
AIG損害保険株式会社 株式会社いえらぶ琉球 合同会社iサポグループ

ANA沖縄空港株式会社 株式会社イシド 合同会社SUNJU

EY税理士法人 株式会社ヴィックスコミュニケーションズ 合同会社数研neo

Fringe81株式会社 株式会社エイチームコネクト 国際自動車株式会社

I. Breez English Academy 株式会社エステート白馬 国立大学法人琉球大学

JALスカイエアポート沖縄株式会社 株式会社エヌティ・ソリューションズ 三井住友海上火災保険株式会社

MXモバイリング株式会社 株式会社エプコ 山形市役所

NPO法人ちゅらゆい 株式会社オープンハウス 志布志市役所

On Time Staffing沖縄 株式会社オンデーズ 糸満市立西崎中学校

SEC pacific? 株式会社グラスト 鹿児島県庁

WBFリゾート沖縄株式会社 株式会社ケイアイシー 社会福祉法人トゥムヌイ福祉会

アイ・ケイ・ケイ株式会社 株式会社ケイオーパートナーズ 社会保険診療報酬支払基金

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 株式会社コジマ 出入国在留管理庁

アイティーアイ株式会社 株式会社サン・エージェンシー 新光産業株式会社

アクセンチュア株式会社 株式会社サンエー 瀬戸市役所

イオン琉球株式会社 株式会社サンレー 生活協同組合コープおきなわ

イケア・ジャパン株式会社 株式会社シンカーミクセル 西原町役場

うるま市役所 株式会社スズキ自販沖縄 西日本フード株式会社

エッカ石油株式会社 株式会社スタジオゼウス 西日本建設業保証株式会社

オリックス・ビジネスセンター沖縄株式会社 株式会社すららネット 西日本電信電話株式会社

グローバルビジネスソリューションズ株式会社 株式会社セブンイレブン・ジャパン 西兵庫信用金庫

サントリーフーズ沖縄株式会社 株式会社セントラル 石垣市立石垣中学校

シティグループ証券株式会社 株式会社ダイコク 仙台市役所

シンガポール・エアラインズ・リミテッド 株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ 千葉県警察

ダイレックス株式会社 株式会社トライアングル 全国共済農業協同組合連合会

タカラスタンダード株式会社 株式会社ドラッグストアモリ 全保連株式会社

トランスコスモス株式会社 株式会社ナナミ 大東建託パートナーズ株式会社

ハンズ観光株式会社 株式会社ビーンズラボ 大同火災海上保険株式会社

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ 株式会社ヒューマニック 拓南本社株式会社

