
１　４大学部の状況
（1）内定状況 （単位：人・％）

学部

（注1）就職希望者欄の（　）内数字は、卒業者に対する就職希望者の割合
（注2）内定率は、就職希望者に対する就職内定者の割合（起業を含む）
（注3）内定率欄の（　）内数字は、前年度3月末日現在の内定率
（注4）その他欄は、家事手伝い、進路未決定の者等

（２）内定先所在地の県内、県外内訳　（人数・％） （参考）前年度実績

学部

看 護

社 会 福 祉

ｿ ﾌ ﾄ ｳ ｪ ｱ
情 報

総 合 政 策

計

63名 (62.4%)

23名 (19.3%) 96名 (80.7%)
ｿ ﾌ ﾄ ｳ ｪ ｱ
情 報

社 会 福 祉

(55.5%)

52名 (59.1%) 36名 (40.9%)

62名 (60.2%) 41名 (39.8%)

（95.4）

農業・林業1、建設業3、製造業14、電
気・ガス・熱供給・水道業1、情報通信
業2、運輸・郵便業6、卸売・小売業
14、金融・保険業17、教育・学習支援
業3、医療・保健衛生1、福祉・介護1、
複合サービス業8、サービス業5、公務
25（うち岩手県内14）、その他2

42名 (45.7%) 50名 (54.3%) 看 護 39名 (44.3%)

28 1

看 護
92 92 92 １００．０

社 会 福 祉
99 89 88

ｿ ﾌ ﾄ ｳ ｪ ｱ
情 報

149 120 119 ９９．２
建設業2、製造業2、情報通信業95、運
輸・郵便業2、卸売・小売業7、医療・
保健衛生1、サービス業6、公務3（岩手
県内2）、その他1

(89.9) （100.0）

医療・保健衛生80（うち岩手県医療局
9）、教育・学習支援業4、公務8（うち
岩手県内3）

建設業4、製造業2、情報通信業3、運
輸・郵便業1、卸売・小売業3、金融・
保険業8、飲食・宿泊業2、教育・学習
支援業7、医療・保健衛生9、福祉・介
護33、複合サービス業2、サービス業
1、公務13（うち岩手県内9）

総 合 政 策
106

卒業者
就職

希望者
内定者 内定率 進学者 その他左　の　業　種

９８．９

0 0

(100.0) （100.0）

6 4

105 103 ９８．１

(80.5) （94.7）

0 1

(99.1)

県外学部

計
446 406 402 ９９．０ 34 6

(91.0) （97.2）

農業・林業1、建設業9、製造業18、電
気・ガス・熱供給・水道業1、情報通信
業100、運輸・郵便業9、卸売・小売業
24、金融・保険業25、飲食・宿泊業2、
教育・学習支援業14、医療・保健衛生
91、福祉・介護34、複合サービス業
10、サービス業12、公務49（うち岩手
県内28）、その他3

県内県内 県外

179名 (44.5%) 223名

(73.8%)

49名

計

(55.7%)

38名 (37.6%)

33名 (26.2%) 93名

総 合 政 策

 平成30年度岩手県立大学の就職内定状況　(平成31年3月31日現在)

59名 (57.3%) 44名 (42.7%)

194名 (46.4%) 224名 (53.6%)



２　短大の状況
（1）内定状況
盛岡短期大学部 （単位：人・％）

学科・専攻

宮古短期大学部 （単位：人・％）

学科

（注1）就職希望者欄の（　）内数字は、卒業者に対する就職希望者の割合
（注2）内定率は、就職希望者に対する就職内定者の割合（起業を含む）
（注3）内定率欄の（　）内数字は、前年度3月末日現在の内定率
（注4）その他欄は、家事手伝い、進路未決定の者等

