◆学校と企業との就職情報交流会（4月21日） 参加学校一覧
学校NO

D-1

D-2

学校名（５０音順）
※黄色網掛け：第２部まで参加

岡山理科大学

北九州市立大学（北方キャンパス）

住所

岡山市北区理大町1-1

北九州市小倉南区北方4-2-1

※4月14日現在 詳細版は当日配布いたします。
ＵＲＬ

http://www.ous.ac.jp

http://www.kitakyu-u.ac.jp/

学部・学科
理学部【応用数学科、化学科、応用物理学科（物理科学専攻・臨床工学専攻）、基礎理学科、生物化学科、臨床生命科学科、動
物学科】
工学科【バイオ・応用科学科、機械システム工学科、電気電子システム学科、情報工学科、知能機械工学科、生命医療工学科、
建築学科、工学プロジェクトコース、】
総合情報学部【情報科学科、社会情報学科】生物地球学部生物地球学科、
教育学部【初等教育学科、中等教育学科（国語教育コース）、中等教育学科（英語教育コース）】
経営学部経営学科
北方キャンパス（文系）..外国学部（英米学科・中国語学科・国際関係学科）、経済学部（経済学科・経営情報学科）、文学部
（比較文化学科・人間関係学科）、法学部（法律学科・政策学科）、地域創生学群（地域創生学類）
ひびきのキャンパス(理系）..国際環境工学部（エネルギー循環科学科・機械システム工学科・情報メディア工学科・建築デザイ
ン学科・環境生命工学科）

国際環境工学部

D-3

D-4

D-5

D-6

D-7

D-8

D-9

D-10

D-11

北九州市立大学（ひびきのキャンパス）

九州共立大学

九州国際大学

九州情報大学

九州大学

京都橘大学

近畿大学（産業理工学部）

久留米大学

神戸学院大学

北九州市若松区ひびきの1-1

ＰＲ

本学では、北九州市内就職希望者向けの就職相談窓口を開設し、地元就職を促進しています。また、インターンシップ
の推進にも取り組み、地元企業を中心に年間約５００名の学生を約２００社の企業に派遣しています。
このように、地元就職を推進しておりますので、求人票の提供やインターンシップ受入にご協力いただきますようお願
い申し上げます。

ｴﾈﾙｷﾞ-循環科学科、機械システム工学科、情報メディア工学科、建築デザイン工学科、環境生命工学科

https://www.kitakyu-u.ac.jp

経済学部 経済・経営学科
スポーツ学部 スポーツ学科

『最先端のアカデミズムと実学を重視し時代のニーズに応える人材の育成を展開』本学は建学の精神「自律処行（自ら
の良心に従い事に処し善を行う）」を学是とし自ら立てた規範に従って自己の判断と責任の下に行動できる人材を育成
しています。

法学部 法律学科
経済学部 経済学科、経営学科
国際関係学部 国際関係学科

間もなく開学90年を迎える九州国際大学は、開学当初から大切にしている建学の精神「塾的精神」の元、学生一人ひと
りと向き合い、成長をサポートしています。北九州市に立脚する本学から、多くのOB・OGが福岡そして全国で活躍の場
を広げています。

経営情報学部 経営情報学科、経営情報学部
情報ネットワーク学科⇒1学部2学科

①経営情報学部の中に経営情報学科（文系）と情報ネットワーク学科を持ち、会計・経営・ＩＴを学ぶことが出来る。
②経営情報学科は相撲、陸上、吹奏楽部等の一芸に秀でた体力に優れた学生が揃う。ネットワーク学科はＩＴにこだわ
りある学生が多い。
③留学生は日本語力が高く、学ぶことに貪欲な学生が多い。素直であいさつのできることが特色。

文学部（人文学科）、教育学部、法学部、経済学部（経済・経営学科、経済工学科）、理学部（物理学科、化学科、地球惑星科
学科、数学科、生物学科）
医学部（医学科、生命科学科、保健学科）
歯学部（歯学科）、薬学部、(創薬科学科、臨床薬学科）
工学部（建築学科、電気情報工学科、物質科学工学科、地球環境工学科、ｴﾈﾙｷﾞ-科学科、機械航空工学科）
芸術工学部（環境設計学科、工業設計学科、画像設計学科、音響設計学科、芸術情報設計学科）
農学部（生物資源環境学科）
21世紀プログラム

