
　　　　学科
業種

平成28年度 平成27年度 平成26年度

建設 セキスイハイム中四国(株) (株)サン・リフォーム　(株)今井土木 ―

製造 ― ― テルモ山口㈱

(株)キャン             (株)大和　　 (株)岩崎宏健堂  (株)日本ケアサプライ 山口日産自動車㈱

(株)リカースペース太陽 (株)ナフコ 日産プリンス山口販売(株) ㈱ワキュウトレーディング

(株)イプサ　　　　　　 (株)ヨネザワ SOLA

(株)エディオン　　　 P＆Gマックスファクター合同会社

(株)ストライプインターナショナル (株)九州マツダ 

(株)西京銀行 大和証券(株) ㈱佐賀銀行

山口県民共済生活協同組合 三井住友海上火災保険(株) 全国健康保険協会

(株)百十四銀行　　　 (株)親和銀行

小浜信用金庫

(株)東武住販 ㈱ホームケアサービス山口

(株)ホームケアサービス山口(2) ㈱TOEIコミュニケーションズ

山口第一(株)

(株)ソフトウェア・サービス

西日本旅客鉄道(株)

日本郵便(株)

福井テレビジョン放送(株) ㈱Going

(福)山口県社会福祉協議会(福祉) (福)山口県社会福祉協議会(福祉) (福)山口県社会福祉協議会（福祉）

(福)山口市社会福祉協議会(福祉) (福)宇部市社会福祉協議会(総合) (福)山口市社会福祉協議会（福祉 2）

(福)長門市社会福祉協議会(総合) (福)下関市社会福祉協議会(総合1、福祉1) (福)美祢市社会福祉協議会（福祉 2）

(福)美祢市社会福祉協議会(福祉) (福)光市社会福祉協議会(一般) (福)田布施町社会福祉協議会（福祉）

(福)平生町社会福祉協議会(一般) (独)国立病院機構　岩国医療センター(MSW) (福)山口県社会福祉事業団 オアシスはぎ園（福祉）

(福)山口県社会福祉事業団(介2) (地独)山口県立病院機構　山口県立総合医療センター(MSW 2) (医)和同会(MSW)

(医)愛の会　光風園病院(相) (地独)下関市立市民病院(MSW) (医)和同会 山口リハビリテーション病院(相)

(医)若草会　小郡まきはら病院(PSW) (医)貴和会　防府病院(PSW) (医)和同会 宇部リハビリテーション病院(MSW)

(医)水の木会　下関病院(PSW) (医社)成蹊会　岡田病院(MSW) (医)和同会 片倉病院(PSW)

(医)水の木会　萩病院(PSW) (福)恩賜財団済生会支部山口県済生会 山口地域ケアセンター(相1、事務1) (医)和同会 宇部西在宅総合支援センター(相)

(医)南和会 千鳥ヶ丘病院(相) (NPO)あくしゅ(支1、指1) (医)神徳会 三田尻病院(MSW)

(医社)青藍会(相2) (医社)水生会　柴田病院 介護老人保健施設アーユス(相) (医)貴和会 防府病院(PSW)

(医社)福寿会(相) (福)暁会(相) (医社)向陽会 阿知須同仁病院(MSW)

(株)jump　運動療育スクールjump(指) (福)暁会　フェニックス(相) (医社)あずま会 稗田病院(PSW)

(株)サリー・エアーズ　子どもと家庭の療育ステーションりぷらす(指) (福)くだまつ平成会(介) (医社)青山会 リフレまえだ病院(PSW)

(福)吉敷愛児園(指) (福)下関市民生事業助成会　なごみの里(支) (医)光の会重本病院　ワークハウス一歩社(支)

(福)あけぼの寮(指) (福)松星苑　指定障害者支援施設　第2しょうせい苑(支) (福)恩賜財団済生会支部山口県済生会 山口地域ケアセンター(相)

(福)アスワン山荘(介) (福)松美会(相) (福)山口県コロニー協会(支)

