
【大学】　2019年度卒業者 2020年5月1日現在

初等教育 人間福祉 心 理 人間栄養
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭ
ﾆｹｰｼｮﾝ

111 36 16 75 15 253

110 34 12 71 15 242

110 33 10 69 15 237

1 0 4 0 0 5

進学率 0.9% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 1.9%

就職率（就職者/卒業生-進学者） 100.0% 91.6% 83.3% 92.0% 100.0% 95.5%

100.0% 97.0% 83.3% 97.1% 100.0% 97.9%

【大学】　2018年度卒業者

初等教育 人間福祉 心 理 人間栄養
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭ
ﾆｹｰｼｮﾝ

122 49 19 66 29 285

118 46 15 63 29 271

118 46 14 63 28 269

1 0 1 0 0 2

進学率 0.8% 0.0% 5.2% 0.0% 0.0% 0.7%

就職率（就職者/卒業生-進学者） 97.5% 93.8% 77.7% 95.4% 96.5% 95.0%

100.0% 100.0% 93.3% 100.0% 96.5% 99.2%

【大学】　2017年度卒業者

初等教育 人間福祉 心 理 人間栄養
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭ
ﾆｹｰｼｮﾝ

124 45 32 65 37 303

111 42 25 61 30 269

111 42 24 61 30 268

2 0 3 1 0 6

進学率 1.6% 0.0% 9.3% 1.5% 0.0% 1.9%

就職率（就職者/卒業生-進学者） 90.9% 93.3% 82.7% 95.3% 81.0% 90.2%

100.0% 100.0% 96.0% 100.0% 100.0% 99.6%
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＜主な就職先　2016年3月～2020年3月卒業生＞

【建設業】 【金融・保険業】 【医療・福祉】

(株)加藤組 呉信用金庫 （社福）大竹市社会福祉協議会

山陽空調工業（株） しまなみ信用金庫 （社福）川内福祉会

TOTO九州販売（株） （株）島根銀行 （社福）北広島町社会福祉協議会

（株）やまもと住研 全国共済農業協同組合連合会島根県本部 （社福）錦水会

第一生命保険（株） （社福）江津市社会福祉協議会

【製造業】 日本生命保険相互会社 （社福）佐伯市社会福祉協議会

あさひ製菓（株） ひろぎん証券（株） （社福）親和園

（株）あじかん 広島市信用組合 （社福）玉依会

池田糖化工業(株) 広島みどり信用金庫 （社福）ねむの木福祉会

井辻食産（株） 備後信用組合 （社福）広島県同胞援護財団

(株)コンセック 明治安田生命保険相互会社 （社福）広島県福祉事業団

三共ポリエチレン（株） （株）もみじ銀行 （社福）広島県府中市社会福祉協議会

三甲(株) （株）山口銀行 （社福）広島市社会福祉協議会

田中食品（株） （社福）広島修道院

日東食品工業（株） 【不動産業・物品賃貸業】 （社福）広島常光福祉会

（株）八天堂 （株）アクティオ （社福）広島和光園

広島印刷（株） 日建リース（株） （社福）微妙福祉会

広島駅弁当（株） 四国医療サービス(株)

（株）ヒロツク 【学術研究、専門･技術サービス業】 （株）HOPPA

ファインフーズ（株） （有)ASA.A.H.

