
【 英語学科 2021年度就職先：業種別一覧表 】
企 業 名 称 業 種 職 種 就業地

北九州市（市立中学校） 中学校 英語教員（中学校） 北九州市

福岡市（市立中学校） 中学校 英語教員（中学校） 福岡(北九州市以外)

薩摩川内市（市立中学校） 中学校 英語教員（中学校） 鹿児島

楽天銀行株式会社 福岡オフィス 銀行 総合職 福岡(北九州市以外)

楽天カード株式会社 福岡営業所 その他の金融業 一般事務 福岡(北九州市以外)

共栄火災海上保険株式会社 北九州支社 保険 総合職 北九州市

公益財団法人健和会 大手町病院 一般病院 病院事務 北九州市

医療法人社団寿量会 熊本機能病院 一般病院
保健医療サービス
（看護助手・歯科助手等）

熊本

社会医療法人財団池友会 新小文字病院 一般病院 病院事務 北九州市

医療法人聖信会 ふるかわメディカルクリニック 医院(内科) 病院事務 大分

ナカノ歯科医院 医院(歯科)
保健医療サービス
（看護助手・歯科助手等）

北九州市

株式会社キューリン 医療に附帯するサービス業 一般事務 北九州市

社会福祉法人福祉松快園 特別養護老人ホーム 一般事務 福岡(北九州市以外)

社会福祉法人暁会 特別養護老人ホーム 介護職員 山口

シャボン玉石けん株式会社 化学工業・石油・石炭製品製造業 総合職 北九州市

株式会社アサヒ緑健 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 一般事務 福岡(北九州市以外)

鳥栖キューピー株式会社 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 生産工程従事者 佐賀

丸久鋼材株式会社 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 福岡(北九州市以外)

株式会社ネクステージ SUV LAND鹿児島 機械器具小売（自動車） 営業 鹿児島

ネッツトヨタ北九州株式会社 北九州市内店舗 機械器具小売（自動車） 一般事務 北九州市

株式会社ビッグモーター 山口県内店舗 機械器具小売（自動車） 一般事務 山口

株式会社システムクレオ 福岡支店 機械器具小売（その他） 情報処理通信技術者 福岡(北九州市以外)

大英産業株式会社 住宅 営業 北九州市

ティー.ティーコーポレーション株式会社 福岡営業所 通信業 販売 福岡(北九州市以外)

ダイワボウ情報システム株式会社 東京支社 情報サービス業 総合職 東京

ビズ・リファイン株式会社 情報サービス業 情報処理通信技術者 福岡(北九州市以外)

株式会社ユー・エス・イー 情報サービス業 情報処理通信技術者 東京

株式会社マーキュリー 専門サービス業（その他） 総合職 東京

株式会社 ケシオン 東京支社 広告業 営業 東京

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

中央橘設計株式会社 技術サービス業 生産工程従事者 北九州市

株式会社ベルコ ベルクラシック小倉 生活関連サービス（冠婚葬祭業） ブライダルスタッフ 北九州市

株式会社ザ・フォウルビ ジェイエステティック小倉店 生活関連サービス（その他） その他のサービス職 北九州市

株式会社アウトソーシングテクノロジー 岐阜支店 職業紹介・労働者派遣業 一般事務 岐阜

株式会社アウトソーシングテクノロジー 名古屋支店 職業紹介・労働者派遣業 一般事務 愛知

株式会社ネオキャリア 職業紹介・労働者派遣業 営業 東京

日研トータルソーシング株式会社 職業紹介・労働者派遣業 総合職 東京



【 英語学科 2021年度就職先：職種別一覧表 】
企 業 名 称 業 種 職 種 就業地

北九州市（市立中学校） 中学校 英語教員（中学校） 北九州市

福岡市（市立中学校） 中学校 英語教員（中学校） 福岡(北九州市以外)

薩摩川内市（市立中学校） 中学校 英語教員（中学校） 鹿児島

株式会社システムクレオ 福岡支店 機械器具小売（その他） 情報処理通信技術者 福岡(北九州市以外)

ビズ・リファイン株式会社 情報サービス業 情報処理通信技術者 福岡(北九州市以外)

株式会社ユー・エス・イー 情報サービス業 情報処理通信技術者 東京

楽天銀行株式会社 福岡オフィス 銀行 総合職 福岡(北九州市以外)

共栄火災海上保険株式会社 北九州支社 保険 総合職 北九州市

シャボン玉石けん株式会社 化学工業・石油・石炭製品製造業 総合職 北九州市

ダイワボウ情報システム株式会社 東京支社 情報サービス業 総合職 東京

株式会社マーキュリー 専門サービス業（その他） 総合職 東京

日研トータルソーシング株式会社 職業紹介・労働者派遣業 総合職 東京

楽天カード株式会社 福岡営業所 その他の金融業 一般事務 福岡(北九州市以外)

株式会社キューリン 医療に附帯するサービス業 一般事務 北九州市

社会福祉法人福祉松快園 特別養護老人ホーム 一般事務 福岡(北九州市以外)

株式会社アサヒ緑健 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 一般事務 福岡(北九州市以外)

丸久鋼材株式会社 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 福岡(北九州市以外)

