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1. 本学の就職⽀援体制の特徴
• 本学は様々な特⾊を持つ学部で構成されていることから，学⽣が志望
する進路先も様々。

• 各学部とキャリア開発課が連携する就職⽀援体制が本学の特徴。

学部独⾃のキャリア関連教育

キャリア開発課の就活⽀援
プログラム

基礎的・必須のプログラム提供
フィードバック
情報交換
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各学部より選出されたキャリア委員（教員）

就職キャリア開発委員会

CDPセンター
（各種講座開講）

教職課程センター運営

情報交換・協⼒

保育課程オフィスキャリア開発課

地域オフィス
(Uターン就職支援)

学生支援センター

同窓会、後援会

協⼒
・全国に約9万⼈を超える卒業⽣ネットワーク
・同窓会キャリアアドバイザー制度
・各地域での就職相談会の開催
・就職後も各地で勉強会などを実施

＜⼤学各種機関＞

実習教育研究センター

国家試験対策オフィス

キャリア専門職養成支
援オフィス
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2. 2020年度の就職状況
2020年度（2021年3⽉卒）卒業⽣の概況①

うち大学院

進学者数

社会福祉学部 364 1 347 337 92.6% 92.8%

子ども発達学部 274 12 245 234 85.4% 89.3%

スポーツ科学部 178 3 169 168 94.4% 96.0%

経済学部 133 0 126 123 92.5% 92.5%

国際福祉開発学部 45 0 43 41 91.1% 91.1%

看護学部 102 0 101 101 99.0% 99.0%

健康科学部 171 1 162 162 94.7% 95.3%

合計 1,267 17 1,193 1,166 92.0% 93.3%

b. 実就職率
②

就職希望者数

③

就職決定者数

①

卒業者数
a. 就職率

b. 実就職率 =
③就職決定者数

①卒業者数ー大学院進学者数
× 100

a. 就職率は，⽂部科学省の調査で使われる指標
b. 実就職率は，マスコミ等で報道されるランキングで使われる指標

a. 就職率 =
③就職決定者数

①卒業者数
× 100

2020年度の卒業⽣に対する実就職率 93.3％
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参考 本学2020年度卒 就職希望者に対する就職率 9７.７％

多くの⼤学は「就職希望者に対する就職率」を公開しているが，「卒業者に対す
る就職率」が就職⼒を表している。

出所）株式会社⼤学通信

＜卒業⽣1000⼈以上の⼤学の実就職率ランキング＞

• 実就職率は，⼤学の“就職⽀援の⼿厚さ”を表すものとして考えるこ
とができ，本学は全国で上位にランキング（卒業⽣1000名以上）し
ている。

実就職率（％） 大学院進学者数 順位

2020年度 (2021年3月卒) 93.3 17 11位 金沢工業大 97.5 広島工業大学 93.5

2019年度 (2020年3月卒) 96.4 13 6位 金沢工業大 98.1 電気通信大 95.6

2018年度 (2019年3月卒) 95.2 9 14位 金沢工業大 98.1 東京家政大 95.6

2017年度 (2018年3月卒) 96.4 11 8位 金沢工業大 97.5 芝浦工業大 95.9

2016年度 (2017年3月卒) 97.1 22 3位 金沢工業大 97.7 東京都市大 95.4

2015年度 (2016年3月卒) 96.3 － 4位 福井大 96.8 東京福祉大 94.9

年度 1位 10位

本学 参考
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2020年度（2021年3⽉卒）卒業⽣の概況③

• 2020年度の卒業⽣はコロナ禍のもとでの就職活動であった。

• コロナ禍の影響もあり，⽂部科学省の調べでは，全国⼤学の就職率は
前年度と⽐べて2.8ポイント下がっている。

• 本学も2020年度の実就職率は93.3％であり，2019年度の96.4％から
3.1ポイント下がった。（本学学⽣の奮闘）

• 就職分野は，例年とあまり変わらなかった。
⇒学部別の進路先内訳および主な進路先については，参考資料に記載。
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2020年度（2021年3⽉卒）卒業⽣の概況④