九州大学では、アジアをはじめ広く全世界において指導的な役割を果たせる人材の育成を目指しております。
就職支援に関しては、学部生、修士課程学生の支援はもとより、博士課程学生、外国人留学生、障害のある学生の支援
に注力しております。
これらの学生の採用、ならびに英語によるインターンシップに積極的な企業様は、ぜひ情報をお寄せください。

【国際英語学部】国際英語学科（2021年卒生）
【文学部】日本語日本文学科・歴史学科・歴史遺産学科
【発達教育学部】児童教育学科、【人間発達学部】英語コミュニケーション学科（2018.2019.2020年卒生）、
【現代ビジネス学部】経営学科都市環境デザイン学科、
【看護学部】看護学科【健康科学部】心理学科・理学療法学科・救急救命学科

2017年に創立50周年を迎え、人文・社会・教育・医療系の6学部を有する学生数4200名を超える総合大学へと発展を
遂げてまいりました。「自立・共生・臨床の知」を教学理念として、学生が「育ちあう、響きあう」をキャッチフレー
ズに京都山科の同じキャンパスで学び合うことで専門分野を超えた幅広い人間力を習得すべく切磋琢磨しております。
U・Iターン就職を希望する学生のサポートを強化すべく各自治体と就職促進についての連携・協定締結を積極的に進め
ております。今回も多数の企業様との様々な情報交換ができればと考えております。

産業理工学部

近畿大学は西日本に6つのキャンパスを持ち、14学部48学科と短期大学部を備える幅広い学びに対応した、日本屈指の
総合大学です。産業理工学部は福岡県飯塚市に位置し、文系1学科 理系4学科の全5学科で構成されています。

北九州市八幡西区自由ヶ丘1-8 http://www.kyukyo-u.ac.jp

北九州市八幡東区平野1-6-1

太宰府市宰府6-3-1

福岡市西区元岡744番地

京都市山科区大宅山田町34

飯塚市柏の森11-6

久留米市御井町1635

神戸市中央区港島1-1-3

http://www.kiu.ac.jp/

http://www.kiis.ac.jp

http://www.kyushu-u.ac.jp

http://www.tachibana-u.ac.jp/

生物環境科学科

電気電子工学科、建築・デザイン学科、情報学科、経営ビジネス学科

http:www.fuk.kindai.ac.jp

https://www.kurume-u.ac.jp/

文学部（心理学科、情報社会学科、国際文化学科、社会福祉学科）
人間健康学部（総合子ども学科、スポーツ医科学科）
法学部（法律学科、国際政治学科）
経済学部（経済学科、文化経済学科）
商学部（商学科）
医学部（医学科、看護学科）

「キャリアは、一人の自立した人間としての仕事を含めた人生のあり方」と考える久留米大学では、個々の将来を大き
くひらくために多岐にわたるプログラムを充実させています。

法学部法律学科 経済学部経済学科 経営学部経営学科 人文学部人文学科・人間心理学科 現代社会学部社会学科
・社会防災学科 グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科 総合リハビリテー
ション学部 理学療法学科・作業療法学科・社会リハビリテーション学科 栄養学部栄養学科 薬学部薬学科

本学は1912年に設立され、2012年には法人創設100周年を迎えました。大学は1966年建学の精神「真理愛好・個性尊重」
を掲げて栄養学部単科大学として設立されました。創立50周年を迎えた現在は、2キャンパス、9学部・7研究科学生数は
1万人を擁する神戸市内で最大規模の文理融合型私立総合大学とし、卒業生・修了生は約8万人に上ります。

utaka@j.kobegakuin.ac.jp

キャリアセンター

D-12

佐賀大学

佐賀市本庄町1

http://job.admin.saga-u.ac.jp

神学部・文学部（英文学科、外国語学科）・商学部（商学科・経営学科）・経済学部（経済学科、国際経学科）・法学部（法律 キリスト教を教育理念の根幹に置く建学の精神によって教育を行う文科系・社会系総合大学。「国際性」「語学教育」
学科、国際関係法学科）人間科学部（児童教育学科、社会福祉学科、心理学科）・国際文化学部
などを特色とする。

