
生活創造学科　主な就職先（進路） ２０１５年５月１日現在

[北九州] [北九州] [北九州] [福岡（北九州を除く）] [大 分] [山 口]
◆建設業 ザラ・ジャパン ふじひら内科医院 ◆金融・保険業 パーリーゲイツ ◆卸売・小売業
高田工業所 シティーヒル りい内科クリニック 福岡銀行 岩谷産業 山電商事
九州セキスイ建材 ジュン ◆教育・学習支援業 福岡中央銀行 ◆金融・保険業 平和テクノ
◆製造業 チュチュアンナ 豊国学園 西日本シティ銀行 大分銀行 興陽電機
新日鐵住金八幡製鐵所 フランドル 九州医療スポーツ専門学校 福岡ひびき信用金庫 豊和銀行 アサヒ鐵鋼販売
吉川工業 ファイブフォックス ◆サービス業 大牟田信用金庫 大分みらい信用金庫 くれよん
日之出水道機器 井筒屋 西鉄旅行 遠賀信用金庫 臼杵信用金庫 エイ・ネット
日本端子 日食 アイ・ダヴリュー・エイ・ツアー ◆医療・福祉 大分県信用組合 オンワード樫山
信和鋼板 武田メガネ ジェイアール九州ビルマネジメント 新行橋病院 日本生命保険 ジュエルセブン
有薗製作所 ジュエルセブン サンレー 福岡新水巻病院 ◆飲食店・宿泊業 ネッツトヨタ山口
山本工作所 メガスポーツ 東陶ライフサービス わたなべ歯科クリニック 花菱ホテル 山口トヨタ自動車
日本ダイヤバルブ 九州めいらく スイムビューティハウス ◆サービス業 ◆医療・福祉 山口マツダ
安川エンジニアリング サンキュードラッグ 医療事務研究会 にしけい 千嶋病院 ビックモーター
マキタ スガムラ調剤薬局 日本磁力選鉱 ＪＡ豊築 エスティーエスユナイテッド 福岡ユーハイム
マツモト タケシタ調剤薬局 北九州農業協同組合 ＪＡ宗像 ◆サービス業 ◆金融・保険業
シノハラ製作所 エコア 九州メタル産業 ＪＡふくおか嘉穂 持永産業 山口銀行
セイシン企業 日通商事 丸栄産業 [佐 賀] 中津自動車学校 西京銀行
東洋食品 マルエム商会 萬歳自動車工場 ◆金融・保険業 サンレー 日本政策金融公庫
TOTOメンテナンス 福岡ユーハイム [福岡（北九州を除く）] 佐賀共栄銀行 [宮 崎] 西中国信用金庫
◆電気・ガス・水道業 ◆金融・保険業 ◆建設業 [長 崎] ◆金融・保険業 防府信用金庫
西日本液化ガス みずほ銀行 大成建設 ◆飲食店・宿泊業 宮崎銀行 山口保険サービス
◆情報通信業 福岡銀行 ◆製造業 ハウステンボスホテルズ 宮崎太陽銀行 ◆飲食店・宿泊業
三嵩 福岡中央銀行 オムロン直方 ◆金融・保険業 南郷信用金庫 大谷山荘
◆運輸業 福岡ひびき信用金庫 もち吉 親和銀行 [鹿児島] ◆不動産業・物品賃貸業
九州旅客鉄道 西日本シティ銀行 テクノブゼン ◆医療・福祉 ◆卸売・小売業 下関商業開発
阪九フェリー 北九州銀行 トムラス 柴田長庚堂病院 南国殖産 ◆医療・福祉
名門大洋フェリー 大和証券 ◆電気・ガス・水道業 [熊 本] オンワード樫山 昭和病院
サンキュウ・トランスポート・九州 あいおい損保保険 高松産業 ◆卸売・小売業 ◆金融・保険業 中原歯科医院
ニチレイ・ロジスティクス九州 九州日本信販 ◆情報通信業 鶴屋百貨店 安田生命保険 須呂歯科医院
第一港運 日専連ベネフル 九州東通 ◆金融・保険業 ◆サービス業 ◆サービス業
鶴丸海運 ◆不動産業・物品賃貸業 ヒントシステム 日本政策金融公庫 阿久根自動車教習所 愛グループ
日本通運 アップル不動産 ＫＤＤＩエボルバ ◆サービス業 南日本総合サービス サンデン旅行
野中産業 浮城興産 三嵩 石坂グループ [山 口] 日旅サービス
◆卸売・小売業 小倉ターミナルビル ◆運輸業 [大 分] ◆建設業 下関農業協同組合
網中 ◆飲食店・宿泊業 九州旅客鉄道 ◆建設業 ユニバーサルホーム ＪＡ山口宇部
ヤマエ久野 観山荘 西田商運 戸高鉱業社 ◆製造業 ＪＡ周南
九州三菱自動車販売 千草 ロジコム ◆製造業 東洋鋼鈑 [東 京]
ヨコハマタイヤ 八幡ロイヤルホテル ◆卸売・小売業 新日鐵住金大分製鐵所 農水フーズ ◆製造業
九州富士電機 リーガロイヤルホテル小倉 福岡トヨペット 大分キャノンマテリアル ◆電気・ガス・水道業 ユタカ電業
ＳＭＣ ◆医療・福祉 三菱食品 いしかわ大分 山口合同ガス ◆卸売・小売業
興陽電機 新小文字病院 オンワード樫山 大給 ◆情報通信業 カネボウ化粧品販売
九州ベアリング 東和病院 サマンサタバサジャパンリミテッド ◆情報通信業 ハローネット レイ・カズン
カナデン セントマザー産婦人科医院 Ｌａ．Ｌａ．ＰＬＡＮ 富士通山口情報 三和興産 [編入学]
コーヨー日軸 レディースクリニックくわのきみこ エクシス ◆運輸業 ◆運輸業 西南学院大学
古川商店 倉重こどもクリニック テクノアソシエ 九州旅客鉄道大分支社 日進運輸工業 福岡女学院大学
ナカノテツ 井上秀人歯科 フランドル ◆卸売・小売業 関光汽船 関西大学
オンワード樫山 岡部歯科医院 大三ミート産業 サンエー・インターナショナル 福山通運 関西学院大学
イトキン ソフィア歯科クリニック フランドル 恵泉女学園大学
サンエー・インターナショナル 古川眼科医院 ジャスコパークプレイス 沖縄国際大学