ホリデーホームズＴＳＵＢＯＹＡ 株式会社ファーストリテイリング 中城村役場

モリンダ・ニュー・エイジ・ビバレッジ 株式会社フィナンシャル・エージェンシー 長崎県警察

リコージャパン株式会社 株式会社ベネッセスタイルケア 東京海上日動火災保険株式会社

旭川市役所 株式会社ホテルオークラ 東京国税局

安藤証券株式会社 株式会社ホテル日航福岡 特定非営利活動法人バリアフリーネットワーク会議

一般財団法人沖縄美ら島財団 株式会社ミュゼプラチナム 那覇空港コーディアルサービス株式会社

一般社団法人大樹庭太陽学童 株式会社もずキム 那覇公安調査事務所

茨城県庁 株式会社やる気スイッチグループ 那覇市役所

浦添市美術館 株式会社ユニフロー 那覇市立古蔵中学校

浦添市役所 株式会社リゲン 那覇市立病院

翁長雄治事務所 株式会社りゅうせき 内閣府沖縄総合事務局

沖縄パナソニック特機株式会社 株式会社リライズ 南城市役所

沖縄ワタベウェディング株式会社 株式会社沖縄タイムス社 日総工産株式会社

沖縄県観光事業協同組合 株式会社沖縄海邦銀行 日本たばこ産業株式会社

沖縄県議会事務局 株式会社沖縄銀行 日本トランスオーシャン航空株式会社

沖縄県警察 株式会社金秀本社 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社

沖縄県自立生活センター・イルカ 株式会社御菓子御殿 日本製鉄株式会社

沖縄県生活協同組合連合会 株式会社光貴 日本年金機構

沖縄県庁 株式会社国際システム 飛騨市役所
沖縄県農業協同組合 株式会社青山商事 富士通株式会社
沖縄県立コザ高等学校 株式会社川平商会 福岡高等裁判所
沖縄県立首里高等学校 株式会社島袋 平和観光株式会社
沖縄県立八重山農林高等学校 株式会社勉強堂 豊見城市役所
沖縄国税事務所 株式会社琉球ネットワークサービス 北海道庁
沖縄市役所 株式会社琉球銀行 北九州消防局
沖縄出光株式会社 株式会社琉球新報社 北谷町立桑江中学校
沖縄第一倉庫株式会社 株式会社良品計画 北中城村立北中城中学校
沖縄地区税関 肝付町役場 夢見る仲間たち音楽教室
沖縄防衛局 岸本不動産株式会社 明治安田生命保険相互会社
株式会社ITS 宜野湾市役所 有限会社クロスロード
株式会社SMBC信託銀行 宮古島市役所 琉球ネットワークサービス
株式会社Surpass 共同エンジニアリング株式会社 琉球海運株式会社
株式会社USEN media 金秀商事株式会社 琉球朝日放送株式会社
株式会社VSN 熊本家庭裁判所
株式会社YKK AP株式会社 警視庁

