
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

平成２８年度岩手県立大学の就職内定状況　(平成29年3月31日現在)
　　　　

看 護
94 92 92 １００．０

社 会 福 祉
102 100 99

卒業者
就職
希望者

内定者 内定率 進学者 その他左　の　業　種

９９．０

1 1

(97.9) （100.0）

2 0

(98.0) （100.0）

医療・保健衛生79（うち岩手県医療局
12）、サービス業1、教育・学習支援業
8、公務4（うち岩手県内4）

建設業2、情報通信業3、卸売・小売業
4、金融・保険業8、サービス業9、教
育・学習支援業8、医療・保健衛生16、
福祉・介護32、公務17（うち岩手県内
7）

県内 県外

24 3ｿ ﾌ ﾄ ｳ ｪ ｱ
情 報

152 125 117 ９３．６

総 合 政 策
119 114 108 ９４．７

(82.2) （95.7）

2 3

(95.8） （97.4）

建設業1、製造業6、情報通信業87、運
輸・郵便業4、卸売・小売業3、金融・保
険業4、不動産業・物品賃貸業1、飲食・
宿泊業1、複合サービス業1、サービス業
6、福祉・介護1、公務1、その他1

建設業2、製造業5、情報通信業7、運
輸・郵便業8、卸売・小売業14、金融・
保険業12、不動産業・物品賃貸業2、複
合サービス業10、サービス業19、教育・
学習支援業5、医療・保健衛生2、公務
22（うち岩手県内14）

建設業5、製造業11、情報通信業97、運
輸・郵便業12、卸売・小売業21、金融・
保険業24、不動産業・物品賃貸業3、飲
食・宿泊業1、複合サービス業11、サー
ビス業35、教育・学習支援業21、医療・
保健衛生97、福祉・介護33、公務44（う
ち岩手県内25）、その他1

県内 県外学部

計
467 431 416 ９６．５ 29 7

(92.3） （98.1）

25名 (21.4%) 92名 (78.6%)

61名 (56.5%) 47名 (43.5%)

47名 (51.1%) 45名 (48.9%)

48名 (48.5%) 51名 (51.5%)

181名 (43.5%) 235名 (56.5%)

総 合 政 策

ｿ ﾌ ﾄ ｳ ｪ ｱ
情 報

社 会 福 祉

看 護 46名 (51.7%) 43名 (48.3%)

51名 (51.0%) 49名 (49.0%)

28名 (25.5%) 82名 (74.5%)

61名 (54.5%) 51名 (45.5%)

186名 (45.3%) 225名 (54.7%)計



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）前年度実績

学部

盛岡短期
大学部

宮古短期
大学部

内定者 内定率

建設業4、製造業2、卸売・小売業1、金
融・保険業1、複合サービス業1、サービ
ス業１、教育・学習支援業1

左　の　業　種

栄養士
16名

生活科学科
生活科学専攻

23 12 11 ９１．７ 9 2

(52.2) (95.2)

国際文化学科
66 39 34 ８７．２

建設業3、運輸・郵便業1、卸売・小売業
8、金融・保険業3、不動産業・物品賃
貸業1、飲食・宿泊業5、複合サービス業
2、サービス業4、教育・学習支援業2、
医療・保健衛生1、公務4（うち岩手県内
3）

8

(71.0) (100.0)

生活科学科
食物栄養学専攻

31 22

経営情報学科
104 73 71 ９７．３ 29 2

(70.2) (97.4)

卒業
予定者

就職
希望者

内定者 内定率

農業1、建設業2、製造業6、情報通信業
6、運輸・郵便業1、卸売・小売業21、金
融・保険業12、飲食・宿泊業4、複合
サービス業2、サービス業6、教育・学習
支援業1、医療・保健衛生5、福祉・介護
2、公務2（うち岩手県内2）

左　の　業　種

計
120 73 66 ９０．４

建設業7、製造業4、運輸・郵便業1、卸
売・小売業12、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4、サービス業15、教育・学
習支援業3、医療・保健衛生1、福祉・介
護5、公務4（うち岩手県内3）

県内 県外

45名 (61.6%) 28名

進学
決定者

その他

(59.1) (96.7)

