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愛知大学 の

キャリア 形成支援と

就職実績公務員合格者速報 2021年10月現在

国家公務員一般
国税専門官
財務専門官
裁判所職員
愛知県庁
岐阜県庁

三重県庁
東京都庁
名古屋市役所
豊橋市役所
岡崎市役所
春日井市役所

岐阜市役所
関市役所
中津川市役所
静岡市役所
浜松市役所
袋井市役所　他

愛知県教育委員会 高等学校・地理歴史
愛知県教育委員会 高等学校・英語
愛知県教育委員会 高等学校・商業
愛知県教育委員会 中学校・社会
愛知県教育委員会 中学校・国語
愛知県教育委員会 中学校・英語

愛知県教育委員会 小学校
名古屋市教育委員会 中学校・社会
名古屋市教育委員会 小学校
岐阜県教育委員会 高等学校・商業
静岡県教育委員会 高等学校・地理歴史
静岡県教育委員会 高等学校・商業

静岡県教育委員会 中学校・公民
浜松市教育員会 中学校・国語
神奈川県教育委員会 高等学校・英語
茨城県教育委員会 中学校・社会
横浜市教育委員会 中学校・社会
千葉県教育庁 小学校　他

2022年3月卒業見込者

教員合格者速報 2021年10月現在
2022年3月卒業見込者

【企画部入試課】 〒461-8641  名古屋市東区筒井二丁目10-31
 TEL ：052-937-8112・8113（直通）（平日9：00～17：00）

※このリーフレットは、2021年10月現在において確認できる内容に基づいて作成されています。（2022.4）

学部別  主 な就 職 先

法学部
法学科

卸売・商社 8.5%

公務員・教員 39.5%

金融・保険 9.2% サービス業 13.9%

製造業 8.2%

建設・不動産 4.8%

通信業
（電気・ガス含む）
 5.8%

小売・流通業 5.4%

運輸業 3.7%

その他 1.0%

就職者数

294名

経済学部
経済学科

サービス業 13.0%

卸売・商社 15.7%

製造業 13.6%
金融・保険 15.4%

公務員 11.5%

小売・流通業 7.1%

通信業
（電気・ガス含む） 9.5%

建設・不動産 8.6%

運輸業 5.6%

就職者数

338名

経営学科

金融・保険 12.0%

卸売・商社 21.2%

サービス業 12.8%

製造業 15.6%

建設・不動産 10.4%

運輸業 6.0%

通信業
（電気・ガス含む）
9.6%

小売・流通業 9.2%

公務員 3.2%

就職者数

250名

会計ファイナンス学科

公務員・教員 12.4%

サービス業 22.3%

卸売・商社 12.4%

金融・保険 13.2%

製造業 9.9%

小売・流通業 9.9%

建設・不動産 7.4%

運輸業 3.3%

通信業
（電気・ガス含む） 9.1%

就職者数

121名

経営学部
経営学科／会計ファイナンス学科

現代中国学部
現代中国学科

運輸業 10.4%

サービス業 22.5%

卸売・商社 16.5%

製造業 22.0%

金融・保険 4.4%

建設・不動産 7.1%

小売・流通業 6.0%

公務員 3.3%

就職者数

182名
通信業
（電気・ガス含む）
7.7%

小売・流通業 10.9% 製造業 17.4%

卸売・商社 17.4%

サービス業 17.8%

金融・保険 8.3%

公務員・教員 6.5%

建設・不動産 6.1%

運輸業 9.1%

その他 0.4%

通信業
（電気・ガス含む）
6.1%

国際コミュニケーション学部
英語学科／国際教養学科

就職者数

230名

小売・流通業 11.0%

サービス業 21.2%

公務員・教員 22.4%

卸売・商社 12.3%

金融・保険 10.7%

建設・不動産 6.1%

製造業 8.9%

通信業（電気・ガス含む） 4.9%
運輸業 2.1%
その他 0.3%

文学部
人文社会学科

就職者数

326名

金融・保険 13.9%

サービス業 16.4%

卸売・商社 13.4% 製造業 14.7%

小売・流通業 12.6%

通信業（電気・ガス含む） 5.0%

公務員・教員 11.7%

建設・不動産 8.0%

運輸業 4.2%

就職者数

238名

地域政策学部
地域政策学科

製造業 8.3%

サービス業 36.1%

小売・流通業 16.7%

金融・保険 18.1%

建設・不動産 8.3%

卸売・商社 5.6%

通信業（電気・ガス含む） 4.2%

運輸業 1.4%

公務員 1.4%

短期大学部
ライフデザイン総合学科

就職者数

72名

※小数第2位を四捨五入しています。そのため合計が100％にならない場合があります。
※各学部の円グラフは、2020年度卒業生に基づくものです。

※文学部は2017年度まで
　人文社会学科1学科体制であったため、
　2020年度卒業生は人文社会学科のみとなります。
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日本政策金融公庫 20名
大垣共立銀行 167名
十六銀行 164名
名古屋銀行 220名
百五銀行 79名
岡崎信用金庫 243名
岐阜信用金庫 147名
三井住友海上火災保険 32名
アイシン高丘 37名

名古屋地方検察庁
法務省 岐阜地方法務局
警察庁 中部管区警察局
労働基準監督官
裁判所職員
愛知県庁
三重県庁
名古屋市役所
東邦ガス
ネスレ日本
日本精工

名古屋銀行
大垣共立銀行
日本政策金融公庫
山崎製パン
東海旅客鉄道
LIXIL
国税専門官
財務省 名古屋税関
愛知県庁
名古屋市役所
岡崎市役所

関西電力
スズキ
マキタ
住友電装
インテック
三菱食品
国分中部
十六銀行
百五銀行
愛知県庁
浜松市役所

トヨタ自動車
スズキ
住友理工
住友電装
浜松ホトニクス
興和
タキヒヨー
日本通運
名古屋鉄道
日本トランスシティ
名古屋銀行

神戸製鋼所
アイシン
西日本電信電話
住友電気工業
凸版印刷
岡谷鋼機
三協立山
名古屋ヒルトン
財務省 名古屋税関
名古屋市役所
愛知県教育委員会(中学・英語)

