
AIG損害保険株式会社 株式会社国際システム シティグループ証券株式会社

ANA沖縄空港株式会社 株式会社國場組 セコム琉球株式会社

ANA成田エアポートサービス株式会社 株式会社サイダス 全研本社株式会社

JALスカイエアポート沖縄株式会社 株式会社三栄コーポレーション 全国労働者共済生活協同組合連合

MXモバイリング株式会社 株式会社サンエー 全保連株式会社

PAIおきなわ(特定非営利活動法人) 株式会社三松 損保ジャパン日本興亜株式会社

SCSK株式会社 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 第一生命保険株式会社

SMBC日興証券株式会社 株式会社ティップネス 大同火災海上保険株式会社

荒尾市役所 株式会社東京玉子本舗 大東ガスパートナー株式会社
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 株式会社ニチイ学館 タカラスタンダード株式会社

浦添市役所 株式会社ニライハート チューリッヒ保険会社

うるま市役所 株式会社ネクステージ 東京海上日動火災保険

おきぎん証券株式会社 株式会社ネットワーク 東京消防庁

オキコ株式会社 株式会社農協観光 凸版印刷株式会社

沖縄県警察 株式会社浜里不動産 トランスコスモス株式会社

沖縄県公文書館 株式会社ビクトリー 長崎地方裁判所

沖縄県庁 株式会社ヒューマンクレスト 名護市役所

沖縄県立石川高等学校 株式会社富士通ラーニングメディア沖縄 那覇空港ビルディング株式会社

沖縄県立北谷高等学校 株式会社プロトソリューション 那覇検疫所

沖縄県立中部商業高等学校 株式会社ベイクルーズ 那覇市教育委員会

沖縄県立名護特別支援学校 株式会社碧 那覇市役所

沖縄県立八重山商工高等学校 株式会社マーキュリー 那覇地方法務局

沖縄国税事務所 株式会社光貴 西日本電信電話株式会社

沖縄市役所 株式会社武蔵野 西原町役場

沖縄振興開発金融公庫 株式会社ヤマノホールディングス 日産車体コンピュータサービス株式会社

沖縄セルラー電話株式会社 株式会社ゆうちょ銀行 日鉄住金物流鹿島株式会社

沖縄地区税関 株式会社リウボウインダストリー 日本航空株式会社

沖縄テレビ放送株式会社 株式会社琉球銀行 日本電気株式会社

沖縄電力株式会社 株式会社琉球光和 日本トランスオーシャン航空株式会社

沖縄フォーサイト株式会社 株式会社琉球新報社 日本放送協会

沖縄防衛局 株式会社琉球バス交通 日本レコードキーピングネットワーク株式会社

沖縄労働局 株式会社りゅうせきビジネスサービス 野村證券株式会社

オリオンビール株式会社 株式会社良品計画 広島信用金庫

オリックス・ビジネスセンター沖縄株式会社 株式会社ロワジール・ホテルズ沖縄 ファーストライディングテクノロジー株式会社

嘉手納町役場 株式会社ワールドインテック 福岡県警察

カフーリゾートフチャクコンド・ホテル 軽井沢町役場 ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート

株式会社OCC ギークス株式会社 三井住友海上火災保険株式会社

株式会社アウトソーシングテクノロジー 北九州福祉事業団 三井住友トラスト不動産株式会社

株式会社いえらぶ琉球 宜野湾市役所 宮古島市役所

株式会社伊藤園 神戸家庭裁判所 八重瀬町役場

株式会社エヌティ・ソリューションズ 国税専門官 八重瀬町立東風平中学校

株式会社エプコ 国土交通省 横浜市役所

株式会社おきぎんエス・ピー・オー 国立大学法人琉球大学 与那原町役場

株式会社沖縄銀行 コザ信用金庫 読谷村役場

株式会社沖縄タイムス社 個別指導Axis ライフジュニア日本語学院

株式会社かりゆし ザ・ブセナテラス 琉球Software株式会社

株式会社近代美術 資生堂ジャパン株式会社 労働基準監督署

主な就職先

【法文学部】平成30年度卒業者の主な就職先



AIG損害保険株式会社 株式会社Liv.Design 株式会社琉球ホテルリゾートオクマ

ANAエアポートサービス株式会社 株式会社Wiz 株式会社ワークスアプリケーションズ

ANA沖縄空港株式会社 株式会社アイギス沖縄 株式会社和洋企画

EY税理士法人 株式会社あつまる クロスポイント・コンサルティング株式会社

JALスカイエアポート沖縄株式会社 株式会社エステート白馬 コクワ流通サービスカンパニー

JFE商事鉄鋼建材株式会社 株式会社エフ・ディ・シィ・フレンズ 沖縄県コザ県税事務所

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 株式会社オンデーズ コストコホールセールジャパン株式会社

