
本学の学生は高い評価をいただき、非常に優れた就職実績を残しています。

グローバルな環境で働きたいと明確に意識する

ようになったのは、留学がきっかけでした。4年次の

夏から約1年間、協定校であるミズウリ南部州立大

学に留学しましたが、そこで待っていたのは、世界中

からやってきた学生たちと時間を忘れて語り合う濃

密な日々。自然と「世界を舞台に働きたい」という

思いが強くなった私は、グローバル企業に絞って就

職活動を進めました。その中で出会ったのが内定

をいただいたAIGジャパン・ホールディングスです。

魅力を感じたのが、ポスティング制度を利用して海

外のグループ企業で働くチャンスがあること。ま

た、世界進出を図るベンチャー企業を「保険」を通し

てサポートするなど、社会的な意義が大きい仕事で

あることにも惹かれました。時短勤務制度などを利

用して育児と仕事を両立する女性社員が多いこと

も、志望理由のひとつでした。

帰国時期の関係で、周囲より遅れて就職活動を

始めることは不安でしたが、結果的にはそれがプラ

スに働いたと感じています。そもそも私が4年次で

留学することを決めたのは、所属していたジャズダ

ンス部の活動もやり遂げたかったから。留学と部活

動の両立という目標を実現するために行動できた

ことは、むしろ自分のアピールポイントになりました。

「目的があって留学するなら、不利にならない」。そ

う言って背中を押してくれた国際交流推進センター

のみなさんには、本当に感謝しています。また、キャ

リア支援部の丁寧な指導がなければ、就職活動を

スムーズに進めることはできなかったでしょう。

入社後の目標は、10年以内にニューヨーク本社

で働くこと。グローバルな環境に身を置き、大きく活

躍できるよう、今後も努力を重ねていくつもりです。

留学も部活もやり抜いた4年間が、

世界を舞台に働く自信につながった。

内定者の声 就職実績

主な就職先（数字は就職者数）

マスコミ掲載記事等（2017年度卒業生実績）

Career Support

AIGジャパン・ホールディングス株式会社 内定

国際コミュニケーション学科 4年

松本 美優
東京都・私立淑徳巣鴨高等学校出身

いま振り返ってみると、就職活動を始めた頃の私

は「自分が何をしたいのか」が見えていなかったのだ

と思います。それでも「服が好き」という気持ちか

ら、アパレル業界や繊維業界の企画職に絞って活

動してみたものの、なかなか良い結果が得られませ

んでした。そんなときに思い出したのが、3年次に

参加した「面接対策セミナー」で教わった「自分年

表」です。実際に自分の年表を作ってみてわかった

のが、「人と接することが好き」ということでした。

大学の入学式で初対面の人とすぐに意気投合した

ことや、硬式テニス部で進んで調整役を務めたこ

と。カフェのアルバイトでも、お客さまに喜んでいた

だけるよう声がけを率先して行っていた自分に気づ

きました。そうして少しずつ自分の軸を形づくって

きたものが見えた結果、自分の持ち味を生かすた

め、志望職種を営業職に変更して改めて就職活動

に臨みました。面接を重ねると、自分がどんな企業

に合っているのかも徐々に見えてきます。私の場合

は、面接において一人の人間としてしっかりと向き

合ってくれる会社に魅力を感じました。相性のよう

なものですが、入社したところで長く働きかったの

で、そのような会社が良かったのです。最終的に、

その基準で選んだのがセイコークロックでした。内

定をいただくまでに時間はかかりましたが、納得の

結果を得ることができました。

学生にとって、その後を左右する就職活動には

大きなプレッシャーがのしかかります。その時、頼り

になる相談相手がいるのといないのとでは大きく違

います。その点で、学習院女子大学のサポート体

制は本当に充実していると思います。特にキャリア

支援部の方々が親身になって接しくれたことは、一

生忘れられません。私も営業の仕事を通じて誰か

の記憶に残るような社会人になることを目指してい

きたいと思います。

私にとっての就職活動は

「自分探しの旅」のようなものでした。

セイコークロック株式会社 内定

日本文化学科 4年

南日 麻莉子
富山県立水橋高等学校出身

金融・保険業
みずほフィナンシャルグループ（7）、りそなホールディングス（6） 、三
菱東京UFJ銀行（5）、日本マスタートラスト信託銀行（4）、SMBC日興
証券（3）、共栄火災海上保険（3）、商工組合中央金庫（3）、損保ジャパ
ン日本興亜（3）、千葉銀行（3）、三井住友信託銀行（3）、明治安田生
命保険（3）、あいおいニッセイ同和損害保険（2）、かんぽ生命保険