（株）ますやみそ テクノス三原（株） 【公務・その他】

（株）モーツアルト （有）広島北会計センター 山﨑三千代税理士事務所 愛媛県教育委員会

山崎製パン（株） 大分県教育委員会

【宿泊・飲食業】 岡山県教育委員会

【電気・ガス・熱供給・水道業】 ANAクラウンプラザホテル 香川県教育委員会

広島ガス高田販売（株） アパホテル（株） 北九州市教育委員会

エスケイアイパートナーズ(株) 神奈川県教育委員会

【情報通信業】 （一財）学校福祉協会 川崎市教育委員会

（株）アイティシステム （株）錦水館 熊本県教育委員会

エムオーテックス（株） （株）グラットン 佐賀県教育委員会

（株）ビジネスアシスト （株）グリーンズ 島根県教育委員会

（株）サザビーリーグ 鳥取県教育委員会

【運輸業】 シダックス（株） 長崎県教育委員会

神原汽船（株） ジャルロイヤルケータリング（株） 広島県教育委員会

佐川急便（株） （株）日米クック 広島市教育委員会

（株）JALスカイ 日清医療食品（株） 福岡県教育委員会

（株）中四国丸和ロジスティクス （株）ハークスレイ 山口県教育委員会

日本通運（株） 広越（株） 安芸太田町（認定こども園）

広電エアサポート（株） 富士産業（株） 伊方町（保育所）

備後通運（株） （株）フジ・トラベル・サービス 今治市（保育所）

福山通運（株） （株）プリンスホテル 岩国市（保育園）

（株）ホテルニューアワジ 熊本市（保育園）

【卸売・小売業】 （株）メイプルシティ 神戸市（保育所）

青山商事（株） （株）LEOC 山陽小野田市（保育園）

アディダスジャパン(株) 周南市（保育園）

（株）イズミ 【サービス業】 日吉津村（保育所）

（株）エディオン （株）ABC Cooking Studio 光市（保育園）

（株）クック・チャム四国 （株）サンセルモ 東広島市（保育所）

（株）コスモス薬品 （株）JALナビア 広島市（保育園）

（株）ザグザグ （株）スタジオアイ 福山市（保育所）

（株）ジャパンビバレッジホールディングス 日本基準寝具（株） 松山市（保育園）

（株）セブン‐イレブン・ジャパン 日本郵政グループ 三次市（保育所）
（株）ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 （宗）比治山神社 三原市（保育所）

はるやま商事（株） （宗）広島護國神社 柳井市（保育所）

(株）ハローズ 広島市農業協同組合 山口市（保育園）

広島トヨタ自動車（株） 広島中央農業協同組合 浜松市（学校栄養職員）

広島トヨペット（株） （株）5コーポレーション 広島市（学校栄養職員）

広島日産自動車（株） 三次農業協同組合 広島市（社会福祉士）

（株）広島マツダ 山口県農業協同組合中央会 山口市（社会福祉士）

福山オートサービス(株) 江田島市役所

（株）フジ 【医療・福祉】 大分県佐伯市役所

（株）ププレひまわり （医）いでした内科・神経内科クリニック 神石高原町役場

（株）フランス屋 （医）恵正会 広島市役所

（株）ポーラ （医）せのがわ 三次市役所

マイライフ（株） （医）西広島リハビリテーション病院 広島公証人合同役場

（株）リライアンスコスモス薬局グループ （医）山口リハビリテーション病院 （独）国立病院機構

（株）レデイ薬局 （社福）IGL学園福祉会 防衛省陸上自衛隊

（社福）今治市社会福祉協議会 広島県警察
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＜主な就職先　2016年3月～2020年3月卒業生＞

【医療・福祉】

(医)仁康会 

(医)仁風会 

(医)せのがわ 

(社福)安芸の郷 

(社福)こぶしの村福祉会

(社福)広島和光園

(株)アセダック
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【大学院】　2019年度修了者

人間科学研究科
計

教育学専攻 人間福祉学専攻

就職者 3 ― 3

進学者 0 ― 0

修了者 3 ― 3

就職希望者 3 ― 3

就職率 100% ― 100%

【大学院】　2018年度修了者

人間科学研究科
計

教育学専攻 人間福祉学専攻

就職者 4 ― 4

進学者 0 ― 0

修了者 4 ― 4

就職希望者 4 ― 4

修了者 5 ― 5

就職希望者 4 ― 4

就職率 100% ― 100%

【大学院】　2017年度修了者

人間科学研究科
計

教育学専攻 人間福祉学専攻

就職率 100% ― 100%

就職者 4 ― 4

進学者 0 ― 0


