
何期生 出身大学・専門学校及び専攻 就職先 仕事内容

1期生 大学未進学 陸上自衛隊 高田駐屯地（第二普通科連隊）

1期生 日本外国語専門学校国際ホテル科 内外日東株式会社 国際物流

1期生 新潟大学工学部機械システム工学科 新潟トランシス株式会社 台車の設計、製図および試験の計画と実施

1期生 千葉大学数学情報数理学科 IT系 プログラマー（客先でシステムの設計製造）

1期生 日本工学院専門学校 株式会社エディア ゲームディレクター

1期生 独立行政法人国立病院機構新潟病院附属看護学校 訪問看護ケアステーションすまいる
在宅治療を利用する方のお宅で、状態観察や点滴等の医療処置を行う
現在は管理者としても勤務

1期生 金沢星稜大学人間科学部こども学科 新潟県公立小学校

1期生 同志社大学大学院文学研究科英文学・英語学専攻 大学院在学中 英文学研究

1期生
専修大学人間科学部心理学科→

専修大学大学院文学研究科心理学専攻
新潟県庁

病院で臨床心理士（公認心理師）として
カウンセリングや子どもの発達支援

1期生 専修大学商学部マーケティング学科 株式会社BSNアイネット 医療系、公共系のシステム営業

1期生 専門学校 信越化学工業に出向 工場設備の設計運営

1期生 東海大学文学部北欧学科 （株）コメリ 接客販売

1期生 北海道大学経済学部経済学科 第四銀行 融資業務

1期生 上武大学看護学部 新潟大学医歯学総合病院 看護師

1期生
慶應義塾大学理工学部情報工学科

ミシガン大学コンピュータサイエンス学科
Facebook   (アメリカ在住） AI Research

1期生 日本大学国際関係学部 株式会社ベイシア 食品マネジャー

1期生 秋田大学工学資源学部 建設コンサルタント 設計

2期生 専門学校
フリーランスフォトグラファー

（ドイツ在住）
日本の雑誌の撮影など

2期生 防衛大学校理工学部機械システム工学科 陸上自衛隊 防衛大学校理工学研究科学生（修士１年）

2期生 新潟県立看護大学看護学科 魚沼基幹病院 循環器、消化器、泌尿器の病棟看護師

2期生 新潟大学教育学部数学教育専修 大阪の私立中高一貫校 数学科専任教諭

2期生 陸上自衛隊 施設科

2期生 帝京大学 看護師 内科・循環器看護師

2期生 秀明大学学校教師学部 新潟県小学校教諭 新潟県の小学校教諭

2期生 神戸大学法学部 住信ＳＢＩネット銀行株式会社
ネオバンク事業部（様々な会社に銀行を切り売りし、
その会社のブランドで新しい銀行を作る）

2期生 東北大学工学部建築・社会環境工学科
東日本高速道路株式会社

（NEXCO東日本）
スマートICの建設
（那須管理事務所）

2期生 京都大学大学院地球環境学舎
三菱UFJリサーチ&

コンサルティング株式会社
政策研究事業本部（国や自治体の施策立案・戦略構築等の支援、
幅広い分野の調査研究）

3期生 北海道大学文学部地域システム科学講座 津南町役場 教育委員会（学校事務）

3期生 国士舘大学経営学部 テレビ番組の制作会社 都内のテレビ局で報道番組を担当

3期生 早稲田大学文化構想学部英国文化研究 （株）博報堂 コピーライター、CMプランナー

3期生 明星大学人文学部国際コミュニケーション学科 株式会社更科堀井 創業230年の老舗蕎麦屋　接客、調理業務

3期生 神奈川大学法学部法律学科中退 新潟県妙法育成牧場 機械修繕、乳牛管理、牧場管理

3期生 鎌倉女子大学児童学部児童学科
田舎工房→保育園→マクドナルド→

保育園（4月からの予定）
販売、事務、保育、 製造販売

3期生 早稲田大学スポーツ科学部 プロスノーボーダー
ブランドとスポンサー契約をし、大会や撮影に参加する。
キッズレッスンや海外スノーボードツアーなども開催。

3期生 横浜国立大学 新宿区役所 さいたま市南部児童相談所派遣・児童心理司

3期生 新潟公務員法律専門学校キャリアビジネス科 津南町役場 福祉保健課

3期生
新潟大学大学院自然科学研究科

材料生産システム専攻
株式会社豊田自動織機 未定（12月配属予定）

