
主催：浜松商工会議所、浜松市

浜松地域企業と
大学就職支援担当者との

就職情報交換会
 

参加大学一覧

大学名 愛知大学

大学概要
愛知県豊橋市内に１キャンパス、名古屋市内に２キャンパスを持つ文系総合大学で
あり、静岡県西部地区からの進学者も1学年当たり150名程度おります。

学部（学科）
豊橋校舎：文学部、地域政策学部、短期大学部
名古屋校舎：法学部、経済学部、経営学部、現代中国学部、国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学
部

ホームページ https://www.aichi-u.ac.jp/

担当者名 菅谷　宗紀 部署・役職名
豊橋キャリア支援課
キャリアアドバイザー

所在地 愛知県豊橋市町畑町１－１

電話番号 0532-47-4119
メール
アドレス tcareer@ml.aichi-u.ac.jp

求人票の
受付方法

※該当に〇印

紙媒体
（形式規定）

紙媒体
（形式自由）

Web
システム

メール 訪問 その他 受付不可
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大学名 愛知学院大学

大学概要
文系学部を中心に約12,000名の学生が在籍し、約143,000名の卒業生が各界で
活躍しております。学生の主な出身県は東海地方で、静岡からも毎年200名程の
学生が入学しております。

学部（学科）
文学部、商学部、経営学部、経済学部、法学部、総合政策学部、心身科学部、歯
学部、薬学部

ホームページ https://www.agu.ac.jp/

担当者名 奥山　貴文 部署・役職名
キャリアセンター就職課

(名城公園キャンパス担当）
係長

所在地 愛知県名古屋市北区名城3-1-1

電話番号 052-911-1011
メール
アドレス okuyama@dpc.agu.ac.jp

求人票の
受付方法

※該当に〇印

紙媒体
（形式規定）

紙媒体
（形式自由）

Web
システム

メール 訪問 その他 受付不可

〇 〇 〇 〇 求人受付ﾅﾋﾞ

大学名 神奈川大学

大学概要
8学部22学科、2プログラムを設置する総合大学です。2022年には建築学部の開
設、2023年には横浜キャンパスに理工系学部が集結し、横浜の総合大学として再
始動します。静岡県出身者が1,229名在籍しています。（2021.5.1現在）

学部（学科）

法学部（法律、自治行政）、経済学部（経済、現代ビジネス）、経営学部（国際経営）、外国
語学部（英語英文、スペイン語、中国語）、国際日本学部（国際文化交流、日本文化、歴
史民俗）、人間科学部（人間科）、理学部（数理・物理、情報科、化、生物科、総合理学プロ
グラム）、工学部（機械工、電気電子情報工、物質生命化、情報システム創成、経営工、建
築、総合工学プログラム）

ホームページ https://www.kanagawa-u.ac.jp/

担当者名 小山　智子 部署・役職名 就職課長

所在地 みなとみらいキャンパス：横浜市西区みなとみらい4-5-3

電話番号 045-664-3710
メール
アドレス

shushoku-kyujin@kanagawa-u.ac.jp

求人票の
受付方法

※該当に〇印

紙媒体
（形式規定）

紙媒体
（形式自由）

Web
システム

メール 訪問 その他 受付不可

○ ○ ○ ○
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メール
アドレス osyusyok@adb.shizuoka.ac.jp

大学名 金城学院大学

大学概要
「強く、やさしく。」を教育スローガンに抱えています。信念を持って貫き通す「強さ」。
相手を受け入れ、こころに寄り添う「優しさ」。「強さ」と「優しさ」を身につけ、社会で
活躍できる人材を育成します。

学部（学科）

文学部（日本語日本文化学科・英語英米文化学科・外国語コミュニケーション学科・
音楽芸術学科）、生活環境学部（生活マネジメント学科・環境デザイン学科・食環境
栄養学科）、国際情報学部（国際情報学科）、人間科学部（現代子ども教育学科・
多元心理学科・コミュニティ福祉学科）、薬学部（薬学科）