（２）内定先所在地の県内、県外内訳　（人数・％） （参考）前年度実績

学部

盛岡短期
大学部

宮古短期
大学部

国際文化
学科

48 33 30 ９０．９
製造業2、情報通信業1、運輸・郵便業
1、卸売・小売業18、金融・保険業1、
飲食・宿泊業1、教育・学習支援業1、
医療・保健衛生1、複合サービス業2、
サービス業1、公務1（うち岩手県内1）

(89.7)

県内 県外

45名 (68.2%) 21名 (31.8%)

経営情報
学科

計

内定率

(68.6%) 22名 (31.4%)

100 63 60 ９５．２

100 71 66 ９３．０

(63.0) (95.9)

卒業者
就職

希望者
内定者 進学者

44名 (73.3%) 16名 (26.7%)

左　の　業　種

建設業3、製造業5、情報通信業1、運
輸・郵便業3、卸売・小売業25、金融・
保険業4、飲食・宿泊業1、教育・学習
支援業1、医療・保健衛生3、福祉・介
護3、複合サービス業2、サービス業
11、公務4（うち岩手県内3）

生活科学科
食物栄養学

専攻
(88.5)

建設業3、製造業1、卸売・小売業5、金
融・保険業2、医療・保健衛生1、公務1

10

(71.0)

内定者

(68.8)

3

進学者

栄養士
16名

26 23

(57.7) (100.0)

23

(100.0)

生活科学科
生活デザイ

ン専攻

26 15 13 ８６．７

(77.4)

１００．０
製造業2、運輸・郵便業2、卸売・小売
業2、金融・保険業1、医療・保健衛生
1、福祉・介護3、サービス業10、公務
2(うち岩手県内2）

26 3

その他

学部 県内 県外

左　の　業　種

その他

建設業4、製造業7、情報通信業7、運
輸・郵便業2、卸売・小売業11、金融・
保険業10、飲食・宿泊業4、医療・保健
衛生3、福祉・介護1、複合サービス業
4、サービス業5、公務2（うち岩手県内
2）

42名 (68.9%) 19名

037

1

13 2

0

内定率卒業者
就職

希望者

盛岡短期
大学部

宮古短期
大学部

(31.1%)

48名



＜参考＞
平成30年度岩手県立大学卒業生　主な内定先（平成31年3月31日現在）

国公立病院
　岩手県医療局、盛岡市立病院、国立病院機構盛岡医療セ
ンター、国立病院機構花巻病院、国立病院機構岩手病院、
東北大学病院、国立病院機構仙台医療センター、宮城県立
こども病院、山形県病院事業局、国立がん研究センター、
国立国際医療研究センター病院、東京医科歯科大学医学部
附属病院、国立病院機構災害医療センター、国家公務員共
済組合連合会東京共済病院、国家公務員共済組合連合会虎
ノ門病院、神奈川県立こども医療センター
病　院
　岩手医科大学附属病院、盛岡赤十字病院、北上済生会病
院、未来の風せいわ病院、奥州病院、JA北海道厚生連札幌
厚生病院、仙台厚生病院、東北医科薬科大学病院、秋田県
厚生連農業協同組合連合会、長野赤十字病院、医療法人松
田会松田病院、TMGあさか医療センター、三井記念病院、順
天堂大学医学部附属練馬病院、東京医科大学病院、東京歯
科大学市川総合病院、上尾中央総合病院、谷津保健病院、
亀田総合病院、聖母病院、昭和大学横浜市北部病院、昭和
大学江東豊洲病院、水戸赤十字病院、東邦大学医療セン
ター大森病院
その他
　岩手県予防医学協会、㈱メディケア・システム訪問看護
ステーション、ゆうゆい㈱訪問看護ステーションありがと
う
学校教育等
　岩手県教育委員会（養護教諭）、栃木県教育委員会（養
護教諭）
公務（保健師）
　岩手県、一関市、軽米町、仙台市、秋田市、岩沼市、横
浜市
公務（看護師）
  青森市