愛知県教育委員会(高等学校・地歴)
愛知県教育委員会(中学校・国語)
愛知県教育委員会(中学校・英語)
浜松市教育委員会(中学校・英語)
名古屋市教育委員会(小学校)
名古屋国税局
名古屋市役所
岐阜市役所
袋井市役所
ブラザー販売
リンナイ

スズキ
アイシン高丘
東海旅客鉄道
名古屋銀行
岡崎信用金庫
名古屋テレビ映像
国土交通省 中部地方整備局
農林水産省 東海農政局
名古屋市役所
浜松市役所
豊橋市役所

豊橋信用金庫
明治安田生命保険
日本郵便
愛知みなみ農業協同組合
蒲郡市農業協同組合
東海エイド
アニバーサルドリーム
医療法人豊岡会 浜松とよおか病院
杏林堂薬局
スズキ自販東海
愛知日産自動車

アイホン 80名
オーエスジー 107名
スズキ 80名
マキタ 43名
ヤマザキマザック 44名
リンナイ 40名
岡谷鋼機 35名
ブラザー販売 28名
明治電機工業 95名

ジェイアール東海高島屋 25名
名古屋三越 27名
JTB 21名
名鉄観光サービス 74名
東邦ガス 25名
オンワード樫山 13名
瀧定名古屋 36名
アルフレッサ 109名
興和 58名

スズケン 78名
アサヒビール 20名
伊藤園 33名
敷島製パン 39名
フジパングループ本社 39名
三菱食品 28名
山崎製パン 48名
中日新聞社 34名
近畿日本鉄道 21名

名古屋鉄道 52名
日本通運 177名
郵船ロジスティクス 42名
名港海運 48名
積水ハウス 60名
竹中工務店 26名
日本赤十字社 愛知県支部 13名
愛知県経済農業協同組合連合会 54名
日本自動車連盟(JAF）中部本部 21名

98.3％

91.1％

※就職者数÷就職希望者数

就職率

※就職率＝就職者÷（卒業者数－大学院進学者）

卒業者に占める就職者の割合
卒業者数2,191名　就職者数1,979名　大学院進学者数18名

1,019名
998名
97.9%

995名
981名
98.6%

男子 女子
就職希望者数
就職者数
就職率

学部別内訳

法
88.5%
93.2%
90.2%

男
女
合計

経済
90.5%
92.6%
91.1%

経営
90.9%
93.2%
92.1%

現代中国
87.3%
93.0%
91.0%

国際コミュニケーション
85.0%
93.2%
91.3%

文
85.5%
89.4%
87.9%

地域政策
94.0%
97.6%
95.2%

※就職者数とは、進路決定登録を行った学生数を示します。　※学部別就職先は、Ｐ.02と裏表紙をご覧ください。　※重複内定は一切含んでおりません。　

（昨年度98.9%）

（昨年度92.8%）

■ 就 職 実 績  2020年度卒業生

世界を結び、地域に貢献する人材輩出へ

多様化する卒業後の進路。
低年次から将来の
キャリアビジョンを。

グローバルに活躍する企業や地域に根付いた企業など
愛知大学の卒業生は、幅広い分野で活躍

　愛知大学は長い歴史と信頼に支えられ、公務員・製造業・商

社・金融・教員を中心に幅広い分野へ人材を送り出してきまし

た。近年では中部地方にとどまらず、グローバルに事業展開を

行う企業や、首都圏・関西に本社を置く企業への就職も多く、

就職先はより多様化しています。キャリア支援センターでは

「低年次キャリアデザインプログラム」（≫07ページ）を展開し、

1・2年次から学びの機会を提供しています。企業や官公庁と連

携した本学オリジナルの課題解決型プログラムで社会と積極

的に関わり、将来のキャリアビジョンを考えるきっかけとなる

ことがねらいです。社会で活躍する人々と接したり、企画を提

案し実現するといった経験を積むことで、自ら判断し行動する

“自立・自走型”の人材を育成します。就職をゴールと考えず、自

分の人生を自分で切り拓く力を身につけてもらいたいです。

愛知大学東京霞が関オフィスは、学生・同窓生のための首都圏における情報

収集・発信拠点です。とくに就職活動中の学生に対しては、オフィス内に設

置されたパソコンにより、

名古屋キャンパスおよび

豊橋キャンパスのキャリア

支援センタースタッフとリ

モートでの相談も可能で、

採用面接などに向け、気持

ちを落ち着かせてから、就職

活動に臨むことができます。

法学部
法学科

経済学部
経済学科

経営学部
経営学科／会計ファイナンス学科

現代中国学部
現代中国学科

国際コミュニケーション学部
英語学科／国際教養学科

文学部※

人文社会学科／心理学科
地域政策学部
地域政策学科

短期大学部
ライフデザイン総合学科

■2021年度 学部別 主な内定先

■卒業生の主な就職先

首都圏における愛知大学生の
就職、教育・研究、交流活動拠点

■東京霞が関オフィス

■キャリア支援センターからのメッセージ

0.3%
北海道・東北

1.8%
北陸・甲信越

4.8%
関西

0.2%
四国・中国

0.7%
九州・沖縄 23.0%

関東

69.2%
東海

2020年度 本社所在地別
就職状況（学部）

名古屋キャリア支援課 課長

山本 康生

※文学部は2020年度まで人文社会学科と心理学科の2学科体制であったため、2021年度卒業予定者は2学科の学生となります。
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法学部
法学科