＜就職決定者 1166名＞

• ⺠間企業 506名【43.4％】

• 公務員 156名【13.3％】
うち，国家公務員 5名

（厚⽣労働省 1名，⾃衛隊 4名）

地⽅公務員 151名
（公⽴病院 30名，⾏政職 18名，福祉職 12名，保健師 2名
警察・消防 4名，保育⼠ 10名，公⽴学校教員など 75名）



日本福祉大学

9

2020年度（2021年3⽉卒）卒業⽣の概況⑤
• 福祉，医療だけではなく，公務員，企業など幅広い分野，業界に就職
している。

＜2020年度卒業⽣のうち就職者の内訳＞

• 企業分野（福祉系企業含む）は，例年４割程度の卒業⽣が就職。

※福祉＝施設 + 社会福祉協議会
※公務＝公務員 + 教育委員会
※その他＝学校法⼈ + 他法⼈
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2020年度（2021年3⽉卒）卒業⽣の概況⑥
• ⼀般職（専⾨職以外）での実績も多いことが特徴。

※専⾨職=相談職＋介護・⽀援員職＋医療職＋保育職＋教員＋その他

＜2020年度卒業⽣のうち就職者の内訳＞



日本福祉大学

11

2020年度（2021年3⽉卒）の就職を振り返って①
• そもそも2020年度卒は例年と⽐べ，内々定時期が早くなると指摘さ
れていた。（情報系では2019年12⽉下旬に内々定が出た）

• 2020年2⽉からのコロナ禍により，⼤⼿就職情報会社の合同企業説明
会，企業・事業所，施設の説明会が軒並み中⽌。

本学で予定していた学内合同企業説明会（2020年3⽉）も中⽌

早くから準備していた学⽣と，そうでない学⽣の⼆極化がさらに進む。

３⽉〜5⽉にかけて対⾯での企業説明会や，⼊社試験，⾯接などの延期
が相次ぐ。
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コロナ禍の影響

＜本学の内定率（対就職希望者⽐）の推移＞

早期に準備をしていた学⽣はコロナ禍の影響を受けなかった。ただし，準
備不⾜の学⽣も就活スケジュールの延期により間に合ったケースもあり。

2020年度卒は，コロナ禍の影響により観光業，ホテル業などの業種が採
⽤数を減らしたため，その業種を希望する学⽣に影響が出た。また，⼥⼦
学⽣が苦戦する場⾯が出た。
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2020年度（2021年3⽉卒）の就職を振り返って②
2019年度（2020年3⽉卒） 2020年度（2021年4⽉卒）

順位 ⼤学名 実就職率
対卒業者

⼤学院進学率
対卒業者
就職率

順位 ⼤学名 実就職率
対卒業者

⼤学院進学率
対卒業者
就職率

1 ⾦沢⼯業⼤学 98.1% 14.0% 84.4% 1 ⾦沢⼯業⼤学 97.5% 14.2% 83.6%
2 ⼤阪⼯業⼤学 98.1% 14.0% 84.4% 2 愛知⼯業⼤学 97.4% 10.4% 87.3%
3 福井⼤学 97.9% 23.1% 75.3% 3 福井⼤学 97.2% 25.8% 72.1%
4 愛知⼯業⼤学 97.9% 10.1% 88.0% 4 ⼤阪⼯業⼤学 95.3% 15.7% 80.3%
5 昭和⼥⼦⼤学 97.0% 1.6% 95.4% 5 名古屋⼯業⼤学 94.8% 42.1% 55.0%
6 ⽇本福祉⼤学 96.4% 1.2% 95.2% 6 国際医療福祉⼤学 94.3% 2.3% 92.2%
7 名古屋⼯業⼤学 96.0% 40.7% 57.0% 7 名城⼤学 94.2% 8.6% 86.1%
8 東京理科⼤学 95.9% 34.9% 62.5% 8 宮崎⼤学 93.9% 24.9% 70.5%
9 千葉⼯業⼤学 95.7% 15.4% 80.9% 9 芝浦⼯業⼤学 93.8% 31.3% 64.5%
10 電気通信⼤学 95.6% 38.0% 59.2% 10 広島⼯業⼤学 93.5% 6.2% 87.7%⁝

11 ⽇本福祉⼤学 93.3% 1.3% 92.0%

2019年度と2020年度を⽐較すると、景気に先⾏き不透明感およびコロナ
禍により，全国的に就職状況が悪化した。
⇒ただし，理系就職は⽂系就職と⽐べると，それほど影響を受けなかった。
⇒理⼯系⼤学の特徴として，⼤学院進学率が多い。
⇒理⼯系⼤学が上位を占める理由

本学は，⽂系⼤学としては実就職率で全国トップ層にある。
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3. 2021年度の就職⽀援

