
平成24年度学校基本調査　卒業後の状況調査票（大学・大学院・短期大学）＿分類一覧

都道府県 設置者
全国

北海道
青森県
岩手県
宮城県

秋田県 状況
山形県
福島県

城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

石川県

福井県

山梨県

長野県

岐阜県

静岡県

愛知県

三重県

滋賀県

京都府

大阪府 入学年度
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県 性別
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
※都道府県は、学部等の所在地である。

計

Ｂ大学学部

専修学校・外国の学校等入学者

Ｃ短期大学本科

Ｄ専攻科

Ａ大学院研究科

就職者

計

国立
公立

Ｅ別科

臨床研修医

私立

F正規の職員・従業員、自営業主等

H一時的な仕事に就いた者（雇用契約が1年
未満又は短時間勤務の者）

不詳・死亡の者

その他

計

男

Ｇ正規の職員でない者（雇用契約1年以上
でフルタイム勤務相当者）

計

最低修業年数
1年超過
2年超過
3年超過

女

進学準備中の者

就職準備中の者

その他

Ｉその他（Ａ大学院研究科～Ｈ一時的な仕事に
就いた者以外）

Ａ～Ｅのうち就職している者_（再掲）

 正規の職員等

 正規の職員等でない者

4年以上超過
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平成24年度学校基本調査　卒業後の状況調査票（大学・大学院・短期大学）＿分類一覧

課程・昼夜　① 課程・昼夜　②

大学計
大学_昼間計

大学院_昼間計

大学院計 修士課程_昼計
修士課程_計 修士課程

修士課程 博士課程（前期）

夜間の修士課程
医歯学、獣医学関係以外の博士一貫制の課程（１，
２年次）

博士課程（前期） 博士課程_昼計 ※

夜間の博士課程（前期） 博士課程（後期） ※

医歯学、獣医学関係以外の博士一貫制の課程
（１，２年次）

医歯学、獣医学関係以外の博士一貫制の課程（３
～５年次）

※

博士課程_計 ※ 医歯学、獣医学関係の博士一貫制の課程 ※

博士課程（後期） ※ 専門職学位課程_昼計

夜間の博士課程（後期） ※ 専門職学位課程

医歯学、獣医学関係以外の博士一貫制の課程
（３～５年次）

※ 専門職学位課程　法科大学院

医歯学、獣医学関係の博士一貫制の課程 ※ 専門職学位課程　教職大学院

専門職学位課程_計 短期大学_昼間計

専門職学位課程

夜間の専門職学位課程 大学_夜間計

専門職学位課程　法科大学院

夜間の専門職学位課程　法科大学院

専門職学位課程　教職大学院 大学院_夜間計

夜間の専門職学位課程　教職大学院 修士課程_夜計

短期大学計 夜間の修士課程

短期大学昼間 夜間の博士課程（前期）

短期大学夜間 博士課程_夜計 ※

専門職学位課程_夜計
夜間の専門職学位課程
夜間の専門職学位課程　法科大学院
夜間の専門職学位課程　教職大学院

短期大学_夜間計

学部昼間（修業年限４年）
学部昼間（修業年限６年）

学部夜間（修業年限４年）

学部夜間（修業年限５年）

夜間計

昼間計 

学部夜間（修業年限４年）
学部夜間（修業年限５年）

学部昼間（修業年限６年）

計

学部昼間（修業年限４年）

計

注）卒業後の状況調査票（大学・大学院・短期大学）のうち、thi0068「博士課程満期退学者」については、
　　 分類一覧「課程・昼夜①、②」のうち、※のみ集計可能です。
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平成24年度学校基本調査　卒業後の状況調査票（大学・大学院・短期大学）＿分類一覧

