
教育内容 1
◇ 専任教員男女割合人数（令和2年度）

専任教員数
男 ： 女 ：

(単位：名　専任教員に理事長・学長を含む)

◇ 専任教員、非常勤教員割合人数

令和元年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

(単位：名　教員数は5月1日現在)

21
14 7

年度 非常勤教員数

45

31 25：31

40 22：40

42 22：42

専任教員と非常勤
教員の比率

29：45

35 25：35

52 22：52

33 21：33

40 21：40



卒業生数、修了生数

◇ 卒業生数、修了生数（学位授与数）

年度

50 13 1 12

44 2 0 9

55 3 1 10

78 7 0 12

63 3 3 8

68 5 0 4

72 12 2 16

50 13 0 12

75 13 1 12

69 11 2 20

(人数は学位授与式当日現在 単位：名)

◇ 学位授与率・授与者数

年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

（人数は学位授与式当日現在 秋卒業生を含む）

・

平成29年 11

3月18日 日本人： 留学生： 9月16日 日本人： 留学生：

55 93.22% 59

75 86.21% 87

101 95.28% 106

平成29年度
平成30年 58

77 87.50% 88

77 90.59% 85

100 99.01% 101

授与人数 授与率 在籍生数

69 93.24% 74

97 88.18% 110

平成22年度
平成23年 80 平成22年 22

3月19日 日本人： 留学生： 9月18日 日本人： 留学生：

76 97.44% 78

平成23年度
平成24年 88 平成23年 13

3月20日 日本人： 留学生： 9月17日 日本人： 留学生：

平成24年度
平成25年 63 平成24年 12

3月20日 日本人： 留学生： 9月15日 日本人： 留学生：

平成25年度
平成26年 84 平成25年 18

3月21日 日本人： 留学生： 9月14日 日本人： 留学生：

平成26年度
平成27年 73 平成26年 4

3月21日 日本人： 留学生： 9月20日 日本人： 留学生：

平成27年度
平成28年 66 平成27年 11

3月19日 日本人： 留学生： 9月19日 日本人： 留学生：

平成28年度
平成29年 85 平成28年 12

3月19日 日本人： 留学生： 9月17日 日本人： 留学生：

春卒業（3月） 秋卒業（9月）

平成30年度
平成31年 46 平成30年 9

3月21日 日本人： 留学生： 9月22日 日本人： 留学生：

令和元年度
令和2年 63 令和元年 13

3月21日 日本人： 留学生： 9月20日 日本人： 留学生：



教育内容 2

◇ 就職状況

※ 就職率は、就業希望者に対する就業者数として表記しています。

◇ 就職先の情報

年度 就職率

主な就職先

平成27年度　（平成28年卒） 100.0%

平成26年度　（平成27年卒） 100.0%

年度・期生

平成29年度　（平成30年卒） 100.0%

平成30年度（平成31年卒）

令和元年度　（令和2年卒） 100.0%

令和元年度　（令和2年卒）

㈱ノジマ、アパグループ、ALSOK埼玉㈱、㈱サムソン、ALSOK常駐
警備㈱、㈱ドン・キホーテ、㈱タカインフォテクノ、㈱ミニミニ城北、㈱
イトーヨーカドー、㈱インフォメーションポート、㈱オリンピック、㈱ミ
ニミニ中央、㈱オートアールズ、㈱アールディーシー、㈱マルハン、
㈱RINDO、TOTOハイリビング㈱、コネクシオ㈱、㈱住宅工営販売、
（社福）冨士見町福祉協議会、カシェット、日本ウォーターシステム
㈱、（有）真下商店、㈱ティルウインドシステム、富士ソフト㈱、㈱コ
ヤマドライビングスクール、㈱ケリングジャパンイヴ・サンローラン、
㈱フーレイ、㈱スズキ自販西埼玉、㈱サンドラッグ、ティーエムエス
㈱、㈱リージェンシー、㈱木下の介護、㈱スギ薬局、（社福）泉陽
会、㈱花正、㈱エム・シーネットワークスジャパン、㈱はるやまホー
ルディングス、埼和興産㈱、新北斗警備保障㈱、所沢市役所

(福)三幸福祉会、東京トヨタ自動車㈱、㈱ロぺライオ、㈱東急トラン
セ、㈱エメマギー、㈱INE、㈱鈴木薬局、(学)武蔵野学院、㈱鈴木薬
局、㈱不二コントロールズ、㈱ワコール、㈱ミニミニ城北、みよの台
薬局グループ、㈱ベネッセスタイルケア、㈱コーセー、㈱ビックカメ
ラ、(学)深井学園、大江戸温泉グループ、鳥道酒場、(医)白報会、
㈱ブロードブレイン、大成建設ハウジング㈱、共同エンジニアリング
㈱、㈱エイジェック、コネクシオ㈱、㈱セントメディア、警視庁、タナカ
印刷㈱、キャリーズ、㈱バイタル、支援センターなのはな畑、㈱
フューチャーホームズ、㈱ジンジブ

