
沖縄県庁 東村役場 沖縄防衛局
沖縄県立南部医療センターこども医療センター 那覇市役所 宜野湾市役所

沖縄国税事務所 那覇地方検察庁 宮古島市役所

沖縄市役所 那覇地方法務局 沖縄地区税関

沖縄総合事務局 福岡出入国在留管理局那覇支局 沖縄労働局

横浜市役所 佐賀県庁 防衛省北関東防衛局

菊陽町役場 都城市役所

釧路市役所 陸上自衛隊幹部候補生

県内 沖縄県教育委員会 昭和薬科大学附属高等学校・中学校

県外 宮崎県日向市立大王谷中学校

SCSKニアショアシステムズ株式会社 沖縄富士通システムエンジニアリング 株式会社国建システム
オリックス・ビジネスセンター沖縄株式会社 株式会社　光貴 株式会社国際システム
トランス・コスモスマーケティングフィールド株式会社 株式会社 琉球ネットワークサービス 株式会社琉球DigiCo

トランスコスモス株式会社 株式会社mediba seasorizeカンパニー 株式会社琉球ネットワークサービス

プロトソリューションズ株式会社 株式会社OCC 沖縄テクノス株式会社

リボルブ沖縄株式会社 株式会社いえらぶ琉球 沖縄ビジネスソリューションズ株式会社

沖電グローバルシステムズ株式会社 株式会社ビーンズラボ 沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社

