
国税庁 沖縄防衛局 沖縄地区税関
福岡入国管理局那覇支局 内閣府沖縄総合事務局 裁判所
那覇地方法務局 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 沖縄県警察
那覇地方検察庁 航空自衛隊 南城市教育委員会
沖縄県学校事務 赤道小学校 沖縄県庁
名護市役所 沖縄市役所 うるま市役所
読谷村役場 北谷町役場 宜野湾市役所
那覇市役所 豊見城市役所 南城市役所
糸満市役所

県外 奄美市役所（鹿児島） 埋蔵文化財センター（宮崎県）

宜野座高校 石川高等学校 美里高等学校
古堅中学校・宜野湾中学校 南風原町北丘小学校 西原高等学校
学校法人　興南学園 高良小学校 小禄高等学校

県外 川越市立初雁中学校（埼玉県） 大阪府立岸和田高等学校（大阪府） 宝塚市立仁川小学校（兵庫県）

JA共済連沖縄支部 沖縄振興開発金融公庫 SMBC日興証券
株式会社OCS 沖縄県市町村職員共済組合 全国共済農業協同組合連合会
株式会社琉球リース 大同火災海上保険株式会社 損保ジャパン日本興亜株式会社
日本銀行 シティバンク銀行株式会社 株式会社沖縄海邦銀行
株式会社沖縄銀行 株式会社琉球銀行

県外 東京海上日動火災保険株式会社（大分） 明治安田生命保険相互会社（東京）

沖縄県農業協同組合 沖縄ワタベウェディング株式会社 ヒルトン沖縄北谷リゾート
アミューズメント沖縄 株式会社陽明 株式会社OneNote
株式会社光貴 WBFリゾート沖縄株式会社 株式会社ロワジール・ホテルズ那覇

首里琉染 エアー沖縄 一般財団法人沖縄美ら島財団
堀下社会保険労務士事務所 EY税理士法人 富村登記測量合同事務所
株式会社メディアフラッグ沖縄
大学生活協同組合北海道事業連合（北海道） ＪＡながさき西海（長崎） 日本郵便株式会社（千葉）
株式会社グッドスマイルカンパニー（東京） 一般社団法人　倫理研究所（東京） 株式会社イデア・インスティテュート（東京）

株式会社らかんスタジオ（東京） トランスコスモス株式会社（東京） 株式会社IACEトラベル（福岡）
タニザワフーズ株式会社（愛知） ｽﾀｰﾊﾞｯｸｽｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社（石川）

ＮＨＫ沖縄放送局 株式会社epco 沖縄セルラー電話株式会社
公益財団法人日本道路交通情報センター 株式会社いえらぶ琉球 株式会社電通沖縄
沖縄テレビ放送株式会社 株式会社クランク 日産車体コンピュータサービス株式会社

当山企画 株式会社ゼンリンインターマップ 富士通株式会社
那覇データセンター株式会社 ビーンズラボ
NTT西日本（大阪府） 株式会社アイティーフォース（大阪府） 株式会社ＣＩＪ（神奈川県）
グラフィック（京都府） ＮＨＫ熊本放送局（熊本県） ＪＭテクノロジー株式会社（東京都）

株式会社　花組（東京都） ソルパック（東京都） 株式会社ＮＥＣソリューションイノベーター（東京都）

ケー･イー･エルテクニカルサービス株式会社（東京都） ベイシスホールディングス株式会社（東京都） 株式会社ウェイブ（東京都）
株式会社スターランドコミュニケーション（東京都）

 WORTH WEAR WORKS 沖縄ヤクルト リウボウストア
Shoe be 合同会社當山自動車販売 株式会社ココカラファイン
株式会社サンエー 株式会社ドン・キホーテ 株式会社リウボウインダストリー
株式会社琉球光和 株式会社ﾌｫｰﾐｭﾚｰｼｮﾝＩＴＳ（東京都）
株式会社オークローンマーケティング（愛知県） 株式会社ゲオホールディングス（愛知県） 株式会社グランドパワー（大阪府）
株式会社モンベル（大阪府） 有限会社SPARK（神奈川県） ユザワヤ商事株式会社（東京都）
株式会社アベシン（東京都） 株式会社スタイリングライフホールディングス（東京都） 株式会社聖林公司（東京都）
ゼビオ株式会社（福島県）

