業種（8名） 

農村環境デザイン学コース卒業生の進学・就職先 

（平成 22～25年度）  

 

地方公務 
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H25年度はH26年1月現在．修士課程と卒業時点での未定者は含

まず．当コースの卒業生数は，H22 年度 19 名，H23 年度 22 名，

H24年度 17名であり，H25年度卒業予定者数は 21名です． 
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共生環境学コースでは，講義・演習を通して社会との接点が多く，卒業後の進路の選択肢

の幅が広いことが特徴です。 

卒業生は，大学院進学や

地方公務員の他，民間企業

をはじめとした様々な職種に

就職しています。 

・平成 22年度卒業 

  岩手大学大学院（5名）， 

  東京農工大学大学院 

・平成 23年度卒業 

  岩手大学大学院（4名）， 

  東京農工大学大学院， 

  筑波大学大学院 

・平成 24年度卒業 

  岩手大学大学院（3名）， 

  北海道大学大学院 

・平成 25年度卒業 

  岩手大学大学院（2名） 

○進学（18名） 
・平成 22年度卒業 

（県庁）岩手県警察 

（市区町村）青森市，滝沢村 

・平成 23年度卒業 

  （県庁）岩手県，宮城県 

  （市区町村）南箕輪村，田村市 

・平成 2４年度卒業 

  （県庁）福島県，新潟県 

  （市区町村）陸前高田市 

・平成 25年度卒業 

  （市区町村）八戸市，由利本荘市， 

         横手市，会津若松市 

○地方公務 

（14名） 

・平成 22年度卒業 

  （株）広瀬商会，カインズホーム 

・平成 23年度卒業 

  カメイ（株），（株）わだかん 

・平成 2４年度卒業 

  （株）三田商店， 

  （株）名東水園， 

  （株）アイジーエー 

・平成 25年度卒業 

  イオンスーパーセンター（株） 

○小売業，卸売業 

（8名） 

・平成 22年度卒業 

  千葉県公立学校教員 

・平成 23年度卒業 

  国立大学法人岩手大学（技術）， 

  国立大学法人秋田大学（事務）， 

  新潟県公立学校教員 

・平成 25年度卒業 

  岩手医科大学（事務） 

○学校教育（5名） 

・平成 22年度卒業  

  岩手県森林組合連合会 

・平成 25年度卒業 

  （有）松田林業 

  三田農林（株） 

○農林業（3名） 

・平成 22年度卒業 

  財団法人日本生態系協会（開発研究機関，2名）， 

  北日本銀行（金融業）， 

  （株）ここみケア（福祉） 

  日本郵便（株）（郵便業） 

  全国共済農業協同組合 

  連合会岩手県本部（複合サービス事業） 

・平成 23年度卒業 

  東日本旅客鉄道㈱（運輸業）， 

  スジャータめいらくグループ（食料品製造業）， 

  京葉緑化工事（株）（建設業）， 

  開発虎ノ門コンサルタント（株）（建設業） 

・平成 2４年度卒業 

  アジア航測（株）（専門・技術）， 

  （株）東北銀行（金融業）， 

  日本住宅（株）（不動産業）， 

  （株）富士通エフサス（情報通信業）， 

  （株）JTB北海道（生活関連，娯楽業） 

  JA全農ミートフーズ（株）（複合サービス事業） 

  起業 

○その他の業種（18名） 

共生環境学コース卒業生の進学・就職先 

（平成 22～25年度） 

 

H25年度はH26年1月現在．修士課程と卒業時点での未定者は含

まず．当コースの卒業生数は，H22 年度 22 名，H23 年度 22 名，

H24年度 18名であり，H25年度卒業予定者数は 12名です． 
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