• 2020年度卒はコロナ禍による影響はあったが，学⽣の就職活動に必
要な⽀援の本質は変わらない。

• 2021年卒の就職⽀援も学⽣の多様な進路志望に対応すべく，これま
で築き上げてきた学部，⼤学諸機関との連携による⼿厚い就職⽀援に
取り組む。

☑ [ステップ1]低学年時からの就活イメージの醸成
☑ [ステップ2]確実な就活スキルの習得と就活準備
☑ [ステップ3]きめ細やかな個別就職⽀援

本学の就職支援の流れ（主な取り組み）
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分野 主な活動開始時期

企業 ３年⽣３⽉以降

福祉・医療 ３年⽣３⽉以降

公務員 国家は４年⽣５⽉以降、地⽅は６⽉以降

教員 ４年⽣６⽉以降

保育 ４年⽣７⽉以降

 企業・法⼈等によって求⼈・採⽤時期は異なる。
 キャリア開発課のＨＰに求⼈情報やイベントを掲載し，学⽣に周知している。

2021年度卒（2022年3⽉卒）分野別の主な就職活動開始時期
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−学年別の就職⽀援の主な流れ−
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 就職ガイダンスⅠ・Ⅱ
【3年⽣6⽉，10⽉】

 スキルアップ講座
【2・3年⽣6⽉〜、10⽉〜】

就活を進めるために基礎的，必須の
情報を学⽣に提供。

就活に必要な⾃⼰分析・履歴書完成講座、
筆記対策講座、⾯接対策講座（実際に⾯接
を⾏います）などを実施し、「勝ち抜く
⼒」を鍛える。

 CDPセンターによる各種講座
適性検査（SPI試験），公務員，教職試
験対策のために，⼤学の授業とは別に講
座を適時開講。無理なく⼒を養成。

就職活動の準備とスキル向上のための取組み ①

 就活本 Future Note 2021

 キャリア開発課ＨＰ【随時】 ＨＰにて求⼈情報や学内外の就活関連イ
ベントの情報を提供。

就活に必要な事柄を漏れなく記載した本
学特製のノートを配付
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就職活動の準備とスキル向上のための取組み ②

 個別⽀援【常時】
就活での悩みや不安について個別⽀援を⾏うため，各キャンパスに就職⽀援
のプロのキャリアアドバイザーを配置し、履歴書添削、模擬⾯接をはじめ、
各種就職全般に関わる相談体制を整備。

 就職活動状況調査【４年⽣6⽉〜】
ゼミナールで年3回の就職活動状況調査を実施し、教職員が連携して学⽣個々
の就活状況の把握を⾏いながら，内定獲得までの⽀援体制を整備。

 業界研究会【2・３・4年⽣９⽉以降】
「企業」「福祉・医療」「公務員」分野にターゲットを絞り、各種講座（ゲ
スト講師企画、現場⾒学ツアー、内定・合格者報告会など）を展開。現場理
解、就業・就労観を育成。

 学部独⾃のキャリア関連イベントの実施
学部独⾃で，キャリア関連イベントを実施。
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 2021年度卒（2022年3⽉卒）も１次，２次⾯接はオンライン⾯接が主
流。ただし，最終段階の⾯接は対⾯で⾏うことが多い。

キャリアアドバイザイーによるオンラインでの模擬⾯接。カメラ，
マイクなどの調整にとまどう学⽣に対し，就職ガイダンス，スキ
ルアップ講座などで説明。

対応

近年の動向を踏まえた取組み ①

 採⽤活動の早期化。2021年度（2022年3⽉卒）は，3⽉〜6⽉に集中
し，特に６⽉頃がピークであると予想されている。また，医療，福
祉分野も４⽉から採⽤試験が実施されるなど，内定出しが早期化。

３⽉のキャリアガイダンスなど，２年⽣進級時からの就職活動を
周知。

対応
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 採⽤活動の早期化にともない，インターンシップの参加が業界研究や
⾃⼰分析において重要な地位を占めている。

 近年，企業や事業所などでインターンシップ募集のハードル（志望動
機，⾃⼰ＰＲ書）が⾼くなっているため，⼗分な準備が必要になって
いる。

４⽉に「⾃由応募型インターンシップ対策ガイダンス」を実施。公募
型のインターンシップに参加するための具体的な準備を説明。

対応

夏のインターンシップに参加し，さらに第⼀志望や競争倍率の⾼い⼤
⼿・⼈気企業から内定を勝ち取りたいという意欲ある学⽣のために
「⼤⼿企業就職選考対策講座」を９⽉〜12⽉にかけて実施予定。

近年の動向を踏まえた取組み ②
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 企業の内定出しの早期化により，内定率，決定率とも昨年度に⽐べて
⾼い⽔準になっている。