D-13

西南学院大学

福岡市早良区西新6-2-92

http://ww.seinan-gu.ac.jp/

◆学校と企業との就職情報交流会（4月21日） 参加学校一覧
学校NO

D-14

学校名（５０音順）
※黄色網掛け：第２部まで参加

西南女学院大学
西南女学院大学短期大学部

住所

※4月14日現在 詳細版は当日配布いたします。
ＵＲＬ

学部・学科
大学 人文学部・・・英語学科・観光文化学科
保健福祉学部・・・看護学科・福祉学科・栄養学科
短期大学部・・・生活創造学科・保育科

ＰＲ
出身地である福岡県内での就職を希望する学生が多い。学科により専門職に就職する学生と一般事業に就職する学生に
分かれる。

北九州市小倉北区井堀1丁目3-5 http://www.seinan-jo.ac.jp

文学部（日本語・日本文学科、英語学科、英語メディア学科、アジア文化学科）、人間科学部（発達臨床心理コース、社会福祉 学内での個別説明会、インターンシップの募集等、海老原までご相談ください。
コース、初等教育コース、幼児保育コース）、現代社会学部（ビジネス社会コース、メディア社会コース、環境共生社会コー
ス）

D-15

D-16

D-17

D-18

筑紫女学園大学

東亜大学

東海大学
熊本校舎・阿蘇校舎

中村学園大学
中村学園大学短期大学部

太宰府市石坂2-12-1

http://www.chikushi-u.ac.jp/

人間科学部 心理臨床・子ども学科 国際交流学科
医療学部 医療工学科 健康栄養学科 芸術学部
アート・デザイン学科 トータルビューティ学科

「他人のために汗を流し、一つの技術を身につける」をモットーに「実学」の修得を目標に教育を実践しております

・経営学部（経営学科・観光ビジネス学科）
・基盤工学部（電気電子情報工学科・医療福祉工学科）
・農学部（応用植物科学科・応用動物科学科・ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ学科）

（特徴）本学は、日本で最大の学部数18学部77学科を有しており、あらゆる職業分野で活躍できる人材を育成してい
る。
(教育方針）文系理系のバランスの取れた人材育成を実践しﾁｬﾚﾝｼﾞｾﾝ-等の活動により社会に出てから必要とされる
人間力や自ら行動できる人材の育成を行っている。また、湘南や北海道などの各キャンパスへ学園内留学が
でき、長期・中期・短期の海外派遣留学制度があり、国際感覚を身につけた学生の育成を行っている。
（インターンシップ）多くの学生がインターンシップを希望しているが、交通の便で諦める学生がいるため、インター
ンシップの実施については公共交通機関の不便なところは通勤等のご配慮をお願いしたい。

山口県下関市一の宮学園町2-1 http://www.toua-u.ac.jp

熊本市東区渡鹿9-1-1

http://www.u-tokai.ac.jp

流通科学部 栄養科学部 教育学部
（栄養科学科、フードマネジメント学科）
キャリア開発学科 食物栄養学科 幼児保育学科

福岡市城南区別府5丁目7番1号 http://www.nakamura-u.ac.jp/

健康栄養学部（健康栄養学科）、健康福祉学部（社会福祉学科、スポーツ健康福祉学科）、リハビリテーション学部（リハビリ ・高度なカリキュラムでの専門職養成
テーション学科）、こども学部（子供学科、心理カウンセリング学科）
・中長期インターンシップへ積極参加

D-19

D-20

D-21

D-22

D-23

D-24

西九州大学

日本経済大学

梅光学院大学

広島工業大学

福岡県立大学

福岡工業大学
※14：00からの参加となります。

神崎市神埼町尾崎4490-9

太宰府市五条３－１１－２５

山口県下関市向洋町1-1-1

http://www.nisikyu-u.ac.jp/

経済学部（経済学科、商学科、経営法学科、健康スポーツ経営学科）
経営学部（経営学科）

・インターンシップの受け入れ企業の拡充を検討しております。
・留学生を採用される企業を探しております。

・文学部日本文学科
・国際言語文化学部
・国際言語文化学部

学院としては１４０年以上の歴史と伝統を併せ持つ。
海外留学プログラムによる高い語学力で航空や金融をはじめ多くの業界に人材を輩出しています。

http://www.jue.ac.jp/

http://www.baiko.ac.jp/

工学部6学科・情報学部2学科・環境学部2学科・生命学部2学科

現在、4学部12学科にわたって教育を展開しており、社会に貢献し次代を担う技術者の育成をめざしています。また2016
年より、都市デザイン工学科と環境デザイン学科の2学科にあっては、教育目標・内容の充実に伴い環境土木工学科と建
築デザイン学科に学科名称を改め、引き続き、社会に求められる技術者の育成に努めます。

・人間社会学部⇒公共社会学科、社会福祉学科、人間形成学科
・看護学部⇒看護学科

本学は、公立福祉系総合大学として保険・医療・福祉の分野で活躍する人材の養成に力を入れています。卒業生の７割
がこれら専門職として、残りの３割が公務員・一般企業へ就職しています

