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2018年度　学科別就職データ

文
学
部 英語英文学科

不動産業、物品賃貸業
生活関連サービス業

金融業、
保険業

卸売業、
小売業

製造業

教育、学習支援業

運輸業、
郵便業

複合サービス事業

情報通信業

サービス業

建設業

公務

学術研究、専門・
技術サービス業

宿泊業、
飲食サービス業

医療、福祉

業種別

日本語日本文学科
●建設業 セキスイハイム中四国、荒木組
●製造業 みのる化成、朝日スチール工業、
ヤンマー農機製造、桂スチール、三陽機
器、モリマシナリー、片山工業、ヒルタ工
業、リプロ、自重堂、インパム、田中産業、
ＤＨＣ、オーエム産業、オカネツ工業、大
善、北原産業、イタミアート

●情報通信業 ＫＧ情報、両備システムズ、
ソフィア、西日本システムサービス
●運輸業 日本通運、福山通運、両備ホール
ディングス、ナカウン、岡山交通
●卸売業、小売業 岡山宮地弘商事、シマダ
オール、カワニシホールディングス、シン
コール、コムパス、マルナカ、山陽マルナカ、
岡山トヨペット、ファーマシィ、ザグザグ、プ
プレひまわり、Ｐ・Ｏ・Ｐホールディングス
●金融業、保険業 あおぞら銀行、中国銀
行、農林中央金庫、三井住友海上火災
保険、日本生命保険、第一生命保険、明
治安田生命保険、岡山県民共済生活協
同組合、トマト銀行、おかやま信用金庫、
玉島信用金庫、備前信用金庫

●学術研究、専門・技術サービス業 日本司
法支援センター、DOWAテクノエンジ、アル
ファ、P・O・Pカンパニー、合同経営グループ
●宿泊業、飲食サービス業 ジェイアール西
日本フードサービスネット、岡山プラザホ
テル、下電ホテル
●医療、福祉 岡山医学検査センター、岡山
西大寺病院、新倉敷メディカルスクエア

●教育、学習支援業 国公立学校教員、岡
山県立大学、川崎学園、加計学園、鳥取
県立生涯学習センター、新見市司書、総
社市司書、瀬戸内市司書、アイドゥー、
ビーシー・イングス
●複合サービス事業 日本郵便、岡山県商
工会連合会、岡山西農業協同組合、倉敷
かさや農業協同組合、勝英農業協同組合
●サービス業 ベネッセ・ベースコム、グロッ
プ、キャリアプランニング、エン・ジャパン
●公務 岡山県職員、香川県職員、岡山県
警察官、倉敷市職員、和気町職員

業種別

生活関連サービス業

金融業、
保険業

卸売業、
小売業

製造業

サービス業

建設業

宿泊業、
飲食サービス業

教育、
学習支援業

複合サービス事業

運輸業、郵便業

情報通信業

医療、福祉

公務

職種別

SE

英会話講師 駅員・運転士
サービス職
設計

教員

グランドスタッフ

ホテルサービス

客室乗務員

事務職

販売職

SE

教員

司書
サービス職 ホテルサービス

事務職

販売職職種別

現代社会学科
●建設業 東海電機、玉組
●製造業 アサヒ飲料、伊藤園、カバヤ食品、
四国化成工業、技研製作所、東京計装、ヤン
マー農機製造、ワイ・デー・ケー、岡山村田製
作所、高雄工業、今治造船、サヌキ畜産フー
ズ、明石スクールユニフォームカンパニー
●情報通信業 ＮＨＫ岡山放送局、山陽新
聞社、マイナビ、ビザビ、ベネッセインフォ
シェル、両備システムズ、ＫＧ情報、日本文
教出版、OECグループ、システムスクエア

●運輸業 全日本空輸、JALスカイ大阪、Ａ
ＮＡエアポートサービス、西日本旅客鉄
道、日本通運、両備ホールディングス、中
谷エネテック

●卸売業、小売業 ダイワボウ情報システム、
中国クボタ、セブン－イレブン・ジャパン、マ
ツモト産業、トーホーフードサービス
●金融業、保険業 広島銀行、中国銀行、沖
縄銀行、農林中央金庫、四国労働金庫、野
村證券、SMBC日興証券、東京海上日動火
災保険、あいおいニッセイ同和損害保険、
ソニー損害保険、日本生命保険、明治安田
生命保険、トマト銀行、日新火災海上保険、