【法文学部】平成２8年度卒業者の主な就職先

主な就職先

公務員　　　

県内

教員

県内

県外

情報通信業

県内

県外

卸売り業

県内

民間企業・自営業
金融・保険業

県内

サービス業

県内

県外



ANA沖縄空港株式会社 琉球海運 ISSA
JALスカイエアポート沖縄株式会社 沖縄ヤマト運輸株式会社 日本トランスオーシャン航空株式会社

琉球エアコミューター株式会社 那覇空港ビルディング株式会社
県外 SGホールディングス株式会社（大阪府）

House do株式会社那覇新都心店 株式会社大鏡建設 株式会社住太郎ホーム
全保連株式会社
イオンモール株式会社（千葉県） 三井不動産リアルティ株式会社（東京都） 株式会社TFDコーポレーション（東京都）

株式会社エストゥルース（東京都）

沖縄コカ・コーラボトリング株式会社 森永乳業株式会社 みなと食品沖縄
光文堂コミュニケーションズ株式会社 株式会社オリオンビール 株式会社パラダイスプラン
セブン工業株式会社（東京都） 日立製作所（東京都） 日本電気株式会社（東京都）
久光製薬株式会社（福岡県） 東芝メディカルシステムズ株式会社（栃木県）

NPO法人 国立大学法人琉球大学 グローバルビレッジ
World Mission Christian School 専門学校那覇日経ビジネス 株式会社Ｒ　ＰＲＯＪＥＣＴ

県外 株式会社さなる（愛知県） 櫻花日語学園（海外）

県内 沖縄東邦株式会社 みかん・おれんじグループ 社会福祉法人　聖隷福祉事業団
県外 株式会社波の女（愛知県）

県内 沖縄電力株式会社 マルヰ産業株式会社

COT株式会社 有限会社ちむどんステージ キャッツ・アイ
サウンズグッド沖縄オフィス
国立ファーム有限会社（東京都） ビクターミュージック（東京都） 三重労働局（三重県）
株式会社タネトネ（東京都） 千駄ヶ谷日本語学校（東京都） グリーン産業株式会社（新潟県）

製造業

県内

県外

教育関係

県内

医療・福祉

運輸業、郵便業

県内

不動産業

県内

県外

電気・ガス・熱供給・水道業

その他

県内

県外



沖縄県庁 沖縄県警察 沖縄地区税関
読谷村役場 うるま市役所 浦添市役所
糸満市役所 南城市役所

県外 札幌市役所（北海道） 東京国税庁（東京都）

株式会社沖縄銀行 株式会社琉球銀行 株式会社沖縄海邦銀行
シティバンク銀行株式会社 シティグループ証券株式会社 沖縄振興開発金融公庫
EY税理士法人 大同火災海上保険

県外 株式会社オリエントコーポレーション（福岡県）

JTB旅行株式会社 コーヒーロードアイヤ 株式会社パム
株式会社ザ・テラスホテルズ 株式会社HIS沖縄 ＮＰＯ法人自然体験学校
フォーモストブルーシール株式会社 沖縄ワタベウェディング株式会社 株式会社海馬国際旅行
株式会社おきなわ乗馬クラブ 城間源哲税理士事務所
株式会社エイチ・アイ・エス（東京都） 株式会社クリエイティブ・アート・フィンク（東京都） エイチアールワン株式会社（東京都）
東部トップツアーズ株式会社（東京都） ごまそば高田屋（東京都） 株式会社セクション・エイト（東京都）
株式会社スパイスワークス（東京都） 株式会社ディアーズ・ブレイン（東京都） 吉本興業株式会社（東京都）
タイムズモビリティネットワークス株式会社（東京都） 野垣税理・会計事務所（大阪府） 沖縄ツーリスト株式会社（福岡県）
静岡県事業振興協同組合（静岡県） 株式会社日本旅行（東京都） JTB Pte Ltd （海外）

沖縄セルラー電話株式会社 株式会社ビーンズラボ クオリサイトテクノロジーズ株式会社
オプト 沖縄広告株式会社 スタジオ・ワンパック
琉球インタラクティブ
ＡＮＡシステムズ株式会社（東京都） 株式会社フォーミュレーションI.T.S（東京都） 日本郵便株式会社（東京都）
日本電気株式会社（東京都） DIRインフォメーションシステムズ株式会社（東京都） 株式会社ビズリーチ（東京都）
アルファ・グループ株式会社（東京都） 株式会社シナジーパルス（東京都） 株式会社JTB コミュニケーションズ九州（福岡県）