工学部・・電子情報工学科、知能機械工学科、生命環境科学科、電気工学科
情報工学部・・情報工学科、情報システム工学科、システムマネジメント工学科、
情報通信工学科 社会環境学部・・社会環境学科

経営理念は「for all the student～すべての学生のために」と掲げております。経営目標は情報、環境、モノづくり領
域で教育研究力を発揮し、広く社会に貢献することH28年度就職率99.6％・実就職率は96.1％。企業様あっての数字で
す。感謝申し上げます。

広島県広島市佐伯区三宅2-1-1 http://www.it-hiroshima.ac.jp/

福岡県田川市伊田4395

福岡市東区和白東3-30-1

http://www.fukuoka-pu.ac.jp

http://ｗｗｗ.fit.ac.jp

国際文理学部

D-25

福岡女子大学

・子ども学部 子ども未来学科
英語英文学科
東アジア言語文化学科

福岡市東区香住ケ丘1-1-1

国際教養学科・環境科学科

食・健康学科

http://www.fwu.ac.jp

大学：国際コミュニケーション学部 国際コミュニケーション学科
短大：文化コミュニケーション学科、音楽科、食物栄養科、保育学科

D-26

福岡国際大学
福岡女子短期大学

太宰府市五条四丁目16番1号

http://www.fukuoka-int-u.ac.jp/
http://www.fukuoka-wjc.ac.ｊｐ/

◆学校と企業との就職情報交流会（4月21日） 参加学校一覧
学校NO

D-27

学校名（５０音順）
※黄色網掛け：第２部まで参加

福岡大学

住所

福岡市城南区七隈8-19-1

D-28

山口大学

山口県山口市吉田1677-1

T-1

折尾愛真短期大学

北九州市八幡西区堀川町11-1

T-2

T-3

T-4

T-5

佐賀女子短期大学

純真短期大学

精華女子短期大学

西日本短期大学

佐賀市本庄町大字本庄1313

福岡市南区筑紫丘1-1-1

福岡市博多区南八幡町2-12-1

※4月14日現在 詳細版は当日配布いたします。
ＵＲＬ

http://www.career.fukuoka-u.ac.jp/

学部・学科

ＰＲ

人文学部：文化学科、歴史学科、日本語日本文化学科、教育・臨床心理学科、英語学科、ドイツ語学科、フランス語学科、東ア
ジア地域言語学科
法学部：法律学科、経営法学科
経済学部：経済学科、産業経済学科経営学科、貿易学科
商学部第2部：商学科
理学部：応用数学科、物理科学科、化学科、地球圏科学科
工学部：機械工学科、電気工学科、電子情報工学科、科学システム工学科、社会デザイン工学科、建築学科
医学部：医学科、看護学科
薬学部：薬学科
スポーツ科学部：スポーツ科学科、健康運動科学科

福岡大学は80年を超える歴史と伝統を有し、「建学の精神」と「教育研究理念」の下、9学部31学科、大学院10研究科
34専攻を擁する西日本屈指の私立総合大学として確固たる地位を築いてきました。これまでに輩出した卒業生は57,000
人を超え、社会の各界・各方面で活躍し、今日の地域社会、国際社会を力強く支えています。全国でも稀な、全ての学
部が一つのキャンパスに集まっている福岡大学。アジアの玄関口である福岡市に位置する広大なキャンパスでは2万人超
の多彩な学生が学んでいます。全国有数の規模を備えた図書館をはじめ最先端の設備と充実した施設の下、学生は多岐
にわたる専門分野の教授陣との交流によって専門性を高め、幅広く教養を深めていきます。また、課外活動、ボラン
ティア活動、地域活動などの多種多様な活動を通して、人格の陶冶にも努めています。このように、学生の積極的・自
主的な学びと成長を支援する環境が整っています。本学は、学生一人一人が自ら道を切り拓き、時代を切り拓けるよう
全学を挙げて応援しています。本学は創立100周年にむけて、「建学の精神」にある「積極進取」に則った、活力と魅力
あふれる「アクティブ福岡大学」としてさらに前進していきます。

