
１　四大の状況
（1）　内定状況 （単位：人・％）

学部

（注1）就職希望者欄の（　）内数字は、卒業予定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 186名 (45.3%) 225名 (54.7%)

県内 県外

(25.5%) 82名 (74.5%)

61名 (54.5%) 51名 (45.5%)

計 166名 (44.5%) 207名 (55.5%)

46名 (51.7%) 43名 (48.3%)

40名 (43.0%) 53名 (57.0%)

28名
ｿ ﾌ ﾄ ｳ ｪ ｱ
情 報 28名 (27.2%) 75名 (72.8%)

総 合 政 策

51名 (51.0%) 49名 (49.0%)

計
461 419 411 98.1

農業1、建設業7、製造業11、情報通信
業87、運輸・郵便業18、卸売・小売業
23、金融・保険業22、不動産業・物品
賃貸業4、飲食・宿泊業5、複合サービ
ス業13、サービス業30、教育・学習支
援業11、医療・保健衛生91、福祉・介
護34、公務54（うち岩手県内39）

31 2

(77.7) （97.2）

総 合 政 策
117 115 112 97.4

農業1、建設業3、製造業5、情報通信業
6、運輸・郵便業10、卸売・小売業12、
金融・保険業18、不動産業・物品賃貸
業2、飲食・宿泊業2、複合サービス業
7、サービス業17、教育・学習支援業
1、福祉・介護3、公務25（うち岩手県
内19）

9

(90.9） （98.4）

33

0 2

(98.3） （97.9）

1 4

（95.2） （99.0）

ｿ ﾌ ﾄ ｳ ｪ ｱ
情 報

148 115 110 95.7
製造業6、情報通信業78、運輸・郵便業
5、卸売・小売業2、金融・保険業2、飲
食・宿泊業3、複合サービス業3、サー
ビス業8、教育・学習支援業1、医療・
保健衛生1、公務1（うち岩手県内1）

（97.8） （100.0）

社 会 福 祉
105 100 100 100.0

建設業4、情報通信業3、運輸業・郵便
業3、卸売・小売業9、金融・保険業2、
不動産業・物品賃貸業2、複合サービス
業3、サービス業5、教育・学習支援業
5、医療・保健衛生13、福祉・介護31、
公務20（うち岩手県内13）

看 護
91 89 89 100.0 医療・保健衛生77（うち岩手県医療局

8）、教育・学習支援業4、公務8（うち
岩手県内6）

平成２７年度岩手県立大学の就職内定状況　（平成28年3月31日現在）

卒業者
就職
希望者

内定者 内定率 左　の　業　種 進学者 その他

1 1

学部 県内 県外

看 護 33名 (44.0%) 42名 (56.0%)

社 会 福 祉 65名 (63.7%) 37名 (36.3%)



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、卒業予定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）昨年度実績

学部

盛岡短期
大学部

宮古短期
大学部 47名 (62.7%) 28名 (37.3%)

（75.5） (95.0)

県内 県外

45名 (61.6%) 28名 (38.4%)

卒業者
就職
希望者

内定者 内定率 左　の　業　種 進学者 その他

経営情報学科
102 77 75 97.4

建設業3、製造業3、情報通信業4、運
輸・郵便業4、卸売・小売業25、金融・
保険業9、飲食・宿泊業5、複合サービ
ス業2、サービス業9、教育・学習支援
業1、医療・保健衛生5、公務5（うち岩
手県内5）

21 4

計
101 75 73 97.3

建設業15、製造業4、卸売・小売業16、
金融・保険業7、不動産業・物品賃貸業
1、飲食・宿泊業5、複合サービス業1、
サービス業13、教育・学習支援業4、医
療・保健衛生3、福祉・介護1、公務3
（うち岩手県内1）

17 9

(74.3） (98.6)

0

(92.3） (100.0)

国際文化学科
50 30 29 96.7

建設業4、製造業2、卸売・小売業7、金
融・保険業4、不動産業・物品賃貸業
1、飲食・宿泊業5、複合サービス業1、
サービス業2、教育・学習支援業2、医
療・保健衛生1