沖縄セルラー電話株式会社 株式会社フォーサイトシステム 株式会社マーキュリー

株式会社りゅうせきフロントライン 株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング

パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社 株式会社シオン 株式会社光貴

一般社団法人共同通信社 株式会社ステップ 西日本電信電話株式会社

株式会社LDS 株式会社マーキュリー 富士通エフサスシステムズ株式会社

株式会社アルク 株式会社メンバーズ

株式会社オープンストリーム 株式会社りらいあコミュニケーションズ

AIG Insurance company 沖縄県信用保証協会 大同火災海上保険株式会社

Citi Group bank 株式会社OCS 日本生命保険相互会社

おきぎん証券 株式会社りゅうぎんディーシー 株式会社沖縄銀行

コザ信用金庫 株式会社琉球銀行

シティグループ証券 全保連株式会社

県外 全保連株式会社 住友生命

エッカ石油 株式会社オンデーズ 生活協同組合コープおきなわ

沖縄パナソニック特機株式会社 株式会社琉薬 琉球日産
さが美グループホールディングス株式会社 株式会社ドラックストアモリ 東日本フード株式会社

株式会社コスモス薬品 株式会社ネクステージ 株式会社セブン-イレブン・ジャパン

EY税理士法人沖縄事務所 もも行政書士事務所 株式会社ミックス

エイチアールワン株式会社 沖縄ワタベウェディング 上原正一司法書士事務所

県外 独立行政法人中小企業基盤整備機構

沖縄県立南部医療センターこども医療センター 障害者支援施設グリーンホーム 日本年金機構

株式会社ココアンドルックス 特定非営利活動法人　沖縄県自立生活センター・イルカ 放課後等デイサービスIMUA

県外 埼玉医科大学グループ　埼玉医療福祉会 社会福祉法人　一燈会

情報通信業（電気通信、放送、IT、新聞、出版、映像・音声・文字情報製作等）

金融業、保険業

卸売業、小売業

県内

県外

県内

県内

県外

学校教員

民間企業（法人・団体含む）

【法文学部】令和２年度卒業者の主な就職先

公務員

県内

県外

学術研究、専門・技術サービス業

医療・福祉

県内

県内



県内 株式会社ネクステージ 株式会社ホンダカーズ沖縄 株式会社光貴

県外 Manpower Group 株式会社りらいあコミュニケーションズ

県内 イオン琉球株式会社

アド印刷株式会社 株式会社熊本日日新聞社 東芝デバイス＆ストレージ株式会社

チチヤス株式会社 株式会社寺岡製作所

株式会社TFDコーポレーション 株式会社サン・ライフ 株式会社エステート白馬

株式会社あなぶきハウジングサービス 株式会社ホーク・ワン 大東建託パートナーズ株式会社

県内 株式会社HUGE 株式会社トランク 

県外 タリーズコーヒージャパン株式会社 株式会社カトープレジャーグループ

県内 アメリカンエンジニアコーポレーション 国立大学法人琉球大学 のあ英会話スクール

県外 株式会社　白石学習院

県内 アメリカンエンジニアコーポレイション 街クリーン株式会社

県外 株式会社ワールドコーポレーション 須賀株式会社 明治コンサルタント株式会社

県内 沖縄ワタベウェディング株式会社 株式会社ピータイム

県外 株式会社光貴

県内 合同会社K-Conectar 日本トランスオーシャン航空 名護イーテクノロジー株式会社

県外 ノットグローバルホールディングス

県外 株式会社仙台89ers

県内 沖縄電力株式会社

県内 沖縄県農業協同組合(JAおきなわ) 有限会社フタバ種苗卸部

建設業

県外

サービス業（他に分類されないもの）

製造業

不動産業、物品賃貸業

宿泊業、飲食サービス業

県外

教育、学習支援業

生活関連サービス業、娯楽業（理容、美容、冠婚葬祭、旅行業、劇場、遊技場等）

運輸業、郵便業（鉄道、道路旅客、貨物運送、水運、航空運輸等）※郵便局を除く

その他

電気・ガス・熱供給・水道業

農業、林業



沖縄国税事務所 那覇市役所
沖縄市役所 福岡出入国在留管理局那覇支局

県外 大分県庁

沖縄セルラー電話株式会社 株式会社CA advance 株式会社サウス・ウインド・システム

沖縄タイムス社 株式会社mediba seasorizeカンパニー 株式会社ビーンズラボ
沖縄チエル株式会社 株式会社okicom 株式会社ミロク情報サービス
株式会社　光貴 株式会社キヤノン電子テクノロジー 株式会社リボルブ沖縄
株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング 株式会社日産車体コンピュータサービス 日本ビジネスシステムズ株式会社
株式会社光貴 日本コーディング株式会社 株式会社国際システム
トランスコスモス株式会社 株式会社　西日本新聞広告社 株式会社アウトソーシング
フリーランス 株式会社APコミュニケーションズ 株式会社バイタリフィ
株式会社　スクイズ 株式会社tam 株式会社パソナテック
株式会社フューチャーアース 西日本電信電話株式会社