岡山県信用保証協会、おかやま信用金庫
●不動産業 三井不動産リアルティ中国
●学術研究、専門・技術サービス業 岡山
中央法律事務所、アルファ、税理士法人
ユニオン
●宿泊業、飲食サービス業 タリーズコー
ヒージャパン、有馬グランドホテル
●医療、福祉 日本赤十字社岡山県支部、
林精神医学研究所附属病院、大原記念
倉敷中央医療機構、倉敷医療生活協同
組合、岡山医学検査センター、岡山旭東
病院、おおもと病院、ＳＯＭＰＯケア

●教育、学習支援業 国公立学校教員、岡
山大学、川崎学園、就実大学、岡山市立
図書館

●複合サービス事業 香川県厚生農業協
同組合連合会、日本郵便
●サービス業 岡山県商工会連合会、平林
金属、キングラン中四国、グロップ

●公務 岡山県職員、岡山県警察官、岡山
市職員、倉敷市職員、津山市職員、笠岡
市職員

不動産業、物品賃貸業

宿泊業、
飲食サービス業

教育、学習支援業

複合サービス事業

運輸業、郵便業

医療、福祉
業種別

金融業、
保険業

卸売業、
小売業

製造業

公務

サービス業

情報通信業

SE
教員

グランドスタッフ
製造管理 ホテルサービス

事務職
販売職

職種別

※業種別データは日本標準産業分類に従い、職種別データは日本標準職業分類を基に一部改編しています。

●建設業 積水ハウス、旭化成ホームズ、セ
キスイハイム中四国、大本組、日本植生
●製造業 伊那食品工業、林原、イーグル工
業、ユアサシステム機器、岡山村田製作
所、一光化学、明石スクールユニフォー
ムカンパニー、倉敷化工、小橋工業、三陽
機器、片山工業、水菱プラスチック、ヒル
タ工業、石井表記、合同セラミックス、
シーピー化成、セッツカートン
●電気・ガス・水道業 岡山ガス
●情報通信業 マイナビ、ベネッセインフォ
シェル、麻布プラザ、極東電視台、東京コ
ンピュータサービス、ネット・インフォメー
ション、両備システムズ
●運輸業 キャセイパシフィック航空、全日
本空輸、日本航空、スカイマーク、ＡＮＡ
大阪空港、ＡＮＡ福岡空港、ＪＡＬスカ
イ、ＪＡＬスカイ九州、Ｋスカイ、西日本旅
客鉄道、四国旅客鉄道、日本通運、ＦＭ
Ｇ、両備ホールディングス
●卸売業、小売業 富士ゼロックス岡山、ダ
イキンＨＶＡＣソリューション東京、セブ
ン-イレブン・ジャパン、伊丹産業、医療情
報システム、ライト電業、カワニシホール
ディングス、天満屋、ユニクロ

●金融業、保険業 日本銀行、三井住友信
託銀行、中国銀行、山口フィナンシャルグ
ループ、百十四銀行、野村證券、クレディ
セゾン、三井住友海上火災保険、あいお
いニッセイ同和損害保険、第一生命保
険、明治安田生命保険、トマト銀行、香川
銀行、島根銀行、岡山県民共済生活協
同組合、おかやま信用金庫、玉島信用金
庫、高松信用金庫、津山信用金庫

●不動産業 穴吹興産
●学術研究、専門・技術サービス業 総合
メディカル、東洋ハイテック
●宿泊業、飲食サービス業 ユニバーサル
ホテルマネージメント、ＡＮＡクラウンプ
ラザホテル岡山、ホテルクレメント高松
●生活関連サービス業 ＪＴＢ、東武トップ
ツアーズ
●教育、学習支援業 国公立学校教員、川
崎学園、川崎医科大学付属高等学校、
イーオン、アミティー
●複合サービス事業 日本郵便、岡山市農
業協同組合、岡山西農業協同組合

●サービス業 ベネッセ・ベースコム
●公務 警視庁、岡山県警察職員、岡山市
消防職員、高梁市職員

2018年度 実績 主な就職先（過去3年分）

2018年度実績
（全学科）

Pick up!