(福)恩賜財団済生会支部山口県済生会　山口地域ケアセンター(相) (福)青藍会(相2) (福)神原苑（福祉）

(福)下関市民生事業助成会　なごみの里(支) (福)ひらきの里(支2) (福)ひらきの里(支 2)

(福)下関大平学園(指) (福)防府海北園(指2) (福)美和福祉会 陽の出園(支)

(福)開成会　大藤園(支) (福)緑樹会(相) (福)ひとつの会(介)

(福)光栄会　児童発達支援センターうべつくし園(支) (福)南風荘(支) (福)るりがくえん(支)

(福)正清会　白松苑(介) (福)山口育児院(指) (福)山家連福祉事業会 障害福祉サービス事業所ふれんず(相)

(福)稗田福祉会(事務) (株)おはな(相) (福)健仁会(介)

(福)広島市社会福祉協議会(一般) (株)山陽グローバルパートナーズ(介) (福)栗屋福祉会(介)

(福)敦賀市社会福祉協議会(総合) (有)はるひ福祉サービス　グループホームはるひ苑(介) (福)松美会 アイユウの苑(相)

(福)那珂川町社会福祉協議会(福祉) (福)飯南町社会福祉協議会(福祉) (NPO)素敵な人生 デイサービス ラ・ベルヴィ(総合)

(福)世田谷区社会福祉事業団(相) (独)国立病院機構　四国こどもとおとなの医療センター(指) ㈱河村福祉サービス(相 2)

(福)人吉市社会福祉事業団　延寿荘(介) (医)あさだ会　浅田病院(PSW) (福)光栄会(支)

(福)福岡県社会事業団　福岡乳児院(指) (医)協和会(MSW) (福)光葉会 第2しらかば園(支)

(独)国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(支) (医)圭良会　永生病院(相) (福)徳島県社会福祉協議会（福祉）

(医)陽和会　南山病院(PSW) (医)好縁会(介2) (福)岡崎市社会福祉協議会(総合)

(医)玉昌会　高田病院(MSW) (医)養和会(PSW) (福)京都市社会福祉協議会(総合)

(医)平和会　ひさまつクリニック(MSW) (医社)朝菊会　昭和病院(事務) (福)三田市社会福祉協議会(一般)

(医)養和会　養和病院(PSW) (福)葦の家福祉会(介) (福)津山市社会福祉協議会（福祉）

(医財)光明会　明石こころのホスピタル(PSW) (福)阿波国慈恵院(指) (福)浜田市社会福祉協議会（福祉）

(医)協和会(MSW) (福)永生会(相) (福)瀬戸内市社会福祉協議会(総合)

(医社)更生会　草津病院(PSW) (福)王慈福祉会(相) (公社)北九州市障害者相談支援事業協会 北九州市障害者基幹相談支援センター(相)

(医)紘友会　福山友愛病院(PSW) (福)大阪聴覚障害者福祉会(支) 社会医療法人ペガサス 馬場記念病院(MSW)

(医)格心会　蒲池病院(PSW) (福)岡山中央福祉会(相) 鳥取医療生活協同組合 鳥取生協病院(MSW)

(医社)緑風会　水戸病院(PSW) (福)風と虹　筑後いずみ園(指) (医社)造山会 まきび病院(PSW)

サンキ・ウエルビィ(株)(介) (福)共生の里(PSW) (一社)三豊･観音寺市医師会 三豊市立西香川病院(MSW)

マスコミ・
出版・広告

不動産・
運輸・通信

サービス

社会福祉学科　卒業生就職先一覧（過去３年分）

卸売・小売

金融・保険

―

―



社会医療法人財団白十字会　白十字病院(MSW) (福)こうほうえん(介) (医)十字会 野島病院(相)

(福)萌葱の郷(指) (福)三篠会(相) (医)徳州会 福岡徳洲会病院(MSW)

(福)フォレスト倶楽部(PSW) (福)島根整肢学園　西部島根医療福祉センター(相) (医)百花会 上野公園病院(PSW)

(福)光陽福祉会(支) (福)泰斗福祉会(介) (一社)糸島医師会 糸島医師会病院(MSW)