ANAセールス株式会社 沖縄ワタベウェディング株式会社
TBCグループ株式会社 株式会社光貴
コンベンションリンケージ 株式会社シグマコミュニケーションズ

株式会社ジェイアール東海ツアーズ 株式会社ボディーワークホールディングス

AIG損害保険株式会社 シティグループ 株式会社琉球銀行
沖縄振興開発金融公庫 株式会社沖縄銀行

県外 エヌエヌ生命保険株式会社

EY税理士法人沖縄事務所 STC国際国際税務会計事務所
岩田税理士事務所 セコム琉球株式会社

県外 ランドブレイン株式会社

エッカ石油株式会社 株式会社　助っ人SEKIMARIN 株式会社ストライプインターナショナル

沖縄伊藤園 株式会社サンエー
県外 株式会社オンデーズ 株式会社ジーライオン 株式会社光貴

県内 株式会社KOTETSU 大鏡建設
株式会社NST 株式会社リッチロード
株式会社マリモ 有限会社ウチダ

沖縄多久パイププレファブ加工センター 近代美術
株式会社リュウクス 光文堂コミュニケーションズ

県外 株式会社おうすの里 東洋水産

県内 琉球海運株式会社 琉球物流株式会社
県外 株式会社TRIAL 間口ホールディングス株式会社

県内 株式会社国建 株式会社清家石材工業
県外 前田建設工業株式会社

県内 くだ歯科クリニック 株式会社トロイカ・メディカル・サポート 株式会社南西医療機器

県内 沖縄ガス 沖縄プラント工業株式会社 沖縄電力株式会社

県外 宮崎県漁業共済組合

県内 ダイワロイヤル株式会社

建設業

県内

県外

学術研究、専門・技術サービス業

【観光産業科学部】令和２年度卒業者の主な就職先

民間企業（法人・団体含む）

公務員

情報通信業（電気通信、放送、IT、新聞、出版、映像・音声・文字情報製作等）

県内

県内

生活関連サービス業、娯楽業（理容、美容、冠婚葬祭、旅行業、劇場、遊技場等）

県内

県外

金融業、保険業

県内

卸売業、小売業

不動産業、物品賃貸業

製造業

運輸業、郵便業（鉄道、道路旅客、貨物運送、水運、航空運輸等）※郵便局を除く

県外

県内

県内

医療・福祉

電気・ガス・熱供給・水道業

漁業

宿泊業、飲食サービス業



沖縄県庁 中城村立津覇小学校
沖縄総合事務局 那覇市役所

県外 海上保安学校 東京消防庁 美郷町役場

うるま市立与那城小学校 金武小学校 登野城小学校
安岡中学校 坂田小学校 当山小学校
浦添市立港川小学校 山内小学校 読谷村立喜名小学校
沖縄県立島尻特別支援学校 志真志小学校 那覇市教育委員会
沖縄県立北中城高等学校 糸満市真壁小学校 那覇市立上間小学校
沖縄市立比屋根小学校 首里中学校, 仲西中学校 那覇市立城西小学校
沖縄市立泡瀬小学校 城東小学校 南城市立大里南小学校
恩納村立うんな中学校 石嶺小学校 南風原中学校
宜野湾市役所教育委員会（はごろも学習センター） 沢岻小学校 南風原幼稚園
宜野湾小学校 仲西中学校 八重瀬町立東風平小学校
宮里小学校 潮平小学校 美原小学校
鏡が丘特別支援学校 津嘉山小学校 美東小学校
金城小学校 琉球大学教育学部附属小学校 泡瀬特別支援学校
与儀小学校 琉球大学教育学部附属中学校 豊見城市立上田小学校
与那原小学校 名護市立大宮小学校 豊見城市立豊崎小学校
愛知県教育委員会 松浦市立福島中学校 南幼稚園
岡山市小学校 袋井市立周南中学校 八千代台市立大和田西小学校
釧路市立阿寒湖義務教育学校 大田区立大森第十中学校 品川区立浅間台小学校
原中学校 長崎市立大園小学校 武蔵台学園
佐世保市立祇園小学校 長与町立長与南小学校 福岡市立千早小学校
本庄市立中央小学校

b&gかっちんふぇーばる チャイルドサポートうらそえ ちばなハイサイ保育園
ぎのわんおひさま保育園 児童デイサービスまはろ 琉球光和

県外 大貫保育園 和光メディカルあさひ調剤薬局

NPO法人エンカレッジ トライプス 株式会社オーイーエス
つきしろ塾 嘉数学童クラブ

県外 特定非営利法人　NPOこどもサポート・みんなのおうち

県内 オリックスビジネスセンター沖縄株式会社 琉球放送株式会社
県外 株式会社ハウフルス

県内 CORK 株式会社コナカ 株式会社ストライプインターナショナル

県内 R PROJECT株式会社 株式会社サング 株式会社ソウルキッチン

県内 LEATHER WORKS BOAB 株式会社ヒューマニック

県内 株式会社ゆうちょ銀行

県外 INSOU SPORTS 株式会社

県内 沖縄ワタベウェディング株式会社

その他

生活関連サービス業、娯楽業（理容、美容、冠婚葬祭、旅行業、劇場、遊技場等）

情報通信業（電気通信、放送、IT、新聞、出版、映像・音声・文字情報製作等）

卸売業、小売業

宿泊業、飲食サービス業

サービス業（他に分類されないもの）

複合サービス事業（郵便局、協同組合等）

県内

県外

民間企業（法人・団体含む）
医療・福祉

【教育学部】令和２年度卒業者の主な就職先
公務員

県内

教育、学習支援業

県内

学校教員

県内



沖縄県庁 沖縄防衛局 豊見城市役所
沖縄総合通信事務所 財務省税関 北谷町役場
沖縄地区税関 那覇市役所
安芸森林管理署 九州管区警察局 静岡県庁
気象庁 広島県警察

