
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２９年度岩手県立大学の就職内定状況　(平成30年3月31日現在)

61名 (56.5%) 47名 (43.5%)

181名 (43.5%) 235名 (56.5%)

総 合 政 策

92名 (78.6%)
ｿ ﾌ ﾄ ｳ ｪ ｱ
情 報

社 会 福 祉

看 護 47名 (51.1%) 45名

計

(48.9%)

51名 (51.5%)

25名 (21.4%)(73.8%)

59名 (57.3%) 44名 (42.7%)

194名 (46.4%) 224名 (53.6%)

県外学部

計
471 430 418 ９７．２ 34 7

(91.3) （96.5）

林業1、建設業4、製造業11、電気・ガ
ス・熱供給・水道業2、情報通信業
108、運輸・郵便業11、卸売・小売業
32、金融・保険業29、飲食・宿泊業1、
教育・学習支援業7、医療・保健衛生
92、福祉・介護37、複合サービス業5、
サービス業27、公務51（うち岩手県内
38）

県内

総 合 政 策
112

卒業者
就職
希望者

内定者 内定率 進学者 その他左　の　業　種

１００．０

0 1

(98.9) （100.0）

1 2

108 103 ９５．４

(80.1) （93.6）

2 2

(96.4)

31 2

看 護
89 88 88１００．０

社 会 福 祉
104 101 101

ｿ ﾌ ﾄ ｳ ｪ ｱ
情 報

166 133 126 ９４．７
製造業2、情報通信業98、運輸・郵便業
1、卸売・小売業5、金融・保険業7、飲
食・宿泊業1、福祉・介護1、複合サー
ビス業2、サービス業6、公務3（岩手県
内3）

(97.1) （99.0）

医療・保健衛生81（うち岩手県医療局
9）、教育・学習支援業3、公務4（うち
岩手県内2）

製造業1、情報通信業2、運輸・郵便業
3、卸売・小売業8、金融・保険業8、教
育・学習支援業2、医療・保健衛生9、
福祉・介護35、サービス業8、公務25
（うち岩手県内21）

県内 県外

（94.7）

林業1、建設業4、製造業8、電気・ガ
ス・熱供給・水道業2、情報通信業8、
運輸・郵便業7、卸売・小売業19、金
融・保険業14、教育・学習支援業2、医
療・保健衛生2、福祉・介護1、複合
サービス業3、サービス業13、公務19
（うち岩手県内12）

39名 (44.3%) 49名 (55.7%)

63名 (62.4%) 38名 (37.6%) 48名 (48.5%)

33名 (26.2%) 93名



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

盛岡短期
大学部
宮古短期
大学部

(37.9%)

47名 (66.2%) 24名 (33.8%)

18 2

0

41名 (62.1%) 25名

125

30 3

1

学部 県内 県外

左　の　業　種

48名 (68.6%) 22名 (31.4%)

県内 県外

42名 (68.9%) 19名 (31.1%)

進学
決定者

その他

(60.8) (87.2)

24１００．０ 製造業3、金融・保険業3、飲食・宿泊
業2、サービス業14、公務2

進学者 その他
就職
希望者

(67.3)

内定者 内定率

0

12

(90.4)

生活科学科
生活デザイ
ン専攻

26

経営情報
学科

99 73 70 ９５．９

計
101 68 61 ８９．７

13 13１００．０

栄養士
15名

(73.7) (97.3)

卒業
予定者

就職
希望者

内定者 内定率

生活科学科
食物栄養学

専攻
(100.0)

建設業9、製造業8、電気・ガス・熱供
給・水道業1、情報通信業9、卸売・小
売業12、金融・保険業5、飲食・宿泊業
1、医療・保健衛生1、福祉・介護1、複
合サービス業5、サービス業11、公務7
（うち岩手県内5）

左　の　業　種

農業1、建設業5、製造業8、運輸・郵便
業2、卸売・小売業9、金融・保険業
10、飲食・宿泊業4、福祉・介護1、複
合サービス業2、サービス業17、公務2

国際文化
学科

51 31 24 ７７．４
農業1、製造業2、運輸・郵便業2、卸
売・小売業6、金融・保険業6、飲食・
宿泊業2、福祉・介護1、複合サービス
業1、サービス業3

(95.5)

24 24

(50.0) (91.7)