岩崎産業株式会社 株式会社ガーディアン サントリーフーズ沖縄株式会社

インフォテック・サービス株式会社 株式会社加賀屋 三和エステイト株式会社

エクスペディアホールディングス株式会社 株式会社かりゆし シティバンク銀行株式会社

エッカ石油株式会社 株式会社サンエー 全研本社株式会社

沖電グローバルシステムズ株式会社 株式会社ジェイテックラボ 全日本空輸株式会社

沖縄県労働金庫 株式会社じょぶれい 大同火災海上保険株式会社

沖縄コカ・コーラボトリング株式会社 株式会社スズキ自販沖縄 竹富町役場

沖縄サントリー株式会社 株式会社ソフトウエア・サイエンス 内閣府沖縄総合事務局

沖縄市役所 株式会社地域科学研究所 名護市役所

沖縄振興開発金融公庫 株式会社トゥエンティーフォーセブン 日本航空株式会社

沖縄セルラー電話株式会社 株式会社ドリーム・アーツ沖縄 日本交通株式会社

沖縄ツーリスト株式会社 株式会社農協観光 日本トランスオーシャン航空株式会社

沖縄防衛局 株式会社ハル パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社

沖縄ヤマト運輸株式会社 株式会社比屋根建材販売 ハイアットリージェンシー那覇沖縄

沖縄ワタベウェディング株式会社 株式会社ファンスタイル ハレクラニ沖縄

オフィスナビ株式会社 株式会社マーキュリー ヒルトン沖縄北谷リゾート

オリオンビール株式会社 株式会社マーケティングアプリケーションズ 福山商事株式会社

株式会社CAM 株式会社光貴 富士急行株式会社

株式会社DACS 株式会社もろふじ 楽天株式会社

株式会社JTB沖縄 株式会社横山商店 ランドブレイン株式会社

株式会社KPG HOTEL&RESORT 株式会社ライノ 琉球放送株式会社

株式会社LAVA Internationl 株式会社琉球銀行 和歌山県国民健康保険団体連合会

主な就職先

【観光産業科学部】平成30年度卒業者の主な就職先



JALスカイエアポート沖縄株式会社 株式会社エーライツ 那覇市教育委員会

JICA青年海外協力隊 株式会社沖縄銀行 那覇市役所

NECネッツエスアイ株式会社 株式会社ケイオーパートナーズ 那覇市立宇栄原保育所

YLO株式会社 株式会社コビーアンドアソシエイツ 南城市役所

一般社団法人まちづくりうらそえ 株式会社ストライプインターナショナル 農林中央金庫

浦添市立牧港小学校 株式会社日比谷花壇 萩原工業株式会社

沖縄キッズクラブ学童 河合塾マナビス浦添校 ヒューマンリソシア株式会社

沖縄県警察 宜野湾市役所 フォルクスワーゲン神戸東

沖縄県庁 きらり・はーと沖縄 富士産業株式会社

沖縄県立沖縄盲学校 ケレタロ日本語補習校 学校法人　雙葉学園

沖縄県立具志川商業高等学校 胡屋あけぼの保育所 社会福祉法人　すみれ福祉会　二葉幼稚園

沖縄県立総合教育センター 生活協同組合コープみらい 淀川食品株式会社

沖縄市教育委員会 全研本社株式会社 りっか株式会社

沖縄地区税関 社会福祉法人　太平福祉会　たいよう保育園

主な就職先

【教育学部】平成30年度卒業者の主な就職先



一宮西病院 公立富岡総合病院 獨協医科大学埼玉医療センター

岩手県立磐井病院 国立長寿医療研究センター 豊見城中央病院

浦添総合病院 国立病院機構東京医療センター 中頭病院

大阪急性期・総合医療センター 小牧市民病院 那覇市立病院

大阪大学医学部附属病院 埼玉メディカルセンター ハートライフ病院

大阪府済生会野江病院 産業医科大学病院 函館五稜郭病院

大浜第一病院 静岡済生会総合病院 北部地区医師会

沖縄協同病院 静岡赤十字病院 箕面市立病院

沖縄県立中部病院 湘南藤沢徳洲会病院 宮崎県立宮崎病院

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 新古賀病院 横浜市立市民病院

沖縄県立北部病院 新小文字病院 洛和会音羽病院

沖縄赤十字病院 聖隷三方原病院 琉球大学医学部附属病院

上尾中央総合病院 高槻赤十字病院 老年病研究所附属病院

関東労災病院 千葉大学医学部附属病院 六甲アイランド甲南病院

九州労災病院 千葉メディカルセンター

京都大学医学部附属病院 土浦協同病院

健和会大手町病院 東京新宿メディカルセンター

主な就職先

【医学部　医学科】平成30年度卒業者の主な就職先