主な就職先

【法文学部】令和元年度卒業者の主な就職先



ANA沖縄空港株式会社 株式会社 カヌチャベイリゾート 株式会社近畿日本ツーリスト沖縄

EY税理士法人 株式会社JTB沖縄 株式会社近鉄・都ホテルズ

JALスカイエアポート沖縄株式会社 株式会社LAVA　international 株式会社国建

JR九州ドラッグイレブン株式会社 株式会社note 株式会社電通オペレーションパートナーズ

MXモバイリング株式会社 株式会社SHASEKI 株式会社電通沖縄

TATRAS INTERRNATIONAL株式会社 株式会社USEN 株式会社徳島ダイハツモータース

WBFリゾート沖縄株式会社 株式会社アソシア 株式会社琉球銀行

アイソトープス株式会社 株式会社いえらぶ琉球 関西不動産販売株式会社

イオン琉球株式会社 株式会社イングルム 九州旅客鉄道株式会社

オリオンビール株式会社 株式会社インターナショナルエアーカーゴーシステムインク 三菱自動車工業株式会社

シティグループ 株式会社インテリム 出入国在留管理庁

シティグループ証券株式会社 株式会社ウーオ 全日本空輸株式会社

ソウルドアウト株式会社 株式会社エイチーム 帯広信用金庫

ソフィーナビューティーカウンセリング株式会社 株式会社エイチツー 大阪府警察

トランスコスモス株式会社 株式会社オカノ 大同火災海上保険株式会社

パーソルプロセス&テクノロジー株式会社 株式会社ガーディアン 炭火焼居酒屋夢屋

パナソニック株式会社 株式会社コアテック 東日本電信電話株式会社

ハレクラニ沖縄 株式会社サイダス 那覇市役所

プレミアムホテルグループ 株式会社シーエー・アドバンス 内閣府沖縄総合事務局

沖電グローバルシステムズ株式会社 株式会社すかいらーくレストランツ 南城市役所

沖縄アスコン株式会社 株式会社ぜん 南西医療機器株式会社

沖縄ワタベウェディング株式会社 株式会社トゥモローランド 南日本薬品株式会社

沖縄県信用保証協会 株式会社プロトソリューション 日本トランスオーシャン航空株式会社

沖縄県庁 株式会社プロトリリューション 日本ビジネスシステムズ株式会社

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 株式会社ランドネット 日本駐車場開発株式会社

沖縄国税事務所 株式会社ロボットペイメント 冒険者プラコレ

沖縄製粉株式会社 株式会社沖縄テレビ開発 与那原町役場

沖縄電力株式会社 株式会社沖縄銀行

沖縄防衛局 株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング

主な就職先

【観光産業科学部】令和元年度卒業者の主な就職先



イオン琉球株式会社 嘉手納町立嘉手納小学校 西原町立西原小学校

うるま市立あげな中学校 橿原市立畝傍北小学校 西原町立西原東小学校

うるま市立高江洲中学校 株式会社EQWEL 石垣市立大浜小学校

キャスティングオフィスサザンクロス 株式会社NTTフィールドテクノ 倉敷市立倉敷支援学校

グーグル合同会社 株式会社アイジーエー 相愛幼稚園

ジェイ・ワークス株式会社 株式会社エイチアンドクロッシング 大分県立佐伯支援学校

ジャカルタ日本人学校 株式会社オンデーズ 大和町立蘇陽小学校

ハイアットリージェンシー瀬良垣沖縄 株式会社こうゆう 中原小学校、兼原小学校

ピパーチキッチン 株式会社コラボハウス 中城村立中城南小学校

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ 株式会社まはろ 朝倉郡筑前町立東小田小学校

ファミリーキッズ保育園 株式会社リウエン商事 東武トップツアーズ株式会社

フリーランス 株式会社ワールドインテック 読谷村立古堅南小学校

ライフジュニア日本語学院 株式会社沖縄海邦銀行 那覇検疫所

りらいあコミュニケーションズ株式会社 株式会社近代美術 那覇市役所

一般社団法人教育振興会 株式会社金秀興産 那覇市立寄宮中学校

浦添市役所 株式会社光貴 那覇市立古蔵小学校

浦添市立港川小学校 株式会社島袋 那覇市立古波蔵小学校

浦添市立神森小学校 丸亀市立城辰小学校 那覇市立小禄中学校

浦添市立仲西小学校 宜野湾市役所 那覇市立城西小学校

浦添市立仲西中学校 宜野湾市立志真志小学校 那覇市立神原小学校