那覇市教育委員会 球陽高等学校 西原町
沖縄市教育委員会 神森中学校 宮古総合実業高等学校

県外 宮崎県立延岡工業高等学校

株式会社国際システム 株式会社ビーンズラボ 株式会社エイチームコネクト
システック沖縄 株式会社リウコム 株式会社ジョブマネ
ソニービジネスオペレーションズ株式会社 株式会社沖縄エジソン 株式会社ネットワーク
トランスコスモス株式会社 株式会社沖縄ケーブルネットワークシステムズ 株式会社富士通
沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社 株式会社沖縄ハイシンク 株式会社okicom

県外 トランス・コスモス株式会社 株式会社ウイルテック 株式会社ジャステック

ハートコネクション 合同会社アローズ 有限会社ベリーズ ミスタードーナツ

株式会社富士達　七輪焼肉安安 首里天楼
県外 一般財団法人休暇村協会

県内 株式会社芝岩エンジニアリング 琉球光和

県内 トランスコスモス 株式会社光貴
県外 株式会社dip

県内 第一農薬株式会社 拓南製鉄
県外 株式会社アウトソーシングテクノロジー

県内 NPO法人エンカレッジ 株式会社ILC
県外 株式会社スプリング 北海道地区国立大学法人

県内 那覇空港ビルディング株式会社

県外 WDB株式会社エウレカ社 株式会社アルプス技研

県内 株式会社オカノ
県外 東京ガス株式会社

県内 株式会社琉球銀行 株式会社沖縄銀行

県内 株式会社オカノ 株式会社ドラッグストアモリ

県内 株式会社DMM RESORTS 

県外 アグリス株式会社

県内 沖縄しまたて協会

県外 株式会社ホクコク地水

県内

鉱業、採石業、砂利採取業

金融業、保険業

卸売業、小売業

生活関連サービス業、娯楽業（理容、美容、冠婚葬祭、旅行業、劇場、遊技場等）

医療・福祉

建設業

製造業

教育、学習支援業

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業（電気通信、放送、IT、新聞、出版、映像・音声・文字情報製作等）

県内

宿泊業、飲食サービス業

その他

サービス業（他に分類されないもの）

県内

県外

県内

民間企業（法人・団体含む）

【理学部】令和２年度卒業者の主な就職先

公務員

学校教員



浦添市役所 沖縄市役所 那覇市役所

沖縄県庁 沖縄総合事務局 南城市役所

愛媛県町 長崎市役所

大分市役所 福山市役所

 株式会社シーエー・アドバンス 株式会社シーエー・アドバンス 株式会社沖縄エジソン

ドリーム・アーツ沖縄 株式会社ネットワーク 株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング

沖電グローバルシステムズ株式会社 株式会社ビーンズラボ 株式会社国際システム

沖縄セルラー電話株式会社 株式会社リウコム 国建システム
沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社 株式会社カルク 日本流通システム株式会社