 病院，福祉施設なども，採⽤試験の時期が早まり，かつ採⽤試験数を
減らすなど，早期に採⽤活動を終えたい傾向がみられる。

 未内定学⽣には，８⽉以降にさらなる⽀援を実施する。

【速報】現４年⽣の就職状況 ①
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【速報】現４年⽣の就職状況 ②

 キャリアアドバイザーから（前期を振り返って）

 素直で学⽣時代に何かに打ち込んだ経験のある学⽣は，順調に就
活が進んでいた。

 オンライン授業であっても，授業内容の課題を調べあげることで，
上⼿く⾃⼰ＰＲにつなげた学⽣がいた。

 志望先のＯＢ・ＯＧ訪問を⾏い，仕事の理解や志望理由が明瞭に
なった学⽣がいた。この時期だからこそ積極的に動くことが必要。

 仕事の理解や業界研究で，ＷＥＢを上⼿く活⽤した学⽣がいた。
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 ＥＳの締め切り直前に相談に来る学⽣がいる。

 ⾃⼰理解や業界研究が不⼗分な学⽣が苦戦している。

 内定辞退で悩んでいる学⽣がいた。
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4. 保護者の皆様にお願いしたいこと

 公務員，教員，介護・⽀援職，保育職を⽬指す場合でも，⺠間企業と
の併願を考えるのであれば，⺠間企業の就職状況やスケジュールの把
握が必要。

 医療，介護，⽀援職，保育職も就職試験の早期化や，試験回数が少な
くなっている傾向がみられる。（⺠間企業との競合）

 ⼤学の就職ガイダンスやイベントには必ず出席することが重要である。
あわせて，数回⾏う就職状況の調査にも，就職先が決定するまで報告
して欲しい。

 WEBでのエントリーや⾯接が主流になりつつあるため，⾃宅でのネッ
ト環境を整えておくことが重要。

保護者の皆様にご理解いただきたいこと
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 エントリーシート（ES)
応募書類のこと。履歴書，志望動機，⾃⼰ＰＲ，学⽣時に⼒を⼊れたこと
（ガクチカ）などを記⼊。近年はWEB提出が主流になりつつあり，応募数
も増加している。

近年の就職活動の⽤語

 就活ルール（就職協定）の廃⽌
経団連が採⽤時期の協定作りを廃⽌。かわって政府が産業界，⼤学などと
調整している。現１年⽣が卒業する2024年3⽉までは現⾏スケジュールが
維持される⾒通し。

 適性検査

いわゆる⼊社試験。リクルート社のSPI試験が有名。能⼒検査以外に職種
特性を確かめる性格検査もある。近年はＷＥＢでの受検が主流であり，⾃
宅から受検できる場合もある。



日本福祉大学

26

 就職エージェント
⼈材紹介サービス業。企業から依頼を受けて，学⽣に無料で就活⽀援を⾏
う。合同企業説明会の時に学⽣に声をかける場合もある。

 インターンシップ（IS）
• 企業や団体が学⽣向けに⾏う就業体験。近年は企業説明を兼ねた業界，
仕事説明の⾊彩が濃くなっている。2年⽣〜3年⽣が中⼼で夏，秋冬，
春に実施される。期間は１⽇〜１週間，数回に分けて数ヶ⽉に及ぶも
のがある。

• コロナ禍のため，オンラインを活⽤するなどの⼯夫を凝らしたものが
増えている。

• インターンシップに参加すると，選考免除になる場合がある。
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採⽤活動の流れの例

オンライン化が進む

WEBでの予約が主流。エントリーシートもＷＥＢ提出が
増えてきている。

最終段階は対⾯が主流
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民間企業分野 のスケジュール

『3⽉』に実質選考スタート。3⽉開始の時に、応募〜筆記〜書類提出〜
⾯接、ができる準備が必要
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医療・福祉分野 のスケジュール

実習や⾒学を通じて、早くから現場の情報を収集することが重要
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公務員分野 のスケジュール ①

選考フローの中で1番の⼭場は「第1次試験(筆記試験)」であるが，⾃治
体や職種によって問題の種類が異なる。 1次試験で⾜切りされないよう
に、早い段階で志望する職種の試験内容を調べ，⼊念な対策が必要。ま
た，⼩論⽂や⾯接試験の対応もしっかりとしておくこと。
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公務員分野 のスケジュール ②