経済学部
経済学科

経営学部
経営学科／会計ファイナンス学科

現代中国学部
現代中国学科

国際コミュニケーション学部
英語学科／国際教養学科

文学部※

人文社会学科／心理学科
地域政策学部
地域政策学科

短期大学部
ライフデザイン総合学科

■2021年度 学部別 主な内定先

■卒業生の主な就職先

首都圏における愛知大学生の
就職、教育・研究、交流活動拠点

■東京霞が関オフィス

■キャリア支援センターからのメッセージ

0.3%
北海道・東北

1.8%
北陸・甲信越

4.8%
関西

0.2%
四国・中国

0.7%
九州・沖縄 23.0%

関東

69.2%
東海

2020年度 本社所在地別
就職状況（学部）

名古屋キャリア支援課 課長

山本 康生

※文学部は2020年度まで人文社会学科と心理学科の2学科体制であったため、2021年度卒業予定者は2学科の学生となります。
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　気温が1℃上がるだけでも、売れる商品が変わります。暑い日には
アイスクリームがよく売れますが、もっと暑い日にはさっぱりとした
口当たりのかき氷が売れるようになります。このように、気象と経済
には密接な関わりがあり、どちらも人々の生活に強く影響していま
す。経済学部では、農業経済学を中心に自然と経済の関連を研究し
ながら独学で気象学の勉強にも取り組み、それぞれの理解を深めて
いきました。また、共通教育科目「総合演習」では、科学の基礎を学ん
だことで、現在の仕事にも活きる幅広い知識や視点が得られました。
学生の多様な学びを支える愛知大学で、皆さんもぜひ、自分の可能
性を広げてください。

　台風の上陸が多い愛知県で生まれ育ったことで、災害から人々の命
を守るための情報を伝える気象キャスターに憧れるようになり、大学在
学中に気象予報士の資格を取得しました。現在はNHK名古屋放送局
で朝の天気予報を担当し、東海・北陸地域の皆さんの生活に役立つ気
象情報や防災情報をお届けしています。本番前に解説画面の構成やレ
イアウトを考えるため、テレビ局に入るのは毎朝4時。数分間の放送の
中で、降水確率や警報・注意報など重要な情報を正確にわかりやすく
伝えるためには、事前準備を含めて常に時間を意識しながら行動する
ことが大切です。緊急時には「土井さんが言うから避難しよう」と言われ
るような、視聴者から信頼される気象キャスターをめざしています。

愛知県豊田市出身。大学4年次に気象予報士の資格
を取得。中京テレビ放送・KFB福島放送出演を経て、
現在はNHK名古屋放送局で気象キャスターを務め
る。福島で日本酒の魅力を知り、唎酒師の資格を取
得。大学では軽音楽部でギターに打ち込んだ。

東海北陸の視聴者に
信頼される気象キャスターをめざして。

気象と経済の関わりを知り、
今の仕事に活きる視点を得た大学時代。

気象予報士
オフィス気象キャスター株式会社
　

土井 邦裕さん
2016年 経済学部 経済学科卒業

P R O F I L E

愛知大学・包括的キャリア形成支援システム
人生を見据えて「生きる」「働く」「学ぶ」をつなぐ。

経済や産業の構造が変化し、雇用・労働の在り方も多様化しています。その一方で、大学を卒業した人たちの間

で、就業意識が希薄だったり、社会人としての基礎スキルが不十分だったりする傾向が問題視されています。愛

知大学ではこれまで、社会と直結する実践的な学部教育や独自のキャリア形成プログラムを通じて多くの有為

な卒業生を送り出してきましたが、社会情勢や学生の変化に対応して、2011年度より「愛知大学・包括的キャリ

ア形成支援システム（CISA）」を導入しました。学士課程教育、学生生活・課外活動支援、キャリアデザイン・就

職活動支援を相互に連携させ、1年次から4年次まで体系的に実施することにより、望ましい職業観と社会人ス

キルを備えた自立・自走型人材の育成をめざす包括的な取り組みです。

災害から人々の命を守るため、

選んだ気象予報士の道。

卒業生メッセージ

C I S A
ボランティア

クラブ・サークル活動
グループ学習・個別学習相談
留学制度・海外協定校　他

就活映像編集室
免許教科の勉強会：教職課程
教職インターンシップ

キャリア形成支援（公務員・企業・教員）
公務員・教員採用試験対策
キャリア開発講座　他

現地プログラム：現代中国学部
裁判員模擬裁判：法学部

フィールドスタディ：経済学部
GIS学術士：地域政策学部

4年制大学への編入学：短期大学部
「日本理解・発信」プロジェクト　他

キャリアデザイン・
就職活動支援

学士課程教育

学生生活・
課外活動支援

C a r e e r  I n t e g r a t e d  S y s t e m s  f o r  A i ch i  U n i v e r s i t y
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05 06

公務員  合 格 実 績

公務員合格実績 3年間合計1 ,199名(教員除く)

国家公務員（国立大学法人等職員含） 3年間合計494名

地方公務員 3年間合計704名

2018年度：422名　2019年度：393名　2020年度：384名

2018年度：157名　2019年度：173名　2020年度：164名

2018年度：265名　2019年度：219名　2020年度：220名

国家公務員総合職4名、国家公務員一般職208名、国税専門官192名、労働基準監督官22名、財務専門官5名、
裁判所職員一般職24名、国立大学法人等職員16名

※2018年度：75名、2019年度：80名、2020年度：53名

　高校時代から公務員を志望していたので、法律や行政について
専門的に学べる法学部に入学しました。採用試験対策を計画的に
進めるため、まずキャリア開発講座を利用し、宅地建物取引士の資
格を取得。この資格試験の内容の一部は公務員試験にも重なるた
め自信がつき、勉強の習慣をつけることにもつながりました。公務
員試験の出題範囲は広範にわたりましたが、友人と励まし合い無
事合格。地元に貢献できるよう、入職後も精進します。

法学部 法学科4年
中山 大智さん　三重県立津西高校出身

三重県庁

　「生まれ育った地域に密着した仕事をしたい」という思いがあり、
地域の産業や文化を学ぼうと入学を決めました。「中小企業論」の
授業では、架空の一般社団法人の事業承継に関する企画を考えま
した。学生地域貢献事業では、和菓子メーカーや知立市役所と連携
して大あんまきの商品開発と販売に関わりました。市の魅力を多く
の人に伝えたいという市職員の方の想いに触れ、私も将来、地元を
支える行政の仕事に就きたいと考えるようになりました。