建設業5、製造業3、卸売・小売業3、金
融・保険業1、複合サービス業1

卒業者



＜参考＞
平成29年度岩手県立大学卒業生　主な内定先（平成30年3月31日現在）

看　　護　　学　　部 社　会　福　祉　学　部
国公立病院
　岩手県医療局、盛岡市立病院、国立病院機構盛岡病院、
国立病院機構花巻病院、国立病院機構岩手病院、奥州市総
合水沢病院、国立病院機構仙台医療センター、国立病院機
構神奈川病院、国立病院機構あきた病院、東北大学病院、
山形大学医学部附属病院、八戸市立市民病院、公立学校共
済組合東北中央病院、国家公務員共済連合会東北公済病
院、筑波大学付属病院、新潟大学医歯学総合病院、千葉大
学医学部附属病院、横浜市立大学附属市民総合医療セン
ター、神奈川県立がんセンター

病　院
　岩手医科大学附属病院、盛岡友愛病院、未来の風せいわ
病院、川久保病院、せいてつ記念病院、国民健康保険葛巻
病院、東北医科薬科大学病院、仙台厚生病院、東京医科大
学八王子医療センター、東京慈恵会医科大学附属柏病院、
慶応義塾大学病院、昭和大学横浜市北部病院、昭和大学病
院東病院、昭和大学藤が丘病院、順天堂大学医学部附属浦
安病院、済生会横浜市南部病院、総合病院国保旭中央病
院、東邦大学医療センター佐倉病院、埼玉医科大学病院、
厚生中央病院、成田赤十字病院、千葉西総合病院、谷津保
健病院、東京武蔵野病院、長谷川病院、国家公務員共済組
合連合会九段坂病院、新百合ヶ丘総合病院、大阪府済生会
千里病院

学校教育等
　岩手県教育委員会（養護教諭）、福島県教育委員会（期
限付養護教諭）、

公務（保健師）
　盛岡市、北上市、気仙沼市、秋田県井川町

福祉団体・施設等
  (社福）岩手県社会福祉事業団、（社福）奥州市社会福祉協議
会、(社福)若竹会、（社福）悠和会、(社福)愛護会、(社福）岩手愛
育会、（社福）大洋会、（社福）聖愛育成会、(社福）成仁会、(社福）
新生会、(社福）愛育会、(社福）フレンドシップいわて、（社福）千晶
会、（社福）愛の泉愛泉寮、（社福）若竹大寿会、（社福）福祉楽団、
（社福）カメリア会、（社福）北杜会南仙北保育園、（社福）みその聖
園ベビーホーム、（社福）湖会
病　院
　（医）新和会山口病院、(医）報昌会本舘病院、宮城県立こども病
院、新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院、国立病院機
構東北、（特医）千寿会三愛病院、（医）心劇会さっぽろ駅前クリ
ニック、 （特医）茜会 昭和病院
一般企業
　㈱ワイズマン、㈱北日本銀行、東日本旅客鉄道㈱、㈱IGRいわて
銀河鉄道、㈱北都銀行、㈱ 三田商店、㈱泉商店、㈱東北マツダ、
㈱薬王堂、㈱共栄薬品、㈱アースサポート、㈱エイ・ネット、東京海
上日動火災保険㈱、損保ジャパン日本興亜㈱、鶴岡信用金庫、村
上信用金庫、㈱ベネッセスタイルケア 、㈱チャレンジドジャパン、㈱
三甲、㈱ツクイ、㈱松田会、㈱4ｃｓフォーシーズ、㈱ナブアシスト、
㈱つばさエンタテイメント、㈱ノエビア、㈱パドル、㈱アートチャイル
ドケア、㈱WITH、㈱マーキュリー、㈱フィナンシャル・エージェン
シー、㈱アイ・ケイ・ケイ、千寿補聴器プラザ、㈱ヘルセ、㈱エム
シーエス生涯学習センター
その他団体
　（公財）岩手県予防医学協会、盛岡商工会議所、いわて生活協
同組合、指定特定相談事業所くらしの相談室
学校教育等
　（学）岩手医科大学
公　務
　　岩手県（福祉・一般事務）、盛岡市（福祉）、滝沢市（行政）、二
戸市（保育）、八幡平市（保育・行政）、宮古市（保育）、山田町（行
政）、住田町（行政）、花巻市（保育）、北上市（保育）、奥州市（行
政）、秋田県（福祉）、岩手県警察、北海道警察、釧路市、自衛隊