公務員試験の傾向
①試験⽇の早期化、複線化
②SPI試験の利⽤
③⾯接重視

■2.2023年3⽉卒 就活スケジュール

主な試験⽇程
4⽉：国家総合職

市町村職員試験開始
5⽉：国家専⾨職（国税・法務教官・
家裁調査官など）
警察官

6⽉：国家⼀般職
県・政令指定都市職員



日本福祉大学

32

教員分野 のスケジュール

採⽤試験（１次試験，２次試験）のうち，１次試験が重要。早い段階で
⼊念な対策を⾏うこと。また，４年⽣の５⽉〜６⽉にかけての教育実習
期間は，⺠間企業の就職活動と重なるため，綿密なスケジュール調整が
重要である。
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保育・幼稚園分野 のスケジュール ①
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保育・幼稚園分野 のスケジュール ②

保育・幼稚園の就職活動と連盟

県や市といった同じ⾃治体内の保育園や幼稚園が結成した団体。それぞれの地
域における保育ニーズや保育を取り巻く様々な状況を把握して、制度や運営の
あり⽅、保育内容の充実に取り組んでいる。

愛知県の場合、連盟加盟園は⼀律の就活スケジュールで実施することを申し合
わせている。

愛知県外の私⽴園の場合、夏以降に選考を進める園も多いです。希望する園を
⾒つけ確認するなど、情報収集や園⾒学を進めていく事が⼤切です。

愛知県内にある連盟の例：
・愛知県私⽴保育連盟
・愛知県私⽴幼稚園連盟
・名古屋市⺠間保育連盟など）
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保護者としてどう関わるか ①

 就職先の決定で悩んだときの相談相⼿として，保護者が最も多いとい
う調査結果。

保護者として，社会⼈の先輩として，⾯接官として，など学⽣は保護者を
頼りにしています。

【⾃⼰分析のお⼿伝い】
• 対話しながら学⽣本⼈が気づかない価値観，⻑所，短所を伝えて欲しい。
• 先輩として，保護者⾃⾝が⾏った進路選択や決定の理由を伝えて欲しい。
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 業界分析，企業分析が上⼿くイメージできず，視野が狭い学⽣が多い。

ＴＶなどのＣＭで，⼀般消費者向けの商品を販売する⼤⼿企業しか知らな
い学⽣が多い。

【視野を広げるお⼿伝い】
• 企業同⼠でビジネスをしている「BtoB（企業間取引）企業」や，優良
な中堅・中⼩企業が数多くあり，そのような企業にも⽬を向けるよう
にアドバイスする。

• 特定の業種に固執してしまうことがあるので，広い視野を持つように
アドバイスする。

• 保護者の経験から仕事のやりがいや⾯⽩さを具体的に伝える。

保護者としてどう関わるか ②
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 就職活動中は，忙しさや進み具合などで不安に襲われることがある。

⾯接で良くない結果が出てしまうと気持ちが落込み，就活を継続できない
ことがある。

【環境を整えるお⼿伝い】
• 保護者の価値観の押しつけを避ける。（過⼲渉）

• 価値観を無視するのを避ける。（無関⼼）

• 保護者は，就活の主導権を握らない。（過保護）

• 就活費⽤の援助（スーツ，交通費なども含む）

保護者としてどう関わるか ③
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保護者としてどう関わるか ④

 就職活動中は，学⽣が⼀⼈で悩みを抱え込み，前に進めない状況になる。

 保護者の⽀援が必要ですが，⼤学のキャリアアドバイザーやゼミ教員に
相談することをお勧め下さい。

以上
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参考資料（2021年3⽉卒就職実績） ★

社会福祉学部 ⾏政専修

主な就職先
【公務員】岐⾩県、⻑野県警察、名古
屋市、愛知県安城市、愛知県春⽇井市、
愛知県稲沢市、岐⾩県中津川市、富⼭
県⾼岡市 ほか 【社会福祉協議会】
社会福祉法⼈名古屋市社会福祉協議会、
社会福祉法⼈⾼浜市社会福祉協議会、
社会福祉法⼈可児市社会福祉協議会、
社会福祉法⼈江南市社会福祉協議会、
社会福祉法⼈春⽇井市社会福祉協議会
【その他】社会福祉法⼈紫⽔会、社会
福祉法⼈ともいき福祉会、特定⾮営利
活動法⼈つばさ福祉会、株式会社ベ
ネッセスタイルケア、ＳＯＭＰＯケア
株式会社、⽣活協同組合コープあいち、
めぐみの農業協同組合（ＪＡめぐみ
の） ほか