地域政策学部 地域政策学科4年
杉村 春香さん　静岡県立掛川西高校出身

袋井市役所

低年次での資格取得が

計画的な試験対策への自信になった。

魅力や特性、

課題を踏まえ地域を考える。

公務員

内定者メッセージ

愛知県74名、岐阜県33名、三重県8名、静岡県1名、長野県3名、石川県1名、富山県1名、北海道1名、特別区（東京23区）14名、
名古屋市46名、浜松市8名、名古屋港管理組合8名、豊橋市34名、豊田市14名、一宮市13名、春日井市10名、豊川市12名、
刈谷市8名、安城市10名、岡崎市19名、稲沢市8名、清須市4名、新城市9名、知多市3名、知立市4名、田原市7名、西尾市2名、
岐阜市12名、大垣市7名、関市1名、瑞浪市2名、恵那市2名、中津川市3名、各務原市3名、可児市5名、四日市市2名、桑名市1名、
鈴鹿市2名、津市1名、伊勢市2名、牧之原市3名、磐田市4名、湖西市1名、愛知県小中学校職員22名、愛知県警察官78名、
岐阜県警察官12名、三重県警察官7名、警視庁警察官12名、名古屋市消防12名、豊橋市消防4名、東京消防3名、豊田市消防4名  他

国家公務員一般職（行政区分） 東海地区大学における合格者数 3年連続第1位 になりました！

■ 公務員試験対策講座

全試験共通の教養科目（数的処理・文章理解など）、行政職総合コース対象の専門科目
（法律・経済・政治など）への対策を、基礎から懇切丁寧に指導します。筆記試験対策に
加えて面接カード添削や、面接対策にも力を入れ、受講者全員の合格をめざします。

●公務員試験対策講座総合1.5年コース（2年次2月スタート）
国家総合職、国家一般職、地方上級公務員（都道府県、政令指定都市、特別区）、
裁判所職員、国税専門官、財務専門官、労働基準監督官、地方公務員、国立大学法
人等職員、公安職公務員、その他すべての行政職試験に対応。
●公務員試験対策講座教養1年コース（3年次5月スタート）
地方公務員（教養試験のみ）、国立大学法人等職員、公安職公務員などに対応。
●公務員試験対策講座警察・消防1年コース（3年次5月スタート）
公安職公務員（警察官・消防士など）が第一志望の人に。

2年次
3年次

筆記試験対策はもちろん、面接指導まで万全のサポート

公務員対策講座 各コースの詳細

■ 公務員OB・OG懇談会

国家公務員や地方公務員行政職、警察官などとして活躍する卒業生が、仕事の
楽しさややりがい、公務員試験突破のポイントなどを伝授します。受験を間近
に控えた3年次はもちろん、低年次の学生にとっても、公務員という仕事を具体
的にイメージして、早めのスタートを切るための有効な機会となっています。

3年次

官公庁で活躍する卒業生が、働きがいや採用試験体験談を伝授

■ 官公庁セミナー

中央省庁の地方支分部局、裁判所、県庁・市役所、警察・消防・自衛隊など、30
を超える官公庁が愛知大学に集まり、それぞれの業務内容や働き方などを紹
介していただきます。

3年次 30を超える官公庁が大学に集まり、職務や働き方を紹介

※2021年度はオンラインで行われました。

■公務員をめざす4年間の流れ

主なキャリア支援プログラム

1年次 2年次 3年次 4年次

宅地建物取引士講座

行政書士講座

宅地建物取引士講座

行政書士講座

公務員試験対策講座
総合コース （2月～）

インターンシップ

面接対策ガイダンス

公務員OB・OG懇談会

公務員模擬面接

公務員個別面接対策

後輩サポート「キャリア・アドバイザー」

公務員試験対策講座 教養コース （5月～）

公務員合格者体験報告会

官公庁セミナー

直前期スタートダッシュプログラム

実践的な面接対策など、
モチベーションをさらに高める

公務員試験対策講座を受講し、
徹底的に実力を養成

低年次から意識を高め、
公務員試験突破に向けた基礎力を養う

キャリアカウンセリング

※愛知大学調べ
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公務員

内定者メッセージ
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※愛知大学調べ
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　大学生活での成長は、挑戦する大切さを知り、失敗からの学びに
は価値があると考えるようになったことです。留学中は語学パート
ナーの協力を得ながら街に出て、現地の方との交流を心がけたこと
で中国理解を深めることができました。また、キャリアパスリーダー
の活動では、提案理由の根拠の甘さや人前で話す難しさなど苦労
をしながらも、常に改善を図りました。就職活動では、未来を見据え
て挑戦し続ける姿勢に共感した企業に就職を決めました。

現代中国学部 現代中国学科4年
羽山 恵理さん　私立大成高校出身

トヨタ自動車株式会社

　入学時から就職を視野に入れ、オフィスマナーや企業に関する
科目を多く履修しました。さらに、さまざまな業界で働く方が講師
としてキャリア形成や実務について講義してくださる「キャリアプラ
ンニング」を受講したり、インターンシップや学内での合同企業説
明会に参加したことで、自分のしたい仕事を少しずつ明確にするこ
とができました。JAは地元の方と近い距離で関わることができる点
が魅力。地域の方の役に立てる職員になれるよう努力します。

短期大学部 ライフデザイン総合学科2年
鷲巣 未歩さん　愛知県立成章高校出身

愛知みなみ農業協同組合

　高校時代からマーチングに力を入れ、大学2年次にはアメリカで
行われた「ローズパレード」に日本選抜として出場。その際に宿泊し
たホストファミリーの別荘の豪華さに驚き、なぜこのような豊かな
生活ができるのか質問したところ、会社経営で得た利益を投資して
いることや、アメリカでは子どもにも金融教育が行われることを知
りました。これをきっかけに資産運用や金融教育を日本でも一層広
げたいと考え、金融業界を志しました。