21 ９５．５ 製造業2、卸売・小売業3、複合サービス
業1、サービス業10、福祉・介護5

進学者 その他卒業者
就職
希望者

(60.8)

47名 (66.2%) 24名 (33.8%)

県内 県外

41名 (62.1%) 25名 (37.9%)

(97.3)

学部

43 4

盛岡短期
大学部

宮古短期
大学部

(38.4%)

47名 (62.7%) 28名 (37.3%)

26 1

1



（参考）　平成28年度岩手県立大学卒業生　主な内定先（平成29年3月31日現在）

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、国立病院機構岩手
病院、盛岡市立病院、東北大学病院、宮城県立こども病院、北
海道大学病院、千葉大学医学部附属病院、国立病院機構仙台
医療センター、国立がん研究センター、国立国際医療研究セン
ター病院、新潟市民病院

病　院
　岩手医科大学附属病院、未来の風せいわ病院、盛岡赤十字病
院、岩手県対がん協会、仙台厚生病院、東北公済病院、日本赤
十字社医療センター、武蔵野赤十字病院、東京医科大学病院、
聖マリアンナ医科大学病院、東京慈恵会医科大学附属柏病院、
昭和大学横浜市北部病院、昭和大学江東豊洲病院、昭和大学
病院東病院、昭和大学藤が丘病院、東邦大学医療センター大森
病院、自冶医科大学附属さいたま医療センター、谷津保健病
院、東京武蔵野病院、永寿総合病院、座間総合病院、スズキ記
念病院

学校教育等
　岩手県教育委員会（養護教諭）、北海道教育委員会（養護教
諭）、青森県教育委員会（養護教諭）

公務（保健師）
　盛岡市、滝沢市、紫波町、葛巻町

福祉団体・施設等
  (社福）岩手県社会福祉事業団、(社福）盛岡市社会福祉事業
団、(社福)秋田県社会福祉事業団、二戸市社会福祉協議会、宮
古市社会福祉協議会、雫石町社会福祉協議会、田野畑村社会福
祉協議会、(社福)光林会、（社福）紫波会、(社福)典人会、（社福）
幸生会、(社福)すずらんの会、(社福）横浜市福祉サービス協会、
(社福）岩手愛児会、（社福）盛愛育会盛保育園、（社福）土淵朗親
会、（社福）愛育会、(社福）宇宙会あおぞら村一番地保育園、(社
福）愛光福祉会、(社福）仙台キリスト教育児院、(社福）檸檬会レイ
モンド花畑保育園、（社福）ゆたか会
病　院
　盛岡医療生活協同組合、(社医）盛岡観山荘病院、（医）敬和会、
未来の風せいわ病院、国立病院機構東北、戸田中央医療グルー
プ、大田綜合病院、（医）仁愛会都南病院、(社医）横手興生病院、
(医）松田会
一般企業
　㈱ワイズマン、㈱東北銀行、㈱大東銀行、㈱ 三田商店、㈱陽だ
まり工房、岩手トヨタ自動車㈱、㈱岩手ホテルアンドリゾート、㈱ツク
イ、NTT東日本㈱、㈱北州、損保ジャパン日本興亜㈱、あいおい
ニッセイ同和損害保険㈱、野村證券㈱、ひまわり信用金庫、㈱
ニュートンフィナンシャルコンサルティング、㈱マクロミル、㈱マイナ
ビ、セントケアホールディングス㈱、㈱木下ホールディングス木下の
保育、㈱小学館集英社プロダクション、㈱チャレンジドジャパン
その他団体
　生活協同組合ユーコープ、岩手県対がん協会、日本赤十字社
岩手県支部、JA全農岩手県本部、ＪＡ共済連岩手、ＪＡ共済連新
潟、JA秋田厚生連、JAいわて花巻
学校教育等
　（学法）紅葉学園認定こども園矢巾中央幼稚園・矢巾中央保育
園、（学法）宝田学園英明幼稚園、（学法）釧路キリスト教学園釧路
めぐみ幼稚園、(学法）沼田学園しげる幼稚園、（公）秋田県立大学
公　務
　　岩手県（福祉）、宮古市（一般事務）、一関市（福祉）、青森県
（福祉）、福島県(福祉）、山形県(福祉・心理）、仙台市（福祉・保育
士）、気仙沼市（福祉・保育士）、五戸町