参考資料（2021年3⽉卒就職実績） ★

社会福祉学部 ⼦ども専修

主な就職先

【公務員】愛知県、滋賀県、名古屋
市、⻑野県下諏訪町 【教育委員
会】⼀宮市教育委員会、豊橋市教育
委員会、春⽇井市教育委員会、⽥原
市教育委員会 【その他】社会福祉
法⼈新瑞福祉会、社会福祉法⼈名古
屋市社会福祉協議会、社会福祉法⼈
昭徳会、第⼀⽣命保険株式会社、株
式会社ベネッセスタイルケア、株式
会社LITALICO ほか



参考資料（2021年3⽉卒就職実績） ★

社会福祉学部 医療専修

主な就職先
【公務員】防衛省⾃衛隊、名古屋市、
名古屋市、富⼭県⾼岡市 【医療】⻄
知多医療厚⽣組合公⽴⻄知多総合病院、
愛知県厚⽣農業協同組合連合会江南厚
⽣病院、三重県厚⽣農業協同組合連合
会、ＪＡ岐⾩厚⽣連、医療法⼈慈照会、
医療法⼈岩屋会岩屋病院、医療法⼈清
⽔会、医療法⼈永仁会 ほか
【その他】社会福祉法⼈安城市社会福
祉協議会、豊川信⽤⾦庫、株式会社
トーカイ、ＳＯＭＰＯケア株式会社、
⽇本ステリ株式会社 ほか



参考資料（2021年3⽉卒就職実績） ★

社会福祉学部 ⼈間福祉専修
主な就職先

【公務員】愛知県、愛知県美浜町
【教育委員会】愛知県教育委員会、奈
良県教育委員会 【社会福祉協議会】
社会福祉法⼈知多市社会福祉協議会、
社会福祉法⼈刈⾕市社会福祉協議会、
社会福祉法⼈蒲郡市社会福祉協議会、
社会福祉法⼈伊賀市社会福祉協議会
ほか 【社会福祉法⼈】社会福祉法⼈
昭徳会、社会福祉法⼈聖隷福祉事業団、
社会福祉法⼈⾶騨慈光会、社会福祉法
⼈サン・ビジョン、社会福祉法⼈⻄春
⽇井福祉会 ほか 【医療】社会福祉
法⼈名古屋市総合リハビリテーション
事業団、⼀般財団法⼈健康医学予防協
会、医療法⼈社団福祉会、医療法⼈豊
和会、医療法⼈松原会 ほか 【その
他】⼤垣⻄濃信⽤⾦庫、⼋幡信⽤⾦庫、
ＳＯＭＰＯケア株式会社、株式会社ヤ
マシタ ほか



参考資料（2021年3⽉卒就職実績） ★

⼦ども発達学部 保育専修

主な就職先
【保育⼠・幼稚園教諭】愛知県豊⽥市、
愛知県常滑市、愛知県東浦町、愛知県
江南市、愛知県清須市、⻑野県諏訪市、
⻑野県上松町、学校法⼈余合学園、学
校法⼈明佳学園明佳幼稚園、学校法⼈
⽵川学園、学校法⼈南平台学園、社会
福祉法⼈⽇本児童育成園、社会福祉法
⼈中央有鄰学院、社会福祉法⼈溢愛館
ほか 【その他】社会福祉法⼈道徳福
祉会、社会福祉法⼈愛光園、社会福祉
法⼈恵の実、飯⽥信⽤⾦庫、三重交通
株式会社、株式会社浜松マネージメン
トコンサルティング、アイ・ケイ・ケ
イ株式会社、株式会社ネクシィーズグ
ループ、花王コスメプロダクツ⼩⽥原
株式会社 ほか



参考資料（2021年3⽉卒就職実績） ★

⼦ども発達学部 学校教育専修

主な就職先
【教員（教育委員会）】愛知県教育委
員会、静岡県教育委員会、富⼭県教育
委員会、和歌⼭県教育委員会、北海道
教育委員会、福岡県教育委員会、⼤分
県教育委員会、横浜市教育委員会
【公務員】⻑野県駒ケ根市
【その他】社会福祉法⼈昭徳会、社会
福祉法⼈知多学園、社会福祉法⼈岡崎
平和学園、⽣活協同組合コープぎふ、
本⽥技研⼯業株式会社、学校法⼈⽇本
福祉⼤学 ほか



参考資料（2021年3⽉卒就職実績） ★

⼦ども発達学部 ⼼理臨床専修

主な就職先
防衛省⾃衛隊、社会福祉法⼈豊川市社
会福祉協議会、特定⾮営利活動法⼈ラ
イフパートナー、株式会社⽇本ハウス
ホールディングス、株式会社⼋神製作
所、株式会社ニチイ学館、株式会社ク
ロップス、株式会社スズキ⾃販中部
ほか



