
平成３０年度卒業生の主な就職先（学部）

※主な就職先：概ね２０社程度を掲載。
　　民間企業等、学校、公務員の区分は本学独自の方法。就職者がいない区分については未掲載。

文学部

民間企業等

学校（教員含む）

教育学部

公務員

法学部

経済学部

学校（教員含む）

理学部

学校（教員含む）

公務員

医学部（臨床研修医除く）

公務員

薬学部

学校（教員含む）

公務員

工学部

公務員

芸術工学部

公務員

農学部

公務員

２１世紀プログラム課程

公務員

ジェーシービー、第一生命保険、東京海上日動火災保険、東京海上日動システムズ、読売新聞西部本社、ＪＡ福岡市東部
民間企業等

福岡県、佐賀県、大分県、広島県、香川県、奈良県、福岡市、北九州市、久留米市、熊本市、鹿児島市、大分市、那覇市、

公務員
内閣府、厚生労働省、防衛装備庁、参議院事務局、九州経済産業局、九州運輸局、福岡法務局、福岡県、大分県、熊本県、鹿児島県、愛媛県、兵庫県

民間企業等

公務員

民間企業等

福岡市、北九州市、宗像市、久留米市、長崎市、大阪市

福岡銀行、ニトリ、日本政策金融公庫、西日本シティ銀行、九州電力、麻生、ＮＴＴドコモ、楽天、オービック、三菱ＵＦＪ銀行、三井住友銀行、大和証券、

Accenture、フューチャーアーキテクト、富士通、鹿島建設、ＪＦＥスチール、日本銀行、商工組合中央金庫、ソニー、伊藤忠商事、ＡＧＣ、森永製菓

オプト、レイヤーズ・コンサルティング、Ｉｎｄｅｅｄ Ｊａｐａｎ、RIZAPグループ、オープンハウス、ブラックロック・ジャパン、ＩＣＴコンストラクション

農林水産消費安全技術センター、大成建設、全日本空輸、野村證券、日本ＩＢＭ、パナソニック、リンクアンドモチベーション、ホクシン、ローソン、

Ｐ＆Ｇプレステージ合同会社、キッセイ薬品工業、三井化学、石油資源開発、レベルファイブ、福岡地所、麻生、ジャパネットホールディングス

農林水産省、植物防疫所、門司税関、福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県、島根県、愛知県、福岡市、古賀市

富士通、 国際協力銀行、美津濃、ニトリ、福岡地所、ジャパネットホールディングス、リクルートホールディングス、電通九州、Branding Engineer、

主な就職先（H30）

オービック、富士通、ＮＥＣ、三菱総合研究所、東海旅客鉄道、三井不動産レジデンシャル、双日、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、