株式会社 沖電グローバルシステムズ 株式会社クオリサイトテクノロジーズ 株式会社エヌ・テック・システムズ

B.B.スタジオ 株式会社NTTファシリティーズ 株式会社ハイマックス

Sansan 株式会社 株式会社ZOZOテクノロジーズ 株式会社パソナテック

SCSKニアショアシステムズ株式会社 株式会社アクシス 株式会社ビーネックスソリューションズ

UTグループ 株式会社アフレル 株式会社フルスピード

アルテリア・ネットワークス株式会社 株式会社ドコモCS九州 株式会社東邦システムサイエンス 

トランスコスモス株式会社 株式会社日進システムズ 株式会社南日本情報処理センター

東芝デジタルソリューションズ株式会社 ベース株式会社

株式会社kapok 株式会社沖電工 株式会社國場組

株式会社グローバルBIM 株式会社国建 金秀建設株式会社

株式会社ユートピア設計 株式会社大東エンジニヤリング 照正組

あおみ建設株式会社 株式会社オープンハウス・ディベロップメント 株式会社盛本構造設計事務所

株式会社　川田建設 株式会社ジオスター 株式会社大日本土木

株式会社アイダ設計 株式会社パナソニックホームズ 株式会社竹中工務店

株式会社アキュラホーム 株式会社ヤマックス 株式会社不動テトラ

西日本高速道路株式会社 株式会社安治川鉄工 基礎地盤コンサルタンツ株式会社

青木あすなろ建設（株） 株式会社九電工 戸田建設株式会社

渡辺組 川口建設 五星

美里建設株式会社 五洋建設株式会社 若築建設株式会社

新菱工業株式会社

エッカ石油株式会社 株式会社琉球セメント 南西石油株式会社

沖縄プラント工業株式会社 拓南商事株式会社 琉球セメント株式会社

株式会社りゅうせき 拓南製作所株式会社

NTTエレクトロニクス株式会社 株式会社Ostech 株式会社ウォンツ

アルトナー 株式会社アイティーオー 株式会社ダイハツビジネスサポートセンター

シンフォニアテクノロジー株式会社 株式会社アウトソーシングテクノロジー 株式会社パーソルR&D

ニシム電子工業株式会社 株式会社アルトナー 株式会社マルマエ

マツダ株式会社 株式会社アルプス技研 株式会社メイテック

株式会社荏原製作所 三五株式会社 三和工機　株式会社

株式会社日出ハイテック 三菱ケミカル株式会社 住友電装 株式会社 技術総合職

株式会社廣澤精機製作所 三菱電機エンジニアリング株式会社 日本テトラパック株式会社

本田技研工業株式会社

県内 合同会社総和空設 西日本高速道路総合サービス沖縄株式会社

県外 RIZAP株式会社 株式会社VSN 株式会社メイテック

県外

学術研究、専門・技術サービス業

建設業

県内

県外

製造業

県内

県内

県外

県内

県外

【工学部】令和２年度卒業者の主な就職先

公務員

民間企業（法人・団体含む）※アルバイト・パート含む

情報通信業（電気通信、放送、IT、新聞、出版、映像・音声・文字情報製作等）



沖縄ガス株式会社 株式会社プログレッシブエナジー

沖縄電力株式会社 株式会社沖電工

県外 株式会社九電工 北陸電力株式会社

株式会社オカノ 株式会社ドン・キホーテ 株式会社沖縄メディコ

株式会社サンエー 株式会社りゅうせき 新光産業株式会社

県外 つるや株式会社

県内 オリックス自動車株式会社 株式会社　光貴

県外  キャリアアセットマネジ株式会社

県内 R PROJECT株式会社 やる気スイッチグループ

県内 株式会社　照正組 有限会社サンサン沖縄

県外 株式会社スシローグローバルホールディングス

県外 株式会社福一漁業

県内 株式会社沖縄銀行

県外 西日本高速道路株式会社

金融業、保険業

運輸業、郵便業（鉄道、道路旅客、貨物運送、水運、航空運輸等）※郵便局を除く

県内

サービス業（他に分類されないもの）

教育、学習支援業

不動産業、物品賃貸業

宿泊業、飲食サービス業

漁業

電気・ガス・熱供給・水道業

卸売業、小売業

県内



沖縄県庁 沖縄総合通信事務所 北中城村役場

沖縄総合事務局 国税専門官

酒田市役所 農林水産省　植物防疫所 長野県庁