ネッツトヨタ北九州株式会社 北九州市内店舗 機械器具小売（自動車） 一般事務 北九州市

株式会社ビッグモーター 山口県内店舗 機械器具小売（自動車） 一般事務 山口

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

株式会社アウトソーシングテクノロジー 岐阜支店 職業紹介・労働者派遣業 一般事務 岐阜

株式会社アウトソーシングテクノロジー 名古屋支店 職業紹介・労働者派遣業 一般事務 愛知

公益財団法人健和会 大手町病院 一般病院 病院事務 北九州市

社会医療法人財団池友会 新小文字病院 一般病院 病院事務 北九州市

医療法人聖信会 ふるかわメディカルクリニック 医院(内科) 病院事務 大分

株式会社ネクステージ SUV LAND鹿児島 機械器具小売（自動車） 営業 鹿児島

大英産業株式会社 住宅 営業 北九州市

株式会社 ケシオン 東京支社 広告業 営業 東京

株式会社ネオキャリア 職業紹介・労働者派遣業 営業 東京

ティー.ティーコーポレーション株式会社 福岡営業所 通信業 販売 福岡(北九州市以外)

医療法人社団寿量会 熊本機能病院 一般病院
保健医療サービス
（看護助手・歯科助手等）

熊本

ナカノ歯科医院 医院(歯科)
保健医療サービス
（看護助手・歯科助手等）

北九州市

株式会社ザ・フォウルビ ジェイエステティック小倉店 生活関連サービス（その他） その他のサービス職 北九州市

株式会社ベルコ ベルクラシック小倉 生活関連サービス（冠婚葬祭業） ブライダルスタッフ 北九州市

社会福祉法人暁会 特別養護老人ホーム 介護職員 山口

鳥栖キューピー株式会社 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 生産工程従事者 佐賀

中央橘設計株式会社 技術サービス業 生産工程従事者 北九州市



【 英語学科 2021年度就職先：就業地別一覧表 】
企 業 名 称 業 種 職 種 就業地

北九州市（市立中学校） 中学校 英語教員（中学校） 北九州市

共栄火災海上保険株式会社 北九州支社 保険 総合職 北九州市

シャボン玉石けん株式会社 化学工業・石油・石炭製品製造業 総合職 北九州市

株式会社キューリン 医療に附帯するサービス業 一般事務 北九州市

ネッツトヨタ北九州株式会社 北九州市内店舗 機械器具小売（自動車） 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

公益財団法人健和会 大手町病院 一般病院 病院事務 北九州市

社会医療法人財団池友会 新小文字病院 一般病院 病院事務 北九州市

大英産業株式会社 住宅 営業 北九州市

ナカノ歯科医院 医院(歯科)
保健医療サービス
（看護助手・歯科助手等）

北九州市

株式会社ザ・フォウルビ ジェイエステティック小倉店 生活関連サービス（その他） その他のサービス職 北九州市

株式会社ベルコ ベルクラシック小倉 生活関連サービス（冠婚葬祭業） ブライダルスタッフ 北九州市

中央橘設計株式会社 技術サービス業 生産工程従事者 北九州市

福岡市（市立中学校） 中学校 英語教員（中学校） 福岡(北九州市以外)

株式会社システムクレオ 福岡支店 機械器具小売（その他） 情報処理通信技術者 福岡(北九州市以外)

ビズ・リファイン株式会社 情報サービス業 情報処理通信技術者 福岡(北九州市以外)

楽天銀行株式会社 福岡オフィス 銀行 総合職 福岡(北九州市以外)

楽天カード株式会社 福岡営業所 その他の金融業 一般事務 福岡(北九州市以外)

社会福祉法人福祉松快園 特別養護老人ホーム 一般事務 福岡(北九州市以外)

株式会社アサヒ緑健 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 一般事務 福岡(北九州市以外)

丸久鋼材株式会社 建築材料・鉱物・金属材料等卸売 一般事務 福岡(北九州市以外)

ティー.ティーコーポレーション株式会社 福岡営業所 通信業 販売 福岡(北九州市以外)

株式会社ユー・エス・イー 情報サービス業 情報処理通信技術者 東京

ダイワボウ情報システム株式会社 東京支社 情報サービス業 総合職 東京

株式会社マーキュリー 専門サービス業（その他） 総合職 東京

日研トータルソーシング株式会社 職業紹介・労働者派遣業 総合職 東京

株式会社 ケシオン 東京支社 広告業 営業 東京

株式会社ネオキャリア 職業紹介・労働者派遣業 営業 東京

株式会社アウトソーシングテクノロジー 岐阜支店 職業紹介・労働者派遣業 一般事務 岐阜

株式会社アウトソーシングテクノロジー 名古屋支店 職業紹介・労働者派遣業 一般事務 愛知

株式会社ビッグモーター 山口県内店舗 機械器具小売（自動車） 一般事務 山口

社会福祉法人暁会 特別養護老人ホーム 介護職員 山口

医療法人聖信会 ふるかわメディカルクリニック 医院(内科) 病院事務 大分

鳥栖キューピー株式会社 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 生産工程従事者 佐賀

医療法人社団寿量会 熊本機能病院 一般病院
保健医療サービス
（看護助手・歯科助手等）

熊本

薩摩川内市（市立中学校） 中学校 英語教員（中学校） 鹿児島

株式会社ネクステージ SUV LAND鹿児島 機械器具小売（自動車） 営業 鹿児島