職業分類別　① 産業分類別　①
計 計

研究者 農業、林業
農林水産技術者 漁業
製造技術者（開発）_機械 鉱業、採石業、砂利採取業
製造技術者（開発）_電気 建設業

製造技術者（開発）_化学 製造業_食料品・飲料・たばこ・飼料製造業

製造技術者（開発）_その他 製造業_繊維工業
製造技術者（開発除く）_機械 製造業_印刷・同関連業
製造技術者（開発除く）_電気 製造業_化学工業、石油・石炭製品製造業

製造技術者（開発除く）_化学 製造業_鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業

製造技術者（開発除く）_その他 製造業_はん用・生産用・業務用機械器具製造業

建築・土木・測量技術者 製造業_電子部品・デバイス・電子回路製造業

情報処理・通信技術者 製造業_電気・情報通信機械器具製造業

その他の技術者 製造業_輸送用機械器具製造業

教員_幼稚園 製造業_その他の製造業

教員_小学校 電気・ガス・熱供給・水道業

教員_中学校 情報通信業

教員_高等学校 運輸業、郵便業

教員_中等教育学校 卸売業、小売業_卸売業

教員_高等専門学校 卸売業、小売業_小売業

教員_短期大学 金融業、保険業_金融業

教員_大学 金融業、保険業_保険業

教員_特別支援学校 不動産業、物品賃貸業_不動産取引・賃貸・管理業

教員_その他 不動産業、物品賃貸業_物品賃貸業

医師_医師、歯科医師
学術研究、専門・技術サービス業_学術・開発研究機
関

医師_獣医師 学術研究、専門・技術サービス業_法務

医師_薬剤師
学術研究、専門・技術サービス業_その他の専門・技
術サービス業

保健師、助産師、看護師 宿泊業、飲食サービス業

医療技術者 生活関連サービス業、娯楽業
その他の保健医療従事者_栄養士 教育、学習支援業_学校教育
その他の保健医療従事者_その他 教育、学習支援業_その他の教育、学習支援業
美術、写真、デザイナー、音楽、舞台芸術家 医療、福祉_医療業、保健衛生
その他の専門的・技術的職業従事者 医療、福祉_社会保険・社会福祉・介護事業
管理的職業従事者 複合サービス事業

事務従事者 サービス業（他に分類されないもの）_宗教

販売従事者
サービス業（他に分類されないもの）_その他のサー
ビス業

サービス職業従事者 公務（他に分類されるものを除く）_国家公務

保安職業従事者 公務（他に分類されるものを除く）_地方公務

農林漁業従事者_農林業従事者 その他（分類不能）
農林漁業従事者_漁業従事者
生産工程従事者
輸送・機械運転従事者
建設・採掘従事者
運搬・清掃等従事者
その他（分類不能）
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平成24年度学校基本調査　卒業後の状況調査票（大学・大学院・短期大学）＿分類一覧

専門的・技術的職業従事者 農業、林業
研究者 漁業
農林水産技術者 鉱業、採石業、砂利採取業
製造技術者（開発） 建設業

製造技術者（開発）_機械 製造業

製造技術者（開発）_電気 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業
製造技術者（開発）_化学 繊維工業
製造技術者（開発）_その他 印刷・同関連業

製造技術者（開発除く） 化学工業、石油・石炭製品製造業

製造技術者（開発除く）_機械 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業

製造技術者（開発除く）_電気 はん用・生産用・業務用機械器具製造業

製造技術者（開発除く）_化学 電子部品・デバイス・電子回路製造業

製造技術者（開発除く）_その他 電気・情報通信機械器具製造業

建築・土木・測量技術者 輸送用機械器具製造業

情報処理・通信技術者 その他の製造業

その他の技術者 電気・ガス・熱供給・水道業

教員 情報通信業

幼稚園教員 運輸業、郵便業

小学校教員 卸売業、小売業

中学校教員 卸売業

高等学校教員 小売業

中等教育学校教員 金融業、保険業

高等専門学校教員 金融業

短期大学教員 保険業

大学教員 不動産業、物品賃貸業

特別支援学校教員 不動産取引・賃貸・管理業

その他の学校の教員 物品賃貸業

医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 学術研究、専門・技術サービス業
医師、歯科医師 学術・開発研究機関
獣医師 法務
薬剤師 その他の専門・技術サービス業