JCHO仙台病院 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 東京慈恵会医科大学附属病院

飯塚病院 沖縄県立病院 東京女子医科大学病院

糸満市役所 沖縄県立北部病院 豊見城中央病院

浦添総合病院 沖縄赤十字病院 那覇市立病院

大浜第一病院 沖縄第一病院 南部徳洲会病院

沖縄医療生活協同組合 国立国際医療研究センター国府台病院 日本赤十字社医療センター

沖縄協同病院 国立病院機構盛岡病院 琉球大学医学研究科

沖縄県庁 空の森クリニック 琉球大学医学部附属病院

沖縄県病院事業局 大道中央病院

沖縄県立中部病院 中部徳洲会病院

主な就職先

【医学部　保健学科】平成30年度卒業者の主な就職先



ANA沖縄空港株式会社 株式会社コーセー 佐久本工機株式会社

eGIS株式会社 株式会社サンエー 佐政水産株式会社

NTTコムエンジニアリング株式会社 株式会社ジーニー 千株式会社

SCSKニアショアシステムズ株式会社 株式会社スズキ岡山自販 大丸防音株式会社

イオン琉球株式会社 株式会社スターフライヤー 中央魚類株式会社

植松商事株式会社 株式会社ソラマス・ソフトウェア・サービス テクバン株式会社

うるま市役所 株式会社ソルクレオ 東進衛星予備校

オイレス工業株式会社 株式会社第一住建 トリゼンフーズ株式会社

大阪有機化学工業株式会社 株式会社大米建設 長野県庁

沖縄県庁 株式会社テクノプロ　テクノプロ・IT社 南部広域行政組合

沖縄県立中部農林高等学校 株式会社ナッツウェル 日研トータルソーシング株式会社

沖縄県立八重山農林高等学校 株式会社那覇データ・センター 日産車体コンピュータサービス株式会社

沖縄振興開発金融公庫 株式会社西松屋チェーン 日本交通株式会社

沖縄セルラー電話株式会社 株式会社ビーンズラボ 日本トランスオーシャン航空株式会社

沖縄地区税関 株式会社ブラス 美里町役場

沖縄電力株式会社 株式会社光貴 やんばる国立公園大石林山

沖縄防衛局 株式会社みんなのウェディング 有限会社照正興産

沖縄ワタベウェディング 株式会社琉球銀行 琉球エアーコミューター株式会社

鹿児島県庁 株式会社ルアンジュ りらいあコミュニケーションズ株式会社

株式会社アウトソーシングテクノロジー 気象庁 和歌山県庁

株式会社アルプス技研 北中城村役場 愛知海運株式会社

株式会社ヴィッツ沖縄 金武町役場

株式会社うしとら クオリサイトテクノロジーズ株式会社

株式会社エスケーアイ 合同酒精株式会社

株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング 国際自動車株式会社

株式会社沖縄メディコ 国立大学法人琉球大学

株式会社鹿児島銀行 在日米軍嘉手納基地

主な就職先

【理学部】平成30年度卒業者の主な就職先



LSD design株式会社 株式会社九電工 ソニービジネスオペレーションズ株式会社

MBC開発株式会社 株式会社きんでん 大鏡建設株式会社

MRO Japan株式会社 株式会社クレスコ 大成建設株式会社

NTN株式会社 株式会社グローバルBIM 大同火災海上保険株式会社

NTTコミュニケーションズ株式会社 株式会社現代空調研究所 大東ガスパートナー株式会社

SMC株式会社 株式会社國場組 大日本コンサルタント株式会社

アイシン・エイ・ダブリュ株式会社 株式会社サザンクロスシステムズ 高砂熱学工業株式会社

青木あすなろ建設株式会社 株式会社シーテック 拓南商事株式会社

荒尾市役所 株式会社ステーション・ピー 拓南製鐵株式会社

新菱冷熱工業株式会社 株式会社センスオブワンダーグループ 千葉県庁

淡路市役所 株式会社セントラル情報サービス ちゅらデータ株式会社

岩崎通信機株式会社 株式会社竹中工務店 東京都特別区Ⅰ類

浦添市役所 株式会社タマディック 東芝プラントシステム株式会社

エコー電子工業株式会社 株式会社中国銀行 東芝メモリ株式会社

沖電企業株式会社 株式会社テクノプロ　テクノプロ・デザイン社 トクセン工業株式会社

沖電グローバルシステムズ株式会社 株式会社ニューロマジック 富山市役所

沖縄ガス株式会社 株式会社ネットワーク 内閣府沖縄総合事務局

沖縄県庁 株式会社パーソナルネット 長崎県警察

沖縄セルラー電話株式会社 株式会社ハウジングプラザ 長崎県土地改良事業団体連合会

沖縄電力株式会社 株式会社阪南コーポレーション 長崎市役所