14 6

(60.0） (97.0)

うち栄養士
6名

(100.0)

生活科学科
食物栄養学専攻

26 24 24 100.0

その他

生活科学科
生活科学専攻

25 21 20 95.2 建設業11、卸売・小売業2、金融・保険
業1、サービス業4、医療・保健衛生1、
公務1（うち岩手県内0）

1 3

(84.0）

卒業者
就職
希望者

内定者 内定率 左　の　業　種 進学者

製造業2、卸売・小売業7、金融・保険業
2、サービス業7、教育・学生支援業2、
医療・保健衛生1、福祉・介護1、公務2
（うち岩手県内1）

2

53名 (72.6%) 20名

55名 (72.4%) 21名

県内 県外

(27.4%)

(27.6%)
宮古短期
大学部

盛岡短期
大学部

学部



（参考）　平成27年度岩手県立大学卒業生　主な内定先（平成28年3月31日現在）確定版
　◎主な就職先

看　　護　　学　　部 社　会　福　祉　学　部
国公立病院
　岩手県医療局、国立病院機構盛岡病院、国立病院機構花巻病
院、岩手県立療育センター、盛岡市立病院、秋田大学医学部附
属病院、東北大学病院、千葉大学医学部附属病院、国立国際医
療研究センター病院、国立成育医療研究センター、横浜市立大
学附属病院、神奈川県立こども医療センター、神奈川県立精神医
療センター
病　院
　岩手医科大学附属病院、盛岡赤十字病院、盛岡友愛病院、川
久保病院、東八幡平病院、盛岡つなぎ温泉病院、八戸市民病
院、石巻赤十字病院、仙台厚生病院、仙台赤十字病院、仙台徳
州会病院、東北公済病院、日本海総合病院、ＮＴＴ東日本関東病
院、東京医科大学八王子医療センター、日本赤十字社医療セン
ター、昭和大学横浜市北部病院、昭和大学病院、がん研有明病
院、イムス富士見総合病院、碧水会長谷川病院、葛飾赤十字産
院、健和会、谷津保健病院
学校教育等（養護教諭）
　岩泉町立小川小学校、岩手県立大野高等学校、岩手県立釜石
祥雲支援学校、岩手橘学園江南義塾盛岡高等学校
公務（保健師）
　岩手県、盛岡市、遠野市、一関市、山田町、岩泉町、仙台市、
福島市

福祉団体・施設等
　岩手県社会福祉協議会、二戸市社会福祉協議会、宮城県社会福祉協
議会、仙台市社会福祉協議会、石巻市社会福祉協議会、(社福)岩手県
社会福祉事業団、(社福)若竹会、(社福)岩手更生会緑生園、(NPO)みた
け弥勒クラブみらい塾、(社福)慈泉会、(社福)安積愛育園、(社福)さくら
福祉会、(社福)敬長福祉会、(社福)緑愛会、(社福)楽水会特養アミーガ
はまゆり、(社福)ファミリーケアサービス、(社福)滝沢市保育協会、(社福)
ひまわり会都南保育園、(社福)大洋会
病　院
　(医)仁医会都南病院、(社医)康生会鶯宿温泉病院、(医社)敬和会、
(医)松田会松田病院、(医)仙台医療福祉会仙台富沢病院、(特医)敬愛
会尾花沢病院、(公財)星総合病院、(医)ＩＭＳグループ
一般企業
　ＩＢＣ岩手放送、㈱ワイズマン、東日本旅客鉄道㈱、日本郵便㈱、東京
海上日動火災保険㈱、㈱川徳、㈱薬王堂、㈱三協医科機械、㈱ムトウ、
セキスイハイム東北㈱、㈱北洲、イオンモール㈱、㈱マクロミル、㈱ディス
コ、㈱ゼネラルパートナーズ、パナソニックメディコムネットワークス㈱
その他団体
　岩手県信用農業協同組合連合会、新岩手農業協同組合、花巻農業協
同組合、秋田厚生農業協同組合連合会
学校教育
　(公)岩手県立大学、(学)ひまわり学園都南幼稚園、岩手県教育委員会
盛岡教育事務所
公　務
　岩手県（福祉職）、宮古市（一般事務職、保育士）、花巻市（福祉職）、
北上市（福祉職）、矢巾町（一般事務職）、北海道（警察事務）、札幌市
（福祉職）、浜頓別町（保育士）、青森県（福祉職）、仙台市（福祉職）、鶴
岡市（行政職）、さいたま市（保育士）、岩手県警察（警察官）