ホームページ https://www.kinjo-u.ac.jp/syusyoku/index.html

担当者名 小出　員也 部署・役職名
学生支援部キャリア支援セン
ター・課員

所在地 愛知県名古屋市守山区大森二丁目1723番地

電話番号 052-798-0018
メール
アドレス syusyoku@kinjo-u.ac.jp

求人票の
受付方法

※該当に〇印

紙媒体
（形式規定）

紙媒体
（形式自由）

Web
システム

メール 訪問 その他 受付不可

〇 求人NAVI 〇 〇

大学名 静岡大学

大学概要
静岡市と浜松市にキャンパスがある国立大学です。2021年度入学の学部生約
2,000名のうち静岡県出身者は37.3％、2020年度卒業の学部生のうち大学院進
学者は31.4％、一般企業就職者は42.6％という状況です。

学部（学科）

＜静岡キャンパス＞人文社会科学部（社会学科、言語文化学科、法学科、経済学科）・教育学部（学
校教育教員養成課程）・理学部（数学科、物理学科、化学科、生物科学科、地球科学科、（創造理
学コース））・農学部（生物資源科学科、応用生命科学科）・地域創造学環（地域サステナビリティコー
ス、アート＆マネジメントコース、スポーツプロモーションコース）　＜浜松キャンパス＞工学部（機械工
学科、電気電子工学科、電子物質科学科、化学バイオ工学科、数理システム工学科）・情報学部（情
報科学科、行動情報学科、情報社会学科）

ホームページ https://www.shizuoka.ac.jp/

担当者名 杉山　興 部署・役職名 就職支援室　副室長

所在地
静岡キャンパス：静岡市駿河区大谷836
浜松キャンパス：浜松市中区城北3-5-1

電話番号 054-238-5492

求人票の
受付方法

※該当に〇印

紙媒体
（形式規定）

紙媒体
（形式自由）

Web
システム

メール 訪問 その他 受付不可

○
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メール
アドレス

磐田Ｃ　k-plcm@ssu.ac.jp
藤枝Ｃ　f-plcm@ssu.ac.jp

大学名 静岡産業大学

大学概要

静岡県内出身者が約７５％、県内就職率は８５％と県内企業への就職実績が高い
大学です。また2021年度より磐田キャンパスにおいてスポーツ科学部が新設されま
した。正課の学びと特徴あるキャリア教育を行うことで地元への人材の輩出に注力
してまいります。

学部（学科） 経営学部（経営学科／心理経営学科）、スポーツ科学部（スポーツ科学科）

ホームページ https://www.ssu.ac.jp/

担当者名 池ヶ谷 雅一 部署・役職名 キャリア支援課 統括課長

所在地 磐田Ｃ：磐田市大原1572-1　藤枝Ｃ：藤枝市駿河台4-1-1

電話番号
磐田Ｃ　0538-36-8274
藤枝Ｃ　054-645-0194

求人票の
受付方法

※該当に〇印

紙媒体
（形式規定）

紙媒体
（形式自由）

Web
システム

メール 訪問 その他 受付不可

○ ○ ○

大学名 静岡文化芸術大学

大学概要
本学は、静岡県が設立した公立大学法人が運営する県立大学で、文化や芸術の
学びを活かして豊かな人間性と的確な時代・社会認識を持ち、国際社会の様々な
分野で活躍できる「実務型の人材」を養成しています。

学部（学科）
文化政策学部（国際文化、文化政策、芸術文化）
デザイン学部（デザインフィロソフィー、プロダクト、ビジュアル・サウンド、建築・環境、
インタラクション、匠）

ホームページ https://www.suac.ac.jp/

担当者名 村木　剛 部署・役職名 キャリア支援室・室長

所在地 静岡県浜松市中区中央2-1-1

電話番号 053-457-6136
メール
アドレス c-office@suac.ac.jp

求人票の
受付方法

※該当に〇印

紙媒体
（形式規定）

紙媒体
（形式自由）

Web
システム

メール 訪問 その他 受付不可

〇 〇 〇 〇
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メール
アドレス hm-csc@hm.tokoha-u.ac.jp

