
【 福祉学科 2019年度就職先 ：業種別一覧表】

企業名称 業　種 職　種 就業地

社会医療法人ペガサス　馬場記念病院 一般病院 その他の福祉専門職 大阪

社会医療法人北九州病院　北九州総合病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

医療法人共和会 小倉リハビリテーション病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

医療法人敬天会　東和病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

社会医療法人共愛会　戸畑共立病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 福岡(北九州外)

社福）恩賜財団済生会 福岡県済生会八幡総合病院 一般病院 病院事務 北九州市

あだち宇野内科クリニック 医院(歯科) 病院事務 北九州市

医療法人水の木会　下関病院 精神科病院 精神保健福祉士 山口

学校法人溝部学園　別府溝部学園高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 大分

福岡県（県立高等学校／福岡市内） 高等学校 養護教員（高等学校） 福岡(北九州外)

学校法人福岡文化学園　博多女子中学校 中学校 養護教員（中学校） 福岡(北九州外)

福岡市（市立中学校） 中学校 養護教員（中学校） 福岡(北九州外)

直方市（市立中学校） 中学校 養護教員（中学校） 福岡(北九州外)

多久市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 佐賀

益城町（町立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 熊本

神奈川県（県立特別支援学校） 特別支援学校 養護教員（特別支援学校） 神奈川

北九州市（市立保育所） 公立保育所 保育士 北九州市

社福）真祐会　Ｌｉｅｎたかのす保育園 私立保育所 保育士 北九州市

社福）正和福祉会　遊学舎・武雄こども園 私立保育所型認定こども園 幼保連携型認定こども園教員 佐賀

学校法人円応寺学園　聖ヶ丘幼稚園 私立幼稚園 幼稚園教諭 北九州市

学校法人江南学園　認定こども園　大淀幼稚園 私立幼稚園型認定こども園 幼稚園教諭 宮崎

学校法人清谿学園　認定こども園　清谿幼稚園 私立幼保連携型認定こども園 保育士 鹿児島

社福）栄光園 児童養護施設 児童指導員 大分

社福）カリタスの園　児童養護施設天使育児園 児童養護施設 保育士 北九州市

公益財団法人北九州YMCA　Y・Y児童クラブ その他の児童施設 児童指導員 北九州市

社福）北九州市福祉事業団  北九州市立総合療育センター 障がい児施設 一般事務 北九州市

株式会社ジョブ・ブレーン　灯ハウス 障がい児施設 支援員 山口

社福）福岡障害者支援センタ―　福岡市立つくし学園 障がい児施設 支援員 福岡(北九州外)

株式会社ウェルモ　UNICO新宮教室 障がい児施設 児童指導員 福岡(北九州外)

NPO法人子どもの発達・学習を支援するﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究所　ばんびーにもじ 障がい児施設 児童指導員 北九州市

㈱アレグリアｓ　放課後等デイサービス　トイ・トイ・トイ井堀 障がい児施設 保育士 北九州市

社福）児童発達支援センター　北九州市立北方ひまわり学園 障がい児施設 保育士 北九州市

社福）あかつき会　マイマイ工房黒崎 その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

社福）明日へ向かって　myself その他の障害者福祉事業 支援員 福岡(北九州外)

一般社団法人えのき舎 その他の障害者福祉事業 支援員 福岡(北九州外)

社福）同愛会　川崎市中央療育センター その他の障害者福祉事業 支援員 神奈川

㈱綜合キャリアトラスト　SAKURA福岡天神センター その他の障害者福祉事業 総合職 福岡(北九州外)

社福）北九州市手をつなぐ育成会　北九州ひまわりの里 居住支援事業 支援員 北九州市

社福）下関市民生事業助成会 居住支援事業 支援員 山口

社福）共生の里　そよかぜホーム 居住支援事業 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

社福）共生の里　心の駅北九州 居住支援事業 精神保健福祉士 北九州市

社福）の杜いまじん　ケアいまじん南大分 有料老人ホーム 相談員 大分

社福）北九州市社会福祉協議会 社会福祉協議会 一般事務 北九州市

社福）宮若市社会福祉協議会 社会福祉協議会 一般事務 福岡(北九州外)

株式会社親和銀行 銀行 総合職 長崎

株式会社アイディーエイ　福岡市内店舗 化粧品等小売 販売 福岡(北九州外)

株式会社ブレイン　九州本社 技術サービス業 一般事務 北九州市

エイベックス・マネジメント株式会社　福岡事業部 娯楽業 その他のサービス職 福岡(北九州外)