ソフトウェア情報学部 総合政策学部
情報通信業
【岩手県】
㈱アイシーエス、㈱アイディーエス、いわぎんリース・データ㈱、エ
クナ㈱、㈱ワイズマン
【北海道・東北地区】
　㈱NTTデータ東北、㈱クロスキャット、サクサシステムエンジニア
リング㈱、東北インテリジェント通信㈱、TIS東北㈱
【首都圏ほか】
　㈱ISIDインターテクノロジー、アドソル日進㈱、インクリメントP㈱、
㈱インデックス、NRIシステムテクノ㈱、NTTソフトウェア㈱、㈱NTT
－ME、㈱NTTデータMSE、オリンパスソフトウェアテクノロジー㈱、
キャロルシステム㈱、京セラコミュニケーションシステム㈱、サイ
バーコム㈱、㈱サイバーリンクス、JFEシステムズ㈱、ジスクソフト
㈱、㈱シーエー・モバイル、㈱ソルクシーズ、㈱長大、㈱テクノプロ
テクノプロ・デザイン社、テックスエンジソリューションズ㈱、㈱トヨタ
コミュニケーションシステム、ドコモ・テクノロジ㈱、㈱ネクスト、農中
情報システム㈱、日本インフォメーションシステム㈱、日本システム
ウエア㈱、日本システム技術㈱、日商エレクトロニクス㈱、ハイテク
システム㈱、㈱ハイマックス、㈱日立システムズ、㈱日立ソリュー
ションズ・クリエイト、㈱日立ハイシステム21、㈱ビッツ、ピーシー
フェーズ㈱、㈱富士通エフサス、㈱富士通システムズ・イースト、三
菱電機インフォメーションシステムズ㈱、明治安田システム・テクノ
ロジー㈱、明電システムソリューション㈱、㈱ラック
その他の企業等
　アーク㈱、㈱医師薬ネット、(学)岩手医科大学、㈱岩手銀行、(公
財)いわて産業振興センター、岩手トヨタ自動車㈱、川嶋印刷㈱、
北上信用金庫、助川電気工業㈱、㈱ジャパンビバレッジ東北、㈱
デジアイズ、東北容器工業㈱、二戸職業訓練協会、八戸赤十字
病院、東日本旅客鉄道㈱、みちのくコカ・コーラボトリング㈱
公務・団体等
　岩手県農業共済組合、岩手中央農業協同組合、新岩手農業協
同組合、滝沢市役所

公　務
　国税庁、岩手県、盛岡市、滝沢市、宮古市、花巻市、北上市、二戸市、
矢巾町、金ヶ崎町、平泉町、山田町、岩泉町、青森県、仙台市、宇都宮
市、岩手県警、福島県警、茨城県警、盛岡地区広域消防組合
金融・保険業
　㈱岩手銀行、㈱東北銀行、㈱北日本銀行、東北労働金庫、青い森信
用金庫、足立成和信用金庫、東京海上日動火災保険㈱、三井住友海上
火災保険㈱、損保ジャパン日本興亜㈱、日新火災海上保険㈱、ほけん
の窓口グループ㈱
製造業
　㈱マキタ、会津オリンパス㈱、秀衡塗工房㈲丸三漆器、㈲紫波印刷
運輸業
　東日本旅客鉄道㈱、ヤマト運輸㈱
卸・小売業
　旭洋紙パルプ㈱、みちのくコカ・コーラボトリング㈱、岩手トヨタ自動車、
岩手スバル自動車㈱、㈱十文字チキンカンパニー、㈱ツルハ
建設業
　大和リース㈱、㈱日本ハウスホールディングス
情報通信業
　㈱USEN、㈱インフォメーション・ディベロップメント、㈱ステップ、㈱デジ
タルトラスト、NHK函館放送局
その他企業等
　㈱船井総合研究所、国立研究開発法人放射線医学総合研究所、JTB
東北㈱、㈱エイチ・アイ・エス、サムシングホールディングス㈱、㈱岩手広
告社、㈱ライダース・パブリシティ、地熱エンジニアリング、㈱レオパレス
21、㈱新鉛温泉結びの宿愛隣館、いわて生活協同組合
団体等
　日本郵便㈱、全国農業協同組合連合会、新岩手農業協同組合、花巻
農業協同組合、いわて平泉農業協同組合、仙台農業協同組合、陸前高
田市森林組合、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構
学校教育
　 (学)岩手医科大学