野村證券、日本生命保険相互会社、福岡銀行、東京海上日動火災保険

九州産業大学付属九州高等学校

主な就職先（H30）

民間企業等

九州大学　　　

主な就職先（H30）

福岡県、宮崎県、沖縄県、大分市、名古屋市

大成建設、富士通、トヨタ自動車、不二越、戸田建設、日鉄ソリューションズ、日本製鋼所、今治造船、清水建設、鹿島建設、全日本空輸、日本航空、

ヤマハ発動機、アサヒビール、キーエンス、住友理工、タカギ、三浦工業、東京電力ホールディングス、楽天、九州旅客鉄道、宇宙技術開発

国土交通省、防衛省、防衛装備庁、航空幕僚監部、航空自衛隊、福岡県、山口県、広島県、福岡市、春日市、嘉麻市、大分市、京都市

主な就職先（H30）

主な就職先（H30）

九州大学病院、国立病院機構九州グループ、福岡市立子ども病院、浜の町病院、麻生飯塚病院、福岡大学病院、兵庫医科大学病院、

日本放送協会、テレビ東京、福岡放送、日本映画放送、野村総合研究所、ソニー、パナソニック、シャープ、ヤマハ、コクヨ、ゼンリン、九州電力

四国運輸局、福岡県、小郡市、天草市

ニトリ、レベルファイブ、三菱電機、ＫＤＤＩ、良品計画、西日本鉄道、ＬＩＸＩＬ、テクノプロ・デザイン社、ゼネラルアサヒ、大成建設、電通、大広、東映、

主な就職先（H30）

伊藤忠商事、三菱商事、サントリーホールディングス、キリン、トヨタ自動車、村田製作所、旭化成、日本放送協会、日本生命保険相互会社、九州電力

キングレコード、アストラゼネカ、日本電産、東京海上日動システムズ、日本アイ・ビー・エム共同ソリューション・サービス、富士ソフト、あずさ監査法人、民間企業等

民間企業等

民間企業等

民間企業等

民間企業等

主な就職先（H30）

総合メディカル、大賀薬局、国立病院機構九州グループ、日本調剤、科研製薬、大鵬薬品工業、興和、ファーマシィ、メディカルシステムネットワーク、

福岡保健企画、大平、クリエイトエス・ディー、福岡県薬剤師会、福岡医療団千鳥橋病院、和白病院、福岡徳洲会病院、山口大学病院

北九州市

気象庁、北九州市消防局、福岡県、佐賀県、島根県、岡山市、池田市

厚生労働省、総務省、文部科学省、経済産業省、警察庁、福岡地方検察庁、原子力規制庁、国税局、福岡国税局、福岡入国管理局、福岡法務局、

福岡高等裁判所、佐賀地方裁判所、鹿児島地方裁判所、山口地方裁判所、岡山地方裁判所

民間企業等

フィリップス・ジャパン、キヤノンメディカルシステムズ、ビー・エム・エル、湯山製作所、熊本大学病院、佐賀大学病院、神戸大学病院、東北大学病院、

広島県教育委員会

主な就職先（H30）

主な就職先（H30）

主な就職先（H30）

主な就職先（H30）

久留米大学病院、福岡山王病院、福岡赤十字病院、和白病院、飯塚病院、日本赤十字社九州ブロック血液センター

日本年金機構、ＲＫＫコンピューターサービス、日本銀行、日本テレビ、小学館、日本経済新聞社、読売新聞西部本社、全日本空輸、明治、三菱電機、

ＪＴ（日本たばこ産業）、山崎製パン、帝国データバンク、三菱ＵＦＪ銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、明治安田生命、九州電力、麻生、オービック

九州大学、長崎大学、福岡県立嘉穂高等学校、長崎県立島原高等学校、自由ケ丘高等学校、浦和明の星女子中学・高等学校

北海道、福岡市、新宮町、大分市、佐伯市、鹿児島市

三菱総合研究所、トヨタ自動車、ＩＨＩ、東京電力ホールディングス、ＳＧホールディングス、三菱ケミカル、ゼリア新薬工業、住友金属鉱山、

九州地方整備局、福岡県、福岡市

門司税関、厚生労働省、防衛省、九州防衛局、福岡地方裁判所、福岡県立図書館、財務専門官、福岡県、佐賀県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、

三菱電機、東京海上日動火災保険、西日本鉄道、福岡銀行、農林中央金庫、日本郵便、三菱ＵＦＪ銀行、住友生命保険相互会社、楽天カード、麻生、



平成３０年度修了生の主な就職先（修士）

※主な就職先：概ね２０社程度を掲載。
　民間企業等、学校、公務員の区分は本学独自の方法。就職者がいない区分については未掲載。

人文科学府

民間企業等

学校（教員含む）

公務員

比較社会文化学府・地球社会統合科学府

学校（教員含む）

人間環境学府

学校（教員含む）

公務員

法学府

経済学府

学校（教員含む）

理学府

学校（教員含む）

公務員

数理学府

学校（教員含む）

システム生命科学府

医学系学府（医科学、医療経営・管理学、保健学専攻）

学校（教員含む）

公務員

薬学府

公務員

工学府

公務員

システム情報科学府

公務員

芸術工学府

総合理工学府

公務員

生物資源環境科学府

学校（教員含む）

公務員

統合新領域学府

学校（教員含む）

公務員

民間企業等

主な就職先(H30)