経済学部 経済学科4年
中村 銀河さん　岐阜県立岐阜商業高校出身

株式会社大垣共立銀行

　キャリア支援センターが行う「CAREER FIELD」のプログラム
の一つ、「セントレアビジネス研究プログラム」の立ち上げに参加し
ました。空港に関するビジネスを取材発表する企画において、参加
者と発表を聞く人双方に有意義になるよう試行錯誤した経験を通
し、多面的に物事を考える力がつきました。大学生は自由だからこ
そ、自分にしかできない挑戦を積み重ねることが、就職活動はもち
ろんその後の未来にも活きると思います。

経営学部 経営学科4年
三浦 陽花さん　名古屋市立名東高校出身

国分中部株式会社

挑戦することが大切。

失敗からの学びには価値がある。

地元の方と身近に関わり

地域に貢献する職員になりたい。

アメリカで気づいた

資産運用と金融教育の可能性。
多くの挑戦が成長を促し

新たな可能性の発見につながる。

企　業

内定者メッセージ

愛知大学キャリア支援センターでは、低年次からのキャリア形成に力を入れています。就職をゴール
としない形で早期から「ビジネスの現場」への理解を深める形で、低年次（1・2年次）を対象に産官
学が連携する形でオリジナルプログラム「低年次キャリアデザインプログラムCAREER FIELD」を
展開しています。これは本学の包括的キャリア形成支援システム（CISA）の方針に基づく低年次教
育の一環として展開し、望ましい社会人スキルを備えた「自立・自走型人材」を育成します。

■ Learn ing+（ラーニングプラス）

■ OBOG探訪記

■ CF手帳制作プロジェクト！

■ Caree r  F i e ld  Bas i c

■ CAREER F IELD LEADERS

■2021年度訪問先実績
三協立山（メーカー）・日本アクセス（商社）・浜松いわた信用金庫（金融）・
LEGOLAND Japan（サービス）・文溪堂（出版）・津地方検察庁（官公庁）

長期間にわたる活動が困難な学生でも気軽に参加できます。2021年度は新聞社による
「効果的な情報収集法」「名古屋港湾業界研究会」「四季報の読み方WEB講座」などを実
施しています。年間300～400名程度の学生が登録をしています。

トマトジュースのファン獲得の
ためのマーケティング戦略を
企画提案します。

キャリア支援センターでは「CAREER FIELD」の各プログラムを学
生目線で行うため、CFLはCAREER  F IELDに対して「企画」「運
営」「サポート」「発信」の4つの立場からプログラムを推進します。

企業・官公庁と連携して実施するPBL（課題解決型プログラム）

社会で活躍する本学OBOGのトップランナーを取材し、
発表＆WEB制作するプログラム

チームを組み、学生生活の友となるような大学4年間を設計するオリジナル手帳の開発

半日完結型のコンテンツを提供

キャリア支援センター連携サークル
「CAREER FIELD LEADERS（略称：CFL）」を結成

■2021年度実施プログラム（一例）

低年次キャリアデザインプログラム

活動内容は
こちらの

Instagramから

■ カゴメ×愛知大学
日本航空機を使用した、周遊
チャーターフライトプログラム
を企画提案します。

■ JAL×愛知大学
JTBオリジナルアプリを活用し、地
域の魅力や課題を明らかにし、未
来に向けた企画提案をします。

■ JTB×愛知大学

参加学生は、チームを組み、与えられた課題に対して調査研究を行い、企画立案するプログラム。

最優秀チーム考案のCFオリジナル手帳は商品化し、書店等に並び販売されます。

愛知大学では、入学してからすぐに、将来について考える機会があり、社会人基礎力を身につけ、
望ましい就業観を醸成した上で、就職活動に臨めるよう、様々なフィールドを用意しています。
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09 10