有限会社ケイアンドケイ その他のサービス その他のサービス職 北九州市



【 福祉学科 2019年度就職先 ：職種別一覧表】

企業名称 業　種 職　種 就業地

社会医療法人ペガサス　馬場記念病院 一般病院 その他の福祉専門職 大阪

社会医療法人北九州病院　北九州総合病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

医療法人共和会 小倉リハビリテーション病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

医療法人敬天会　東和病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

社会医療法人共愛会　戸畑共立病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 福岡(北九州外)

株式会社ジョブ・ブレーン　灯ハウス 障がい児施設 支援員 山口

社福）北九州市手をつなぐ育成会　北九州ひまわりの里 居住支援事業 支援員 北九州市

社福）あかつき会　マイマイ工房黒崎 その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

社福）福岡障害者支援センタ―　福岡市立つくし学園 障がい児施設 支援員 福岡(北九州外)

社福）明日へ向かって　myself その他の障害者福祉事業 支援員 福岡(北九州外)

一般社団法人えのき舎 その他の障害者福祉事業 支援員 福岡(北九州外)

社福）下関市民生事業助成会 居住支援事業 支援員 山口

社福）同愛会　川崎市中央療育センター その他の障害者福祉事業 支援員 神奈川

社福）栄光園 児童養護施設 児童指導員 大分

株式会社ウェルモ　UNICO新宮教室 障がい児施設 児童指導員 福岡(北九州外)

NPO法人子どもの発達・学習を支援するﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究所　ばんびーにもじ 障がい児施設 児童指導員 北九州市

公益財団法人北九州YMCA　Y・Y児童クラブ その他の児童施設 児童指導員 北九州市

医療法人水の木会　下関病院 精神科病院 精神保健福祉士 山口

社福）共生の里　そよかぜホーム 居住支援事業 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

社福）共生の里　心の駅北九州 居住支援事業 精神保健福祉士 北九州市

社福）の杜いまじん　ケアいまじん南大分 有料老人ホーム 相談員 大分

あだち宇野内科クリニック 医院(歯科) 病院事務 北九州市

社福）恩賜財団済生会 福岡県済生会八幡総合病院 一般病院 病院事務 北九州市

㈱アレグリアｓ　放課後等デイサービス　トイ・トイ・トイ井堀 障がい児施設 保育士 北九州市

社福）児童発達支援センター　北九州市立北方ひまわり学園 障がい児施設 保育士 北九州市

社福）真祐会　Ｌｉｅｎたかのす保育園 私立保育所 保育士 北九州市

社福）カリタスの園　児童養護施設天使育児園 児童養護施設 保育士 北九州市

北九州市（市立保育所） 公立保育所 保育士 北九州市

学校法人清谿学園　認定こども園　清谿幼稚園 私立幼保連携型認定こども園 保育士 鹿児島

学校法人円応寺学園　聖ヶ丘幼稚園 私立幼稚園 幼稚園教諭 北九州市

学校法人江南学園　認定こども園　大淀幼稚園 私立幼稚園型認定こども園 幼稚園教諭 宮崎

社福）正和福祉会　遊学舎・武雄こども園 私立保育所型認定こども園 幼保連携型認定こども園教員 佐賀

学校法人溝部学園　別府溝部学園高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 大分

福岡県（県立高等学校／福岡市内） 高等学校 養護教員（高等学校） 福岡(北九州外)

多久市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 佐賀

益城町（町立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 熊本

学校法人福岡文化学園　博多女子中学校 中学校 養護教員（中学校） 福岡(北九州外)

福岡市（市立中学校） 中学校 養護教員（中学校） 福岡(北九州外)

直方市（市立中学校） 中学校 養護教員（中学校） 福岡(北九州外)

神奈川県（県立特別支援学校） 特別支援学校 養護教員（特別支援学校） 神奈川

株式会社親和銀行 銀行 総合職 長崎

㈱綜合キャリアトラスト　SAKURA福岡天神センター その他の障害者福祉事業 総合職 福岡(北九州外)

社福）北九州市福祉事業団  北九州市立総合療育センター 障がい児施設 一般事務 北九州市

株式会社ブレイン　九州本社 技術サービス業 一般事務 北九州市

社福）北九州市社会福祉協議会 社会福祉協議会 一般事務 北九州市

社福）宮若市社会福祉協議会 社会福祉協議会 一般事務 福岡(北九州外)

株式会社アイディーエイ　福岡市内店舗 化粧品等小売 販売 福岡(北九州外)

有限会社ケイアンドケイ その他のサービス その他のサービス職 北九州市

エイベックス・マネジメント株式会社　福岡事業部 娯楽業 その他のサービス職 福岡(北九州外)