福祉団体・施設等
（福）岩手県社会福祉事業団、 （福）岩手和敬会、 （福）奥州市社
会福祉協議会、（医）久盛会介護老人保健施設 三楽園、（福）敬山
会、（医）敬和会、（特非）高齢者地域福祉サポートセンター、（福）
紫水会、（医）勝久会気仙苑、（医）清山会、（福）大洋会、（福）長
老会、（福）光の園　発寒ひかり保育園、（福）みちのく会明星こども
園、（福）みゆき福祉会、（福）盛岡市社会福祉事業団、（福）悠和
会銀河の里、(医)緑愛会、（福）わかば会
病　院
（医） あさかホスピタル、（医）久幸会今村病院、（医）久盛会秋田
緑ヶ丘病院、一部事務組合下北医療センターむつ総合病院、（医）
生清会三陸病院、(公財)総合花巻病院、（医）創生会おとめがわ病
院、（医）法成会平和台病院、（一財）みちのく愛隣協会東八幡平
病院、（医）明和会
一般企業
青山商事㈱、㈱岩手銀行、エターナルブライダル㈱、㈱エムシー
エス生涯学習センター、㈱小田島組、㈱カガヤ、㈱北日本銀行、
㈱glob、㈱シュクレイ、㈱シリウス、㈱スーパーホテル、セントケア・
ホールディングス㈱、損害保険ジャパン日本興亜㈱、㈱タマホー
ム、㈱ダイワロイヤル、中央出版㈱（アイン保育園）、㈱デジアイズ、
㈱東北ネット工業、㈱ニチイ学館、東日本旅客鉄道㈱新潟支社、
㈱ベネッセスタイルケア、㈱みちのく銀行、ライクスタッフィング㈱、
㈱LITALICO、㈱ワイズマン
その他団体
岩手県信用農業協同組合連合会、岩手県民共済生活協同組合、
いわて生活協同組合、新岩手農業協同組合、全国健康保険協会
学校教育等
（学）岩手医科大学、（学）内丸学園幼保連携型認定保育園盛岡幼
稚園、（学）聖公会栄光学園八戸幼稚園、（学）つばめ学園つばめ
幼稚園、（学）中津川学園水道橋くるみ幼稚園
公　務
岩手県（福祉・心理・教育委員会）、置賜広域病院企業団公立置賜
総合病院、仙台市（保育）、花巻市（福祉）、法務省（専門職）、（地
独）宮城県立病院機構宮城県立精神医療センター

