
進路就職状況・支援体制

進路状況は、学科ごとに特性のあるものとなっています。

本学では、ゼミの教貝をはじめ進路•生活支援部会の教員とキャリアサポ ー トセンタ ー

が連携して、学生一人ひとりの進路状況に応じた細やかな進路支援を行っています。

卒業後は、様々な分野において高い専門性を持った職業人として活躍できる人材育

成を実現しています。

人間社会学部 I 

卒業生就職・進学実績
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就職支援年間スケジュ ー ル

10 。ctober

・公務員講座
・就職ガイダンス

11 November 

・公務員講座
・就職ガイダンス

4 臼 5May 6 」une

・キャリア形成支援講座I ・キャリア形成支援講座11 ・公務員講座事前ガイダンス
・ 学内病院説明会 ・インターンシップ（夏季）受付 ・ 保育士模試

12 December 

・公務員講座
・就職ガイダンス
・キャリアサポー ト講座
・学内業界研究セミナ ー

•インターンシップ（春季）受付
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7 」uly

・公務員講座
・教員採用試験

1 」anuary

・公務員講座
・社会福祉士、

精神保健福祉士
国家試験
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その他12.7%�
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製造業 5.5%―

サ ー ビス業 5.5%-

福祉施設7.3% 、｀

キャリアサポ ー トセンタ ー

(3号館1階学生支援センタ ー 内）

企業や病院からの求人情報 ・ 公務員試験・就

職ガイダンス ・ 合同企業説明会·インターンシップ

に関する資料や就職情報誌・参考書等を多数

取り揃えており、いつでも自由に利用できます。

また、専門のカウンセラーが毎日常駐しており、

模擬面接や面接対策•履歴書の書き方などの

就職相談のほか、進路やキャリア形成に関する

相談にものっています。在学生の方はもちろん、

卒業生の方のサポー トも行っていますので、気軽

に利用してください。

8 August 9 September 

・公務員講座 ・公務員講座
・インターンシップ （夏季）実施 ・企業見学バスツアー

・インターンシップ（夏季）実施

2 Februar� 

•看護師、保健師、
助産師国家試験

・インターンシップ（春季）実施

3 March 

・公務員講座
・保健師向け短期
公務員講座

・合同説明会バスツアー

・インターンシップ（春季）実麓

※その他講座についても、適宜開催しています。
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民間企業 ・ 団体等 mJI
北九州農業協同組合
コープさが生活協同組合
日本郵便株式会社
株式会社楽天銀行
田川信用金犀
山ロフィナンシャルグループ
株式会社一条工務店
株式会社カチタス
大東建托株式会社
日本管財株式会社
ヨシコン株式会社
株式会社リーガルコーポレーション
参天製薬株式会社
東芝ライテック株式会社
アイコムソフト株式会社
医療システムズ株式会社
株式会社インタークエスト
株式会社シンク

株式会社ホープス
メティアファイブ株式会社
横河ソリューションサー ピス株式会社
日本自動化開発株式会社
株式会社エーピーシー・ マート
株式会社エクシス
株式会社ティーガイア
株式会社ネクステージ
株式会社ハローデイ
株式会社ベスト電器
株式会社ミスターマックス ・ ホールディングス
九州石油ガス株式会社
コネクシオ株式会社
サンレジャン株式会社
ヤマエ久野株式会社
渡辺パイブ株式会社
株式会社ホスピタリティオペレーションズ
株式会社NBSロジソル
株式会社共同
長崎自動車株式会社

2019年3月卒業生

宮崎交通株式会社
株式会社ケア21
株式会社APパートナーズ
株式会社colors
株式会社甲羅
株式会社テクノスマイル
株式会社ミックコーポレーション
スポーツガーデン株式会社
株式会社日豊清掃センター

官公庁等量豆置
玄海町
独立行政法人国立高等専門学校機構北九州工業高等専門学校
福岡北九州高速道路公社

教員·夏•
糸田町立糸田中学校

病院医療施設、ロ・
医療法人永孝会オレノノ歯科

社
会
福
祉

学
科

社会福祉施設等 E塁’
社会福祉法人川崎町社云袖祉協議会
社会福祉法人直方市社会福祉協議会
社会福祉法人行橋市社会福祉協議会[2]
社会福祉法人ウエル清光会
社会福祉法人カリタスの園天使育児園
社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会[2]
社会福祉法人桑の実会障害福祉サー ピス事業所桑の実工房
社会福祉法人厚生館フレンドリーブラザ中川児童館
社会福祉法人自立の里
社会福祉法人鷹山会悠和園
社会福祉法人福岡育児院
社会福祉法人悠仁福祉会特別養護老人ホームヴィラ鳳凰
社会福祉法人和光会笠松あんじゃ園
社会福祉法人蓮華園
社会医療法人敬和会 大分豊寿苑
独立行政法人高齢・ 障書・ 求職者雇用支援機構[4]
NPO法人ブフイタース丁ツブス
株式会社ココロプラス放課後等デイサー ビスAPOLLO
株式会社コロロ発達療育センター