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、㈱アルチザネットワークス、㈱
アイビーシーソフトアルファ、㈱イーエムエス、いわぎん・リース
データ㈱、㈱ヴェス、㈱システムベース、東京コンピュータサービ
ス㈱、㈱ぴーぷる、㈱ワイズマン
【北海道・東北地区】
　㈱アイ・エム・ジェイ、㈱アテネコンピュータシステム、㈱イーエム
エス、ＮＥＣネットイノベーション㈱、㈱ＮＴＴデータ東北、ＮＴＴ東
日本-東北、サクサシステムエンジニアリング㈱、㈱シグマソリュー
ションズ、㈱ジー・テイスト、㈱テクノル、㈱デジタルトラスト、㈱ナ
ナイロ、ハイテクシステム㈱、㈱日立ソリューションズ東日本、㈱
ビッツ、㈱プロトソリューション
【首都圏ほか】
　アイシン・コムクルーズ㈱、㈱アイスタイル、アイ・ティー・エックス
㈱、㈱アイネス、アドソル日進㈱、㈱アルファシステムズ、㈱イイ
ガ、㈱イプロス、㈱インターネットイニシアティブ、インフォコム㈱、
㈱エムアイティーオフィス、ＮＲＩシステムテクノ㈱、ＮＴＴシステム
技研㈱、㈱ＮＴＴデータアイ、ＮＴＴデータカスタマサービス㈱、Ｎ
ＴＴデータシステム技術㈱、㈱カカクコム、㈱科学情報システム
ズ、㈱キールスタッフィング、キヤノンＩＴソリューションズ㈱、キヤノ
ンイメージングシステムズ㈱、銀河ソフトウエア㈱、㈱コナミデジタ
ルエンタテイメント、㈱ジオコード、シオステクノロジー㈱、㈱シグ
マソリューションズ、㈱システムエグゼ、㈱ＪＲ東日本情報システ
ム、㈱信興テクノミスト、セイコーエプソン㈱、セコム医療システム
㈱、㈱ディアイスクエア、㈱テクノプロ　テクノプロ・デザイン社、㈱
テクノプロ　テクノプロ・エンジニアリング社、㈱テクノル、㈱ＤＮＰ
情報システム、トーテックフロンティア㈱、㈱東邦システムサイエン
ス、ドコモ・テクノロジ㈱、㈱トーアエンジニアリング、長野日本無
線エンジニアリング㈱、日商エレクトロニクス㈱、日本アイ・ビー・
エム・サービス㈱、日本コンピューターサイエンス㈱、東日本旅客
鉄道㈱、㈱日立ハイシステム21、㈱ヒップ、㈱ビッツ、富士ソフト
㈱、㈱富士通コンピュータテクノロジーズ、㈱富士通ソーシアルサ
イエンスラボラトリ、三菱電機インフォメーションシステムズ㈱、㈱
ユードム、ユニアデックス㈱、㈱ワールドインテック、㈱パソナキャ
リア
その他の企業等
　㈱エフエム岩手、イオンリテール㈱、㈱岩手銀行、㈱北日本銀
行、㈱きらやか銀行、、㈱セブンイレブン・ジャパン、全国共済農
業協同組合連合会、日本郵便㈱、㈱ポーラ、㈱薬王堂、㈱ユニ
バース
公務・団体等
　岩手県、岩手県警察

公　務
　国家一般（行政、林学）、岩手県（一般行政A、一般事務）、宮城
県（学校事務）、福島県、花巻市、八幡平市、滝沢市、藤里町、警
視庁、岩手県警察、自衛隊
金融・保険業
　㈱岩手銀行、㈱北日本銀行、㈱東北銀行、㈱秋田銀行、東北労
働金庫、富国生命保険相互会社、損害保険ジャパン日本興亜㈱、
三井住友海上火災保険㈱
製造業
　東京エレクトロン㈱、川口印刷工業㈱、㈱十文字チキンカンパ
ニー、岩手缶詰㈱、㈱みちのくクボタ、㈱小坂研究所、㈱ヨシタケ
運輸業
　東日本旅客鉄道㈱、東海旅客鉄道㈱、岩手県北自動車㈱、日立
自動車交通
卸・小売業
　㈱川徳、㈱薬王堂、いわて生活協同組合、岩手トヨタ㈱、岩手トヨ
ペット㈱、㈱泉商店、丸木医科器械㈱、㈱吉田産業、佐藤燃料㈱、
㈱ノジマ、㈱ユニバース、ドコモＣＳ東北、Ｐ＆Ｇプレステージ（同）
情報通信業
　㈱ワイズマン、エクナ㈱、㈱東北システムズ・サポート、ニューデジ
タルケーブル㈱、㈱テレビ松本ケーブルテレビジョン、㈱システムエ
グゼ、日本パーソナルシステム㈱
その他企業等
　㈱東北博報堂、クラブツーリズム㈱、㈱近畿日本ツーリスト東北、Ｊ
Ｒ東日本東北総合サービス㈱、宮城建設㈱、㈱小田島組、大和ハ
ウス工業㈱、㈱マイナビ、国際航業㈱、㈱札幌ドーム、㈱ガスパ
ル、㈱エネサンス東北、（社福）若竹会、盛岡赤十字病院、国立病
院機構関東信越グループ
団体等
　日本年金機構、全国開拓農業協同組合連合会、秋田県農業共
済組合、茨城県厚生農業協同組合連合会
学校教育等
　（公）岩手県立大学、（学）岩手医科大学