資料１
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人
間
生
活
学
部

15名15名15名 69名69名69名キャセイパシフィック航空、全日本空
輸、日本航空、スカイマーク、ANAエ
アポートサービス、JALスカイ、Kスカ
イ、ANA大阪空港、ANA福岡空港、
ANAテレマート等

三井住友信託銀行、中国銀行、百十四銀行、トマト銀行、農林中央金
庫、おかやま信用金庫、玉島信用金庫、吉備信用金庫、備前信用金
庫、日生信用金庫、野村證券、三井住友海上火災保険、損害保険ジャ
パン日本興亜、あいおいニッセイ同和損害保険、ソニー損害保険、日
本生命保険、第一生命保険、明治安田生命保険、クレディセゾン等

エアライン業界就職者数 金融業・保険業就職者数

人間生活学科
●不動産業 住友不動産販売
●学術研究、専門・技術サービス業 P・O・Pカ
ンパニー
●宿泊業、飲食サービス業 ＡＮＡクラウン
プラザホテル岡山
●医療、福祉 国立病院機構中国四国グルー
プ、岡山済生会総合病院、大原記念倉敷中
央医療機構、岡山医療生活協同組合、香
川医療生活協同組合、津山市社会福祉協
議会、クムレ、創心會、四ツ葉会、ひまわりの
会、おおもと病院、愛生苑、慶光会

●教育、学習支援業 国公立学校教員、中
国・四国地区国立大学法人、川崎学園、広
島国際学院高等学校、倉敷翠松高等学校

●生活関連サービス業 近畿日本ツーリス
ト中国四国
●サービス業 クリエアナブキ、穴吹コミュ
ニティ、岡山市ふれあい公社、キングラン
中四国、グロップ、ダスキンユニオン
●公務 岡山県警察官、岡山市職員、丸亀
市職員

児童学科
●建設業 セキスイハイム中四国、セキスハ
イム東四国
●製造業 オンワード樫山、ヤンマー農機製
造、岡山村田製作所、エクセルパック・カ
バヤ、明石スクールユニフォームカンパ
ニー、トンボ、F.O.インターナショナル
●情報通信業 ベネッセインフォシェル、両
備システムズ

●運輸業 ＡＮＡテレマート、日本通運
●卸売業、小売業 赤ちゃん本舗、ライト電
業、ウッディワールドのざき、シティーヒル

●金融業、保険業 中国銀行、農林中央金
庫、三井住友海上火災保険、全国共済
農業協同組合連合会、日本生命保険、第
一生命保険、明治安田生命保険、トマト
銀行、香川銀行、岡山県民共済生活協同
組合

●不動産業 アサヒ ファシリティズ
●学術研究、専門・技術サービス業 太陽綜
合法律事務所、アルファ

●宿泊業、飲食サービス業 ANAクラウン
プラザホテル岡山
●生活関連サービス業 エイチ・アイ・エス

●医療、福祉 大原記念倉敷中央医療機
構、岡山西大寺病院、倉敷スイートホス
ピタル、岡山こども協会、岡山市手をつな
ぐ育成会、守里会、岡山愛育会、弘徳学
園、杉の子保育園、すずらん保育園、若
葉保育園、御南保育園、岡山協立保育
園、ちゃや保育園、ももやま保育園、天竜
保育園

●教育、学習支援業 国公立学校教員、岡
山大学、川崎学園、就実小学校、ノートル
ダム清心女子大学附属幼稚園、内山下
幼稚園、中仙道幼稚園、岡山聖園幼稚
園、慈愛幼稚園、あおば幼稚園、栗林幼
稚園、金光学園こども園、渦が森幼稚
園、富士ふたば幼稚園、パコダ幼稚園、
つしま幼稚園
●複合サービス事業 日本郵便
●サービス業 春日大社、グロップ、キャリア
プランニング
●公務 中国地方整備局、岡山県職員、笠
岡市職員