愛知県教育委員会　高等学校・地理歴史 13名

愛知県教育委員会　高等学校・公民 1名

愛知県教育委員会　高等学校・国語 6名

愛知県教育委員会　高等学校・英語 5名

愛知県教育委員会　高等学校・商業 3名

愛知県教育委員会　中学校・社会 18名

愛知県教育委員会　中学校・国語 9名

愛知県教育委員会　中学校・英語 11名

愛知県教育委員会　小学校 53名

愛知県教育委員会　特別支援学校 3名

名古屋市教育委員会　中学校・社会 2名

名古屋市教育委員会　中学校・国語 1名

名古屋市教育委員会　中学校・英語 4名

名古屋市教育委員会　小学校 9名

名古屋市教育委員会　特別支援学校 1名

岐阜県教育委員会　高等学校・地理歴史 5名

岐阜県教育委員会　高等学校・国語 1名

岐阜県教育委員会　高等学校・英語 1名

岐阜県教育委員会　高等学校・商業 5名

岐阜県教育委員会　中学校・社会 1名

岐阜県教育委員会　中学校・国語 1名

岐阜県教育委員会　中学校・英語 2名

岐阜県教育委員会　小学校 8名

岐阜県教育委員会　特別支援学校 2名

三重県教育委員会　高等学校・公民 2名

三重県教育委員会　高等学校・国語 1名

三重県教育委員会　高等学校・商業 1名

三重県教育委員会　高等学校・情報 1名

三重県教育委員会　中学校・社会 1名

三重県教育委員会　中学校・国語 2名

静岡県教育委員会　高等学校・国語 3名

静岡県教育委員会　高等学校・商業 2名

静岡県教育委員会　中学校・社会 1名

静岡県教育委員会　中学校・国語 1名

静岡県教育委員会　中学校・英語 1名

静岡県教育委員会　小学校 3名

静岡県教育委員会　特別支援学校 1名

静岡市教育委員会　中学校・国語 1名

浜松市教育委員会　中学校・社会 1名

浜松市教育委員会　中学校・国語 5名

浜松市教育委員会　小学校 1名

長野県教育委員会　中学校・社会 1名

富山県教育委員会　高等学校・国語 1名

富山県教育委員会　特別支援学校 1名

東京都教育庁　高等学校・地理歴史 1名

東京都教育庁　中学校・英語 1名

東京都教育庁　小学校 1名

神奈川県教育委員会　高等学校・公民 1名

神奈川県教育委員会　中学校・国語 1名

神奈川県教育委員会　小学校 1名

横浜市教育委員会　中学校・社会 1名

横浜市教育委員会　中学校・国語 1名

横浜市教育委員会　小学校 2名

群馬県教育委員会　中学校・英語 1名

千葉県教育庁　小学校 1名

大阪市教育委員会　中学校・社会 1名

兵庫県教育委員会　小学校 1名

福岡県教育委員会　中学校・社会 1名

私立：中野学園　オイスカ高等学校
高等学校・地理歴史 1名

教員  合 格 実 績  （2018年度～2020年度累積）

　「生徒の夢を叶えるサポートをするために教師になった」という
高校の先生の言葉に共感し、教師を志しました。小学校での学習支
援ボランティアでは、子どもの身になって一番分かりやすい方法を
考え教える大切さを実感。子どもの笑顔を見ることの楽しさを経験
し、教師への思いを強くしました。恩師の言葉を引き継ぎ、生徒に全
力で愛情を注げる教師をめざします。

文学部 人文社会学科※4年
塚口 大空さん　私立名城大学附属高校出身

愛知県教育委員会（高校・地理歴史）

　愛知大学を選んだのは、英語の教員免許状を取得できること、そ
して英語を使って英語圏の文化や思想について学べる授業があっ
たからです。学部では、Educationコースに所属し、第二言語の習
得に有効な指導法を学ぶ科目を多く履修。卒業研究では、英語学習
において学習者が難しさを感じることの多い多義語の指導方法を
テーマにします。英語や英語教育について得た専門知識を活かし、
生徒の意欲を刺激し可能性を伸ばせる教師になりたいです。

国際コミュニケーション学部 英語学科4年
横井 佑宇さん　愛知県立江南高校出身

愛知県教育委員会（中学・英語）

生徒の夢実現を支援する

恩師のような愛情深い教員をめざす。

英語教育に有効な方法を

専門科目と卒業研究で追究する。

教　員

内定者メッセージ

主なキャリア支援プログラム

16高等学校 名

74 名

28中学校 名 27小学校

2020年度 教員合格実績

名 3その他 名

※2021年4月時点愛知大学調べ

■ 模擬試験

教職教養・一般教養・専門教養の3分野からなる教員採用試験への対策として、外部
模試を年に8回程度実施しています。試験結果には、得意分野・苦手分野など分野別
の分析や合格可能性についても記されるため、その後の学習の効率を高めることが
できます。主な対象は3・4年次ですが、1年次から受験する学生も少なくありません。

3年次
4年次

年8回の外部模試で実力把握、合格可能性をアップ

■ 人物試験対策

■愛知教育大学と
　連携協定を締結

個人面接と集団討論は、本番の約1年前から対策を開始。場面指導など近年の出題
傾向にも200問以上の例題を作成し実践練習を重ねます。模擬試験では、面接官経
験のある卒業生が、話の内容や構成、話し方などを実践的に指導します。「これだけ
やったから大丈夫」という自信を持って試験に臨めるよう、入念な対策を重ねます。

1年次
2年次
3年次
4年次

入念な指導で個人面接・集団討論への対策も万全に

■ 教職インターンシップ

学生が学校現場に入り、実際に児童・生徒たちの学びの支援を行う取り組みです。
教員という進路を視野に入れた学生にとって、子どもたちの活動や教員の仕事を
見て体験することは、貴重な学びの機会となります。教員の授業補助、子どもの個
別支援、学校行事などの活動支援を行い、教員へのステップアップを図ります。

子どもたちの活動や教員の仕事を学校現場で学ぶ

3年次
4年次

教員をめざす学生のため、教職課程を開設して

います。卒業必要単位を修得し、併せてこの課

程の定める単位を修得することで高等学校教諭

1種免許状および中学校教諭1種免許状を取得

することができます。

愛知大学は2021年、愛知

教育大学と教員養成の高

度化に関する連携協定を締

結しました。本学学生は、同

大教職大学院に特別選抜

（推薦入試）で入学、実践力

ある高度専門職業人として

の教員をめざし、さらに学

ぶことや、学部在学中から

同大学院の行事に参加する

ことが可能になります。

小学校教諭1種免許状は、佛教大学通信教育

課程との提携協定に基づき、本学の教職課程

と併せて佛教大学通信教育課程の特別科目

等履修生として所要単位の修得が必要です。

区分 中学校教諭
1種免許状※

高等学校教諭
1種免許状

教科及び教職に関する科目

日本国憲法

体育

外国語コミュニケーション

情報機器の操作

59

2

2

2

2

59

2

2

2

2

■資格取得に必要な単位

■小学校教諭1種免許状の
　取得について※1 ※2

■資格取得が可能な学部

※中学校教諭1種免許状の取得には上記の他、「介護等体験」が必要です。

※1 佛教大学への学費が別途必要です。
※2 中学校教諭1種免許状を取得する必要があります。

全学部（文学部心理学科を除く）

※人文社会学科日本史学専攻は、2021年、学部改組により歴史地理学科日本史学専攻になりました。
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愛知県教育委員会　高等学校・地理歴史 13名