民間企業等

主な就職先(H30)

主な就職先(H30)

民間企業等

ヤマハ、オンキヨー、日産自動車、スズキ、ＳＵＢＡＲＵ、エムティーアイ、凸版印刷、小松製作所、ＮＴＴデータ、日立造船、ＮＴＴ都市開発、テルモ、西日本鉄道、九州旅客鉄道、

ＴＢＳテレビ、福岡放送、文化放送、エフエム福岡、クックパッド、カプコン、ユナイテッド、エポック社、タカラトミーアーツ、東ハト、ＮＴＴファシリティーズ、乃村工藝社

塩野義製薬、中外製薬、マルホ、アステラス製薬、第一三共ヘルスケア、協和発酵キリン、旭化成、ツムラ、持田製薬、ゼリア新薬工業、千寿製薬、アルプス薬品工業、

ノバルティスファーマ、コーセー、川澄化学工業、宇部興産、シミック、テルモ、ナード研究所

特許庁、九州総合通信局

トヨタ自動車、川崎重工業、日本製鉄、九州電力、日産自動車、日立製作所、全日本空輸、日本原子力研究開発機構、ＩＨＩ、東ソー、ＪＦＥスチール、三菱重工業、クラレ、

三菱ケミカル、トヨタ自動車九州、本田技研工業、富士通、デンソー、マツダ、東海旅客鉄道、旭化成、積水化学工業、パナソニック、ヤマハ発動機、村田製作所、安川電機、

パナソニック、ニトリ、キヤノン、大日本印刷、九州電力、ヤフー、フォスター電機、デンソーテン、マイクロンメモリジャパン合同会社、日立製作所、ソニー、富士通、清水建設、

民間企業等

日産自動車、マツダ、ヤマハ発動機、トヨタ自動車、本田技研工業、ブリヂストン、デンソー、ダイキン工業、トヨタ自動車九州、日東電工、オプティム、博報堂、

良品計画、ニトリ、住友ベークライト、日立ドキュメントソリューションズ、Ｃ＆Ｇシステムズ、ミカサ、Ｂｙｔｅｄａｎｃｅ、Ｋｙｕｌｕｘ

九州電力、トヨタ自動車九州、三菱電機、ダイキン工業、パナソニック、ＪＦＥスチール、日産自動車、マツダ、トヨタ自動車、旭化成、三菱重工業、川崎重工業、デンソー、

全日本空輸、日立製作所、村田製作所、神戸製鋼所、ＪＸ金属、栗田工業、富士電機、西日本旅客鉄道、TOTO、日亜化学工業、日揮触媒化成、SAIC VOLKSWAGEN、

福岡市、佐賀県窯業技術センター、嘉興市

主な就職先(H30)

民間企業等

京セラ、セイコーエプソン、シマノ、ＳＵＭＣＯ、電源開発、太陽誘電、三菱日立パワーシステムズ、ＵＡＣＪ、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、花王、明治

民間企業等

長崎県

九州大学、ティエンジャン大学、バルフ大学

農林水産省、林野庁、水産庁、長崎県、広島県、島根県、高知県、大田区

主な就職先(H30)

住友化学、アサヒ飲料、マルハニチロ、高砂香料工業、農業・食品産業技術総合研究機構、ライオン、日清フーズ、不二製油、富士通、クボタ、ニトリ、大塚製薬工場、

三井化学アグロ、伊藤忠商事、三井物産、双日、明治、キリン、アサヒビール、ヤクルト本社、カゴメ、日清食品ホールディングス、キッコーマン、湖池屋、伊藤園、

キヤノン、パナソニック、ユニ・チャーム、久光製薬、日本製粉、鹿島建設、住友林業、凸版印刷、九州電力、野村総合研究所、産業技術総合研究所

桜にほんご学校（中国）

民間企業等

日本ＩＢＭ、カネカ、生化学工業、ＮＥＣソリューションイノベータ、味の素ＡＧＦ、カゴメ、ヤクルト本社、日清食品ホールディングス、伊藤ハム、日本食品、東ソー、

富士通、リコー、ＳＣＳＫ、ＮＴＴデータ、日鉄ソリューションズ、三井住友銀行、中国電力、シスメックス、サンスター、新日本製薬、化学物質評価研究機構

主な就職先(H30)