株式会社バシフィックライフ
ケアユー株式会社介護付有料老人ホームオーベル筑紫丘

病院 ・ 医療施設国II
医療法人社国翠会行橋記念病院
医療法人社固翠会八幡厚生病院
医療法人成雅会泰平病院
医療法人コミュノテ風と虹のぞえ総合心療病院
医療法人社固松和会門司松ヶ江病院
公益財団法人健和会
国家公務員共済組合連合会浜の町病院
国家公務員共済耗合連合会新小倉病院
社会医療法人共愛会戸畑共立病院
杉循環器科内科病院
独立行政法人国立病院機構九州グループ
日本赤十字社東京都支部大森赤十字病院
もり歯科医院
福岡和白総合健診クリ＝ック

官公庁等 111111
神奈川県[2]

福岡県
福岡市教育委員会[3]
島根県立わかたけ学園

民間企業 ・ 団体等匿Ill
株式会社鹿児島銀行
株式会社サンレー

株式会社メニコン
明治安田生命保険相互会社

大学院 ・ 専門学校等進学量2置
北九州市立大学大学院
公務員学院シグマライセンス・ スクール
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幼稚園・保育所（国公立）国m
飯塚市[2]
粕屋町
北九州市[2]
四国中央市[2]
筑紫野市
福岡市
吉富町

幼稚園 ・ 保育所口塁’
学校法人黒田学園きらきら星幼稚園
学校法人大里学園みどりがおか幼稚園
学校法人鎮西敬愛学園敬愛幼稚園
社会福祉法人大村子供の家認定こども園キッズランド
社会福祉法人グリーンコーブ名島りすの森保育園
社会福祉法人健幸会いと菜の花保育園
社会福社法人さくら会わかひさ保育園
社会福祉法人森友会かがやきの森保育園
社会福祉法人芽豆羅の里めずらこども園
社会福祉法人宮田新和会なないろ保育園2

株式会社ten 四季のいろ保育園吉塚園
児童発達支援・放課後等デイサー ビスSOALA
福原学園九州女子大学附属自由が丘幼稚圏

官公庁等冒G
雲南広域連合
法務省

社会福祉施設等匿�
株式会社まちの兄きはっひ りー 一ふtoコスモ
久留米天使園
社会福祉法人創生会
児菫心理治療施設筑後いずみ園

病院 ・ 医療施設 � 
医療法人柏愛会林整形外科医院

民間企業 ・ 団体等、国還
アームコンサルプインク株式会社
株式会社一二
株式会社エデイオン
株式会社コジマ

株式会社コロナ
株式会社山陽
株式会社システムステーション
株式会社トランドール
株式会社西鉄ストア
株式会社ネクステージ
株式会社不動産のデパートひろた
株式会社ポデイアシスト
九州スズキ販売株式会社
ジーク株式会社
ジャバネットグ）レープ
福岡県広域森林組合
ワイゼンラージ株式会社
株式会社SUMCO
有限会社ブラス

大学院 ・ 専門学校等進学冒翌•
福岡県立大学大学院[4]
九州大学大学院
西南学院大学大学院
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医療施設�
一般財団法人T成紫川会小倉記念病院[2]
医療法人愛生会馬渡産婦人科
医療法人相生会福岡みらい病院
医療法人協和会千里中央病院
医療法人財団はまゆう会新王子病院
医療法人社団高邦会福岡山土病院
医療法人社団誠和会牟田病院[2]
医療法人聖峰会田主丸中央病院
北里大学病院
九州大学病院
久留米大学病院[2]
公立学校共済組合九州中央病院[2]
国家公務員共済組合連合会三宿病院
佐賀大学医学部附属病院
産業医科大学付属病院[3]
社会医療法人財団池友会新行橋病院
昭和大学病院
昭和大学横浜市北部病院
地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院
独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院
独立行政法人国立病院機構九州がんセンター[2]

独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター El木赤十字社大阪赤十字病院
巳本医科大学千葉北総病院 福岡県汀精神医療センター太宰府病院
福岡大学病院[2]
南東北グループ医療法人財団健貢会総合東京病院

官公庁（保健師） lmD 
宮崎県立病院 芦屋町、大野城市[2]、速只町、香春町、北九州市、

医療法人コミュノテ風と虹のぞえ総合心療病院 下関市、長崎市、中津市、宮崎市

医療法人原三信病院 教員（養護教諭等）·塁置
医療法人社団高邦会高木病院 大） II市立三又小学校
社会医療法人共愛会戸畑共立病院 添圧町立津野小学校
社会医療法人喜悦会那珂川病院 多久市立東原痒舎西渓校
社会医療法人財団池友会福岡和白病院 福岡嗅立東筑高等学校
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 福岡県在福岡中央高等学校
社会医療法人緑泉会米盛病院[3] 福岡県立柳河特別支援学校
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福関県済生会八幡総合病院 南大隅町立佐多小学校
社会福祉法人恩賜財団福岡県済生会福岡総合病院[2] 東広島市立志和中学校
地方独立行政法人福岡市立病院機構福岡市立こども病院[2] 大学院 ・ 専門学校等進学冒塁！・
地方狼立行政法人福岡市立病院機構福岡市民病院 福岡県立大学大学院[5]
東邦大学医療センター大森病院 神奈川県立衛生呑護専門学校
独立行政法人国立病院機構大阪医療センタ一 山口県立大学別科助産専攻
独立行政法人国立病院機構東広島医療センタ一 神戸大学大学院保健学研究科[2]
独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院[2]
日本赤十字社嘉麻赤十字病院
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