
卒業・修了・留年予定届

□　法学部

□　法学研究科 学籍番号： 氏名：

□ 卒業・修了予定 ）

卒業・修了後の連絡先（記入した住所が帰省先の場合はここにチェック→□）

住 所

電 話 番 号

E-mail

□　就職 （社会人大学院生の方もこちらにご記入願います。）

　□　常勤　　□　非常勤（フルタイムかつ1年以上の勤務）　□　非常勤（短時間または1年未満の勤務）

勤務先名称
（会社名等）

所在地
（都道府県）

業種コード
（裏面①参照）

職種コード
（裏面②参照）

内定年月日       /     /     

◆ 今後、東北大学の後輩が就職先の情報提供を希望した場合の可否 □可　　□否

□　進学

□ 大学院進学 □　東北大学大学院法学研究科　研究大学院

□　東北大学大学院法学研究科　法科大学院

□　東北大学大学院法学研究科　公共政策大学院

□　その他（大学院名・所在地をご記入ください）

大学院名： 所在地
(都道府県)

：

□ 他大学進学 大学名： 所在地
(都道府県)

：

□ 留学 学校名： 国　名 ：

□ 専門学校等 学校名： 所在地
(都道府県)

：

□　その他

□ 就職活動中

□ 博士研究員
　　(日本学術振興会等)

職名： 受入機関：

□ 研究生・科目等履修生 学校名： 所在地
(都道府県)

：

□ 国家試験・公務員試験等受験準備 受験予定試験名：

□ 帰国（留学生の方のみ） 国名：

□ 上記以外 （ ）※具体的にご記入ください。

◆ 同窓会名簿への掲載の可否（記入のない場合は同窓会名簿への掲載に同意したものとみなします｡） □否

提出期限： 平成29年2月3日(金)【厳守】
提出先　： 法学部・法学研究科教務係

記入年月日：平成　　年　　月　　日

下記の該当する□にチェックし、必要事項を記入してください。

□ 留年予定（事由：

※　収集した個人情報は、各種統計及び修学指導、学生支援に関する業務並びに同窓会からの連絡のために
利用し、この目的以外には一切使用しません。

公務員の方は種類をご記入ください。
（国〈総合〉、国〈一般〉、地方上級、裁判所職員〈総合〉 等）

※配属先の支店名等がわかる場合は、そちらも記入して下さい。

〒



コード 産業名 コード 産業名 コード 職業名
A1001 農業・林業 S2002 国家公務員総合職（院卒） a0000-10 管理的職業従事者（企業等の役員、管理職、経営者等）
B1001 漁業 S2003 国家公務員総合職（大卒） b0100-10 研究者
C1001 鉱業，採石，砂利採取 S2004 国家公務員総合職（院卒・法務） b0200-10 農林水産技術者
D1001 建設業 S2005 国家公務員総合職（大卒・教養） b0301-10 製造技術者（開発）【機械】

E1001 食料・飲料・たばこ等 S2006 国家公務員（一般職） b0302-10 製造技術者（開発）【電気】
E1002 繊維工業 S2007 国税専門官 b0303-10 製造技術者（開発）【化学】
E1003 印刷・同関連業 S2008 労働基準監督官 b0304-10 製造技術者（開発）【その他】
E1004 化学工業，石油製品等 S2009 外務省専門職員 b0401-10 製造技術者（開発除く）【機械】
E1005 鉄鋼，非鉄・金属製品 S200A 法務省専門職員（矯正心理） b0402-10 製造技術者（開発除く）【電気】

E1006 はん用・業務用機械 S200B 法務省専門職員（法務教官） b0403-10 製造技術者（開発除く）【化学】
E1007 電子部品・デバイス等 S200C 法務省専門職員（保護観察官） b0404-10 製造技術者（開発除く）【その他】
E1008 電気・情報通信機械 S200D 皇宮護衛官 b0500-10 建築・土木・測量技術者
E1009 輸送用機械器具 S200E 財務専門官 b0600-10 情報処理・通信技術者
E100Z その他の製造業 S200F 食品衛生監視員 b0700-10 その他の技術者

F1001 電気・ガス・熱・水道 S200G 航空管制官 b0801-10 教員（幼稚園）
G1001 情報通信業 S200H 自衛隊（陸・海・空） b0802-10 教員（小学校）
H1001 運輸業・郵便業 S200I 衆議院事務局職員（総合職） b0803-10 教員（中学校）
I1001 卸売業 S200J 衆議院事務局職員（一般職） b0804-10 教員（高等学校）
I1002 小売業 S200K 参議院事務局職員（総合職） b0805-10 教員（中等教育学校）

J1001 金融業 S200L 参議院事務局職員（総合職・技術） b0806-10 教員（高等専門学校）
J1002 保険業 S200M 衆議院法制局職員（総合職・院卒） b0807-10 教員（短期大学）
K1001 不動産取引・賃貸 S200N 衆議院法制局職員（総合職・大卒） b0808-10 教員（大学）
K1002 物品賃貸業 S200O 参議院法制局職員（総合職） b0809-10 教員（特別支援学校）
L1001 学術・開発研究機関 S200P 国立国会図書館職員（総合職） b0810-10 教員（その他）

L1002 法務 S200Q 国立国会図書館職員（一般職） b0901-10 医師・歯科医師
L100Z その他技術サービス業 S200R 防衛省専門職員 b0902-10 獣医師
M1001 宿泊，飲食サービス業 S210S 裁判所事務官総合職（院卒） b0903-10 薬剤師
N1001 生活サービス，娯楽業 S210T 家庭裁判所調査官補（院卒） b1000-10 保健師・助産師・看護師
O1001 学校教育 S210U 裁判所事務官総合職（大卒） b1100-10 医療技術者

O1002 その他教育，学習支援 S210V 家庭裁判所調査官補（大卒） b1201-10 栄養士
P1001 医療業・保健衛生 S210W 裁判所事務官一般職（大卒） b1202-10 b0901-10～b1201-10以外の保健医療従事者
P1002 社会保険・福祉・介護 S200Z 国家公務員等（その他） b1300-10 美術・写真・デザイナー・音楽・舞台

Q1001 複合サービス事業 S2012 都道府県上級（大卒）職員 b1400-10
その他専門的・技術的職業（裁判官・司法書士・司法修習
生・行政書士・公認会計士・税理士・宗教家・作家・翻訳家・通
訳・記者・アナウンサー・編集者・カウンセラーなど）

R1001 宗教 S2013 都道府県中級（短大卒）職員 c0000-10 事務従事者
R1002 その他のサービス業 S2014 市役所上級（大卒）職員 d0000-10 販売従事者
T1001 その他 S2015 市役所中級（短大卒）職員 e0000-10 サービス職業従事者

S2016 町・村役場職員 f0000-10 保安職業従事者（自衛官・警察官・消防官・ガードマン等）

S2017 特別区（東京２３区）職員 g0100-10 農林業従事者

S2018 都道府県警察（警察官） g0200-10 漁業従事者

S2019 都道府県警察（警察職員） h0000-10 生産工程従事者

S201Z 地方公務（その他） i0000-10 輸送・機械運転従事者
j0000-10 建設・採掘従事者

k0000-10 運搬・清掃等従事者
l0000-10 上記以外

不動産・
物品賃貸業

学術研究・
専門・

技術サービス

教育・
学習支援業

医療・福祉

他に分類され
ないサービス

金融・
保険業

①業種コード（公務員以外） ①業種コード（公務員） ②職種コード

製造業

卸売・
小売業