保健師、助産師、看護師 宿泊業、飲食サービス業
医療技術者 生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

栄養士 学校教育

保健医療従事者のその他 その他の教育、学習支援業

美術、写真、デザイナー、音楽、舞台芸術家 医療、福祉

その他の専門的・技術的職業従事者 医療業、保健衛生
管理的職業従事者 社会保険・社会福祉・介護事業
事務従事者 複合サービス事業
販売従事者 サービス業（他に分類されないもの）
サービス職業従事者 宗教
保安職業従事者 その他のサービス業
農林漁業従事者 公務（他に分類されるものを除く）

農林業従事者 国家公務
漁業従事者 地方公務

生産工程従事者 その他（分類不能）
輸送・機械運転従事者
建設・採掘従事者
運搬・清掃等従事者
その他（分類不能）

職業分類 ② 産業分類　②
計 計

その他の保健医療従事者
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平成24年度学校基本調査　卒業後の状況調査票（大学・大学院・短期大学）＿分類一覧

関係学科等（大分類） 関係学科等（中分類）
総計 総計
大学計 大学計 商船 商船
人文科学 人文科学 P1 商船学関係

A1 文学関係 家政 家政
A2 史学関係 Q1 家政学関係

A3 哲学関係 Q2 食物学関係

B9 その他 Q3 被服学関係
社会科学 社会科学 Q4 住居学関係

C1 法学・政治学関係 Q5 児童学関係

C2 商学・経済学関係 R9 その他

C3 社会学関係（社会事業関
係を含む）

教育 教育

D9 その他 S1 教育学関係

理学 理学 S2 小学校課程

E1 数学関係 S4 中学校課程

E2 物理学関係 S5 高等学校課程

E3 化学関係 S6 特別教科課程

E4 生物関係 S7 盲学校課程

E5 地学関係 S8 聾学校課程

F9 その他 S9 中等教育学校課程

工学 工学 T1 養護学校課程

G1 機械工学関係 T2 幼稚園課程

G2 電気通信工学関係 T3 体育学関係

G3 土木建築工学関係 T5 障害児教育課程

G4 応用化学関係 T6 特別支援教育課程

G5 応用理学関係 U9 その他

G6 原子力工学関係 芸術 芸術

G7 鉱山学関係 V1 美術関係

G8 金属工学関係 V2 デザイン関係

H1 繊維工学関係 V3 音楽関係
H2 船舶工学関係 W9 その他
H3 航空工学関係 その他 その他
H4 経営工学関係 X1 教養学関係
H5 工芸学関係 X2 総合科学関係
J9 その他 X3 教養課程（文科）

農学 農学 X4 教養課程（理科）

K1 農学関係 X5 教養課程（その他）

K2 農芸化学関係 X6 人文・社会科学関係

K3 農業工学関係
X7 国際関係学（国際関係学
部）関係

K4 農業経済学関係 X8 人間関係科学関係
K5 林学関係 X9 その他
K6 林産学関係 （次列へ続く） （次列へ続く）
K7 獣医学畜産学関係
K8 水産学関係
L9 その他

保健 保健
M2 医学（専門課程）
M4 歯学（専門課程）
M5 薬学関係
M6 看護学関係
M8 医学専門学群（３～６年）
O9 その他

（次列へ続く） （次列へ続く）

注）卒業後の状況調査票（大学・大学院・短期大学）のうち、thi0068「博士課程満期退学者」については、
　　分類一覧「関連学科等（大分類）（中分類）」のうち、大学院計及びその内訳のみ集計可能です。