大学名 静岡理工科大学

大学概要

静岡県内唯一の理工系大学として1991年に開学し、今年で30年周年を迎えまし
た。理工学部4学科、情報学部2学科の2学部6学科が設置されています。令和4年
4月には土木工学科の新設を予定し、理工系総合大学として地域社会に貢献して
まいります。

学部（学科）
理工学部:機械工学科、電気電子工学科、物質生命科学科、建築学科
情報学部:コンピュータシステム学科、情報デザイン学科

ホームページ www.sist.ac.jp

担当者名 氏原　秀之 部署・役職名 キャリア支援課長

所在地 袋井市豊沢2200-2

電話番号 0538-45-0116
メール
アドレス career@sist.ac.jp

求人票の
受付方法

※該当に〇印

紙媒体
（形式規定）

紙媒体
（形式自由）

Web
システム

メール 訪問 その他 受付不可

○ ○ ○ ○ ○

大学名 常葉大学

大学概要
本学は、多様な学部を有しており、学生はそれぞれ専門的な知識を身につけるとと
もに、豊かな人間性と優れたコミュニケーション能力を育み、社会に貢献できる人財
となりうるような鍛錬をしております。

学部（学科）

◎静岡草薙キャンパス：教育学部、外国語学部、経営学部、社会環境学部、保育学部
◎静岡瀬名キャンパス：造形学部
◎静岡水落キャンパス：法学部、健康科学部
◎浜松キャンパス：経営学部、健康プロデュース学部、保健医療学部

ホームページ https://www.tokoha-u.ac.jp

担当者名 鈴木　貢 部署・役職名 浜松キャリア支援課　課長

所在地 静岡県浜松市北区都田町１２３０番地

電話番号 053-428-2904

求人票の
受付方法

※該当に〇印

紙媒体
（形式規定）

紙媒体
（形式自由）

Web
システム

メール 訪問 その他 受付不可

〇 〇 〇 〇 〇
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メール
アドレス shushoku@hamagaku.ac.jp

メール
アドレス rinakana@ccmails.meijo-u.ac.jp

大学名 浜松学院大学

大学概要
地域共創学科は、現場に立脚した能動的な学びを通して、現代及び将来に向け、
社会が求める人材を育成します。子どもコミュニケーション学科は、時代や地域の
ニーズに応えられる教育者や保育者を養成します。

学部（学科） 現代コミュニケーション学部（地域共創学科、子どもコミュニケーション学科）

ホームページ https://www.hamagaku.ac.jp/hgu/

担当者名 堀内　陽吉 部署・役職名 キャリア支援グループ

所在地 浜松市中区布橋三丁目２番３号

電話番号 053-450-7002

求人票の
受付方法

※該当に〇印

紙媒体
（形式規定）

紙媒体
（形式自由）

Web
システム

メール 訪問 その他 受付不可

〇 〇 〇 〇

大学名 名城大学

大学概要
1926年開設の9学部9研究科を擁する文理融合型の総合大学です。名古屋市内
に３キャンパスあり、学部在籍者数14,487名、その内、静岡県出身学生は614名
になります。

学部（学科）
法学部・経営学部・経済学部・外国語学部・人間学部・都市情報学部・情報工学部
（2022年4月開設）・理工学部・農学部・薬学部

ホームページ https://www.meijo-u.ac.jp/

担当者名 加城　里菜(かしろ　りな) 部署・役職名 キャリアセンター・主事

所在地 愛知県名古屋市天白区塩釜口一丁目501番地

電話番号 052-838-2038

求人票の
受付方法

※該当に〇印

紙媒体
（形式規定）

紙媒体
（形式自由）

Web
システム

メール 訪問 その他 受付不可
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