ラオス司法省、カンボジア商業省法務部、マレーシア通商産業省、フィリピン司法省訟務局、ネパール法務省、タイ裁判所、ネパール最高裁判所、ミャンマー連邦最高裁判所

京セラ、日亜化学工業、富士通九州システムズ、日立製作所、九州電力、シンプレクス、サンディスク、製品評価技術基盤機構、カネカ、東洋紡、ＳＣＳＫ、東芝メモリ、ＡＧＣ、

日本ＩＢＭ、大日本印刷、全日本空輸、ＮＥＣ航空宇宙システム、江崎グリコ、伊藤ハム、昭和電工、三菱マテリアル、信越化学工業、ＪＳＲ、日本製粉、西日本旅客鉄道

主な就職先(H30)

主な就職先(H30)

主な就職先(H30)

熊本大学、中国信男教育学園

国土交通省、法務省、防衛省、福岡県、佐賀県、大分県、熊本県、鹿児島県、福岡市、北九州市、春日市、那珂川市

富士通、デロイトトーマツコンサルティング合同会社、九州電力、九州旅客鉄道、日本電気、日立製作所、日本航空、ヤマハ発動機、ＹＫＫ ＡＰ、武田薬品工業、セガゲームス、

ＫＰＭＧ、ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング、ＮＴＴドコモ、三井住友銀行、みずほフィナンシャルグループ、住友電気工業、コカ・コーラボトラーズジャパン

中村学園大学、古賀竟成館高等学校、明治学園

民間企業等

主な就職先(H30)

主な就職先(H30)

主な就職先(H30)

主な就職先(H30)

双日、九州電力、三井住友海上火災保険、第一学習社、河合塾、ｋｕｓｕｇｕｒｕ

Central Geological Laboratory of Mongolia、丸紅、山九、Ａｍａｚｏｎ、天聞角川、日本アイ・ビー・エム・サービス、ニトリ、ドン・キホーテ、ココカラファイン、ペニンシュラ東京、

ＰＬＡＮ‐Ｂ、日本モレックス合同会社、朝日国際、パシフィックゴルフマネージメント、ＥＭＳインターナショナル、秀英予備校

熊本学園大学

伊万里市、小国町

鹿島建設、清水建設、竹中工務店、戸田建設、福岡地所、西日本鉄道、大林組、大成建設、ＮＴＴ都市開発、NAP建築設計事務所、類設計室、日建設計、旭化成ホームズ、

日鉄建材、パシフィックコンサルタンツ、アビームコンサルティング、日本総合研究所、ＮＴＴデータ、三井住友銀行、ＡＧＣ、コクヨ、良品計画、国立病院機構、熊本大学病院

福岡県立高等学校、長崎県立高等学校、福井県立高等学校

博報堂、大広、電通九州、富士通研究所、日鉄ソリューションズ、菱友システムズ、ＳＢＩ　ＢＩＴＳ、アドビシステムズ、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング

九州大学病院、京都大学病院、広島大学病院、杏林大学病院、神戸市民病院機構神戸市立西神戸医療センター、佐賀大学病院、大阪大学病院、武田薬品工業、東洋新薬、

主な就職先(H30)

主な就職先(H30)

民間企業等

建設技術研究所、神戸製鋼所、日本航空、九州旅客鉄道、出光興産、住友化学、日鉄ケミカル＆マテリアル、中部電力、大林組、キヤノン、ソニー、クボタ、東レ、三菱商事

国土交通省、環境省、農林水産省、佐賀県、長崎県、鹿児島県、岡山県、兵庫県、和歌山県

九州電力、富士通、パナソニック、日産自動車、ＮＴＴドコモ、三菱電機、ＫＤＤＩ、ヤフー、日鉄ソリューションズ、マイクロンメモリジャパン合同会社、西日本電信電話、日本ＩＢＭ、

