
　　　　　　　　　　　　　　平成２０年度卒業生の就職先

国際文化学科 健康科学科 経営学科 経営情報学科

㈱広島銀行（３） オタフクソース㈱ ㈱広島銀行（５） 呉信用金庫

広島信用金庫（２） ㈱アンデルセン ㈱もみじ銀行（２） 東京海上日動火災保険㈱

㈱もみじ銀行 ㈱イズミ ㈱トマト銀行 ㈱福邦銀行

㈱山口銀行 ㈱ザグザグ ㈱ゆうちょ銀行 アマノ㈱

呉信用金庫 ㈱メディコ２１ 広島信用金庫（２） ㈱新星工業社

㈱西日本シティ銀行 マロックス㈱ 広島市信用組合 ㈱大上自動車工業

広島県信用保証協会 Jellyfish㈱ しまなみ信用金庫 富士重工㈱

第一生命保険相互会社 おいしい約束㈱ 中国労働金庫 コカコーラウェストジャパン㈱

㈱青山キャピタル エームサービス㈱ 兵庫県信用組合 ㈱ますやみそ

ベバストジャパン㈱ ㈱アクトス ㈱青山キャピタル 日本たばこ産業㈱

㈱イケヒココーポレーション ㈱ダスキン福山 東京海上日動火災保険㈱ ㈱ＵＳＥＮ

㈱ウッドワン（２） ㈱千成グローバルシステム 日本生命相互会社 ㈱中国新聞社

㈱ディスコ 西広島リハビリテーション病院 ㈱日立保険サービス ㈱ＮＴＴドコモ

㈱ワコール 福山回生病院 マロックス㈱ ㈱福屋

三共ポリエチレン㈱ 河村病院 マックスバリュ西日本㈱ ㈱シモジマ

浜本工芸㈱ のんの保育園 アイヤコーポレーション ㈱弘法

バイエルクロップサイエンス㈱ 広島県（衛生）（２） いすゞ自動車中国㈱ ㈱ｴﾈﾙｷﾞｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（５）

㈱ヤマサキ 広島市（３） オンワード㈱ NECｼｽﾃﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱（３）

㈱アンデルセンサービス 倉敷市（栄養士） 日立ｺﾝｼｭｰﾏﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 中部日本電気ｿﾌﾄｳｪｱ㈱

ツネイシホールディングス㈱ 福岡県教育委員会（栄養士） イオン㈱ ㈱ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

㈱中電工 柏市 ダイハツ広島販売㈱ 日本アイ・ビー・エム

バッケンモーツァルト ガレリア・レイノ㈱ ㈱シーイーシー

㈱ＮＴＴドコモ ㈱ハローズ ㈱呉電子計算センター

マロックス㈱（２） ㈱広島マツダ ㈱日立中国ソリューションズ

㈱フレスタ 上新電機㈱ ㈱中国日立情報システムズ

メガネの田中チェーン㈱ 青山商事㈱ ㈱富士通中国システムズ

㈱大進本店 ㈱デオデオ 九州日本電気ソフトウェア㈱

㈱天満屋 ㈱ハーティウォンツ 兼松エレクトロニクス㈱

㈱藤三 ㈱不二家 ＪＦＥ電制㈱

㈱アクセ（２） 敷島パン㈱ ㈱合人社計画研究所

㈱ププレひまわり シャープ㈱ ＡＮＡテレマート㈱

広島ガス㈱ ダイキョーニシカワ㈱ ㈱ｲﾍﾞﾝﾄｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ

中国電力㈱ 幸陽船渠㈱ ㈱さんぽう

ＮＴＴデータ㈱ 西川ゴム㈱ ㈱阪急レールウェイサービス

ニッセイ情報テクノロジー㈱ 飛騨産業㈱ ㈱毎日コミュニケーションズ

㈱ｴﾈﾙｷﾞｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ（２） エルクホームズ㈱ 久笠法律事務所

㈱両備システムズ 積水ハウス㈱

㈱経営管理センター ｾｷｽｲﾊｲﾑ中国㈱

ｿﾆｰﾘｰｼﾞｮﾅﾙｾｰﾙｽ㈱（２） 住友林業ホームｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

㈱鴎州コーポレーション ㈱ＵＳＥＮ（２）

㈱JTB中国四国 ＫＧ情報㈱

㈱広島東洋カープ ㈱日経広告

㈱キャリアプランニング ひろぎんリース㈱

マツダエース㈱ ㈱ベルシステム２４

㈱スタジオアイ ㈱サウンドクリエーター

住友三井オートサービス㈱ 税理士法人広島経営センター

郵便事業㈱ 郵便局㈱

小野裕伸法律事務所 リコーリース㈱

㈱浜学園 広島県警察本部

広島県信用農業協同組合連合会（２） 東広島市

広島県中小企業共済協同組合

福井商工会議所

呉工業高等専門学校

総務省関東管区行政評価局

広島県教委(高校教員）

広島市

広島県警察本部

広島キャンパス
人間文化学部 経営学部



㈱もみじ銀行 ㈱メガネトップ スウェーデンハウス㈱ ㈱サニックス

しまなみ信用金庫 ㈱コスモス薬品 ㈱東産業 ㈱シー・アイ・シー

㈱愛媛銀行 ㈱自重堂 ニチフリ食品㈱ ㈱乗馬クラブクレイン

㈱なかやま牧場 マックスバリュ西日本㈱ ㈱キャステム ワタミ㈱

ヤヨイ食品㈱ イトキン㈱ ㈱キョーリン製薬 広島県警察本部

ＵＨＡ味覚糖㈱ ㈱ユアーズ アサヒプリテック㈱ 尾道市消防吏員

江崎グリコ㈱ ㈱デオデオ 前澤給装工業㈱

大正富山医薬品㈱ ㈱サンリブ 日本ホイスト㈱

㈱ヤマサキ（２） 大黒天物産㈱ 日本たばこ産業㈱

ヤンセンファーマ㈱ ㈱ハローデイ 森久保薬品㈱

㈱アジュバンコスメジャパン ヤマダ電機㈱ 三浦工業㈱

日本アルコン㈱ ㈱モンテカルロ ㈱マンセイ

ヤンマー農機㈱ エームサービス㈱ ㈱ホーセイ

㈱おたべ ㈱ココスジャパン ㈱オービス

㈱やまひろ 安達事業ｸﾞﾙｰﾌﾟ　ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾌﾟﾗｻﾞ マロックス㈱

㈱ケーニヒスクローネ ㈱野田塾 大木産業㈱

日本ケミファ㈱ イーピーエス㈱ 三陽商会㈱

藤本化学薬品㈱ ㈱毛髪クリニックリーブ21 ㈱イズミ

ノバルティスファーマ㈱ 郵便局㈱ ㈱ブルーメイト

大日本住友製薬㈱ うえおか動物病院 ㈱富士薬品

飛騨産業㈱ おおもり整形外科 がんこフードサービス㈱

マツダ㈱ 大阪NewARTクリニック サンフィールド㈱

ナビオコンピュータ㈱ えひめ中央農業協同組合 ㈱日本セレモニー愛グループ

㈱システムファイブ 広島県農業共済組合連合会 社団法人広島県浄化槽維持管理協会

広島電鉄㈱ 全国共済農業協同組合連合会徳島県本部 ㈱土木管理総合試験所

トウショク㈱（２） 西宮市 福山ゼネラルサービス㈱

㈱ファーマシィ 兵庫県警察本部 エムオーツーリスト㈱

キッセイ薬品工業㈱ 岐阜市消防吏員

㈱ふくや（２）

生命科学科 環境科学科
庄原キャンパス（生命環境学部）



看護学科 理学療法学科 作業療法学科 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

聖路加国際病院 初台リハビリテーション病院 船橋市立リハビリテーション病院 新戸塚病院

癌研有明病院 慶應義塾大学月が瀬リハビリテーションセンター 牧リハビリテーション病院 岡谷市

森之宮病院（２） 丹後中央病院 横浜舞岡病院 浜松赤十字病院

国立大阪医療センター 関西リハビリテーション病院（３） 丹後中央病院 野洲病院

大阪府立病院機構 千里リハビリテーション病院 千里リハビリテーション病院 丹後中央病院

国立京都医療センター 葛城病院 おおくまリハビリテーション病院（２） 馬場記念病院

兵庫県 宝塚リハビリテーション病院 西江井島病院 岡山協立病院

神戸市（２） 荻原みさき病院 入江病院 倉敷平成病院

神戸大学病院（３） 岡山済生会総合病院 出雲市 荒木脳神経外科病院

兵庫医科大学病院 竜操整形外科病院 シムラ病院 ナカムラ病院

甲南病院 倉敷紀念病院 己斐ヶ丘病院 広島共立病院

国立岡山医療センター(２） 寛田クリニック アマノリハビリテーション病院 広島グリーンヒル病院

倉敷中央病院 光仁会梶川病院 廿日市記念病院 安佐市民病院（非常勤）

広島県（１３） 広島厚生病院（２） 老人保健施設べにまんさくの里 広島市社会福祉事業団

広島市（６） 福島生協病院（２） 幼児発達支援センター柏学園 アマノリハビリテーション病院

府中町社会福祉協議会 西広島リハビリテーション病院 ほうゆう病院（２） 大野浦病院

東広島市 日比野病院 わかば療育園 呉中通病院

広島大学病院（４） 広島共立病院 沼隈病院（２） 大谷リハビリテーション病院

広島記念病院 興生総合病院（２） 児童デイサービスギフト 因島医師会病院

吉島病院 マッターホルンリハビリテーション病院 小郡まきはら病院 さくらの丘クリニック

呉共済病院（２） 松尾内科病院 戸畑共立病院 難聴幼児通園施設ゼノこばと園

国立呉医療センター 神原病院 見立病院 ビハーラ花の里病院

広島県立身体障害者ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 長崎百合野病院 友愛病院 山口リハビリテーション病院

尾道総合病院 介護老人保健施設ひのき 昭和病院

福山市（２） 徳島大学病院

公立学校共済中国中央病院（５） まなべ病院

愛媛県立中央病院 松山赤十字病院

福岡市 福岡市社会福祉事業団

長崎大学病院

株式会社ハートウェル ナカムラ病院 あまのクリニック 松尾内科病院

医療法人仁医会 広島県同胞援護財団 ほうゆう病院（２） 興仁会グループホーム宮浦

和歌山市 精神障害者地域生活支援センターふれあい 社会福祉法人かるが会 社会福祉法人尾道さつき会

特定非営利活動法人自立生活夢宙センター ＮＰＯ法人ウイングかべ 社会福祉法人つつじ 芙蓉の家デイサービスセンターさぽーと

尼崎中央病院 ユーアイ・ベルモニー株式会社 医療法人好縁会 微風会ショートステイ

養和病院 中国労働金庫 八本松病院 岩国市

安来第一病院 きさや 知的障害者施設西の池学園 広島市社会福祉協議会（２）

祐和会グループホームアンジュ アマノリハビリテーション病院 興生総合病院 介護老人保健施設サンスクエア沼南

日比野病院

人間福祉学科

三原キャンパス（保健福祉学部）


	２０ (2)