（2）、ジェーシービー（2）、セゾン自動車火災保険（2）、多摩信用金庫
（2）、日本生命保険（2）、三井住友銀行（2）、あおぞら銀行、アコム、朝
日生命保険、AIGジャパン・ホールディングス、エージェント、SBJ銀行、
京葉銀行、ジェイアンドエス保険サービス、しののめ信用金庫、ジャパ
ンネット銀行、城南信用金庫、新生銀行、巣鴨信用金庫、住友生命保
険、セコム損害保険、損害保険料率算出機構、太陽生命保険、第一生
命保険、千葉興業銀行、千葉県信用保証協会、千葉信用金庫、東京東
信用金庫、東和銀行、日産フィナンシャルサービス、野村證券、水戸証
券、八十二銀行、富国生命保険、ほけんの窓口グループ、丸三証券、
みずほトラストオペレーションズ、三菱UFJ国際投信、三菱UFJ信託銀
行、武蔵野銀行、ユーシーカード、オリエントコーポレーション、クレ
ディセゾン

サービス業
郵船コーディアルサービス（2）、キャプラン（2）、JALナビア（2）、ジェ
イ・エス・エス（2）、伊藤忠フィナンシャルマネジメント、住友商事フィ
ナンシャルマネジメント、みずほビジネスサービス、三井住友トラス
ト・ビジネスサービス、MS＆AD事務サービス、エン・ジャパン、TMI総
合法律事務所、創英国際特許法律事務所、新樹法律事務所、アディー
レ法律事務所、エイチ・アイ・エス、エフオープランニング、enjin、オ
プト、オリコミサービス、クラブツーリズム、CRAZY、Kスカイ、佐川ア
ドバンス、ジールホールディングス、JTBビジネスネットワーク、JTB
ワールドバケーションズ、スパティウムアデレ、セントロイスコーポ
レーション、ダイジョブ・グローバルリクルーティング、旅工房、鶴岡八
幡宮、テイクアンドギヴ・ニーズ、東京會舘、東西、TREES、トーマツ、ト
ヨタエンタプライズ、ニチイ学館、農協観光、日本国際協力センター、
日本中央競馬会、日本品質保証機構、Nollyz Malaysia Sdn Bhd、
バリューマネジメント、びゅうトラベルサービス、富士通エフサス、ブ
レイブ、ボードルア、ミュゼプラチナム、メディア＆リサーチ、ユニマッ
トプレシャス、レジェンダ・コーポレーション、レバレジーズキャリア、
パーソルテンプスタッフ、グローバルスタッフ、SOMPOビジネスサー

ビス、エイジェックグループ、協栄、アルファクラブ武蔵野

卸売業・小売業
ソフトバンクコマース＆サービス（2）、伊藤忠食品、住友商事マシネッ
クス、住友商事グローバルメタルズ、三菱商事エネルギー、日鉄住金
物産、日本紙パルプ商事、日本出版販売、花王カスタマーマーケティ
ング、カスミ、ガモウ、キャメル珈琲、極洋、クオール、サザビーリーグ
アイシーエルカンパニー、JALUX、JFE商事、JFE商事薄板建材、ジー
ユー、ジェイアール東海髙島屋、ジェコス、スギ薬局、ディーエイチ
シー、ナリカ、西川産業、日本調剤、日立金属商事、ファッション・コ・ラ
ボ、フォーバル、冨士機材、ヘネス・アンド・マウリッツ・ジャパン、ホリ
ヤ、松屋、三越伊勢丹フードサービス、三松、ムーンバット、メトロコ
マース、ユナイテッドアローズ、ルイ・ヴィトンジャパン、ロクシタンジャ
ポン、米国三越、赤尾、アクアクララレモン、アダストリア、アニメイト、
稲畑産業、カインズ

情報通信業
ソフトバンク（3）、ジェイズ・コミュニケーション（2）、マイナビ（2）、IT
サービスフォース、アドバンストラフィックシステムズ、ANAテレマー
ト、A.M.Yクリエイティブ、英揮情報システム、エイム・ソフト、A－
1Pictures、エスワンオーインタラクティブ、クロスキャット、KSK、コー
ソル、JR東日本情報システム、ゼネラルリンク、ソネット･メディア･ネッ
トワークス、ソフトクリエイト、ソリトンシステムズ、ディ・コンプレック
ス、ティーケーピー、テノン・システムコンサルティング、テレビマンユ
ニオン、トランスコスモス、日本ソフトウェアクリエイティブ、日本タタ・
コンサルタンシー・サービシズ、バンダイナムコエンターテインメント、
PCIソリューションズ、東日本電信電話、富士ソフト、富士通エフ・
オー・エム、富士通コミュニケーションサービス、ボーンデジタル、マク
ロミル、LAUGH　TECH、琉球朝日放送、日立システムズ