3期生 東京歯科大学歯学部 東京歯科大学水道橋病院 歯科診療

3期生 日本体育大学体育学部社会体育学科 エイベックス株式会社 ライブ制作事業本部兼新規事業本部

3期生 千葉県立保健医療大学看護学科 慶應義塾大学病院 産科（分娩介助、妊産褥婦や婦人科疾患の看護、授乳介助）

3期生 神田外語大学外国語学部 新潟縣信用組合 金融業務（預金）

3期生 国立新潟病院付属看護学校看護
国立東京病院

現在は小金井太陽病院
国立東京病院ではリハビリ　現在は透析

3期生 立教女学院短期大学専攻科幼児教育専攻
株式会社アイオル ルミナス保育園

→南魚沼市立舞子保育園
保育士

3期生 自治医科大学医学部 新潟大学医歯学総合病院 医師

3期生 新潟大学教育学部 長岡市立富曽亀小学校 常勤講師

3期生 金沢大学医薬保健学域保健学類看護学専攻 金沢大学附属病院 ICU



3期生 金沢大学理工学域機械工学類 株式会社アルプス技研 機械設計業

3期生 帝京科学大学教育人間科学部児童教育学科 保育園 保育

4期生 立命館大学スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 滋賀レイクスターズ MD部（グッズ）、チケット、大学企画

4期生
多摩美術大学美術学部

演劇舞踊デザイン学科演劇舞踊コース
日本レストランシステム 来年度から入社外食系産業

4期生 千葉大学法政経学部法政経学科法学コース アビームコンサルティング コンサル（IT系）

4期生 帝京大学 医療技術学部スポーツ医療学科 株式会社スポーツフィールド 体育会事業本部
営業兼就職エージェント

4期生
名古屋大学大学院情報学研究科

情報システム学専攻
株式会社SUBARU （内定先）

4期生
埼玉大学教育学部学校教員養成課程

小学校コース文系 心理•教育実践学専修
現在は一橋大学院社会学研究科

修士１年
現在は地元を生きる若者たちについての研究
コロナ前後の生活変化から見る学校の意義についての研究

4期生 専門学校 松本税務署 法人課税部門

4期生 新潟大学教育学部理科教育専修 南魚沼市立三用小学校 教諭

4期生 大原法律専門学校 防衛省 国防

4期生
大妻女子大学家政学部食物学科食物学専攻→

玉川大学教育学部通信教育学部
教員 教員

4期生 信州大教育学部家庭科教育コース 株式会社八芳園 ウェディングプランナー（新規接客 打ち合わせ）

4期生 新潟薬科大学応用生命科学部応用生命科学科 津南町役場 生涯学習班

4期生 城西国際大学 福祉総合学部 介護施設（デイケア） 歩行介助、利用者ごとのケア記録記入

4期生 新潟大学自然科学研究科 メタウォーター 営業

4期生 都留文科大学文学部英文学科 十日町市役所 税務課

4期生 青山学院大学国際政治経済学部
外務省

（イラン在住）
昨年はテロ対策を専門とする部署で研修生

4期生 信州大学教育学部特別支援学校教員養成課程 南魚沼市立塩沢小学校 教諭

4期生
上越教育大学学校教育学部

初等教育教員養成課程
津南町役場 総務課総務班

4期生 新潟県立看護大学看護学部 新潟大学病院 看護師

4期生 蕨戸田市医師会看護専門学校 新潟西蒲メディカルセンター病院 一般病棟

4期生 東洋大学食環境科学部 相澤病院 管理栄養士

5期生 玉川大学経営学部国際経営学科 岡三証券株式会社 投資相談一課　営業

5期生 長野大学環境ツーリズム学部環境ツーリズム学科 津南町役場 税務町民課税務班（介護保険料、後期高齢者医療保険料）

5期生 國學院大學神道文化学部神道文化学科 彌彦神社 祭典課所属　祭典の準備

5期生
新潟私立青陵大学福祉心理学部

社会福祉学科子ども発達サポートコース
津南町役場（保育士） 津南町立北部保育園（4歳児クラス担任）

5期生
秋田県立大学システム科学技術学部

機械知能システム学科
株式会社ブルボン 工務管理課で機械の搬入、部品の修理、作成など

5期生 文教大学教育学部 教師 小学校教諭

5期生 青山学院大学法学部 株式会社コトラ SEOメディアの起ち上げ

5期生 富山大学物理学科 大学院進学