浦添市立当山小学校 宜野湾市立大謝名小学校 那覇市立石嶺小学校

横浜市立いぶき野小学校 宜野湾市立普天間第二小学校 那覇市立那覇中学校

沖縄カトリック小学校 金秀バイオ株式会社 那覇市立泊こども園

沖縄ヤクルト株式会社 金武町立嘉芸小学校 南山病院

沖縄県庁 警視庁 南城市の学童クラブ

沖縄県立浦添工業高校 広島修道大学ひろしま協創中学校 南城私立船越小学校

沖縄県立沖縄盲学校 国立大学法人琉球大学教育学部付属中学校 南風原町立北岡小学校

沖縄県立球陽高等学校 佐渡市立河原田小学校 八潮市立松之木小学校

沖縄県立鏡が丘特別支援学校 三井不動産リゾートマネジメント株式会社 富国生命保険相互会社

沖縄県立西崎特別支援学校 山崎工業 富士産業株式会社

沖縄県立太平特別支援学校 指宿市立利永保育所 普天間幼稚園

沖縄県立島尻特別支援学校 私立盈進中学高等学校 米子市立淀江中学校

沖縄県立南風原高等学校 糸満市立光洋小学校 豊見城市立座安小学校

沖縄県立美咲特別支援学校 糸満市立糸満小学校 豊見城市立豊崎小学校

沖縄県立豊見城高校 児童デイサービスココステージ 北谷町役場

沖縄国税事務所 鹿島朝日高等学校 北谷町立北谷小学校

沖縄市立宮里小学校 社会福祉法人幸福義会 北中城村立北中城小学校

沖縄市立山内小学校 住友生命保険相互会社 北中城村立北中城幼稚園

沖縄市立美東小学校 小倉瞳幼稚園 名護市立羽地中学校

沖縄市立泡瀬小学校 上士幌町立認定こども園ほろん 有限会社誠伸社

沖縄尚学高等学校附属中学校 真栄原どろんこ保育園 与那原町立与那原東小学校

沖縄明治乳業株式会社 神奈川県立武山養護学校 琉球ネットワークサービス株式会社

主な就職先

【教育学部】令和元年度卒業者の主な就職先



さいたま市立病院 九州医療センター

ハートライフ病院 君津中央病院 川崎幸病院

茨城西南医療センター病院 健和会大手町病院 大手町病院

浦添総合病院 公立昭和病院 大森赤十字病院

横須賀共済病院 国際医療福祉大学 中頭病院

沖縄医療生活協同組合沖縄協同病院 国立国際医療研究センター 中部徳洲会病院

沖縄県立中部病院 佐久総合病院 島田市民病院

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 済生会宇都宮病院 東京都再生会中央病院

沖縄県立北部病院 済生会音羽病院 那覇市立病院

沖縄赤十字病院 埼玉友心会病院 南部徳洲会病院

海老名総合病院 札幌東徳洲会病院 豊見城中央病院

関越病院 宗像水光会総合病院 箕面市立病院

関東労災病院 聖隷浜松病院 名古屋医療センター

紀南病院 西神戸医療センター 立川総合病院

亀田総合病院 赤穂市民病院 琉球大学医学部附属病院

京都大学附属病院 千葉大学医学部附属病院

主な就職先

【医学部　医学科】令和元年度卒業者の主な就職先



CPCC株式会社 沖縄県立中部病院 公益財団法人がん研有明病院

ハートライフ病院 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 社会医療法人愛仁会

一般財団法人沖縄県健康づくり財団 沖縄県立八重山病院 神奈川県立こども医療センター

浦添総合病院 沖縄県立病院 東京慈恵会医科大附属病院

沖縄医療生活協同組合沖縄協同病院 沖縄県立北部病院 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター

沖縄県健康づくり財団 株式会社JALスカイ 日本赤十字社沖縄赤十字病院

沖縄県庁 久田病院 名古屋記念病院

沖縄県保健所 空の森クリニック

主な就職先

【医学部　保健学科】令和元年度卒業者の主な就職先



ANA沖縄空港株式会社 沖縄地区税関 株式会社創和ビジネス・マシンズ

FutureRays株式会社 株式会社BFT 株式会社長府製作所

KIS 岸本情報システム（岸本不動産株式会社） 株式会社H.I.S 株式会社東恩納組

ST.ソリューションズ株式会社 株式会社JTB沖縄 株式会社日本公文教育研究会

THK株式会社 株式会社RKKコンピューターサービス 株式会社陽進堂

U.S. Naval Ship Repair Facility and Japan Regional Maintenance Center 株式会社TAP 株式会社琉球銀行