株式会社サンエー 沖縄ヤクルト株式会社 株式会社リウボウストア
三井物産株式会社 坂口屋
株式会社オン・ザ・プラネット（東京都） 株式会社ローソン（東京都） 株式会社ジョンマスターオーガニックグループ（東京都）

扶桑薬品工業株式会社（大阪府） 株式会社ユニクロ（大分県）

県内 日本トランスオーシャン航空株式会社

県外 全日本空輸株式会社（東京都） ANAウイングス株式会社（東京都）

有限会社ベルガモット 沖縄森永乳業株式会社 沖縄ユーシーシーコーヒー株式会社
的エンタープライズ株式会社 株式会社リュウクス
ぺんてる株式会社（東京都） 株式会社新東京フード（東京都） 日本発条株式会社（神奈川県）
株式会社アウトソーシングテクノロジー（千葉県）

県内 社会保険診療報酬支払基金
県外 徳永薬局株式会社（神奈川県） 株式会社アトル（福岡県）

県内 沖縄電力株式会社 大東ガスパートナー 日本テクノ株式会社

県内 沖縄県農業協同組合（JAおきなわ） 株式会社ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 沖縄県商工会連合会
県外 清香園（埼玉県）

公務員　　　

県内

民間企業・自営業
金融・保険業

県内

サービス業

【観光産業科学部】平成２8年度卒業者の主な就職先
主な就職先

県内

県外

運輸業、郵便業

製造業

県内

県外

県内

県外・
海外

情報通信業

県内

県外

卸売り業

医療・福祉

電気・ガス・熱供給・水道業

その他



那覇公安調査事務所 豊見城中央図書館 宜野湾市教育委員会
うるま市消防 沖縄地区税関 沖縄市役所
那覇市役所

大宜見村立大宜見小学校 名護市立東江小学校 名護市立大宮中学校
古堅南小学校 読谷村立渡慶次小学校 高原小学校
美咲特別支援学校 美東小学校、美原小学校 うるま市川崎小学校
うるま市立安慶名中学校 うるま市立田場小学校 うるま市立中原小学校
嘉手納町立屋良小学校 県立嘉手納高等学校 船越小学校
北谷町立浜川小学校 伊良波中学校・豊城中学校 沖縄県立沖縄ろう学校
沖縄市立泡瀬小学校 沖縄市立美原小学校 大岳小学校
沖縄県立中部商業高等学校 宜野湾市立宜野湾小学校 城北小学校
仲西小学校 仲西幼稚園 大平特別支援学校（小学部）
上野中学校 浦添市教育委員会 浦添市立当山小学校
浦添市立前田小学校 琉球大学教育学部附属小学校 琉球大学教育学部附属中学校
那覇市教育委員会 学校法人興南学園 那覇市立安謝小学校
那覇市立天久小学校 那覇市立城東小学校 那覇市立仲井真小学校
那覇市立小禄小学校 那覇市立城南小学校 那覇市立那覇小学校
那覇市立安岡中学校 那覇市立古蔵小学校 豊見城市立伊良波小学校
泊高等学校 仲井真小学校 豊見城中学校
平敷屋小学校 南星中学校 南風原小学校
長嶺中学校 南風原町立津嘉山小学校 津嘉山小学校・翔南小学校
金城小学校 鏡が丘特別支援学校 小禄南小学校
糸満市立兼城小学校 糸満中学校・豊見城中学校 八重瀬町立白川小学校
島尻特別支援学校 石垣市立新川小学校 石垣市立登野城小学校
北広島市立西の里中学校（北海道） 株式会社日本保育サービス（神奈川県） 瀬戸内市立邑久小学校（岡山県）
宮崎県立秀峰高等学校（宮崎県） 潮見小学校（宮崎県） 広島特別支援学校（広島県）
福津市立津屋崎小学校（福岡県） 岡垣町立山田小学校（福岡県） 特別支援学校（佐賀県）
合志市立南ヶ丘小学校（熊本県） 屋久島町立金岳小・中学校（鹿児島県） 中国日本人学校（海外）
株式会社アイウエア、あおぞら幼稚園（海外） 泰日協会学校バンコク校（海外）