平成30年度　（平成31年卒） 100.0%

平成29年度（平成30年卒）

平成28年度　（平成29年卒）

沖縄マリオットホテル＆スパ、タマホーム（株）、飯能信用金庫、日
本郵便（株）、（株）ＪＴＢベネフィット、ネッツトヨタ東埼玉（株）、三菱
鉛筆東京販売（株）、（株）ソシエワールド（株）ヨドバシカメラ、（株）
エコリング、（株）オートバックスセブン、コネクシオ（株）、（株）サマ
ンサタバサジャパンリミテッド、（株）マッシュビューティーラボ、陸上
自衛隊、蒲田ホテル・オペレーションズ、（株）共栄システムズ、（株）
日本レストランエンタプライズ、（株）ローソンストア100、（株）ホンダ
カーズ埼玉西、（株）ドンキホーテ、（株）コモディイイダ、（株）ヤオ
コー、（株）埼北スイミングスクール、（株）ナイスクラップ、（株）住居
時間、（株）アイ・エヌ・ジー、プライムホールディングス（株）、（株）
松屋フーズ、（株）マルハン、（株）はなまる、（株）土井志ば漬け本
舗、（株）馬車道、（株）利休、（株）マルハン、（株）ベンチャーバン
ク、（株）ヴェリエス、（株）エストロワ、（株）パッションアンドクリエイ
ト、（株）カクタ、（株）高津戸電子、写光レンタル販売（株）、クロー
バー体操教室、（株）ポテトデリカ、（株）Ｒ・Ｓ、（株）マキシヴ、（株）
中川製作所、（株）ＬＵＸＵＲＹ、（株）ＷＥＩＣ、（株）スタッフサービス、
ケアサポート（株）、ＳＯＭＰＯケアネクスト（株）、ロングライフホール
ディング、（株）お掃除本舗、社会福祉法人靖和会つつじの園、
（株）田中商事、（株）スターキャリア、（株）ニューアート、直栄商会、
（株）平山、（株）テクノプロスマイル、（株）かんなん丸

㈱かんなん丸、㈱臼田、㈱ジンズ、㈱東日本リテールネット、㈱ソル
クレオ、㈱シティーヒル、ITX㈱、㈱ステップ、埼玉県教員、自衛官候
補生、㈱IDOM、(医)白報会、サンフラワー・A㈱、WIN㈱、㈱
COLORS、㈱霜月、㈱マルエツ、パーソルプロセス＆テクノロジー
㈱、㈱レオパレス21、(一財)ボディセラピスト協会、㈱オールライフメ
イト、坂善商事㈱、㈱エイジェック、東日本旅客鉄道㈱、㈱ヒューマ
ントラスト、㈱愛総合福祉、㈱ワークポート、㈱すかいらーく、明治
機械㈱、㈱エクストリンク、㈱あさくま、㈱アクティブソース、㈱ニュー
サービスシステム、ヤマトホームコンビニエンス㈱、㈱エストロワ、
㈱WEIC、㈱東横イン、コネクシオ㈱、㈱フィナンシャル・エージェン
シー、㈱ファイブセンス、㈱トラストテック、(有)茂照、㈱サマンサタ
バサジャパンリミテッド、㈱中央コンタクト

平成28年度　（平成29年卒） 100.0%



◇ 進学状況

◇ 進学先の情報

◇ 外国人学生進路状況
その他

学部卒9月卒
日本で進学

4
海外で進学 帰国

4
日本で就職

4
海外で就職

大学院卒 5

年度・期生

平成27年度　（平成28年卒） 関西大学大学院、東京福祉専門学校

平成28年度　（平成29年卒）

武蔵野学院大学大学院国際コミュニケーション研究科、　筑波大学
大学院図書館情報メディア研究科、大阪大学大学院経済学研究
科、早稲田大学大学院国際コミュニケーション研究科、明治大学大
学院国際日本学研究科、東京福祉大学大学院社会福祉学研究科

平成29年度　（平成30年卒）
早稲田大学大学院商学研究科、筑波大学大学院図書館情報メディ
ア研究科、大阪大学経済学研究科、武蔵野学院大学大学院国際コ
ミュニケーション研究科

平成30年度　（平成31年卒）

令和元年度　（令和2年卒）
早稲田大学大学院、法政大学大学院、立命館大学大学院、横浜国
立大学大学院、関西大学大学院、桜美林大学大学院、城西国際大
学大学院、武蔵野学院大学大学院、Loughborough University

平成28年度　（平成29年卒） 4 3

進学者数（春卒業） 進学者数（秋卒業）年度・期生

令和元年度　（令和2年卒） 5 4

平成27年度　（平成28年卒） 2 ―――

平成29年度　（平成30年卒） 1 5

平成30年度　（平成31年卒） 1 5

平成27年度　（平成28年卒）

FPT JAPAN㈱、日本自動化開発㈱、オリックスリビング㈱、㈱ココ
チケア、㈱日本郵便、飯能信用金庫、㈱青梅トーヨー住器、㈱ナミ
キ、ネクシィーズグループ、㈱エリアフォース、埼玉県警察、自衛
隊、内閣官房庁、コネクシオ㈱、㈱コーセー、㈱日本一、兼松㈱、㈱
ジャパンイマジネーション、㈱ヤングファッション研究所、合同会社
西友、㈱セブン－イレブン・ジャパン、㈱ノジマ、㈱ヒマラヤ、㈱ベル
ク、㈱ABC‐MART、㈱住協、㈱一条工務店、ANAエアーポートサー
ビス㈱、大江戸温泉物語、㈱JTBコーポレートセールス、㈱ジャパ
ンホリデートラベル ほか

立命館大学大学院、明治大学大学院、武蔵野学院大学大学院、東
京外語大学大学院研究生、日本福祉教育専門学校

主な進学先

令和元年
1

日本で就職 海外で就職 日本で進学 海外で進学 帰国 その他

3月卒 8
大学院卒 1 2 1
学部卒 4