【 福祉学科 2019年度就職先 ：就業地別一覧表】

企業名称 業　種 職　種 就業地

社会医療法人北九州病院　北九州総合病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

医療法人共和会 小倉リハビリテーション病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

医療法人敬天会　東和病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

社会医療法人共愛会　戸畑共立病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 北九州市

社福）北九州市手をつなぐ育成会　北九州ひまわりの里 居住支援事業 支援員 北九州市

社福）あかつき会　マイマイ工房黒崎 その他の障害者福祉事業 支援員 北九州市

NPO法人子どもの発達・学習を支援するﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究所　ばんびーにもじ 障がい児施設 児童指導員 北九州市

公益財団法人北九州YMCA　Y・Y児童クラブ その他の児童施設 児童指導員 北九州市

社福）共生の里　心の駅北九州 居住支援事業 精神保健福祉士 北九州市

あだち宇野内科クリニック 医院(歯科) 病院事務 北九州市

社福）恩賜財団済生会 福岡県済生会八幡総合病院 一般病院 病院事務 北九州市

㈱アレグリアｓ　放課後等デイサービス　トイ・トイ・トイ井堀 障がい児施設 保育士 北九州市

社福）児童発達支援センター　北九州市立北方ひまわり学園 障がい児施設 保育士 北九州市

社福）真祐会　Ｌｉｅｎたかのす保育園 私立保育所 保育士 北九州市

社福）カリタスの園　児童養護施設天使育児園 児童養護施設 保育士 北九州市

北九州市（市立保育所） 公立保育所 保育士 北九州市

学校法人円応寺学園　聖ヶ丘幼稚園 私立幼稚園 幼稚園教諭 北九州市

社福）北九州市福祉事業団  北九州市立総合療育センター 障がい児施設 一般事務 北九州市

株式会社ブレイン　九州本社 技術サービス業 一般事務 北九州市

社福）北九州市社会福祉協議会 社会福祉協議会 一般事務 北九州市

有限会社ケイアンドケイ その他のサービス その他のサービス職 北九州市

社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 一般病院 医療ソーシャルワーカー 福岡(北九州外)

社福）福岡障害者支援センタ―　福岡市立つくし学園 障がい児施設 支援員 福岡(北九州外)

社福）明日へ向かって　myself その他の障害者福祉事業 支援員 福岡(北九州外)

一般社団法人えのき舎 その他の障害者福祉事業 支援員 福岡(北九州外)

株式会社ウェルモ　UNICO新宮教室 障がい児施設 児童指導員 福岡(北九州外)

社福）共生の里　そよかぜホーム 居住支援事業 精神保健福祉士 福岡(北九州外)

福岡県（県立高等学校／福岡市内） 高等学校 養護教員（高等学校） 福岡(北九州外)

学校法人福岡文化学園　博多女子中学校 中学校 養護教員（中学校） 福岡(北九州外)

福岡市（市立中学校） 中学校 養護教員（中学校） 福岡(北九州外)

直方市（市立中学校） 中学校 養護教員（中学校） 福岡(北九州外)

㈱綜合キャリアトラスト　SAKURA福岡天神センター その他の障害者福祉事業 総合職 福岡(北九州外)

社福）宮若市社会福祉協議会 社会福祉協議会 一般事務 福岡(北九州外)

株式会社アイディーエイ　福岡市内店舗 化粧品等小売 販売 福岡(北九州外)

エイベックス・マネジメント株式会社　福岡事業部 娯楽業 その他のサービス職 福岡(北九州外)

社福）同愛会　川崎市中央療育センター その他の障害者福祉事業 支援員 神奈川

神奈川県（県立特別支援学校） 特別支援学校 養護教員（特別支援学校） 神奈川

社会医療法人ペガサス　馬場記念病院 一般病院 その他の福祉専門職 大阪

株式会社ジョブ・ブレーン　灯ハウス 障がい児施設 支援員 山口

社福）下関市民生事業助成会 居住支援事業 支援員 山口

医療法人水の木会　下関病院 精神科病院 精神保健福祉士 山口

社福）栄光園 児童養護施設 児童指導員 大分

社福）の杜いまじん　ケアいまじん南大分 有料老人ホーム 相談員 大分

学校法人溝部学園　別府溝部学園高等学校 高等学校 養護教員（高等学校） 大分

社福）正和福祉会　遊学舎・武雄こども園 私立保育所型認定こども園 幼保連携型認定こども園教員 佐賀

多久市（市立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 佐賀

株式会社親和銀行 銀行 総合職 長崎

益城町（町立小学校） 小学校 養護教員（小学校） 熊本

学校法人江南学園　認定こども園　大淀幼稚園 私立幼稚園型認定こども園 幼稚園教諭 宮崎

学校法人清谿学園　認定こども園　清谿幼稚園 私立幼保連携型認定こども園 保育士 鹿児島