野村総合研究所、村田製作所、安川電機、東芝メモリ、サンディスク、日本製鉄、ソフトバンク、東海旅客鉄道、シティアスコム、トヨタ自動車、全日本空輸、ブリヂストン、クボタ、

日立製作所、本田技研工業、島津製作所、デンソー、川崎重工業、東レ、日本板硝子、東芝、キリン、三井物産、東京エレクトロン、NTTデータ、ボッシュ、日本放送協会

福井県

キユーピー、カネカ、タカラバイオ、ポーラ化成工業、九州国際重粒子線がん治療センター、日本赤十字社長崎原爆病院、福岡市立子ども病院、福岡大学病院

長崎刑務所、大分県、北九州市

民間企業等

民間企業等

公務員
法務省、門司税関、福岡県、長崎県、飯塚市、中国国家知識産権局、ミャンマー連邦法務長官府、韓国外務省、韓国金融監督庁、モンゴル法務省、ベトナム外務省、

産業医科大学、久留米大学

民間企業等

民間企業等
大村不動産鑑定事務所

アンダーソン・毛利・友常法律事務所、あかつき法律事務所、Ｋａｌｉｋｏｖａ　＆　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ　Ｌａｗ　Ｆｉｒｍ、ABS-CBN、伊藤忠エネクス、中国農業銀行、ニトリ、

民間企業等

民間企業等

香川県立高等学校、山口県立中学校、筑陽学園、筑紫台学園、中村学園三陽中学校高等学校、玉川聖学院

気象庁、経済産業省、警察庁、熊本県

主な就職先(H30)

福岡県立高等学校、佐賀県立高等学校、熊本県立高等学校、東福岡学園、八代白百合学園高等学校

日立製作所、東芝、ＡＧＣ、九州電力、西日本旅客鉄道、マツダ、リコー、兼松エレクトロニクス、日本通運、三井住友銀行、日本生命保険相互会社、朝日生命、大和証券、



平成２９年度修了生の主な就職先（博士（後期））

※主な就職先：概ね１０社程度を掲載。
   民間企業等、学校、公務員の区分は本学独自の方法。就職者がいない区分については未掲載。

地球社会統合科学府

民間企業等

学校（教員含む）

公務員

比較社会文化学府

民間企業等

学校（教員含む）

公務員

人間環境学府

民間企業等

学校（教員含む）

法学府

民間企業等

学校（教員含む）

経済学府

学校（教員含む）

公務員

理学府

民間企業等

学校（教員含む）

公務員

数理学府

民間企業等

学校（教員含む）

システム生命科学府

民間企業等

学校（教員含む）

公務員

医学系学府（医科学、医療経営・管理学、保健学専攻）

学校（教員含む）

公務員

歯学府

学校（教員含む）

公務員

薬学府

民間企業等

学校（教員含む）

工学府

学校（教員含む）

システム情報科学府

民間企業等

学校（教員含む）

芸術工学府

民間企業等

学校（教員含む）

公務員

総合理工学府

民間企業等

学校（教員含む）

生物資源環境科学府

民間企業等

学校（教員含む）

公務員

統合新領域学府

民間企業等

学校（教員含む）

民間企業等
つるた歯科医院、恭三会

科学警察研究所

九州大学、愛知教育大学、関東学院大学、スウェーデン王立工科大学

主な就職先(H30)

九州大学病院、国立長寿医療研究センター、聖隷浜松病院、グリーン総合歯科医院、白十字歯科、アンブル歯科、あんざい歯科、大成歯科、耳納森光歯科医院、

主な就職先(H30)

主な就職先(H30)

エーザイ、九州大学病院、田辺三菱製薬、協和発酵キリン、塩野義製薬、日本新薬、マルホ、テルモ山口

九州大学

主な就職先(H30)

