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令和４年度卒業・修了者の進路状況調査について 

東 京 大 学 

 

本調査については、学部の卒業生、大学院の修了生及び博士課程を単位取得満期

退学された方を対象（社会人学生も含みます）としています。 

対象の方につきましては、別添の「卒業・修了後の進路状況調査票」に必要事項

をご記入のうえ、各学部・研究科等の実施する回収方法に従って、ご提出ください。 

  なお、調査の回答に伴う各項目の情報については、下記の目的に利用させていた

だきますので、調査の趣旨についてご理解いただき、ご協力いただきますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

記 

 

１．各種就職状況統計調査 

  文部科学省が実施する「学校基本調査」（指定統計）、東京大学における「就職

状況調査」その他の各種統計資料等に利用いたします。 

２．東京大学の活動に関する連絡 

  東京大学社会連携本部卒業生部門から、卒業生への情報等を提供するために利

用いたします。 

※ ご提供いただいた個人情報については、法令及び学内規則等の定めにより、東京大学社

会連携本部卒業生部門において適切に管理いたします。 

 ○ 調査担当部署 

   本部 学生相談支援課（教育・学生支援部） 

   本部 卒業生課（社会連携部） 

 

 

 

 

 



コ ー ド 表 （「Ⅱ 就 職」職種番号､業種番号 関係 ） 
Ａ 職 種 番 号 - 日本標準職業分類 - 

職 種 分 類 番号  職 種 分 類 番号 

専門的・技術的職業従事者   
教  員 

  →業種は「O01 学校教育」 
*教員(大学含む)のいずれかに 

該当する場合、 B 業種番号は、 
学校教育の“O01” (ｵｰｾﾞﾛｲﾁ)を 
選択してください。 

高等専門学校 １１９ 

研究者 
 

*1）大学、大学共同利
用機関、独立行政法人
等の公的研究機関 

 
*2)研究ｸﾞﾙｰﾌﾟのﾘｰﾀﾞｰ
主任研究員等 

研究機関等*1

で研究に従事 

管理的な職 *2

にある者 
ａ０１ 

 短期大学 １２０ 

大学 １２１ 

管理的な職 *2

にない者 
ｂ０１ 

 特別支援学校 １２２ 

 その他 １２３ 

上記以外の研究機関等で研究

に従事する者 
ｃ０１ 

 医師，歯科医師，獣医師， 

薬剤師 
→業種は「P01 医療業、保健衛生」 

医師,歯科医師 １２４ 

 獣医師 １２５ 

日本学術振興会特別研究員 

（PD・SPD） 
ｄ０１ 

 薬剤師 １２６ 

 保健師,助産師,看護師 １２７ 

農林水産技術者 １０２  医療技術者 １２８ 

製造技術者（開発） 

機械 １０３  
その他の保健医療従事者 

栄養士 １２９ 

電気 １０４  その他 １３０ 

化学 １０５  美術・写真・デザイナー・音楽・舞台 １３１ 

その他 １０６  その他の専門的・技術的職業従事者 １３２ 

製造技術者（開発除く） 

機械 １０７  管理的職業従事者（※会社・団体等の役員・経営者等） １３３ 

電気 １０８  事務従事者 １３４ 

化学 １０９  販売従事者 １３５ 

その他 １１０  サービス職業従事者 １３６ 

建築・土木・測量技術者 １１１  保安職業従事者 １３７ 

情報処理・通信技術者 １１２  
農林漁業従事者 

農林業従事者 １３８ 

その他の技術者 １１３  漁業従事者 １３９ 

教  員 
→業種は「学校教育」 

*教員(大学含む)のいずれかに 
該当する場合、 B 業種番号は、 

学校教育の“O01” (ｵｰｾﾞﾛｲﾁ)を 
選択してください。 

幼稚園 １１４  生産工程従事者 １４０ 

小学校 １１５  輸送・機械運転従事者 １４１ 

中学校 １１６  建設・採掘従事者 １４２ 

高等学校 １１７  運搬・清掃等従事者 １４３ 

中等教育学校 １１８  表記されている職種以外 １４４ 

 

Ｂ 業 種 番 号 - 日本標準産業分類 - 

業 種 分 類 番号  業 種 分 類 番号 

農業，林業  A00  
金融業，保険業 

金融業 J01 

漁業  B00  保険業 J02 

鉱業・採石業・砂利採取業  C00  不動産業，物品

賃貸業 

不動産取引・賃貸・管理業 K01 

建設業  D00  物品賃貸業 K02 

製造業 

食料品・飲料・たばこ・飼料製造業  E01  
学術研究，専門・

技術サービス業 

学術・開発研究機関 L01 

繊維工業  E02  法務 L02 

印刷・同関連業  E03  その他 L03 

化学工業､石油・石炭製品製造業  E04  宿泊業、飲食サービス業 M00 

鉄鋼業､非鉄金属・金属製品製造業  E05  生活関連サービス業、娯楽業 N00 

はん用・生産用・業務用機械器具製造業  E06  教育，学習支援

業 

学校教育 O01 

電子部品・デバイス・電子回路製造業 E07  その他の教育､学習支援業 O02 

電気・情報通信機械器具製造業 E08  
医療，福祉 

医療業、保健衛生 P01 

輸送用機械器具製造業 E09  社会保険・社会福祉・介護事業 P02 

その他の製造業 E10  複合サービス事業 Q00 

電気・ガス・熱供給・水道業 F00  
サービス業 

宗教 R01 

情報通信業 G00  その他のサービス業 R02 

運輸業・郵便業 H00  
公務 * 

国家公務 S01 

卸売業，小売

業 

卸売業 I 01  地方公務 S02 

小売業 I 02  表記されている業種以外 T00 
 

*「公務」は、他に分類されない場合のみ選択してください。（例：公立学校の教員は「学校教育」を選択）  



 令和４年度卒業・修了者の進路状況調査票 

1. 学籍番号欄 

■1.学籍番号     

  