県内 株式会社沖縄海邦銀行

西表島サニーデイ 牧港中央病院 ＰＨＲ沖縄ホテルマネジメント株式会社

セントレジェンダ沖縄
県外 株式会社旺栄（東京都） 安田建物管理（福岡県）

県内 株式会社mediba seasorize 株式会社いえらぶ琉球 沖縄セルラー電話株式会社
県外 株式会社メディアネットワーク（東京都） KDDI株式会社（東京都） 株式会社エヌリンクス（東京都）

県内 ドン・キホーテホールディングス 株式会社ワールドストアパートナーズ

県外 西松屋チェーン（兵庫県）

県内 日本郵便株式会社

県内 沖縄教育プロダクション株式会社
県外 日亜化学工業株式会社（徳島県）

国立大学法人琉球大学 金城子ども園 パンダ保育園（学童）
志学塾石川校 神森どんぐり学童クラブ 株式会社Ａxis
琉球大学附属小中学校給食センター 株式会社がちゆん

県外 国際協力機構（JICA）（東京都）

社会福祉法人檸檬会 Ｋｏａ　community 浦添総合病院
久米島町社会福祉協議会 沖縄県健康づくり財団

県外 社会福祉法人北摂福祉会ともがき（大阪府） 社会福祉法人　絋徳会（鹿児島県）

県内 個別指導アウゼス りっか株式会社 インヘリット沖縄
国立大学法人琉球大学

県外 JICA（海外）

県内

教員

県内

県外・
海外

民間企業・自営業
金融・保険業

【教育学部】平成２8年度卒業者の主な就職先
主な就職先
公務員　　　

教育関係

県内

医療・福祉

県内

その他

サービス業

県内

情報通信業

卸売り業

運輸業、郵便業

製造業



沖縄県庁 那覇市消防局 浦添市消防
内閣府沖縄総合事務局 沖縄地区税関 嘉手納町役場
浦添市役所

県外 佐賀県警察本部（佐賀県）

北部農林高等学校 名護特別支援学校 北山高校
浦添の中学校 仲西中学校 西原高等学校
沖縄県立球陽高等学校 南星中学校 与那原中学校
金城中学校 東風平中学校 沖縄水産高等学校
宮古工業高等学校 伊良波中学校

県内 株式会社沖縄銀行 株式会社琉球銀行 株式会社フィナンシャル・エージェンシー

県内 ロワジールホテル那覇 沖縄県農業協同組合
株式会社インテリジェンス（東京都） 株式会社ウィルグループ（東京都） 株式会社ﾘｱﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ（東京都）
アジア航測株式会社（東京都） 株式会社アトックス（東京都） 株式会社テレビマンユニオン（東京都）

株式会社システック沖縄 株式会社いえらぶ琉球 クオリサイトテクノロジーズ株式会社
沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社 沖縄テレビ放送株式会社 SCSKﾆｱｼｮｱｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社
株式会社プロトソリューション 株式会社エスアールデザイン
株式会社CMC（北海道） 株式会社boocoo（東京都） 0903株式会社（東京都）
朝日新聞社（東京都）

県内 沖縄メディコ株式会社 沖縄ヤクルト株式会社
県外 As-meエステール株式会社（東京都） 株式会社西松屋チェーン（兵庫県） 株式会社ナシオ（北海道）

県内 沖縄西濃運輸株式会社

県内 環ハウス株式会社 株式会社タマホーム
県外 株式会社TFDコーポレーション（東京都） A.D.ワークス（東京都） 株式会社カチタス（群馬県）

金秀株式会社 サウスプロダクト株式会社 株式会社JCC
沖縄コカ・コーラボトリング株式会社
株式会社東洋クオリティワン（埼玉県） 株式会社芝浦電子（埼玉県） 株式会社アルプス技研（神奈川県）
株式会社アイ・ティー・オー（愛知県） 東海電子株式会社（静岡県） 小林食品株式会社（静岡県）
株式会社アドバンテック（福岡県）