UTエイム株式会社 株式会社アイワ不動産ホールディングス 株式会社隆盛コンサルタント

WDB株式会社エウレカ社 株式会社アソシア 株式会社當木工事

アクアス株式会社 株式会社アルプス技研 基礎地盤コンサルタンツ株式会社

アズビルトレーディング株式会社 株式会社いえらぶ琉球 気象庁

うるま市役所 株式会社ヴィジュアル・プロセッシング・ジャパン 宜野座村立宜野座中学校

オリックス・ビジネスセンター沖縄株式会社 株式会社ウィルテック 宜野湾市役所

オリックス水族館株式会社 株式会社ケイアートファクトリー 公益財団法人ふくしま海洋科学館

ザ・テラスホテルズ株式会社 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 航空管制官

ソフトウエア情報開発株式会社 株式会社サーフレジェンド 高砂熱学工業株式会社

テクノエイト株式会社 株式会社サイダス 国立大学法人琉球大学

トランスコスモス株式会社 株式会社サンエー 志学塾

ハヤシアグロサイエンス株式会社 株式会社ジェイ・エス・エス 糸満市役所

プログレス・テクノロジーズ株式会社 株式会社スターフライヤー 出入国在留管理庁

ホクト株式会社 株式会社スタッフサービスエンジニアリング 所沢市立上山口中学校

リコージャパン株式会社 株式会社ソウルプラネット 静岡放送株式会社

愛知県庁 株式会社ソフトテックス 大栄環境ホールディングス株式会社

沖電グローバルシステムズ株式会社 株式会社フテロシステム 大分県立大分雄城台高等学校

沖縄コカ・コーラボトリング株式会社 株式会社プロトソリューション 大分大学全学研究推進機構

沖縄セルラー電話株式会社 株式会社ホット沖縄 椎名大敷組合

沖縄フォーサイト株式会社 株式会社マーキュリー 那覇市立安岡中学校

沖縄ヤマト運輸株式会社 株式会社みずほフィナンシャルグループ 内閣府沖縄総合事務局

沖縄県庁 株式会社メイテック 南島酒販株式会社

沖縄県農業協同組合 株式会社ユニクロ 日工電子工業株式会社

沖縄県立首里高等学校 株式会社リボルブ沖縄 日本アイ・ビー・エム株式会社

沖縄国税事務所 株式会社沖縄メディコ 日本自動化開発株式会社

沖縄市役所 株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング 防衛省

沖縄振興開発金融公庫 株式会社犬の家 北谷町役場

沖縄製粉株式会社 株式会社国際システム 北中城村立北中城中学校

沖縄綜合警備保障株式会社 株式会社千代田テクノル 琉球ダイハツ販売株式会社

主な就職先

【理学部】令和元年度卒業者の主な就職先



FANTAS technology株式会社 株式会社アクセルエンターメディア 株式会社川瀬電機工業所

JR東日本メカトロニクス株式会社 株式会社あしびかんぱにー 株式会社大興建設

KIS 岸本情報システム（岸本不動産株式会社） 株式会社あつまる 株式会社大日本土木

MRO　JAPAN株式会社 株式会社アルティア 株式会社大分銀行

NECディスプレイソリューションズ株式会社 株式会社アルトナー 株式会社唐津プレシジョン

NTTインフラネット株式会社 株式会社アルプス技研 株式会社東洋機工

SCSKニアショアシステムズ株式会社 株式会社アルペン 株式会社日野ヒューテック

アプネアワークス株式会社 株式会社ヴィッツ沖縄 株式会社日立インダストリアルプロダクツ

アルカディア・システムズ株式会社 株式会社ウイルテック 株式会社日立パワーソリューションズ

うるま市役所 株式会社ウォンツ 株式会社白泉社

お肉の台所1129 株式会社エジソン 株式会社富士ピー・エス

ケーアンドイー株式会社 株式会社エヌ・テック・システムズ 株式会社平成建設

サンデンホールディングス株式会社 株式会社エフアンドエム 岐阜県庁

シャープ株式会社 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 共同エンジニアリング株式会社

セキスイハイム九州株式会社 株式会社きんでん 玉野総合コンサルタント株式会社

ゼネラルエンジニアリング株式会社 株式会社クライム 九州地方整備局

セントラルコンサルタント株式会社 株式会社グラフィック 熊本県庁

ソーシャルデータバンク株式会社 株式会社クレスコ 戸田建設株式会社

ダイキン工業株式会社 株式会社ケミカル工事 高砂熱光学工業株式会社

ちゅらデータ株式会社 株式会社サザンクロスシステムズ 合同会社Acoustic Dub

ディーピーティー株式会社 株式会社サンエー 三陽建設株式会社

テクノプロ・エンジニアリング社 株式会社サン電工社 山九株式会社

テクノプロ・デザイン社 株式会社シークス 山陽特殊製鋼株式会社

ニチコン株式会社 株式会社ジェイデバイス 新光産業株式会社

パーソル パナソニック HRパートナーズ株式会社 株式会社ソルティスター 新菱冷熱工業株式会社
パーソルパナソニックHRパートナーズエクセルテクノロジー 株式会社ダイハツビジネスサポートセンター 西田鉄工株式会社

パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社 株式会社タップ 積水ハウス株式会社

パナソニックITS株式会社 株式会社テクノプロ・コンストラクション 赤江機械工業株式会社

フジテック株式会社 株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング 川北電工

マイクロンメモリジャパン合同会社 株式会社ニューフォリア 多田電機株式会社

マキノジェイ株式会社 株式会社ネオジャパン 大阪県庁

ミツワ株式会社 株式会社ネットワーク 大鉄工業株式会社

ヤマザキマザック株式会社 株式会社ハイテム 大東建託株式会社

愛知県庁 株式会社バリューブリッジ 大福コンサルタント株式会社

愛媛県庁 株式会社ヒップ 大分県庁

浦添市役所 株式会社ヒューマンクレスト 駐留軍等労働者労務管理機構

沖縄セルラー電話株式会社 株式会社ヒラノテクシード 東建コーポレーション株式会社

沖縄フォーサイト株式会社 株式会社ホープ設計 東芝デバイス＆ストレージ株式会社

沖縄プラント工業株式会社 株式会社ホンダロック 徳島インディゴソックス

沖縄県企業局 株式会社マーキュリー 特許業務法人酒井国際特許事務所

沖縄県庁 株式会社マヌタ 読谷村役場

沖縄市役所 株式会社みんなのウエディング 那覇市役所

沖縄綜合警備保障株式会社 株式会社メイテック 内海造船株式会社

沖縄電気保安協会 株式会社メディアシーク 内閣府沖縄総合事務局

沖縄電力株式会社 株式会社やる気スイッチグループ 南日本情報処理センター株式会社

沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社 株式会社ユニリタ 日鉄日新製鋼株式会社

株式会社ALL Rise Group 株式会社ラキール 日鉄溶接工業株式会社

株式会社IHI 株式会社ワールドインテック 日本システム技術株式会社
株式会社IHI原動機 株式会社一条工務店 日本トランスオーシャン航空株式会社
株式会社JALエンジニアリング 株式会社横河ブリッジ 日本ビジネスシステムズ株式会社
株式会社KOWAMEX 株式会社沖電工 日本電気通信システム株式会社
株式会社RKKコンピューターサービス 株式会社沖縄エジソン 日本郵便株式会社
株式会社SPGホールマン 株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング 柏市役所
株式会社URリンケージ 株式会社金下建設 米軍横須賀基地
株式会社VSN 株式会社九電工 防衛省
株式会社アイオス 株式会社高木製作所 防衛省陸上自衛隊
株式会社アイティーオー 株式会社鴻池組 本田技研工業株式会社
株式会社アイティフォー 株式会社国建 有限会社トモプランニング
株式会社アウトソーシングテクノロジー 株式会社山田商店 有限会社ますいいリビングカンパニー
株式会社アカネクリエーション 株式会社照正組 与那原町役場

主な就職先

【工学部】令和元年度卒業者の主な就職先



（合）琉球インターナショナル 株式会社TAPカンパニー 金秀興産株式会社

ELJソーラーコーポレーション株式会社 株式会社VSN 九州厚生局

WDB株式会社エウレカ社 株式会社あつまる 江東区役所

アウルの森　沖縄保護動物園 株式会社エイテック 出入国在留管理庁

うるま市役所 株式会社すかいらーくホールディングス 松屋フーズホールディングス

オタフクソース株式会社 株式会社テレファーム 人事院沖縄事務所

おるがんと 株式会社リコウム 全国農業協同組合連合会

クオリサイトテクノロジーズ株式会社 株式会社ワールド・ワン 鷹正宗株式会社

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 株式会社紀伊國屋 東京シティ青果株式会社

サントリービバレッジサービス株式会社 株式会社群馬銀行 那覇市役所

ゼンショーホールディングス 株式会社丹羽鉄工所 内閣府沖縄総合事務局

メディカルケアサービス株式会社 株式会社徳島北ホンダ 南西医療器株式会社

医療法人海秀会うえむら病院 株式会社北岸 南風原町役場

茨城県教育庁 株式会社琉球銀行 日本国土開発株式会社

沖縄コカコーラボトリング株式会社 株式会社林牧場 兵庫六甲農業協同組合

沖縄県庁 岐阜県庁 名護市役所

沖縄県農業協同組合 京都府庁 明治飼料株式会社

沖縄県立宮古総合実業高校 共和化工株式会社 琉京甘味SANS SOUCI

沖縄県立八重山農林高等学校 金秀バイオ株式会社 林野庁

主な就職先

【農学部】令和元年度卒業者の主な就職先