参考資料（2021年3⽉卒就職実績） ★

⼦ども発達学部 障害児⼼理専修

主な就職先
【教員（教育委員会）】愛知県教育委
員会、岐⾩県教育委員会、神奈川教育
委員会、⿃取県教育委員会、⾼知県教
育委員会 ほか 【その他】パナソ
ニックエイジフリー株式会社、⽣活協
同組合コープあいち、株式会社クラ・
ゼミ、社会福祉法⼈ 蒲⽣会、社会福
祉法⼈草笛の会、社会福祉法⼈萌の会、
社会福祉法⼈ひかり会守⼭学園、社会
福祉法⼈名古屋キリスト教社会館、特
定⾮営利活動法⼈楽笑、特定⾮営利活
動法⼈くるみの会 ほか



参考資料（2021年3⽉卒就職実績） ★

スポーツ科学部 主な就職先
【教員（教育委員会）】静岡県教育委
員会、岐⾩県教育委員会
【公務員】愛知労働局、愛知県⽝⼭市、
愛知県蒲郡市、⻑野県諏訪市、静岡県
湖⻄市、岐⾩県岐⾩市、岐⾩県美濃加
茂市、常滑市⺠病院 【企業】トヨタ
⾃動⾞株式会社、セコム株式会社、Ａ
ＬＳＯＫ綜合警備保障株式会社、株式
会社トーカイ、株式会社ヒマラヤ、株
式会社アルペン、株式会社セレスポ、
ハウスコム株式会社、ブリヂストンリ
テールジャパン株式会社、株式会社名
鉄ライフサポート、株式会社コメ兵
ホールディングス、株式会社システム
リサーチ、アサヒサンクリーン株式会
社、愛媛県⺠球団株式会社、松阪ケー
ブルテレビ・ステーション株式会社、
⻄三河農業協同組合 ほか 【その
他】⼀般社団法⼈⽇本パラ陸上競技連
盟、⼀般社団法⼈⽯垣島アスリートク
ラブ、社会福祉法⼈名古屋市総合リハ
ビリテーション事業団、学校法⼈別府
⼤学、学校法⼈七尾鵬学園



参考資料（2021年3⽉卒就職実績） ★

健康科学部 理学療法学専攻

主な就職先
国⽴⼤学法⼈三重⼤学医学部附属病
院、医療法⼈博報会岡崎東病院、社
会医療法⼈愛⽣会総合上飯⽥第⼀病
院、社会医療法⼈栗⼭会飯⽥病院、
社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会愛知県
済⽣会リハビリテーション病院、医
療法⼈なるみ会第⼀なるみ病院、社
会医療法⼈名古屋記念財団新⽣会第
⼀病院、⼩牧市⺠病院、社会福祉法
⼈名古屋市総合リハビリテーション
事業団、国⽴研究開発法⼈国⽴⻑寿
医療研究センター、医療法⼈社団主
体会、医療法⼈利靖会、医療法⼈メ
ディライフ、独⽴⾏政法⼈国⽴病院
機構関東信越グループ、ＩＭＳグ
ループ ほか
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健康科学部 作業療法学専攻
主な就職先

学校法⼈藤⽥学園藤⽥医科⼤学病院、
愛知県厚⽣農業協同組合連合会知多
厚⽣病院、公益社団法⼈地域医療振
興協会三重県⽴志摩病院、医療法⼈
仁医会あいちリハビリテーション病
院、⼀般社団法⼈⽇本海員掖済会名
古屋掖済会病院、特定医療法⼈共⽣
会みどりの⾵南知多病院、社会医療
法⼈愛⽣会総合上飯⽥第⼀病院、社
会医療法⼈厚⽣会⽊沢記念病院、医
療法⼈交正会笠寺精治寮病院、医療
法⼈社団明芳会板橋中央総合病院、
医療法⼈社団⽣和会登美ヶ丘リハビ
リテーション病院、⼩牧市⺠病院、
稲沢市⺠病院、社会福祉法⼈聖隷福
祉事業団、社会医療法⼈杏嶺会、社
会医療法⼈蘇⻄厚⽣会、独⽴⾏政法
⼈国⽴病院機構東海北陸グループ、
公益財団法⼈豊⽥地域医療センター
ほか
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健康科学部 介護学専攻