県内 国立大学法人琉球大学
県外 株式会社イーブレイレ（福島県）

県外 株式会社やさしい手（東京都）

県内 日本テクノ株式会社 株式会社中央ガス工業 エッカ石油株式会社

県外 UTグループ株式会社（東京都）

県内 株式会社One note

【理学部】平成２8年度卒業者の主な就職先

金融・保険業

サービス業

県外

情報通信業

県内

県外

主な就職先
公務員　　　

県内

教員

県内

民間企業・自営業

教育関係

医療・福祉

電気・ガス・熱供給・水道業

建設業

その他

卸売り業

運輸業、郵便業

不動産業

製造業

県内

県外



琉球大学医学部附属病院 中頭病院 沖縄県立北部病院
沖縄県立中部病院 中部徳洲会病院 沖縄協同病院
浦添総合病院 ハートライフ病院 那覇市立病院
沖縄赤十字病院 大浜第一病院 豊見城中央病院
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 南部徳洲会病院 沖縄県立宮古病院
北海道大学病院（北海道） 札幌東徳洲会病院（北海道） 医療法人札幌東徳洲会病院（北海道）

手稲渓仁会病院（北海道） 岩手県立中央病院（岩手県） 仙台赤十字病院（宮城県）
南東北病院（福島県） 関越病院（埼玉県） 日本赤十字医療センター（東京都）
東大病院（東京都） 独立行政法人国立病院機構　災害医療センター（東京都） 聖路加国際病院（東京都）
武蔵野赤十字病院（東京都） 慶応義塾大学附属病院（東京都） 東京北医療センター（東京都）
相模原協同病院（神奈川県） 湘南藤沢徳洲会病院（神奈川県） 東海大学医学部付属病院（神奈川県）
横浜市大学附属市民総合医療センター（神奈川県） 平塚市民病院（神奈川県） 小田原市立病院（神奈川県）
横浜市立大学附属病院（神奈川県） トヨタ記念病院（愛知県） 千葉大学附属病院（千葉県）
水戸協同病院（茨城県） 那須赤十字病院（栃木県） 神戸大学医学部附属病院（兵庫県）
JA広島総合病院（広島県） 県立広島病院（広島県） 聖マリア病院（福岡県）
和白病院（福岡県） 飯塚病院（福岡県） 新小文字病院（福岡県）
小倉記念病院（福岡県） 福岡徳洲会病院（福岡県） 長崎医療センター（長崎県）

【医学科】平成２8年度卒業者の主な就職先
主な就職先

臨床研修医　　　

県内

県外



市立伊丹病院 沖縄県立病院 北部保健所
沖縄県職員（保健師） 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

県内 昭和薬科大学附属高等学校・中学校 沖縄県養護教諭

県立北部病院 中部徳洲会病院 社会医療法人敬愛会　中頭病院
豊見城中央病院 浦添総合病院 沖縄協同病院
琉球大学医学部附属病院 幸町IVFクリニック 那覇市立病院
オリブ山病院
国立研究開発法人精神・神経医療研究センター（東京都）病院 国立研究開発法人　国立国際医療研究センター（東京都） 神奈川県立こども医療センター（神奈川県）

医療法人五星会　菊名記念病院（神奈川県） 高槻赤十字病院（大阪府） さつき台病院（千葉県）
一般社団法人　半田市医師会健康管理センター（愛知県） 島根大学医学部付属病院（島根県） 兵庫県立こども病院（兵庫県）

公務員　　　

県内

教員

民間企業・自営業
医療・福祉

県内

【保健学科】平成２8年度卒業者の主な就職先
主な就職先

県外



沖縄県警察 沖縄地区税関 経済産業省
内閣府沖縄総合事務局 沖縄県庁 宜野湾市役所
那覇市役所
関東財務局（埼玉県） 愛知県庁（愛知県） 大分市役所（大分県）
佐賀県庁（佐賀県） 国土交通省　九州地方整備局（福岡県） 鹿児島県警察（鹿児島県）
長島町役場（鹿児島県） 長崎県庁（長崎県） 長崎県警（長崎県）
長崎市役所（長崎県）