運輸業・郵便業
全日本空輸（10）、日本航空（4）、ANAエアポートサービス（4）、住商
グローバル・ロジスティクス（2）、中国国際航空（2）、フィリピン航空、
ANAウイングス、伊藤忠ロジスティクス、FMG、キリングループロジス
ティクス、JALスカイ、JBネットワーク、株式会社神奈中アカウンティン
グサービス、Scoot Tigerair Ptd Ltd、浪速運送、日新エアカーゴ、
日本通運、日立物流バンテックフォワーディング、ヤマト運輸

製造業
新日鐵住金（3）、桂新堂（2）、アサヒビール、アーツアンドクラフツ、赤

坂柿山、アルプス電気、伊勢半、オンワード樫山、カルソニックカンセ
イ、クリスタルジェミー、広研印刷、コーセー、古河電気工業、サンク
ゼール、JFE鋼板、スズキ、セイコークロック、セーラー万年筆、太陽誘
電、大陽工業、チャコット、デンヨー、東ソー、日本製薬、福島工業、マツ
ダ、村田製作所、ヤクルト本社、ユーピーアール、ローム、ワコール

不動産業、物品賃貸業
ケン・コーポレーション（2）、住友不動産販売（2）、アールエイジ、
MDI、SMFLキャピタル、コミュニティワン、大栄不動産、高見、電通
ワークス、東急リバブル、東京セキスイハイム、野村不動産アーバン
ネット、みずほ不動産販売株式会社、三井不動産ビルマネジメン
ト、三井不動産リアルティ、三菱UFJリース、ムゲンエステート、ラ
ンドネット

宿泊業・飲食サービス業
アパホテル（3）、大江戸温泉物語グループ（2）、ニュー・オータニ（2）、
星野リゾート（2）、ウェスティンホテル東京、銀座アスター食品、セル
リアンタワー東急ホテル、東和フードサービス、鳥仙、日本ビューホテ
ル、プリンスホテル、ホスピタリティオペレーションズ、ホテルグランド
パレス、ホテルパーク、すかいらーく

公務
埼玉県市町村（除：さいたま市）（3）、神奈川県市町村（除：横浜・川崎
市）（2）、茨城県警察本部、神奈川県警察本部、警視庁、厚生労働省、
埼玉県警察本部、埼玉県人事委員会、さいたま市人事委員会

教育・学習支援業
学習院（2）、桐朋学園、上尾市立南中学校、イーオン、経済法令研究
会、日本教育クリエイト、日本入試センター、NOVAホールディングス

医療、福祉
アイクリニック千葉、がん研究会、湘南鎌倉総合病院、聖路加国際病
院、ちば県民保健予防財団、日本年金機構、ベストライフ、保育園み
つばち、やさしい手

建設業
アールシーコア、アキュラホーム、旭化成ホームズ、積水ハウス、日揮、
桧家ホールディングス、細田工務店、三菱地所ホーム

複合サービス業
日本郵便（3）、大学生協東京事業連合

医療・福祉 2.3% 建設業 2.0%

教育・学習支援業務 2.3%

公務 3.0%

宿泊業・飲食サービス業 5.0%
金融・保険業

23.6%

卸売業・
小売業
12.0%

情報通信業
10.3%

サービス業
15.8%

複合サービス業
1.0%

運輸業・郵便業 9.0%

製造業 8.5%

不動産業・物品賃貸業 5.2%

2017年度
（平成29年度）

（2017年9月・
2018年3月卒業生）

■ 就職状況

■ 業種別就職先

平成30年3月31日現在

卒 業 決 定 者

就 職 希 望 者

就職希望率

就 職 内 定 者

就職内定率

431
402

93.3%
399

99.3%

●キャビンアテンダント（CA）に強い大学
　全国1位（2017年 大学通信調べ）

●銀行に強い大学
　全国女子大1位（2017年 大学通信調べ）

●実就職率 学部系統別編（国際系）
　全国女子大5位（2017年 大学通信調べ）

サービス 1.5% MR 0.2％
地上職 1.7% その他 2.8％

CA 4.7%

販売職 3.0%

SE 3.0％
公務員 3.3％

一般職
26.6％

■ 職種別雇用状況

総合職
45.9％

準総合職
7.3％
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