主な就職先
社会福祉法⼈刈⾕市社会福祉協議会、
医療法⼈協和会、医療法⼈社団敬仁
会、豊橋市⺠病院、社会福祉法⼈恩
賜財団愛知県同胞援護会、社会福祉
法⼈名古屋市⾝体障害者福祉連合会、
社会福祉法⼈紫⽔会、社会福祉法⼈
椎の⽊福祉会、社会福祉法⼈愛⽣福
祉会、 社会福祉法⼈愛燦会、社会
福祉法⼈福寿園、社会福祉法⼈綿半
野原積善会かざこしの⾥、社会福祉
法⼈せんねん村 ほか



★

健康科学部 健康情報専修

参考資料（2021年3⽉卒就職実績）

主な就職先
セントラルエンジニアリング株式会社、
シーアンドエス株式会社、株式会社
トーカイ、アサヒサンクリーン株式会
社、パナソニックエイジフリー株式会
社、株式会社アビスト、栄四郎⽡株式
会社、⾼須会計事務所、社会福祉法⼈
豊橋市福祉事業会 ほか



★

健康科学部 バリアフリーデザイン専修

参考資料（2021年3⽉卒就職実績）

主な就職先
株式会社安藤・間、⼤和ハウス⼯業株
式会社、セキスイハイム中部株式会社、
株式会社⼀条⼯務店、株式会社鴻池組、
株式会社東京インテリア家具、新⽇本
コーポレーション株式会社、株式会社
チタコーポレーション、トヨタすまい
るライフ株式会社、株式会社トーエ
ネック、⼤成建設ハウジング株式会社、
サカイ創建グループ、グッドリビング
株式会社、サンヨーホームズ株式会社、
徳倉建設株式会社、岩間造園株式会社、
名鉄環境造園株式会社、⽇本交通株式
会社、⽇本道路株式会社、⼀級建築⼠
事務所湯⾕建築設計、あいち豊⽥農業
協同組合 ほか



参考資料（2021年3⽉卒就職実績） ★

経済学部
主な就職先

知多信⽤⾦庫、碧海信⽤⾦庫、半⽥信⽤⾦庫、
株式会社ゲオホールディングス、株式会社アサ
ヒセキュリティ、あいち知多農業協同組合、あ
いち海部農業協同組合、ひまわり農業協同組合、
⾶騨農業協同組合、伊勢農業協同組合、上伊那
農業協同組合、三重北農業協同組合、トヨタ⾃
動⾞株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、⼤和
ハウスリフォーム株式会社、株式会社スガテッ
ク、株式会社名鉄交通商事、株式会社ミツウロ
コヴェッセル、⽇本海ガス絆ホールディングス
株式会社、合同会社⻄友、イオンリテール株式
会社、イオンビッグ株式会社、株式会社平和堂、
株式会社バローホールディングス、ユニー株式
会社、株式会社エディオン、コスモ⽯油販売株
式会社、ブリヂストンリテールジャパン株式会
社、中部薬品株式会社、株式会社クスリのアオ
キ、ゲンキー株式会社、愛知県商⼯会連合会、
愛知県、愛知県東海市、愛知県南知多町、岐⾩
県中津川市、三重県教育委員会、ほか



★

国際福祉開発学部

参考資料（2021年3⽉卒就職実績）

主な就職先
株式会社ジェイアール東海パッセン
ジャーズ、リゾートトラスト株式会社、
株式会社⼤倉、宝交通株式会社、トラ
ンスコスモス株式会社、株式会社バ
ローホールディングス、ゲンキー株式
会社、株式会社ＴＤモバイル、ＭＸモ
バイリング株式会社、シダックス株式
会社、株式会社出雲殿、愛知県教育委
員、東海市観光協会ほか



参考資料（2021年3⽉卒就職実績） ★

看護学部

主な就職先
国⽴⼤学法⼈三重⼤学医学部附属病
院、医療法⼈博報会岡崎東病院、社
会医療法⼈愛⽣会総合上飯⽥第⼀病
院、社会医療法⼈栗⼭会飯⽥病院、
社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会愛知県
済⽣会リハビリテーション病院、医
療法⼈なるみ会第⼀なるみ病院、社
会医療法⼈名古屋記念財団新⽣会第
⼀病院、⼩牧市⺠病院、社会福祉法
⼈名古屋市総合リハビリテーション
事業団、国⽴研究開発法⼈国⽴⻑寿
医療研究センター、医療法⼈社団主
体会、医療法⼈利靖会、医療法⼈メ
ディライフ、独⽴⾏政法⼈国⽴病院
機構関東信越グループ、ＩＭＳグ
ループ ほか


