
福祉学科　主な就職先(進路) ２０１９年５月１日現在

一般企業
[北九州] [北九州] [福岡（北九州を除く）] [佐 賀] [大 分] [広 島・島 根] ◆建設業

◆病院 西日本至福会 宗像水光会総合病院 ◆障害者・児施設 ◆保育園・幼稚園 ◆病院 九鉄工業
北九州病院グループ 年長者の里 行橋記念病院 佐賀整肢学園 えのくま幼稚園 呉共済病院 日鉄エンジニアリング
河内病院 ふれあいの里とばた 行橋厚生病院 ◆高齢者施設 聖公幼稚園 益田赤十字病院 丸栄産業
九州労災病院　　　　　　　　　　　　　　 山ノ上やまびこ 行橋中央病院 めずら荘 みんなの森こども園 ◆高齢者施設 ◆製造業
九州労災病院門司メディカルセンター 倫尚園 ◆障害者・児施設 ◆その他 [宮 崎] 三篠会 日本製鉄八幡製鐵所
小倉蒲生病院 ◆児童養護施設 明日へ向かって 唐津市社会福祉協議会 ◆病院 ◆障害者・児施設 長府製作所
小倉記念病院 北九州乳児院 えのき舎 [長 崎] 国立病院機構 宮崎病院 ねむの木福祉会 安川電機
小倉リハビリテーション病院 聖小崎ホーム 葦の家 ◆病院 野崎東病院 ◆その他 ◆運輸業・郵便業
新小文字病院 天使育児園 鞍手ゆたか福祉会 泉川病院 宮崎善仁会病院 大社町社会福祉協議会 ロジコム
住田病院 若松児童ホーム 玄海学園 ◆障害者・児施設 ◆その他 [京 都・奈 良] ◆卸売・小売業
堤小倉病院 ◆保育園・幼稚園 玄海はまゆう学園 蓮華園 宮崎県社会福祉協議会 ◆障害者・児施設 岩谷産業
東筑病院 北九州市（市立保育園） 翔朋学園 ◆高齢者施設 [鹿児島] やましな学園 ギャップジャパン
東和病院 北九州市福祉事業団 昭和学園 致遠会 ◆病院 ならやま会 西鉄ストア
共愛会 金田保育園 JOY明日への息吹 ◆保育園・幼稚園 出水病院 [愛 知] ネッツトヨタ北九州
戸畑総合病院 光沢寺保育園 たかみ学園 対馬市（市立保育園） 大口病院 ◆病院 バロックジャパンリミテッド
日明病院 花園保育園 つばさ学園 ◆その他 谷山病院 北斗病院 フタタ
西野病院 ふたば保育園 福岡市社会福祉事業団 佐世保市社会福祉協議会 南九州さくら病院 ◆障害者・児施設 メーカーズ
松尾病院 尾倉幼稚園 福岡障害者支援センター [熊 本] ◆障害者・児施設 子どもサポート教室「きらり」 山口トヨペット
三萩野病院 清和幼稚園 福岡市身体障害者福祉協会 ◆病院 慶生会 [東 京・神奈川] リックス
南ヶ丘病院 高見幼稚園 福岡たちばな福祉会 向陽台病院 [沖 縄] ◆病院 レディスハトヤ
八幡大蔵病院 ◆その他 福岡ひかり福祉会 済生会 熊本病院 国立病院機構 沖縄病院 自由が丘ファミリークリニック ◆金融・保険業
八幡厚生病院 北九州市社会福祉協議会 豊徳会 桜が丘病院 田崎病院 多摩病院 山九保険サービス
芳野病院 北九州市立ユースステーション みんなの家会 平成病院 [山 口] ◆障害者・児施設 十八銀行
若戸病院 [福岡（北九州を除く）] 行橋みらい学園 山鹿回生病院 ◆病院 同愛会 萩山口信用金庫
◆障害者・児施設 ◆病院 わだつみの里 ◆障害者・児施設 宇部リハビリテーション病院 ◆保育園・幼稚園 福岡銀行
北九州あゆみの会 浅木病院 ◆高齢者施設 第二城南学園 小郡まきはら病院 キッズライフ 豊和銀行
北九州市手をつなぐ育成会 麻生飯塚病院 あかま ◆保育園・幼稚園 JCHO下関医療センター にじいろ保育園 三井住友銀行
北九州市福祉事業団 飯塚記念病院 創生会 つぼみ保育園 済生会下関総合病院 [千 葉・茨 城] 丸三証券
北九州障害者福祉事業協会 一本松すずかけ病院 高倉苑 東海大学付属かもめ幼稚園 下関リハビリテーション病院 ◆障害者・児施設 ◆宿泊・飲食業
北九州市障害者相談支援事業協会 上野病院 田川福祉会 [大 分] 下関病院 しもふさ学園 小倉ターミナルビル
北九州市身体障害者福祉協会 栄光病院 津屋崎園 ◆病院 新生会 筑峯学園 ◆サービス業
浅野社会復帰センター 大川病院 富の里 大分岡病院 青藍会 ◆保育園・幼稚園 ｉ６コンサルティンググループ
あすなろ学園 岡部病院 智美園 千嶋病院 長門一ノ宮病院 福祉楽団 サンキュウビジネスサービス
要会（カフェ・ラポール） 小波瀬病院 ナーシング・ケア宗像 中津市民病院 稗田病院 養護教諭 日本郵便
共生の里 河野名島病院 梅光園 博愛病院 防府病院 北九州市 公務員
小倉みどり園 雁の巣病院 福岡市医師会 別府リハビリテーションセンター 山口赤十字病院 福岡県 北九州市
こもれび学園 久留米リハビリテーション病院 福祉松快園 みえ病院 ◆障害者・児施設 佐賀県 遠賀町
たいむクラブ 福岡市立こども病院 ケアハウスゆくはし 和田病院 くすの園 長崎県 嘉麻市
光の子学園 コミュノテ風と虹 ◆児童養護施設 ◆障害者・児施設 防府市社会福祉事業団 熊本県 中津市
抱樸 篠栗病院 福岡育児院 大分県社会福祉事業団 子ども発達支援センター愛 大分県 宮崎県
列島会 誠愛リハビリテーション病院 福岡乳児院 別府発達医療センター ◆高齢者施設 宮崎県 鹿児島県
◆高齢者施設 堤病院 報恩母の家 みのり村 ケアタウンあさ紫苑 山口県 下関市
愛香苑 直方中村病院 ◆保育園・幼稚園 ◆高齢者施設 周南市社会福祉事業団 大阪府 大阪市
あじさい・けやき 福岡鳥飼病院 白百合保育園 安岐の郷 フェニックス 神奈川県 福岡県警・山口県警
おきなの杜 福岡新水巻病院 砂山保育園 いずみの園 ◆児童養護施設 折尾愛真高等学校 自衛隊
風の家 福岡聖恵病院 第２アイランドシティコスモス保育園 そうだ藤の森 防府海北園 仰星学園高等学校 進 学
北九州福祉サービス 福間病院 ちどり保育園 ◆児童養護施設 ◆保育園・幼稚園 慶進高等学校 福岡教育大学大学院
孝徳会 豊前病院 水城青稜保育園 栄光園 焼野保育園 博多女子中学校 福岡県立大学大学院
こもれび 牧病院 御幸保育園 光の園 たちばな幼稚園 明治学園中学高等学校 中村学園大学大学院
誠光園 見立病院 吉塚ゆりの樹幼稚園 森の木 中関幼稚園 日本女子大学大学院

福祉専門職（社会福祉士・精神保健福祉士・介護職等）