(福)明澈会　南さつま子どもの家(指) (福)太陽会　しょうぶ学園(支) (医社)祥和会 大川病院(PSW)

(福)京都老人福祉協会(相) (福)天上会(支) (医)積善会 千嶋病院(PSW)

(福)三気の会　障がい者支援施設三気の里(支) (株)福祉の杜いまじん(相) 社会医療法人慈生会 ウエルフェア九州病院(PSW)

(福)雲南広域福祉会(PSW) (福)報謝会(相) (公財)慈愛会 今村病院分院(MSW)

(福)双樹学院(支) (福)わたぼうしの会(介) (福)戸田わかくさ会(相)

(福)「ゼノ」少年牧場(指) オリックス・リビング(株)(介) (福)伊奈美園(指)

(福)平成会(支) サンキ・ウエルビィ(株)(介2) (福)稔福祉会 特別養護老人ホーム 庄の里(介)

(福)三篠会(介2) 日本郵便(株) (福)岡山こども協会(指)

(福)柚の木福祉会(支) 周南農業協同組合 (福)松園福祉会 あすなろ会(介)

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 山口中央農業協同組合 (福)広島県同胞援護財団(指1、支1)

エフコープ生活協同組合 エフコープ生活協同組合(2) (株)クォーレ(介)

(株)日比谷花壇 (株)イーウェル (福)三篠会(介)

(株)モード・プランニング・ジャパン (株)パソナ岡山 (福)みずうみ(介)

フリックイン福井(株) (株)マイナビ (福)真誠会(相)

(株)毛髪クリニック　リーブ21 ベストケア㈱(相)

(福)創生会(介)

(福)悲田院 早良厚生園(支)

(福)直心会デイサービスセンター箭海荘(相)

(福)大分県福祉会(指)

(NPO)バイタルフレンド(相)

(福)清風会ひむかひこばえ学園(相)

(福)慈愛園乳児ホーム(指)

(NPO)HAS発達支援センター(指)

(福)中江報徳園 ひまわり園(介)

(福)三環舎 あしたば園(支)

(福)敬和会 育成園(支)

産機設計(有)

㈱物語コーポレーション

法務省(保護監察官) 周南市職（行政事務） 下関市職（福祉）

山口県職(社会福祉)　 萩市職（上級事務） 鳥取市職（福祉）

山口県警察 鳥取県職（社会福祉・福祉2） 島田市職（一般事務）

下松市職(社会福祉士) 美咲町職（社会福祉士）

周南市職(行政事務) 美濃市職（事務）

柳井市職(社会福祉士2)

香川県職(社会福祉)

鹿児島県職(福祉)

尼崎市職(社会福祉士)

西之表市職(一般行政)

浜松市職(社会福祉士)

隠岐の島町職(一般事務)

山口県立周防大島高等学校(福祉) 山口県立岩国総合支援学校（特別支援　臨） (学)三田尻学園 誠英高等学校(福祉)

山口県立岩国総合支援学校(特別支援　臨) 山口県立宇部西高等学校(福祉　臨） 公立大学法人 山口県立大学(助手)

山口県立萩総合支援学校(特別支援　臨) 山口県立萩総合支援学校（特別支援　臨） 山口県立山口総合支援学校(特別支援 臨)

長崎県立鶴南特別支援学校(特別支援) 山口県立山口総合支援学校（特別支援 臨） 神奈川県立みどり養護学校(特別支援)

名古屋市立南養護学校(特別支援) 熊本県立荒尾支援学校（特別支援） 神奈川県立鎌倉養護学校（特別支援）

兵庫県立出石特別支援学校(特別支援) 広島県立三原特別支援学校（特別支援） 広島県立廿日市特別支援学校(福祉)

大阪府立なにわ高等支援学校(福祉　臨) 福岡県立福岡特別支援学校（特別支援　臨）

鳥取県立倉吉養護学校(福祉　臨)

福岡県立太宰府特別支援学校(特別支援　臨)

※ 臨時採用を含む
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