愛知県教育委員会　高等学校・公民 1名

愛知県教育委員会　高等学校・国語 6名

愛知県教育委員会　高等学校・英語 5名

愛知県教育委員会　高等学校・商業 3名

愛知県教育委員会　中学校・社会 18名

愛知県教育委員会　中学校・国語 9名

愛知県教育委員会　中学校・英語 11名

愛知県教育委員会　小学校 53名

愛知県教育委員会　特別支援学校 3名

名古屋市教育委員会　中学校・社会 2名

名古屋市教育委員会　中学校・国語 1名

名古屋市教育委員会　中学校・英語 4名

名古屋市教育委員会　小学校 9名

名古屋市教育委員会　特別支援学校 1名

岐阜県教育委員会　高等学校・地理歴史 5名

岐阜県教育委員会　高等学校・国語 1名

岐阜県教育委員会　高等学校・英語 1名

岐阜県教育委員会　高等学校・商業 5名

岐阜県教育委員会　中学校・社会 1名

岐阜県教育委員会　中学校・国語 1名

岐阜県教育委員会　中学校・英語 2名

岐阜県教育委員会　小学校 8名

岐阜県教育委員会　特別支援学校 2名

三重県教育委員会　高等学校・公民 2名

三重県教育委員会　高等学校・国語 1名

三重県教育委員会　高等学校・商業 1名

三重県教育委員会　高等学校・情報 1名

三重県教育委員会　中学校・社会 1名

三重県教育委員会　中学校・国語 2名

静岡県教育委員会　高等学校・国語 3名

静岡県教育委員会　高等学校・商業 2名

静岡県教育委員会　中学校・社会 1名

静岡県教育委員会　中学校・国語 1名

静岡県教育委員会　中学校・英語 1名

静岡県教育委員会　小学校 3名

静岡県教育委員会　特別支援学校 1名

静岡市教育委員会　中学校・国語 1名

浜松市教育委員会　中学校・社会 1名

浜松市教育委員会　中学校・国語 5名

浜松市教育委員会　小学校 1名

長野県教育委員会　中学校・社会 1名

富山県教育委員会　高等学校・国語 1名

富山県教育委員会　特別支援学校 1名

東京都教育庁　高等学校・地理歴史 1名

東京都教育庁　中学校・英語 1名

東京都教育庁　小学校 1名

神奈川県教育委員会　高等学校・公民 1名

神奈川県教育委員会　中学校・国語 1名

神奈川県教育委員会　小学校 1名

横浜市教育委員会　中学校・社会 1名

横浜市教育委員会　中学校・国語 1名

横浜市教育委員会　小学校 2名

群馬県教育委員会　中学校・英語 1名

千葉県教育庁　小学校 1名

大阪市教育委員会　中学校・社会 1名

兵庫県教育委員会　小学校 1名

福岡県教育委員会　中学校・社会 1名

私立：中野学園　オイスカ高等学校
高等学校・地理歴史 1名

教員  合 格 実 績  （2018年度～2020年度累積）

　「生徒の夢を叶えるサポートをするために教師になった」という
高校の先生の言葉に共感し、教師を志しました。小学校での学習支
援ボランティアでは、子どもの身になって一番分かりやすい方法を
考え教える大切さを実感。子どもの笑顔を見ることの楽しさを経験
し、教師への思いを強くしました。恩師の言葉を引き継ぎ、生徒に全
力で愛情を注げる教師をめざします。

文学部 人文社会学科※4年
塚口 大空さん　私立名城大学附属高校出身

愛知県教育委員会（高校・地理歴史）

　愛知大学を選んだのは、英語の教員免許状を取得できること、そ
して英語を使って英語圏の文化や思想について学べる授業があっ
たからです。学部では、Educationコースに所属し、第二言語の習
得に有効な指導法を学ぶ科目を多く履修。卒業研究では、英語学習
において学習者が難しさを感じることの多い多義語の指導方法を
テーマにします。英語や英語教育について得た専門知識を活かし、
生徒の意欲を刺激し可能性を伸ばせる教師になりたいです。

国際コミュニケーション学部 英語学科4年
横井 佑宇さん　愛知県立江南高校出身

愛知県教育委員会（中学・英語）

生徒の夢実現を支援する

恩師のような愛情深い教員をめざす。

英語教育に有効な方法を

専門科目と卒業研究で追究する。

教　員

内定者メッセージ

主なキャリア支援プログラム

16高等学校 名

74 名

28中学校 名 27小学校

2020年度 教員合格実績

名 3その他 名

※2021年4月時点愛知大学調べ

■ 模擬試験

教職教養・一般教養・専門教養の3分野からなる教員採用試験への対策として、外部
模試を年に8回程度実施しています。試験結果には、得意分野・苦手分野など分野別
の分析や合格可能性についても記されるため、その後の学習の効率を高めることが
できます。主な対象は3・4年次ですが、1年次から受験する学生も少なくありません。

3年次
4年次

年8回の外部模試で実力把握、合格可能性をアップ

■ 人物試験対策

■愛知教育大学と
　連携協定を締結

個人面接と集団討論は、本番の約1年前から対策を開始。場面指導など近年の出題
傾向にも200問以上の例題を作成し実践練習を重ねます。模擬試験では、面接官経
験のある卒業生が、話の内容や構成、話し方などを実践的に指導します。「これだけ
やったから大丈夫」という自信を持って試験に臨めるよう、入念な対策を重ねます。

1年次
2年次
3年次
4年次

入念な指導で個人面接・集団討論への対策も万全に

■ 教職インターンシップ

学生が学校現場に入り、実際に児童・生徒たちの学びの支援を行う取り組みです。
教員という進路を視野に入れた学生にとって、子どもたちの活動や教員の仕事を
見て体験することは、貴重な学びの機会となります。教員の授業補助、子どもの個
別支援、学校行事などの活動支援を行い、教員へのステップアップを図ります。