（参考）　平成27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28年3月31日現在）確定版

　◎主な就職先
　　　　　盛岡短期大学部（生活科学科　生活科学専攻）

　　　　　盛岡短期大学部（生活科学科　食物栄養学専攻）

金融・保険業
　㈱岩手銀行、㈱東北銀行、宮古信用金庫、岩手県農業共済組
合、盛岡信用金庫、㈱総合安心サービス企画
運輸業
　東日本旅客鉄道㈱、日本郵便㈱、㈱サカイ引越センター
卸・小売業
　ネッツトヨタ岩手㈱、岩手ダイハツ販売㈱、㈱マイヤ、㈱菅文、源
川医科器械㈱

情報通信業
　トーテックアメニティ㈱、㈱ステップ、㈱テクノプロ
その他企業等
　花巻温泉㈱、㈱みちのくジャパン、㈱共栄薬品、東洋ワーク㈱、㈱エフ
ビー、佐藤税理士法人、㈱近田会計事務所
団体等
　新岩手農業協同組合㈱、あきた白神農業協同組合
公　務
　岩手県警察（警察官、警察事務）、釜石市、二戸市、山田町

金融・保険業
　㈱北都銀行
建設業
　㈱陽だまり工房、㈱日盛ハウジング、東野建設工業㈱、東北住
建㈱、㈱ジェイウッド、㈲岩手ハウスサービス、松田建設㈱、東和
総合住宅㈱、㈱第一ホーム
卸・小売業
　㈱アキヤマ、カインズ㈱

その他企業等
　国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構、サンエスコンサ
ルタント㈱、㈱いんべクリーニング、㈱夢真ホールディングス
医療・福祉
　三善歯科医院
公　務
　国家（税務）

サービス業（栄養士）
　㈱日清医療食品、㈱メフォス、㈱ニッコクトラスト
製造業（栄養士）
　㈱岩手缶詰、㈱ヤマダフーズ
金融・保険業
　㈱岩手銀行、㈱日専連パートナーズ
卸売・小売業
　㈱イオンリテール、㈱日伝、いわて生活協同組合、㈱ＧＧファー
マシー(みつばち薬局)

その他企業等
　アルファクラブ㈱､㈱ABC Cookig Studio
医療・福祉
　歯科渡辺医院、(社福)横手マリア園
公　務
　国家（一般事務）、矢巾町役場
　

　　　　　盛岡短期大学部（国際文化学科）
金融・保険業
　㈱みずほ銀行盛岡支店、㈱日専連パートナーズ、㈱みちのく銀
行、㈱ゆうちょ銀行
建設業
　㈱シリウス、㈱カガヤ、㈱コサカ技研
製造業
　川口印刷工業㈱、三甲㈱
卸・小売業
　㈱外林、㈱薬王堂、ハミューレ㈱、いわて生活協同組合、㈱成
田エアポートエンタープライズ、㈱ユニクロ、㈱ライトオン

飲食・宿泊業
　㈱岩手ホテル＆リゾート、㈱シャノアール、㈱ドリームリンク、㈱ユニマッ
トプレシャス
その他企業等
　積和不動産東北㈱、㈱フーレイ、花巻農業協同組合
医療・福祉
　弘前市医師会

　　　　　宮古短期大学部（経営情報学科）