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、㈱アイソプラ、岩手インフォメーション・テクノロ
ジー㈱、㈱ヴェス、㈱システムベース、㈱ネクスト、㈱リードコナ
ン、㈱ワイズマン
【北海道・東北地区】
　㈱ＳＲＡ東北、㈱シグマソリューションズ、シグマトロン㈱、㈱東
北システムズ・サポート、テクノ・マインド㈱、リコージャパン㈱
【首都圏ほか】
　㈱アルプス技研、インクリメントP㈱、㈱インターネットイニシア
ティブ、ＳＣＳＫ㈱、ＮＲＩデータiテック㈱、ＮＴＴコムウェア㈱、㈱Ｎ
ＴＴデータアイ、ＮＴＴデータシステム技術㈱、㈱ＮＴＴーＭＥ、㈱
OKIソフトウェア、オリンパス㈱、㈱オープンストリーム、サイバーコ
ム㈱、ＪＢグループ、㈱ジャステック、第一生命情報システム㈱、
テックスエンジソリューションズ㈱、㈱DNPデジタルコム、東京シス
テムズ㈱、トーテックアメニティ㈱、トランス・コスモス㈱、ドコモ・シ
ステムズ㈱、ドコモ・テクノロジ㈱、日本アイ・ビー・エム テクニカ
ル・ソリューション㈱、㈱日本ビジネスシステムズ、農中情報システ
ム㈱、㈱ハイマックス、㈱日立システムズ、㈱日立ソリューション
ズ、富士通エス・アイ・ピー・システムズ㈱、㈱富士通システムズ・
イースト、㈱富士通マーケティング、㈱ミクニ、㈱Ｍｉｎｏｒｉソリュー
ションズ、ヤフー㈱、横河電子機器㈱
その他の企業等
　岩手県北自動車㈱、㈱北日本銀行、十文字チキンカンパニー
㈱、日本郵便㈱、日盛ハウジング㈱、㈱日本ハウスホールディン
グス、東日本旅客鉄道㈱盛岡支社、（社福）悠和会、㈱アイデム、
アイリスオーヤマ㈱、㈱ガリバーインターナショナル、㈱幸楽苑
ホールディングス、㈱七十七銀行、㈱ジョイフルまるやま、㈱タカ
ヤナギ、㈱第一興商、㈱バイタルネット、東日本旅客鉄道㈱、㈱
福島銀行、プレミアファイナンシャルサービス㈱、八千代エンジニ
アリング㈱
公務・団体等
　JA岩手県中央会、盛岡商工会議所、広尾町役場

公　務
　国家一般、国税専門官、青森労働局、岩手県（行政）、岩手県
（一般事務、警察事務）、山形県、宮古市、大船渡市、花巻市、一
関市、滝沢市、仙北市、富谷町、岩手県警察、埼玉県警察
金融・保険業
　㈱岩手銀行、㈱東北銀行、一関信用金庫、㈱七十七銀行、東北
労働金庫、㈱商工組合中央金庫、東京海上日動火災保険㈱、三
井住友海上火災保険㈱、あいおいニッセイ同和損害保険㈱、㈱東
海日動パートナーズ東北、明治安田生命保険相互会社、三井住
友海上あいおい生命保険
製造業
　アルプス電気㈱、アイシン東北㈱、菊の司酒造㈱、住田フーズ㈱
運輸業
　東日本旅客鉄道㈱、日本郵政㈱東北支社
卸・小売業
　㈱ヨコハマタイヤジャパン、㈱薬王堂、イオンリテール㈱、㈱イオ
ンスーパーセンター、㈱三田商店、㈱小田島、㈱ツルハ、㈱ユニ
バース、㈱サンデー、日新スズキ販売㈱
情報通信業
　㈱岩手めんこいテレビ、㈱ワイズマン、㈱ゴーイング・ドットコム、
㈱シンエイシステム
その他企業等
　㈱ＪＴＢ東北、㈱ジェイアール東日本企画、盛岡ターミナルビル
㈱、積水ハウス㈱、㈱アート不動産、㈱シリウス、トヨタホームとうほ
く㈱、国立研究開発法人森林総合研究所森林整備センター、砂
防エンジニアリング㈱、アディーレ法律事務所、㈱マクロミル、㈱マ
イナビ、㈱ディスコ、エン・ジャパン㈱
団体等
　（公財）岩手県予防医学協会、盛岡医療生活協同組合、JA共済
連、JA全農岩手県本部、JA岩手県信連、岩手県農業共済組合、
JAいわて中央、JA新いわて、JAいわて花巻、八戸商工会議所
学校教育等
　岩手県教育委員会（公立中学校教員：社会科）、北海道教育委
員会（公立中学校教員：社会科）、 (学)岩手医科大学、㈱エムシー
エス生涯学習センター