子どもたちの活動や教員の仕事を学校現場で学ぶ

3年次
4年次

教員をめざす学生のため、教職課程を開設して

います。卒業必要単位を修得し、併せてこの課

程の定める単位を修得することで高等学校教諭

1種免許状および中学校教諭1種免許状を取得

することができます。

愛知大学は2021年、愛知

教育大学と教員養成の高

度化に関する連携協定を締

結しました。本学学生は、同

大教職大学院に特別選抜

（推薦入試）で入学、実践力

ある高度専門職業人として

の教員をめざし、さらに学

ぶことや、学部在学中から

同大学院の行事に参加する

ことが可能になります。

小学校教諭1種免許状は、佛教大学通信教育

課程との提携協定に基づき、本学の教職課程

と併せて佛教大学通信教育課程の特別科目

等履修生として所要単位の修得が必要です。

区分 中学校教諭
1種免許状※

高等学校教諭
1種免許状

教科及び教職に関する科目

日本国憲法

体育

外国語コミュニケーション

情報機器の操作

59

2

2

2

2

59

2

2

2

2

■資格取得に必要な単位

■小学校教諭1種免許状の
　取得について※1 ※2

■資格取得が可能な学部

※中学校教諭1種免許状の取得には上記の他、「介護等体験」が必要です。

※1 佛教大学への学費が別途必要です。
※2 中学校教諭1種免許状を取得する必要があります。

全学部（文学部心理学科を除く）

※人文社会学科日本史学専攻は、2021年、学部改組により歴史地理学科日本史学専攻になりました。
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愛知大学の

キャリア形成支援と

就職実績公務員合格者速報 2021年10月現在

国家公務員一般
国税専門官
財務専門官
裁判所職員
愛知県庁
岐阜県庁

三重県庁
東京都庁
名古屋市役所
豊橋市役所
岡崎市役所
春日井市役所

岐阜市役所
関市役所
中津川市役所
静岡市役所
浜松市役所
袋井市役所　他

愛知県教育委員会 高等学校・地理歴史
愛知県教育委員会 高等学校・英語
愛知県教育委員会 高等学校・商業
愛知県教育委員会 中学校・社会
愛知県教育委員会 中学校・国語
愛知県教育委員会 中学校・英語

愛知県教育委員会 小学校
名古屋市教育委員会 中学校・社会
名古屋市教育委員会 小学校
岐阜県教育委員会 高等学校・商業
静岡県教育委員会 高等学校・地理歴史
静岡県教育委員会 高等学校・商業

静岡県教育委員会 中学校・公民
浜松市教育員会 中学校・国語
神奈川県教育委員会 高等学校・英語
茨城県教育委員会 中学校・社会
横浜市教育委員会 中学校・社会
千葉県教育庁 小学校　他

2022年3月卒業見込者

教員合格者速報 2021年10月現在
2022年3月卒業見込者

【企画部入試課】 〒461-8641  名古屋市東区筒井二丁目10-31
 TEL ：052-937-8112・8113（直通）（平日9：00～17：00）

※このリーフレットは、2021年10月現在において確認できる内容に基づいて作成されています。（2022.4）

学部別  主 な就 職 先

法学部
法学科

卸売・商社 8.5%

公務員・教員 39.5%

金融・保険 9.2% サービス業 13.9%

製造業 8.2%

建設・不動産 4.8%

通信業
（電気・ガス含む）
 5.8%

小売・流通業 5.4%

運輸業 3.7%

その他 1.0%

就職者数

294名

経済学部
経済学科

サービス業 13.0%

卸売・商社 15.7%

製造業 13.6%
金融・保険 15.4%

公務員 11.5%

小売・流通業 7.1%

通信業
（電気・ガス含む） 9.5%

建設・不動産 8.6%

運輸業 5.6%

就職者数

338名

経営学科

金融・保険 12.0%

卸売・商社 21.2%

サービス業 12.8%

製造業 15.6%

建設・不動産 10.4%

運輸業 6.0%

通信業
（電気・ガス含む）
9.6%

小売・流通業 9.2%

公務員 3.2%

就職者数

250名

会計ファイナンス学科

公務員・教員 12.4%

サービス業 22.3%

卸売・商社 12.4%

金融・保険 13.2%

製造業 9.9%

小売・流通業 9.9%

建設・不動産 7.4%

運輸業 3.3%

通信業
（電気・ガス含む） 9.1%

就職者数

121名

経営学部
経営学科／会計ファイナンス学科

現代中国学部
現代中国学科

運輸業 10.4%

サービス業 22.5%

卸売・商社 16.5%

製造業 22.0%

金融・保険 4.4%

建設・不動産 7.1%

小売・流通業 6.0%

公務員 3.3%

就職者数

182名
通信業
（電気・ガス含む）
7.7%

小売・流通業 10.9% 製造業 17.4%

卸売・商社 17.4%

サービス業 17.8%

金融・保険 8.3%

公務員・教員 6.5%

建設・不動産 6.1%

運輸業 9.1%

その他 0.4%

通信業
（電気・ガス含む）
6.1%

国際コミュニケーション学部
英語学科／国際教養学科

就職者数

230名

小売・流通業 11.0%

サービス業 21.2%

公務員・教員 22.4%

卸売・商社 12.3%

金融・保険 10.7%

建設・不動産 6.1%

製造業 8.9%

通信業（電気・ガス含む） 4.9%
運輸業 2.1%
その他 0.3%

文学部
人文社会学科

就職者数

326名

金融・保険 13.9%

サービス業 16.4%

卸売・商社 13.4% 製造業 14.7%

小売・流通業 12.6%

通信業（電気・ガス含む） 5.0%

公務員・教員 11.7%

建設・不動産 8.0%

運輸業 4.2%

就職者数

238名

地域政策学部
地域政策学科

製造業 8.3%

サービス業 36.1%

小売・流通業 16.7%

金融・保険 18.1%

建設・不動産 8.3%

卸売・商社 5.6%

通信業（電気・ガス含む） 4.2%

運輸業 1.4%

公務員 1.4%

短期大学部
ライフデザイン総合学科

就職者数

72名

※小数第2位を四捨五入しています。そのため合計が100％にならない場合があります。
※各学部の円グラフは、2020年度卒業生に基づくものです。

※文学部は2017年度まで
　人文社会学科1学科体制であったため、
　2020年度卒業生は人文社会学科のみとなります。
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