
平成 27 年度経済学研究科進路状況調査 
平成   年  月  日提出 

氏    名  学籍番号  

専  攻  指導教員  

進路（該当するところに○をつけ、具体的に記入してください。） 

 既就職 （職に就きながら在学している方は、現在の職を就職内定先等に記入してください。） 

 就 職 （下の就職内定先等に記入してください。） 

 就職希望 該当項目に○（  就職活動中 ・ 公務員試験準備  ） 

 進 学 進学先名（                                ） 

 自  営 事業内容等（                               ） 

 定年退職後無職 （定年退職またはそれに準ずる退職により無職となった方はこちらを選択してください。） 

 その他 内容等（                                 ） 

※アルバイト・パートに就いた場合は、その他に○を付け、その旨記入してください。 

就職内定先等（該当するところに○をつけ、具体的に記入してください。）※裏面もあります 

企業・団体名  内定通知受領年月 平成   年   月 

雇用形態  正規雇用職員  
契約雇用職員 
（雇用契約期間が1年以上かつ

フルタイム勤務相当） 

 
雇用契約期間が1年未満又は短時間

勤務 

本社・本庁等所在地〔就職先地域別分類〕（該当するものに○） 

 北海道 01  埼玉 11  岐阜 21  和歌山 30  福岡 40 

 青森 02  千葉 12  静岡 22  鳥取 31  佐賀 41 

 岩手 03  東京 13 
 

愛知（名古屋

市を除く） 
23 

 島根 32  長崎 42 

 宮城 04  神奈川 14  岡山 33  熊本 43 

 秋田 05  新潟 15  三重 24  広島 34  大分 44 

 山形 06  富山 16  滋賀 25  山口 35  宮崎 45 

 福島 07  石川 17  京都 26  徳島 36  鹿児島 46 

 茨城 08  福井 18  大阪 27  香川 37  沖縄 47 

 栃木 09  山梨 19  兵庫 28  愛媛 38  国外 48 

 群馬 10  長野 20  奈良 29  高知 39  名古屋市 52 

産業別分類（内定先が該当するものに○） 

○  分類 例 ○  分類 例 

農業・林業・漁業・鉱業・建設業  10 汎用・生産用業務器具 ボイラ、ポンプ、工作機械 

 01 農業・林業 農業、畜産、園芸、育林  11 電子部品・デバイス 電子回路、ﾀﾞｲｵｰﾄﾞ、音響部品 

 02 漁業・水産業 漁業、水産養殖  12 電気・情報通信機械器具 家電、電話機、PC 

 03 鉱業 鉱業、採石業  13 輸送用機械器具 自動車、自動車部品、造船 

 04 建設業 建築、解体、設備工事  14 その他の製造業 
楽器、ｼﾞｭｴﾘｰ、玩具、事

務用品、眼鏡 

製造業 電気・ガス・熱供給・水道業 

 05 食料品・飲料・たばこ・飼料 
食品・飲料・惣菜・たば

こ・飼料製造 
 15 電気・ガス・熱供給・水道 電力会社、ガス会社 

 06 繊維工業・衣服 
ｱﾊﾟﾚﾙﾒｰｶｰ、製糸、織物、

染色、 
情報通信 

 07 出版印刷業 印刷、製本、印刷関連ｻｰﾋﾞｽ  16 情報通信 電話、テレビ、IT 

 08 化学工業・石油・石炭製品 
化学・石油・石炭工業製品

製造 
運輸・郵便 

 09 鉄鋼・非鉄金属・金属製品 
製鉄、金属製品製造、め

っき 
 17 運輸・郵便 鉄道、航空、運送、倉庫 

裏面に続く↓ 



平成 27 年度経済学研究科進路状況調査 
表面からの続き 

○  分類 例 ○  分類 例 

卸売・小売業 教育、学習支援業 

 18 卸売業 
各種商品卸売、業務用商品

販売 
 29 学校教育 幼稚園、小中高校、大学 

 19 小売業 スーパー、百貨店  30 その他教育学習支援 塾、博物館、音楽教室 

金融・保険 医療、福祉 

 20 金融業 銀行、信用金庫  31 医療・保険衛生 病院、保健所 

 21 保険業 生保、損保  32 社会保険・社会福祉・介護 社会保険事業団体、介護 

不動産・物品賃貸 複合サービス業 

 22 不動産業 
建物・土地売買、不動

産賃貸、駐車場業 
 33 郵便局、協同組合 郵便局株式会社、農協 

 23 物品賃貸業 
総合リース、レンタカ

ー、機械リース 
サービス業（他に分類されないもの） 

学術研究、専門・技術サービス業  34 宗教 神社、寺院、教会 

 24 学術・開発研究機関 研究所  35 その他サービス業 商工会議所、修理、職業紹介 

 25 法務 法律・司法書士事務所 公務 

 26 専門サービス業 
後任会計士・税理士事務

所、監査法人、広告業 
 36 国家公務 省庁、裁判所、入国管理局 

宿泊・飲食サービス業  37 地方公務 都道府県、市町村機関 

 27 宿泊・飲食店 ホテル、飲食店 その他の産業 

生活関連サービス業、娯楽業  38 その他の産業 ― 

 28 生活関連サービス業、娯楽 旅行、冠婚葬祭、遊園地  

 

職業分類（該当する職種に○） 

○ 分類名 番号 例 

 事務従事者 01 

管理部門（総務、経理、庶務など）、営業・販売事務、生産現場事務、 

預貯金窓口事務、郵便窓口係員（保険を含まない）、旅行会社カウンター係、 

行政事務、受付・案内、秘書、など 

 

 

販売従事者（営業含む） 

 

02 
営業（金融・不動産営業含む）、販売店員、小売店主・店長（経営者でない場合） 

商品仕入員・バイヤー、不動産仲介・売買、有価証券売買など 

 サービス職業従事者 03 

飲食店スタッフ（ホール・調理）、飲食店主・店長（経営者でない場合）、介護職員、

看護助手、歯科助手、旅館・ホテル等客室係、映画館・遊園地等の娯楽場での入退場・

接客などのサービス従事、旅行添乗員など 

 情報処理・通信技術者 04 SE、システムコンサルタント、システム設計者など 

 専門的・技術的職業 05 
【 公認会計士 ・ 税理士 ・ 司法書士 ・ 社会保険労務士 】←あてはまるものに○ 

【 記者 、編集者  、その他（                       ）】 

 保安職業従事者 06 警察官、消防士、自衛官、警備員など 

 学校教員 07 小学校教員、中学校教員、高校教員、専門学校教員、大学教員、特別支援学校教員など  

 その他教員 08 塾講師、茶道・華道・音楽・手芸・ダンスなどの講師 

  管理的職業従事者 09 経営者、管理職従事者など 

 その他 10 

具体的に記入してください。分類がわからない場合や、入社後に決定される場合もこ

ちらに記入してください。↓ 

                                  

 

※銀行・信用金庫などは、預貯金窓口の仕事のみ従事する場合は「事務従事者」を選択し、営業にも回る場合は、 

 「販売従事者」を選択してください。 

 

 