県内 株式会社沖縄銀行
県外 ゆうちょ銀行（千葉県） 株式会社トマト銀行（岡山県） 株式会社肥後銀行（熊本県）

西日本高速道路総合サービス沖縄株式会社 一般財団法人沖縄美ら島財団 ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼ那覇沖縄
株式会社　光貴 沖縄パナソニック特機株式会社 オリックスレンタカー
株式会社日立ビルシステム（東京都） 日本物理探鑛株式会社（東京都） 三菱電機ビルテクノサービス株式会社（東京都）

株式会社TBI JAPAN（東京都） 株式会社牧野技術サービス（神奈川県） 株式会社はつしろ（福岡県）

クオリサイトテクノロジーズ株式会社 株式会社リウコム レキオスソフト株式会社
株式会社創和ビジネスマシンズ 琉球Software株式会社 沖縄電力株式会社
株式会社ネットワーク 沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社 株式会社プロトソリューション
株式会社那覇データ・センター 沖縄テクノス株式会社 クロスヘッド
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C&C沖縄 株式会社レキサス
株式会社りゅうせき 株式会社沖縄ソフトウェアセンター 株式会社エプコ
アイウェイズコンサルティング株式会社（東京都） PSP株式会社（東京都） 株式会社ダイジョブス（東京都）
株式会社EVC（東京都） 株式会社コンピュータマインド（東京都） トーワノート株式会社（東京都）
NECソーリューションイノベータ（東京都） 株式会社オフィス未来（東京都） 株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア（東京都）

株式会社ミクシィ（東京都） みんなのウェディング（東京都） 日本流通システム株式会社（大阪府）

株式会社エクス（大阪府） 株式会社読売新聞西部本部（福岡県） 株式会社ソフト流通センター（鹿児島県）

株式会社ユースフル（長崎県）

県内 りゅうせきネットワーク会議 株式会社サンエー
県外 株式会社ネクステージ（愛知県） JR九州ドラッグイレブン株式会社（福岡県） 株式会社南九州沖縄クボタ（鹿児島県）

県内 JALスカイエアポート沖縄株式会社 日本トランスオーシャン航空株式会社 MRO Japan株式会社
県外 東京モノレール株式会社（東京都） 西日本旅客鉄道株式会社（大阪府） ANA福岡空港株式会社（福岡県）

県外 東急リバブル株式会社（東京都）

県内 株式会社ダイハツビジネスサポートセンター 金秀アルミ工業株式会社 UTグループ株式会社
UTテクノロジー株式会社（東京都） ルネサスエレクトロニクス株式会社（東京都） 株式会社メイテック（東京都）
株式会社メイテック（東京都） 株式会社アウトソーシングテクノロジー（東京都） 三菱電機ビルテクノサービス株式会社（東京都）

株式会社資生堂（東京都） 株式会社エスユーエス（東京都） 株式会社VSN（東京都）
NOK株式会社（東京都） 株式会社メイテック（東京都） 河西工業株式会社（神奈川県）
株式会社五十嵐電機製作所（神奈川県） 株式会社浅野（京都府） 株式会社アルトナー（大阪府）
株式会社アルトナー（大阪府） 株式会社コンテック（大阪府） 日立造船株式会社（大阪府）
光和グループ（愛知県） アイシン・エイ・ダブリュ株式会社（愛知県） 株式会社光和設計（愛知県）
小松開発工業株式会社（愛知県） 株式会社日立産機システム（静岡県） 株式会社エキスパートパワーシズオカ（静岡県）

株式会社ワールドインテック（福岡県） STKテクノロジー株式会社（大分県） 株式会社大分キャノン（大分県）
三菱電機エンジニアリング株式会社（長崎県）

県内 アイティーアイ株式会社

県内 沖縄プラント工業株式会社 沖縄電力株式会社
関東電気保安協会（東京都） 荏原環境プラント株式会社（東京都） 東洋熱工業株式会社（東京都）
三菱電機システムサービス株式会社（東京都） 株式会社きんでん（大阪府） 株式会社九電工（福岡県）