花王、日本原子力研究開発機構、日本製鉄、昭栄化学工業、産業技術総合研究所、デンソー、三菱ケミカル、東レ、東ソー、旭化成、日立金属、ＪＦＥスチール、

帝人、中外製薬、ニプロ、シスメックス、ＡＤＥＫＡ、ＪＳＲ、三菱ガス化学、日本精工、ＤＩＣ、トクヤマ、ＴＯＴＯ、データアーティスト、Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｇａｒｄｅｎ

労働者健康安全機構、ブリヂストン、フュー・テクノロジー、ディー・シー・アイ、ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル、日産ノースアメリカ

花王、日本たばこ産業、三菱ケミカル、ＪＳＲ、不二製油、新日本理化、九州大学病院、建設環境研究所、グランドグリーン、中国科学院青島生物能源与過程研究所

九州大学、九州工業大学、東京農工大学、タイグエン大学、タイグエン工科大学、ムラワルマン大学、バングラデシュ農業大学

主な就職先(H30)

三菱ケミカル、住友化学、昭和電工、ＪＳＲ、巴川製紙所、太陽誘電ケミカルテクノロジー、ダイヤコンサルタント、テツゲン、アドフレックス・コミュニケーションズ

名古屋大学、オーストラリア国立大学

気象庁

富士通、日本電気、富士通研究所、とめ研究所、テクノスデータサイエンス・エンジニアリング、ＮＴＴデータＮＣＢ

九州大学、東京大学、浙江大学

武田薬品工業、中外製薬、大日本印刷、ブルーム、ＨＩＲＯＴＳＵバイオサイエンス

九州大学病院、福岡市民病院、広島赤十字・原爆病院、国立病院機構九州がんセンター、浜の町病院、佐賀県医療センター好生館、原三信病院、九州中央病院、

九州大学、東京農工大学

九州大学、広島大学、大阪大学、福岡歯科大学、バンドン工科大学

福岡少年鑑別所

主な就職先(H30)

福岡県、佐賀県、高知県、福岡県警察

日立製作所、マイサ、因島総合病院

九州大学、大阪大学、華南師範大学、遼東学院、ガジャ・マダ大学、ヤンゴン大学、アル＝アズハル大学、ボゴール農科大学

主な就職先(H30)

九州大学、青海大学、同済大学、マヒドン大学

防衛省、福岡県

主な就職先(H30)

ラズワルド

九州大学、広島市立大学、福岡大学、関西大学

熊本県

福津市（市議会議員）

九州大学、福岡女子大学、西南学院大学、別府大学、立命館アジア太平洋大学、近畿大学、国士舘大学

和歌山県

神奈川朝鮮中高級学校、埼玉県教育委員会

九州大学

九州大学、久留米工業大学、九州栄養福祉大学、西九州大学、第一工業大学、広島修道大学、大阪大谷大学、江南工業大学、福岡市立生の松原特別支援学校

タイ検事総長事務局

国立病院機構九州グループ、医薬品医療機器総合機構、福岡大学病院、九州労災病院、太宰府病院、聖マリア病院、姫野病院、道ノ尾病院、エーザイ

土佐清水市

主な就職先(H30)

民間企業等

九州大学、山口大学、台湾国立台東大学

三菱電機、デンソー、サンディスク、東芝エネルギーシステムズ、量子科学技術研究開発機構、スズキ、出光興産、モリタホールディングス、オーエスジー、Ｈｕａｗｅｉ

九州大学、名古屋大学、アメリカンインターナショナル大学

日本電信電話、ＫＤＤＩ、日立製作所、富士通研究所、モリタホールディングス、鉄道総合技術研究所、チームＡＩＢＯＤ

九州大学、西南大学、大分工業高等専門学校

主な就職先(H30)

民間企業等

主な就職先(H30)

主な就職先(H30)

主な就職先(H30)

主な就職先(H30)

主な就職先(H30)

主な就職先(H30)

主な就職先(H30)

タンスのゲン、ＪＬＴ‐ｉ教育研究所

アテナ、シンプレックス一級建築士事務所、熊本大学病院
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