5/7



平成24年度学校基本調査　卒業後の状況調査票（大学・大学院・短期大学）＿分類一覧

大学院計 大学院計 商船（院） 商船（院）
人文科学（院） 人文科学（院） MP1 商船学関係

MA1 文学関係 家政（院） 家政（院）
MA2 史学関係 MQ1 家政学関係

MA3 哲学関係 MQ2 食物学関係

MB9 その他 MQ3 被服学関係
社会科学（院） 社会科学（院） MQ4 住居学関係

MC1 法学・政治学関係 MQ5 児童学関係

MC2 商学・経済学関係 MR9 その他

MC3 社会学関係（社会事業
関係を含む）

教育（院） 教育（院）

MD9 その他 MS1 教育学関係

理学（院） 理学（院） MS2 教員養成関係

ME1 数学関係 MS3 体育学関係

ME2 物理学関係 MU9 その他

ME3 化学関係 芸術（院） 芸術（院）

ME4 生物関係 MV1 美術関係

ME5 地学関係 MV2 デザイン関係

ME6 原子力理学関係 MV3 音楽関係

MF9 その他 MW9 その他

工学（院） 工学（院） その他（院） その他（院）

MG1 機械工学関係 MX1 自然科学関係

MG2 電気通信工学関係 MX2 社会・自然科学関係

MG3 土木・建築工学関係 MX3 人文・社会科学関係

MG4 応用化学関係 MX9 その他

MG5 応用理学関係 （次列へ続く） （次列へ続く）

MG6 原子力工学関係

MG7 鉱山学関係

MG8 金属工学関係
MH1 繊維工学関係
MH2 船舶工学関係
MH3 航空工学関係
MH4 経営工学関係
MH5 工芸学関係

MJ9 その他

農学（院） 農学（院）

MK1 農学関係

MK2 農芸化学関係

MK3 農業工学関係
MK4 農業経済学関係
MK5 林学関係
MK6 林産学関係
MK7 獣医学畜産学関係
MK8 水産学関係
ML9 その他

保健（院） 保健（院）
MM1 医学
MM2 歯学
MM3 薬学関係
MO9 その他

（次列へ続く） （次列へ続く）

注）卒業後の状況調査票（大学・大学院・短期大学）のうち、thi0068「博士課程満期退学者」については、
　　分類一覧「関連学科等（大分類）（中分類）」のうち、大学院計及びその内訳のみ集計可能です。
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平成24年度学校基本調査　卒業後の状況調査票（大学・大学院・短期大学）＿分類一覧

短期大学計 短期大学計
人文（短） 人文（短）

2A1 文学関係
2A2 史学関係

2A3 哲学関係

2B9 その他
社会（短） 社会（短）

2C1 法学政治学関係

2C2 商学経済学関係

2C3 社会学関係（社会事業
関係を含む）
2D9 その他

教養（短） 教養（短）

2E1 教養関係

工業（短） 工業（短）

2G1 機械工学関係

2G2 電子通信工学関係

2G3 土木建築工学関係

2G4 応用化学関係

2G5 金属工学関係

2G6 繊維工学関係

2G7 航空工学関係

2G8 経営工学関係

2H1 工芸学関係

2J9 その他

農業（短） 農業（短）

2K1 農学関係

2K2 農芸化学関係

2K3 農業工学関係
2K4 農業経済学関係
2K5 獣医学畜産学関係

保健（短） 保健（短）
2M1 看護学関係
2O9 その他

家政（短） 家政（短）

2Q1 家政学関係

2Q2 食物学関係

2Q3 被服学関係

2Q4 住居学関係
教育（短） 教育（短）

2S1 初等教育
2S2 幼稚園教育
2S3 体育関係
2U9 その他

芸術（短） 芸術（短）
2V1 美術関係
2V2 デザイン関係
2V3 音楽関係
2W9 その他

その他（短） その他（短）
2X1 理学関係
2X2 秘書関係
2Z9 その他

注）卒業後の状況調査票（大学・大学院・短期大学）のうち、thi0068「博士課程満期退学者」については、
　　分類一覧「関連学科等（大分類）（中分類）」のうち、大学院計及びその内訳のみ集計可能です。
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