民間企業・自営業
金融・保険業

サービス業

県内

情報通信業

県内

【工学部】平成２8年度卒業者の主な就職先
主な就職先
公務員　　　

県内

県外

県外

医療・福祉

電気・ガス・熱供給・水道業

県外

県外

卸売り業

運輸業、郵便業

不動産業

製造業

県外



株式会社仲本工業 竹中土木株式会社 総合サービス沖縄株式会社
株式会社金秀建設 株式会社中央建設コンサルタント
前田建設工業株式会社（東京都） 五洋建設株式会社（東京都） 前田建設工業株式会社（東京都）
株式会社フジタ（東京都） NIPPO（東京都） 三井住友建設株式会社（東京都）
五洋建設株式会社（東京都） 前田建設工業株式会社（東京都） 株式会社エプコ（東京都）
旭化成ホームズ株式会社（東京都） 太平電業株式会社（東京都） 大平電業株式会社（東京都）
株式会社横河ブリッジホールディングス（東京都） 株式会社錢高組（大阪府） 大和リース株式会社（大阪府）
ダイダン株式会社（大阪府） 高松建設株式会社（大阪府） 株式会社アルファワークス（愛知県）
名工建設株式会社（愛知県） 三井造船鉄構エンジニアリング株式会社（千葉県） 株式会社新昭和（千葉県）
株式会社九電工（福岡県） 東宝ホーム株式会社（福岡県） 有限会社川上建設（福岡県）
株式会社　縁（福岡県） 九鉄工業株式会社（福岡県） 黒岩構造設計事務所（熊本県）
トヨタホーム株式会社　熊本カンパニー（熊本県） 株式会社ロジック（熊本県） ヤマサハウス株式会社（鹿児島県）
株式会社西海建設（長崎県） 有限会社堅設計事務所（長崎県） 株式会社NIPPO（東京都）

県内 国場幸之助衆議院議員後援会事務所

株式会社メイテック（東京都） 株式会社VSN（東京都） 株式会社テクノプロ（テクノプロ・デザイン社）（東京都）

三菱化工業（神奈川県） RYUKYU INTERACTIVE VIETNAM CO., LTD（海外）

建設業・鉱業、採石業、砂利採取業

県内

県外

その他

県外・
海外



内閣府沖縄総合事務局 沖縄県警察 沖縄国税事務所
沖縄農業研究センター 沖縄県庁 名護市役所
沖縄市役所

県外 陸上自衛隊（神奈川県） 長崎市消防局（長崎県）

県内 中部農林高校
県外 大阪府立農芸高等学校

県内 損保ジャパン日本興亜

那覇青果物卸商事業組合 沖縄食糧株式会社 沖縄県土地改良事業団体連合会
沖縄県農業協同組合
オイシックス株式会社（東京都） 株式会社ぐるなび（東京都） 株式会社東京ドームスポーツ（東京都）

株式会社プロペリティ１（東京都） 株式会社アコーディア・ゴルフ（東京都） 株式会社ボディーズ（東京都）
独立行政法人　森林総合研究所　森林整備センター（神奈川県） 藤田観光株式会社（京都府） 呉農業協同組合（広島県）
大学生協九州事業連合（福岡県）

県内 株式会社プロトソリューション 株式会社国際システム 株式会社ゼンリンインターマップ

県内 株式会社サンエー りゅうせきネットワーク会議 沖縄東邦株式会社
株式会社那覇ミート

県外 株式会社ミサワホーム静岡（静岡県）

株式会社EM研究機構 小橋川陶芸店 株式会社御菓子御殿
M&B株式会社 沖縄明治乳業株式会社 金秀バイオ株式会社
株式会社オリオンビール オキコ株式会社
株式会社テルミック（愛知県） サンハウス食品株式会社（愛知県） 山陽電子工業株式会社（岡山県）
日伸産業株式会社（福岡県）

県内 国立大学法人琉球大学

県内 一般財団法人 環境科学センター

県内 株式会社農業生産法人ファインフルーツおおぎみ 沖縄県農業協同組合 株式会社ゼロファーム
株式会社東洋グリーン（東京都） 神奈川県農業共済組合（神奈川県） 伊賀北部農業協同組合（三重県）
株式会社なかやま牧場（広島県） 株式会社さかうえ（鹿児島県）

県内 株式会社沖縄土木設計コンサルタント

県内 株式会社那覇ミート やんばる学びの森 株式会社興洋エンジニアリング

教員

民間企業・自営業
金融・保険業

サービス業

県内

県外

【農学部】平成２8年度卒業者の主な就職先
主な就職先
公務員　　　

県内

教育関係

医療・福祉

農業・林業

県外

建設業

その他

情報通信業

卸売り業

不動産業

製造業

県内

県外