看　　護　　学　　部



（参考）　平成28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29年3月31日現在）

　　　　　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）

　　　　　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）

サービス業【栄養士】
　日清医療食品㈱、㈱メフォス、㈱LEOC（レオック）、シダックス
㈱、エームサービス㈱、葉隠勇進㈱
製造業【栄養士】
　㈱岩手缶詰

医療・福祉【栄養士】
　(社福)悠和会 銀河の里、(社福)土淵朗親会、(社福)ときわ会 とき
わ保育園、(社福)明照学園　認定こども園ともいき、(学)カナン学園
三愛学舎
その他の企業等
　イオンリテール㈱、イオンスーパーセンター㈱、JA江刺

　

金融・保険業
　㈱岩手銀行、アクサ生命保険㈱
卸・小売業
　㈱薬王堂、日新スズキ販売㈱、日産チェリー岩手販売㈱、㈱稲
沢商会、㈱丸大サクラヰ薬局
建設業
　㈱リベスト、花住ホーム㈱、タクミホーム㈱
運輸・郵便業
　㈱ふるさと交通
不動産業
　㈱アート不動産

飲食・宿泊業
　㈱岩手ホテル＆リゾート、ルートインジャパン㈱
その他の企業等
　㈱マイナビ、JA新いわて、英智学館㈱、アーバン㈱
医療・福祉
　亀楽町通クリニック
公務
　岩手県、釜石市、葛巻町、大熊町

建設業
　㈱夢真ホールディングス、㈱宮古電工
製造業
　双日食料水産㈱、㈱シントーコー、タカハター㈱、UTエイム㈱
情報通信業
　日本ICS㈱、㈱ノーザンシステムサービス、㈱デジタルトラスト、
㈱NTT東日本-東北、イーストライズ㈱
金融・保険業
　盛岡信用金庫、宮古信用金庫、岩手県農業共済組合、㈱岩手
銀行、㈱セントラルパートナーズ 東北支店、㈱かんぽ生命保険
複合サービス
　八戸農業協同組合、南三陸農業協同組合
サービス業
　㈱全日警、㈱ノースブライト、㈱マーシュ、㈱ヒューネル、㈱AP
パートナーズ、(有)岩手中央警備保障

運輸・郵便業
　㈱ふるさと交通
卸売・小売業
　日産プリンス岩手販売㈱、岩手日産自動車㈱、岩手トヨタ自動車
㈱、㈱薬王堂、いわて生活協同組合、イオンスーパーセンター㈱、
紅屋商事㈱、㈱岩販、㈱ユニバース、㈱ベルジョイス、㈱ツルハ、
㈱コメリ
飲食・宿泊業
　㈱新鉛温泉結びの宿愛隣館、㈱はま寿司、㈱北斗、(有)あじさい
医療・福祉
　(社福)典人会、(社福)川井心生会、宮古第一病院、三陸病院、
後藤泌尿器科皮膚科医院、
教育・学習支援業
　盛岡市立高等学校（事務補助）
公務
　矢巾町、山田町役場

金融・保険業
　㈱日専連パートナーズ
建設業
　㈱日盛ハウジング、㈱美弥ハウス、㈱コサカ技研、㈱ナカノフ
ドー建設
製造業
　通研電気工業㈱、㈱トースト

　

その他の企業等
　北部上北広域事務組合、ＪＡ津軽みらい、㈱ジュン
教育・学習支援業
　国立大学法人（東北地区）