沖縄パナソニック特機株式会社 株式会社日立プラントコンストラクション 長野県庁

沖縄プラント工業株式会社 株式会社ビックボイス 那覇市役所

小野建沖縄株式会社 株式会社ヒラノテクシード 成田国際空港株式会社

オリオンビール株式会社 株式会社富士通九州システムズ 南城市役所

鹿児島県警察 株式会社富士ピー・エス 西日本高速道路株式会社

金秀アルミ工業株式会社 株式会社平成建設 西日本高速道路総合サービス沖縄株式会社

株式会社Faber company 株式会社マーベラス 日本生命保険相互会社

株式会社NJS 株式会社丸山製作所 日本トランスオーシャン航空株式会社

株式会社OCC 株式会社みんなのウェディング 日本ビジネスシステムズ株式会社

株式会社RKKコンピュータサービス 株式会社メイテック 日本郵政株式会社

株式会社VSN 株式会社メディアハウスホールディングス パナソニックESエンジニアリング株式会社

株式会社WANTS 株式会社モルテン 東日本高速道路株式会社

株式会社アサヒ 株式会社横河ブリッジ ヒューマンネットピーターパン株式会社

株式会社アルトナー 株式会社ラジオ沖縄 藤枝市役所

株式会社アルプス技研 株式会社ワールドインテック フジケンエンジニアリング株式会社

株式会社一宮工務店 九州管区警察局 富士ソフト株式会社

株式会社稲沢機械製作所 クオリサイトテクノロジーズ株式会社 プレステージホーム沖縄株式会社

株式会社インフィニット・フィールド 経済産業省 プログレス・テクノロジーズ株式会社

株式会社ウォンツ 国土交通省 三島光産株式会社

株式会社エクスティア コトブキシーティング株式会社 三菱ケミカルエンジニアリング株式会社

株式会社エステート白馬 五洋建設株式会社 三菱自動車工業株式会社

株式会社エヌ・テック・システムズ 三建設備工業株式会社 三菱電気エンジニアリング株式会社

株式会社大林組 三和工機株式会社 山九株式会社

株式会社オーレック 清水建設株式会社 横浜市役所

株式会社沖電工 ジョブマネ株式会社 琉球Software株式会社

株式会社沖縄銀行 スターツコーポレーション株式会社 琉球日産自動車株式会社

株式会社沖縄建設技研 生活協同組合コープおきなわ 菱電商事株式会社
株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング 西部電気工業株式会社 若築建設株式会社
株式会社キューデンインフォコム ゼネラルエンジニアリング株式会社 拓南製作所株式会社

主な就職先

【工学部】平成30年度卒業者の主な就職先



EM研究機構 沖縄明治乳業株式会社 株式会社森下組

Hollywood casino aurora 沖縄労働局 株式会社りゅうせき

JAおきなわ 学童クラブぬくぬくの木 環境省

JA沖縄電算センター 金秀興産株式会社 キッコーマンソイフーズ株式会社

JA兵庫西 株式会社H2 くら寿司

WDB株式会社エウレカ社 株式会社アウトソーシングテクノロジー 呉市役所

アース環境サービス株式会社 株式会社エステム コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

イオン琉球株式会社 株式会社オイシス 国際航業株式会社

一般財団法人沖縄県環境科学センター 株式会社沖縄タイムス社 サントリーフーズ沖縄株式会社

一般社団法人沖縄県環境エネルギー研究開発機構 株式会社沖縄ビックアイス 三和エステート株式会社

ウィメンズクリニック糸数 株式会社オフィスシステムプロダクト 小豆島ヘルシーランド株式会社

ウエルシア薬局株式会社 株式会社共和化工 生活協同組合コープみらい

応研株式会社 株式会社グラフィック 内閣府沖縄総合事務局

大坂屋 株式会社興農園 那覇市役所

沖縄県庁 株式会社サプリメントジャパン 南城市役所

沖縄市役所 株式会社システック沖縄 日本食研株式会社

沖縄綜合警備保障株式会社 株式会社都市科学政策研究所 日本トランスオーシャン航空株式会社

沖縄地区税関 株式会社パラダイスプラン ヤマエ久野株式会社

沖縄テクノス株式会社 株式会社ビーンズラボ 山崎製パン株式会社

沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社 株式会社ピエトロ 有限会社グリーンフィールド

主な就職先

【農学部】平成30年度卒業者の主な就職先