人文学部、教育学部、経済学部、理学部、医学部、工学部、農学部、共同獣医学部、国際総合科学部

山口大学は、9学部8研究科からなる学生数1万人を超える総合大学です。1815年、長州藩士、上田鳳陽によって創設され
た私塾「山口講堂」が源流であり、2015年に創基200周年を迎えました。また、新たな世界へのチャレンジ精神に満ちた
独特の風土により、明治維新を成し遂げた地にある大学です。この精神は、大学の理念「発見し・はぐくみ・かたちに
する知の広場」に受け継がれ、教育・研究・社会貢献の3本の矢により地域の発展、日本そして世界の発展に貢献するこ
とを目指しています。

http://www.yamaguchi-u.ac.jp/

http://www.asahigakuen.ac.jp/sajotan/

・地域みらい学科（食とヘルスマネジメントコース・福祉とソーシャルケアコース・健康とホスピタリティコース・グローバル 佐賀女子短期大学は、保育士、幼稚園教諭、小学校教諭養護教諭、栄養士、介護福祉士、司書の養成課程の他、英語・
共生コース）
韓国語を学ぶ過程を持った、開学５０周年を迎える総合短期大学です。2017年4月に学科改編を行い、女子教育・地域連
・こども未来学科（こども保育コース・こども教育コース）
携・グローバル教育に力を入れた「地域みらい学科」「こども未来学科」へと大きくかわりました。教室を飛び出し、
地域が学びのキャンパスとなります。茶道や着付けなど日本の伝統文化を継承しつつ変化の激しい時代に「生涯学び続
け、どんな環境においても自ら課題を発見して解決することができる能力」を育成するため、すべての授業にアクティ
ブ・ラーニングを導入。短大としては日本初、日本・韓国の学位を2年間で同時取得できる「ダブルディグリー制度」の
導入など多文化共生社会を生きるためのグローバル教育もさらに充実させます。
食物栄養学科
子ども学科

栄養士、保育士、幼稚園教諭を養成する養成校ではありますが、専門職以外にも進む学生が多数いるため、この情報交
流会を有意義な場にしたいと考えています。

幼児保育学科
生活科学科（食物栄養専攻、生活総合ビジネス専攻）

本学は建学の精神「仏教精神に基づく人格教育」に基づいて教育理念である「誠・和・愛」の心を育み広く社会で自律
実践、自立貢献できる女性の育成を目指しています。
詳細は本学ホームページをご覧いただければ幸いです。

法学科、緑地環境学科、社会福祉学科、保育学科、健康スポーツコミュニケーション学科、メディア・プロモーション学科

福岡市内で6学科有する総合短期大学、実践的なカリキュラム優秀な教師陣を揃え、確かな知識と技術が学べる環境を整
えています。

http//www.junshin-c.ac.jp/

http://www.seika.ac.jp

福岡市中央区福浜1丁目3番1号 shinro@nishitan.ac.jp

ビジネス系・システム系・CG・ゲ－ム・漫画・アニメデザイン系・建築系・航空・物流系・ホテル・ブライダル製菓系・観光・
語学系・医療事務・福祉、保育系・リハビリ系・美容系・自動車機械系
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麻生専門学校グループ

専門学校コンピュータ教育学院

福岡カレッジ・オブ・ビジネス

北九州工業高等専門学校

福岡市博多区博多駅南2-12-32 http://www.asojuku.ac.jp

情報処理技術学科、情報ビジネス学科、IT技術ビジネスライセンス学科、ITスペシャリスト学科

本校は、エンジニア系以外にもビジネス系、スポーツ福祉系の学生がおります。ビジネス系、スポーツ福祉系が昨年度
初めての卒業生となりその方面の求人を増やしたいと考えております

ワーキングスタディ科、医療管理科、事務経理課、webメディア・ITシステム科、大学併修リクルート科

各学科問わず簿記・PCの授業を取り入れております。

福岡市中央区天神４丁目５番５号 http://www.ckg.ac.jp

福岡市中央区大濠2-8-13

北九州市小倉南区志井5-20-1

http://www.fcb.ac.jp

http://www.kct.ac.jp

平成27年度より生産デザイン工学科1学科。本年度卒業予定の学生は、旧学科5学科-機械工学科、電気電子工学科、制御情報工学 教育方針：明るい未来を創造する開拓型エンジニアの育成。
科、電子制御工学科、物質科学工学科
目的：幅広い工学基礎と創造的技術開発力の修得・国際社会で尊敬され、信頼される国際センスの修得・地球に
やさしい技術を開発できる心豊かな人間性の涵養
平成27年度卒業生の進路、就職：就職63.9％進学36.1％
インターンシップの受け入れ情報：平成28年度インターンシップ参加率は93.6％