平成29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30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）

サービス業【栄養士】
　日清医療食品㈱、㈱メフォス、シダックス㈱、エームサービス
㈱、グランディック㈱、㈱ニッコクトラスト
製造業【栄養士】
　キタカミデリカ㈱、㈱岩手缶詰

金融・保険業
　㈱岩手銀行、㈱いわぎんディーシーカード
その他の企業等
　ルートインジャパン㈱、㈱みちのくジャパン、㈱山人、㈱SMC、プ
ライフーズ㈱
公務
　青森県八戸市、埼玉県鴻巣市

金融・保険業
　㈱岩手銀行、㈱みずほ銀行、盛岡信用金庫、花巻信用金庫、
水沢信用金庫
卸・小売業
　㈱薬王堂、トヨタカローラ岩手㈱、イオンリテール㈱、㈱メガネ
トップ、㈱ベルパーク、㈱エコプラス
製造業
　ニチコン岩手㈱、㈱後藤製作所
サービス業
　東日本旅客鉄道㈱、三八五観光㈱、㈱東北丸和ロジスティク
ス、ALSOK岩手㈱

飲食・宿泊業
　ルートインジャパン㈱、㈱岩手ホテルアンドリゾート
その他の企業等
　JA岩手ふるさと、一関商工会議所
医療・福祉
　(社福)方光会

建設業
　日本ハウスホールディングス、大久保電気工事、水谷工業㈱、
宮城建設㈱、菊池技研コンサルタント、丸井重機建設、㈱陽だま
り工房、㈱リベスト、㈱ハシモトホーム
製造業
　和同産業㈱、住田フーズ㈱、㈱中村電子、㈱川口技研、㈱阿
部繋孝商店、㈱エフビー
電気・ガス・熱供給・水道業
　東北公営企業㈱
情報通信業
　イーストライズ㈱、アローリンクス㈱、㈱東北システムズ・サポー
ト、㈱メイキッシュ、㈱ハイテックシステム、㈱アイディーエス、㈱
IBCソフトアルファ
金融・保険業
　宮古信用金庫、岩手県農業共済組合、㈱岩手銀行
複合サービス
　八戸農業協同組合、大船渡市農業協同組合、新岩手農業協
同組合

サービス業
　日経トータルソーシング㈱、東宝ワークセキュリティ㈱、東亜リース
㈱、㈲栄光商店、㈱公楽、㈱マーキュリー、㈱ビジネスサービス、㈱
エイジェック、㈱アクセル、釜石市（臨時）
卸売・小売業
　東日本食肉㈱、盛岡日産モーター㈱、生活協同組合コープあお
もり、佐藤電機工業、㈱東北マツダ、ホンダカーズ岩手南㈱、DCM
サンワ㈱、DCMホーマック㈱、㈱薬王堂、㈱スズケン岩手、㈱サン
デー
飲食・宿泊業
　花巻温泉㈱
医療・福祉
　社会福祉法人ひまわり会、㈲アポロ薬局
公務
　宮古市、田野畑村、青森県、岩手県警察、自衛隊

金融・保険業
　盛岡信用金庫
卸・小売業
　DCMホーマック㈱
建設業
　㈱陽だまり工房、成和建設㈱、㈱タカヤ、北桜設備㈱
製造業・販売業
　㈱ツガワ、㈱小友木材店、(有)マルヒ製材、㈱後藤製作所、㈱
コーセー、(有)ゼネラルサービス盛岡

その他の企業等
　岩手県森林組合連合会


