卒 業 生 就 職・進 学 実 績
公共社会学科

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、ゼミの教員をはじめ進路・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

公共社会学科
2018年3月卒業生

就職率

96. 2%

学 1.75％

進

卸小売業
3.5％

医療施設
21.1％

サービス業
16.0％

福祉施設
54.4％

情報通信業 12.0％

キャリアサポートセンター

就職率

企業や病院からの求人情報・公務員試験・就

100%

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

教育（養護教諭等）
10.0%

相談にものっています。在学生の方はもちろん、
医療施設
71.1％

5 May

6 June

・インターンシップ（夏季）受付 ・公務員ガイダンス
・公務員講座
・看護学部合同説明会

11November

12 December

・第4回 就職ガイダンス
・公務員講座

7 July

・第1回 就職ガイダンス
・教員採用試験
・公務員講座

8 August

9 September

・第2回 就職ガイダンス ・インターンシップ（夏季）実施
・インターンシップ（夏季）実施
・公務員講座

1January

2 February

3 March

・第5回 就職ガイダンス ・第6回 就職ガイダンス
・社会福祉士、
・公務員講座
精神保健福祉士
・キャリアサポート講座
国家試験
・インターンシップ（春季）受付
・公務員講座

・第7回 就職ガイダンス
・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

・第8回 就職ガイダンス
・インターンシップ（春季）実施
・公務員講座
・人間社会学部合同説明会

※その他講座についても、適宜開催しています。
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社会福祉施設等 31人
社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会
［5人］
社会福祉法人桑友
社会福祉法人桑の実会 障害福祉サービス事業所桑の実工房
社会福祉法人高邦福祉会柳川療育センター
社会福祉法人晃和会特別養護老人ホームシエル名島
社会福祉法人しいのみ学園
社会福祉法人児童養護施設清浄園
社会福祉法人シティ・ケアサービス
社会福祉法人自立の里
社会福祉法人創生会
社会福祉法人年長者の里［2人］
社会福祉法人広島県同胞援護財団
社会福祉法人フェニックスケアハウスかんべ村
社会福祉法人福岡市社会福祉事業団
社会福祉法人柚の木福祉会
社会福祉法人和光会笠松あんじゃ園［3人］
医療法人新生会 介護老人保健施設ひまわり

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
NPO法人くらしサポートこらぼ
障害児通所支援事業所Linker
特定非営利活動法人サポートハウス ワン・ピース
社会福祉法人若松児童ホーム
社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会
社会福祉法人福岡市身体障害者福祉協会

日本赤十字社長崎原爆病院
医療法人相生会福岡みらい病院

飯塚市［2人］
諫早市
出雲市
大野城市
春日市
北九州市［6人］

幼稚園･保育所

11人
アートチャイルドケア株式会社ろりぽっぷ たまプラーザ
学校法人育徳学園フレンズ幼稚園
学校法人早翠学園さみどり幼稚園
学校法人三浦学園 若久幼稚園
学校法人了専寺白菊幼稚園
社会福祉法人グリーンコープ松島りすの森保育園
社会福祉法人正道会 博多ピノキオ保育園
社会福祉法人紅百合会べにゆり保育園
社会福祉法人みのり会 めぐみ保育園

卒業生の方のサポートも行っていますので、気軽

看護学科

・第3回 就職ガイダンス
・公務員ガイダンス
・公務員講座

株式会社駅前不動産
株式会社クレ・コーポレーション
Rホテルズインターナショナル株式会社
学校法人三幸学園

官公庁等

5人

北九州市消防局
太宰府市
地域おこし協力隊(直方市)
宮崎市［2人］

教員 1人
八幡浜市立保内中学校
社会福祉施設等 2人
社会福祉法人北九州市手をつなぐ育成会［2人］

病院・医療施設 12人
公益財団法人健和会大手町病院
特定医療法人杏仁会神野病院
公立学校共済組合九州中央病院
医療法人社団更生会草津病院
一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団潤和会記念病院
医療法人医誠会城東中央病院
医療法人静光園第二病院
医療法人聖峰会田主丸中央病院
戸田中央医科グループ
社会医療法人共愛会戸畑共立病院
宗教法人カトリック福岡司教区水巻聖母幼稚園
認定こども園おおぞら幼稚園

官公庁等

3人

法務省
嘉麻市
北九州市

社会福祉施設等 2人
北九州市立到津ひまわり学園
社会福祉法人穂波学園児童発達支援センターまどか園
民間企業･団体等 15人
株式会社アプラス
株式会社アリシア
イオン九州株式会社
株式会社クラ・ゼミ
株式会社研文堂
株式会社サンレー
セキミキ・グループ株式会社

官公庁等 8人
嘉麻市
北九州市
京都府
田川市教育委員会［2人］
福岡県
福岡市こども総合相談センター
三重県
民間企業･団体等 4人
株式会社エーアイピー
東京海上日動調査サービス株式会社
阪九フェリー株式会社
株式会社ビッグモーター
大学院・専門学校等進学