食品栄養学科

教育、学習支援業

複合サービス事業

運輸業、郵便業

建設業
学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業、
飲食サービス業

金融業、保険業

卸売業、
小売業製造業

公務

医療、福祉

サービス業

農業

情報通信業 業種別

●農業 井上誠耕園、日本クレア
●建設業 セキスイハイム中四国
●製造業 明治、アサヒビール、ロイヤルデ
リカ、ブンセン、シノブフーズ、ロック・
フィールド、サラヤ、イーグル工業、岡山村
田製作所、備後漬物、エフアールフーズ、
フジミツ、カナエテクノス、ダイヤ工業
●情報通信業 ソフィア、ピコシステム
●運輸業 ＡＮＡ福岡空港、四国旅客鉄道、
日本通運、ヤクルトロジスティックス
●卸売業、小売業 ファーマシィ、おかやま薬
局、サンヨー薬局、ドラッグ＆ファーマシー
西日本、四国物産、倉敷青果荷受組合、外
林、本多、天満屋、コスモス薬品、ザグザグ

●金融業、保険業 中国銀行、伊予銀行、百
十四銀行、三井住友海上火災保険、明
治安田生命保険、香川銀行

●宿泊業、飲食サービス業 阪急クオリティ
サポート、日清医療食品、アスモフード
サービス、栄食メディックス、魚国総本
社、ジェイアール西日本フードサービス
ネット、西洋フード・コンパスグループ
●医療、福祉 国立病院機構中国四国グ

ループ、岡山大学病院、川崎医科大学総
合医療センター、岡山赤十字病院、岡山
済生会総合病院、心臓病センター榊原
病院、岡山中央病院、岡山西大寺病院、
岡山純心会、岡山博愛会病院、万成病
院、ペリネイト母と子の病院、岡山医療
生活協同組合、淳風会健康管理セン
ター、重井医学研究所附属病院、倉敷医
療生活協同組合、金光病院、福山記念
病院、国家公務員共済組合連合会高松
病院、大西精神衛生研究所附属大西病
院、小豆島中央病院、姫路中央病院、三
豊総合病院、旭川荘、創心會、うずき会、
慶光会、福山乳児院、同仁病院、おおも
と病院、ももたろう整形外科医院、新倉
敷メディカルスクエア、まび記念病院

●教育、学習支援業 ノートルダム清心女
子大学、愛媛調理製菓専門学校

●複合サービス事業 日本郵便
●サービス業 日本年金機構、岡山県健康
づくり財団、アース環境サービス
●公務 千葉県職員、長崎県学校栄養職
員、総社市職員、都城市職員

不動産業、物品賃貸業

生活関連
サービス業

学術研究、専門・
技術サービス業

宿泊業、
飲食サービス業

業種別

金融業、
保険業

卸売業、
小売業

製造業教育、学習支援業

複合サービス事業

運輸業、郵便業

サービス業

情報通信業

建設業

医療、福祉

複合サービス事業
建設業

業種別

公務

金融業、保険業

卸売業、小売業

製造業

教育、
学習支援業

学術研究、専門・
技術サービス業 運輸業、郵便業

情報通信業

医療、福祉

宿泊業、飲食サービス業 福祉関係

教員・
保育士

職種別

SE

事務職

販売職

SE

駅員・運転士
介護職

福祉関係

教員 サービス職
製造管理

ホテルサービス

事務職

販売職

職種別

SE

グランドスタッフ
製造管理

栄養士

技術者

職種別
事務職

販売職

●建設業 積水ハウス、ミサワホーム中国、セ
キスイハイム中四国、ライフデザイン・カバヤ
●製造業 シノブフーズ、伊那食品工業、萩
原工業、丸五ゴム工業、ノーリツ、小橋工
業、三陽機器、モリマシナリー、ヤンマー
農機製造、岡山村田製作所、片山工業、
アステア、内山工業、明石スクールユニ
フォームカンパニー、自重堂、キャン
●情報通信業 マイナビ、富士通四国インフォ
テック、ベネッセインフォシェル、イオンアイビス
●運輸業 西日本旅客鉄道、両備ホールディ
ングス
●卸売業、小売業 カワニシホールディング
ス、富永物産、高松三越、サンワサプライ、
本多、マツモト産業

●金融業、保険業 三井住友信託銀行、中国
銀行、伊予銀行、百十四銀行、ゆうちょ銀行、
農林中央金庫、野村證券、三井住友海上火
災保険、損害保険ジャパン日本興亜、あいお
いニッセイ同和損害保険、全国労働者共済
生活協同組合連合会、全国共済農業協同
組合連合会、日本生命保険、明治安田生命
保険、クレディセゾン、トマト銀行、香川銀行

主な就職先（過去3年分）2018年度 実績