ソフトウェア情報学部 総　合　政　策　学　部
情報通信業・製造業
【岩手県】
　㈱アイシーエス、アイシン・コムクルーズ㈱、㈱アイソプラ、㈱アル
チザネットワークス、㈱イエス・ネットワーク、㈱システムベース、㈱
シンエイシステム、美和電気工業㈱、㈱ワイズマン
【北海道・東北地区】
　㈱アート・システム、㈱SRA東北、SOC㈱、㈱SJC、㈱NTTデータ
東北、㈱クロスキャット、㈱ステップ、テクノ・マインド㈱、東北イン
フォメーション・システムズ㈱、㈱東北システムズ・サポート、東北
電機製造㈱、東北電力㈱、ハイテクシステム㈱、㈱ビット・エイ、㈱
マクロミル
【首都圏ほか】
　アイシン・コムクルーズ㈱、㈱アイソル、㈱アイネット、アクサス
㈱、アドソル日進㈱、㈱Ｅ-Ｇｒａｎｔ、㈱インターネットイニシアティ
ブ、インフォコム㈱、NTTコミュニケーションズ㈱、㈱ギブリー、コム
シス情報システム㈱、㈱サイバーエージェント、㈱ＧＡ
technologies、㈱JR東日本情報システム、㈱システムエグゼ、㈱信
興テクノ、㈱ジャストシステム、㈱ツガワ、㈱テクノプロ　テクノプロ・
デザイン社、㈱デザインワン・ジャパン、㈱電子工学センター、東
京ガスiネット㈱、ドコモ・テクノロジ㈱、㈱富山富士通、長野日本ソ
フトウェア㈱、日販コンピュータテクノロジイ㈱、日本インフォメー
ション㈱、㈱日本総合研究所、㈱日本創発グループ、日本ビジネ
スシステムズ㈱、日本ラッド㈱、農中情報システム㈱、パーソルテ
クノロジースタッフ㈱、㈱ハイマックス、ピーシーフェーズ㈱、㈱日
立社会情報サービス、㈱日立ハイシステム21、㈱日立ハイテクファ
インシステムズ、㈱ヒップ、㈱VSN、富士通エフ・アイ・ピーDC㈱、
ブルースクレイ・ジャパン㈱、プログレス・テクノロジー㈱、㈱ベル
ジョイス、㈱VOYAGE GROUP㈱、マースエンジニアリング、㈱マ
ネーフォワード、三菱電機インフォメーションシステムズ㈱、三菱電
機インフォメーションネットワーク㈱、三菱電機エンジニアリング
㈱、㈱Minoriソリューションズ、明電システムソリューション㈱、ヤ
フー㈱、㈱USEN-NEXT HOLDINGS㈱、ユードム
その他の企業等
　ITX㈱、㈱アイレップ、イオンリテール㈱、㈱一測設計、いわて生
活協同組合、日本赤十字社、㈱ノジマ、東日本旅客鉄道㈱、藤井
産業㈱、㈱古田土経営、㈱マイナビ、ヤマギシリフォーム工業㈱、
㈱ユニバーサル建設、㈱LAVA　International㈱、㈱LEP
INTERNATIONAL
公務・団体等
　岩手中部水道企業団、滝沢市(臨時職員)、美郷町

公　務
　国家一般（行政）、国税専門官、労働基準監督官、岩手県（行
政）、青森県（行政）、山形県（林業）、盛岡市、滝沢市、久慈市、一
関市、軽米町、一戸町、紫波町、岩泉町、八戸市、仙台市、加美
町、海上保安学校、岩手県警察
金融・保険業
　㈱岩手銀行、㈱北日本銀行、㈱東北銀行、㈱七十七銀行、㈱き
らやか銀行、岡三証券㈱、第一生命保険株式会社、岩手県農業
信用基金協会
製造業
　東芝メモリ岩手㈱、トヨタ紡織東北㈱、川口印刷工業㈱、㈱十文
字チキンカンパニー、㈱カガヤ、㈱岩手芝浦電子、㈱ツガワ、アル
プス電気㈱、菊の司酒造㈱
運輸業
　東日本旅客鉄道㈱、IGRいわて銀河鉄道㈱、日本郵便㈱
卸・小売業
　㈱薬王堂、㈱ローソン、㈱イトーヨーカ堂、㈱三田商店、岩手トヨ
ペット㈱、南ホンダ自動車㈱、㈱スズキ自販岩手、㈱ピーシーデポ
コーポレーション、㈱ノジマ、緑川化成工業㈱、センコン物流㈱、㈱
エヌジェイアイ
情報通信業
　㈱ワイズマン、㈱アートテクノロジー
その他企業等
　㈱リクルートキャリア、富士ゼロックス岩手㈱、トランスコスモス㈱、
盛岡ガス㈱、㈱一条工務店、㈱小田島組、㈱かまいしDMC、㈱ガ
モウ、㈱サラダファーム、東急セキュリティ㈱、セントラル警備保障
㈱、金野設備㈱、イムス明理会仙台総合病院
団体等
　日本年金機構、全国共済農業協同組合連合会岩手県本部、岩
手県農業共済組合、岩手中央農業協同組合、みやぎ生活協同組
合、東北医療福祉事業協同組合
学校教育等
　（学）岩手医科大学、盛岡中央高等学校