1人

鳴門教育大学大学院

株式会社ソロン
株式会社TDモバイル
東京海上日動事務アウトソーシング株式会社
一般財団法人日本ボディセラピスト協会［2人］
久山植木株式会社
明治安田生命保険相互会社
株式会社メディカル・コンシェルジュ

大学院・専門学校等進学 12人
福岡県立大学大学院［7人］
鹿児島大学大学院［2人］
徳島文理大学大学院
北九州リハビリテーション学院
東京リーガルマインド福岡校（大学院進学準備）

に利用してください。

看護学部

10 October

株式会社キューネット
株式会社コンベンションリンケージ
株式会社サンレー
株式会社総合プラント
TOTOメンテナンス株式会社
イオンリテール株式会社
株式会社イズミ
株式会社エディオン
株式会社グッデイ
正晃株式会社
トヨタカローラ名古屋株式会社
トヨタカローラ博多株式会社
株式会社西松屋チェーン
株式会社ネクステージ［2人］
株式会社フレスタ
マックスバリュ九州株式会社
株式会社ミスターマックス
［2人］
株式会社メーカーズ

幼稚園･保育所（国公立） 12人

職ガイダンス・合同企業説明会・インターンシップ

官公庁（保健師等）
10.0%

スケジュール

サービス業
10.9％

（3号館1階 学生支援センター内）

進学 8.9％

就職支援年間

保育所・幼稚園

（私立）20.0％

官公庁等
5.5％

人間形成学科

看護学科

保育所・幼稚園

（国公立）
21.8％

金融・
保険業
3.6％

卸小売業 5.5％

看 護 学 部
2018年3月卒業生

97. 7%

学 21.8％

不動産業
3.6％

官公庁等
14.0％

民間企業・団体等 42人
株式会社熊本銀行
熊本県信用組合
株式会社宮崎銀行
共栄火災海上保険株式会社
株式会社SUMCO
トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社
久光製薬株式会社
株式会社ムーンスター
アドバンストマネージメントコンサルティング株式会社
アプライド株式会社
株式会社イデックスビジネスサービス
TOTOインフォム株式会社
株式会社ドコモCS九州
萩ケーブルネットワーク株式会社
西鉄旅行株式会社
株式会社アウトソーシング
［2人］
株式会社キャスティングロード

就職率

その他 7.3％

金融・保険業
1.75％
卸小売業
30.0％

2018年3月卒業生

社会福祉学科

官公庁等 10.0％

96. 5%

人間形成学科

人間 社 会 学 部

製造業 8.0％

進

就職率

運輸業 1.75％

育 4.0％

不動産業 4.0％
金融・保険業 8.0％

2018年3月卒業生

その他 1.75％

その他 8.0％
教

社会福祉学科

2018年3月卒業生

進 路 就 職 状 況・支 援 体 制 ／ 卒 業 生 就 職・進 学 実 績

進 路 就職状況・支援体制

医療施設 64人
麻生飯塚病院［3人］
医療法人共和会小倉リハビリテーション病院［4人］
医療法人静光園白川病院
医療法人徳洲会福岡徳洲会病院
医療法人博光会御幸病院
医療法人原三信病院
愛媛県立中央病院
大分大学医学部附属病院
九州大学病院［2人］
熊本大学医学部附属病院
久留米大学病院
神戸大学医学部附属病院［2人］
公立学校共済組合九州中央病院［7人］
国際医療福祉大学・高邦会グループ医療法人社団高邦会
国家公務員共済組合連合会新別府病院
国家公務員共済組合連合会浜の町病院［2人］
産業医科大学病院［5人］
社会医療法人天神会新古賀病院
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会福岡総合病院

東京歯科大学市川総合病院［2人］
東邦大学医療センター大森病院
地方独立行政法人神戸市民病院機構
独立行政法人国立病院機構九州がんセンター［4人］
独立行政法人国立病院機構小倉医療センター［2人］
独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院［6人］
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人］
独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院［3人］
長崎みなとメディカルセンター
日本赤十字社 大阪赤十字病院
日本赤十字社 福岡赤十字病院
兵庫県災害医療センター
福岡大学病院
横浜市立大学附属市民総合医療センター

官公庁（保健師） 9人

大野城市
鳥取市
長久手市
長崎市
平生町（山口県）

広島市［2人］
豊前市
福岡県

教員（養護教諭等） 9人
九重町立東飯田小学校
佐賀市立北山東部小学校
添田町立中元寺小学校
糸田町立糸田中学校
粕屋町立宇美南中学校
鹿児島県甲南高等学校
福岡県立福島高等学校（定時制）
福岡県立直方特別支援学校
福岡県立少年自然の家「玄海の家」
大学院・専門学校等進学

8人

福岡県立大学大学院［5人］
九州大学大学院
熊本大学
長崎市医師会看護専門学校
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