青森県庁 福岡検疫所 北海道庁

エームサービス株式会社 セルメディカ株式会社 株式会社武蔵野沖縄

オリオンビール株式会社 株式会社サウスプロダクト

クニヒロ株式会社 株式会社TATSUMI 株式会社粉研パウテックス

株式会社 株式会社ライフフーズ

株式会社サンエー 株式会社島袋 株式会社那覇ミート

株式会社ダイレックス 株式会社米須釣具 沖縄ヤクルト株式会社

県外 Tokyoフレッシュ マルキョウ

シダックスフードサービス株式会社 中頭病院

株式会社日本ユニテック 淀川食品株式会社

県外 株式会社ビー・エム・エル 高邦会

ファロスファーム株式会社 株式会社共和化工

株式会社ゼン・トレーディング 共和化工株式会社

トランスコスモス株式会社 沖縄フォーサイト株式会社

沖縄日立ネットワークシステムズ 株式会社バックムーン

県外 シアトルコンサルティング株式会社

共和化工株式会社 三谷セキサン株式会社

国土防災技術株式会社 山田宅建社

JA共済連 沖縄県本部 大同火災海上保険株式会社

フィナンシャルエージェンシー 株式会社沖縄銀行

県内 株式会社LEOC

県外 JASMINEどうぶつ総合医療センター 株式会社FUBIC

県外 エヌエス環境株式会社 グリーンライフ産業株式会社

県内 株式会社クリア

県外 ジェイオーコスメティックス

県内 沖電開発株式会社

県内 株式会社オカノ

県内 沖縄医療生活協同組合　沖縄協同病院

県外

県内

県外

県内

県内

県外

県内

県内

県外

県内

情報通信業（電気通信、放送、IT、新聞、出版、映像・音声・文字情報製作等）

建設業

金融業、保険業

複合サービス事業（郵便局、協同組合等）

電気・ガス・熱供給・水道業

不動産業、物品賃貸業

生活関連サービス業、娯楽業（理容、美容、冠婚葬祭、旅行業、劇場、遊技場等）

その他

学術研究、専門・技術サービス業

民間企業（法人・団体含む）※アルバイト・パート含む

製造業

卸売業、小売業

医療・福祉

農業、林業

【農学部】令和２年度卒業者の主な就職先

公務員



県内 沖縄県庁 沖縄県立病院 那覇市役所

県外 神奈川県川崎市病院局

ハートライフ病院 新垣病院 琉球大学病院

沖縄医療生活協同組合 中頭病院

沖縄協同病院 中部徳洲会病院

医療法人 医誠会 地方独立行政法人神奈川県立病院機構 徳島赤十字病院

沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院 東京北医療センター 日本大学医学部附属板橋病院

千葉大学医学部附属病院 東邦大学医療センター大森病院 北海道大学病院

ハートライフ病院 県立中部病院 沖縄赤十字病院

浦添総合病院 那覇市立病院 沖縄北部病院

沖縄協同病院 社会医療法人 友愛会 友愛医療センター 琉球大学病院
沖縄県立県立南部医療センター・こども医療センター 大浜第一病院 中部徳洲会病院

中頭病院

JCHO九州病院 勤医協中央病院 青梅市立総合病院

うわまち病院 江戸川病院 静岡済生会総合病院

伊丹市立病院 済生会川口総合病院 千葉市立病院

医療法人徳洲会・札幌東徳洲会 坂総合病院 千葉徳洲会病院

宇部協立病院 三重中央医療センター 川埼幸病院

横浜市立市民病院 市民総合医療センター 相模原協同病院

横浜市立大学附属市民総合医療センター自治医科大学付属病院 相澤病院

横浜南共済病院 湘南鎌倉総合病院 総合病院 南生協病院

沖田沼中央総合病院 湘南厚木病院 大阪医科大学附属病院

亀田総合病院 湘南藤沢徳洲会病院 中国中央病院

菊名記念病院 神戸掖済会病院 長崎大学病院

東大和総合病院 武田総合病院 都立駒込病院

苫小牧市立病院 福岡徳洲会病院 都立墨東病院

日本鋼管病 北九州総合病院 東京医科歯科大学附属病院

獨協医科大学埼玉医療センター 東京大学医学部附属病院

【医学部（医学科）】令和２年度卒業者の主な就職先

臨床研修医

県外

県内

医療・福祉

県内

県外

【医学部（保健学科）】令和２年度卒業者の主な就職先

公務員

民間企業（法人・団体含む）

医療・福祉