■2.卒業学部、修了研究科 （※博士課程満期退学の方も対象です。）      ｷｬﾘｱｻﾎﾟｰﾄ記入:所属ｺｰﾄﾞ（             ） 
  学部・研究科等            学科・専攻等   
                                 
                                                   
 

■3.博士課程の方のみ、該当する番号を回答欄にご記入ください 

  １．博士課程を修了し、学位を取得した者 

   2．所定の単位を取得の上、退学した者（満期退学者）        

■4.進路状況 
 ・ 以下のⅠ～Ⅲのうち該当する項目に回答してください。（※進学して、就職もした場合は、ⅠとⅡ両方に記入してください。） 

 Ⅰ 進学（入学）等  ・該当する番号を回答欄に記入してください。また、具体的な学校名も名称欄に記入してください。 

国内の大学院へ進学（入学）…  01 本学大学院  02 他大学大学院   

そ の 他 …  03 学士入学  04 本学･他大学学部入学  05 専攻科入学  06 別科入学 

07 短期大学本科入学  08 専修学校入学  09 外国の学校等入学 
   

■ 4.Ⅰ) 名称欄 
(学校名) 

大学院                  研究科 
 (大学)                  (学部) 

 

  

 Ⅱ  就   職    

 

 

 
  2) 上記該当者は、就職先の名称を記入してください。 

また、別紙のコード表から該当する *Ａ職種番号 と *Ｂ業種番号 の２つを、それぞれの回答欄に記入してください。 

 

   ■4.Ⅱ-2) 回答欄(職種)            ■4.Ⅱ-2)回答欄(業種) 

 

就職先名称 ：                 職種名称：                     （所在地：                    
都道

府県 ） 

 

                             
 

Ⅲ 進学、就職以外  

１）該当する番号を回答欄に記入してください。なお、研究員は機関名等を、「１０ その他」は具体的な内容をそれぞれの欄に記入して 

ください。 

研  修  医   …01 臨床研修医（医師法第 16 条の 2 に基づく研修医） 
一時的な仕事 （雇用契約期間が 1 年未満又は短時間勤務の者） 

･･･03 研究員 05 非常勤職員 06 その他の一時的な職（アルバイト、パート等）  
（特に、雇用契約期間が 1 ヶ月未満の場合は、すぐ右の太枠内に「１」を記入してください。） 

   

   

そ  の  他  .…07 研究員（無給）  08 研究生 

09 家事手伝い 10 その他 11未定 12 進学準備  

13 就職準備（求職中の者、公務員・教員採用試験、国家資格試験受験準備中の者） 
 

(機関名)                                   (身分) 
 

 

        
   10 その他 

 

２）０３ 研究員 および ０７ 研究員（無給）で、大学、大学共同利用機関、独立行政法人等の公的研究機関 

に勤務の方は、回答欄に「１」を記入してください。 

《 裏面もご記入ください 》 

*Ａ職種番号 … 
   

*Ｂ業種番号 … 
   

 

  
－ 

      

 

■4.Ⅰ回答欄  

1) 該当する番号を回答欄に記入してください。                                         ■4.Ⅱ-1)回答欄 
１．無期雇用労働者 
２．雇用契約期間が１年以上の有期かつフルタイム勤務相当の者（雇用契約期間が 1 年以上の期間の定めのある者 
であり、かつ 1 週間の労働時間が 40～30 時間程度の者。たとえば、学振 PD・SPD、派遣社員、契約社員など。）   
３．自営業主等 

 

03 研究員(雇用契約期間が 
1 年未満又は短時間勤務の者)       
       

 

■3.回答欄  

 

■4.Ⅲ-2)回答欄 
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■4.Ⅲ-1)回答欄  

』 



 

■5.卒業・修了後の連絡先等 

ﾌﾘｶﾞﾅ 姓 ｶﾅ 名 ｶﾅ 

氏 名 
姓 Family name 

 

名 First(Given)name 

 

所属（学部・研究

科） 

 
学籍番号 

 

卒業・修了後 
の連絡先 

(※卒業・修了後の連
絡先が未定の場合に
は、ご実家の住所等
を記入してください。) 

〒     － 

(住所) 

                 
都道

府県               
区市

郡  

 

(TEL)           －           － 

(ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ) ※卒業後も有効なアドレスをお書きください。携帯アドレスは不可。 

                   ＠                      

 

※個人情報の使用目的について 

卒業・修了後の連絡先は、東京大学の活動及び卒業生向けサービスに関する連絡、 

その他大学からの各種情報発信に使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【部局の担当の方へ】 
以下、残りのスペースを利用して、部局で必要な調査項目を追記することは構いません。（例 部局の卒業生サービスに関する同意欄等） 
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