看　　護　　学　　部 社　会　福　祉　学　部



平成30年度岩手県立大学盛岡短期大学部・宮古短期大学部卒業生　主な内定先（平成31年3月31日現在）

　　　　　盛岡短期大学部（生活科学科　生活デザイン専攻）

　　　　　盛岡短期大学部（生活科学科　食物栄養学専攻）

　　　　　盛岡短期大学部（国際文化学科）

　　　　　宮古短期大学部（経営情報学科）

金融・保険業
　盛岡信用金庫
卸・小売業
　㈱アイジーエー、As-meエステール㈱、イオンスーパーセンター
㈱、㈱イベリア、いわて生活協同組合、岩手トヨタ自動車㈱、コクヨ
東北販売㈱、㈱コジマ商会、コネクシオ㈱、日産チェリー岩手販
売㈱、㈱ネクステージ、㈱パル、㈱ファイブフォックス、マックスバ
リュ東北㈱、盛岡いすずモーター㈱、㈱和とわ
製造業
　㈱及精鋳造所、吉野石膏㈱盛岡営業所
サービス業
　㈱LAVA　international
飲食・宿泊業
　㈱東横イン

医療・福祉
　(医)杏林会　イーハトーブ病院
情報通信業
　㈱東北映像
運輸・郵便業
　㈱ジェイ・エス・エス
教育・学習支援業
　NOVAホールディングス㈱
その他の企業等
　奥州地方森林組合、新岩手農業協同組合
公務
　金ケ崎町

建設業
　㈱日本ハウスホールディングス、陸中建設㈱
製造業
　東芝メモリ岩手㈱、㈱十文字チキンカンパニ―、㈱エムアンドエ
ム、 ゆわて吉田工業㈱、ときめきファーム㈱
情報通信業
　㈱メイキッシュ、㈱タキオン、㈱システムベース 、㈱システムエグ
ゼ、 ㈱アイディーエス、アーク㈱
運輸・郵便業
　三陸鉄道㈱、㈱東北丸和ロジスティクス
金融・保険業
　岩手銀行、㈱北日本銀行、杜陵信用組合、宮古信用金庫、岩
手県農業共済組合
複合サービス業
  八戸農業協同組合、新庄市農業協同組合、新岩手農業協同組
合、花巻農業協同組合
　

サービス業
  ㈱公楽、㈱ビジネスサービス、㈱サラダファーム、㈱TDモバイル、
Mik㈱
卸売・小売業
　南ホンダ自動車㈱、㈱藤村商会、㈱泉商店、㈱業務サポート
サービス、㈱みちのくクボタ、㈱スズキ自販岩手、㈱サンテックス、
㈱サンデー、みちのくコカ・コーラボトリング㈱、トヨタカローラ岩手
㈱
飲食・宿泊業
　焼肉・冷麺　永同園、㈱岩手ホテル＆リゾート、㈱安部自動車、
ABホテル㈱
医療・福祉
　東北医療福祉事業協同組合、社会福祉法人悠和会、七福薬局
むつ、伊藤歯科医院
公務
  久慈市、岩手県

金融・保険業
　㈱岩手銀行
卸・小売業
　イトキン㈱、㈱サンデー、㈱トヨタレンタリース岩手、㈱パル、
(同)PVHジャパン
建設業
　㈱佐藤組、㈱シリウス、日本建設㈱
製造業・販売業
　㈱丸岩

医療・福祉
　(医)吉田歯科クリニック
公務
　秋田市

サービス業【栄養士】
　エームサービス㈱、シダックス㈱、日清医療食品㈱
医療・福祉【栄養士】
　あさひ保育園、(医)杏林会　イーハトーブ病院、㈱グローバル
キッズ、㈱日本保育サービス
製造業【栄養士】
　岩手缶詰㈱、㈱十文字チキンカンパニー

運輸・郵便業
　岩手県北自動車㈱、㈱ハート引越センター
卸・小売業
　㈱薬王堂
金融・保険業
　第一生命保険㈱
公務
　盛岡市（栄養士）、矢巾町


