
沖縄県庁 株式会社琉球銀行 沖縄国税事務所

大同火災海上保険株式会社 内閣府沖縄総合事務局 宜野湾市役所

サントリーフーズ沖縄株式会社 EY税理士法人 那覇地方検察庁

北谷町役場 熊本国税局 沖縄県警察

那覇検疫所 損保ジャパン日本興亜 在日米軍嘉手納基地

全研本社株式会社 沖電開発株式会社 株式会社ゆうちょ銀行

株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング 沖縄地区税関 JALスカイエアポート沖縄株式会社

コザ信用金庫 あいおいニッセイ同和損保 株式会社沖縄銀行

株式会社国際システム 浦添市役所 株式会社琉球新報社

トランスコスモス株式会社 株式会社サンエー 株式会社いえらぶ琉球

シティグループ証券株式会社 オリオンビール株式会社 ANA沖縄空港株式会社

株式会社琉薬 日本年金機構 株式会社プロトソリューション

株式会社オムニバス 沖縄県労働金庫 株式会社ラウンドワン

沖縄振興開発金融公庫 株式会社かんぽ生命保険 株式会社日本通信サービス

株式会社ECC 日拓リアルエステート株式会社 東京海上日動株式会社

那覇地方法務局 株式会社琉金 沖縄セルラー電話株式会社

株式会社レベルファイブ 日本テクノ株式会社 沖縄ワタベウエディング

東京高等裁判所管轄裁判所 三井住友海上あいおい生命保険株式会社 株式会社ジンズ

宮古島市役所 西日本建設業保証株式会社 株式会社鳥貴族

琉球朝日放送 コープおきなわ 株式会社Wiz

香川大学 アマゾンジャパン合同会社 関西テレビ放送

山口県警 株式会社Okicom 沖縄市役所

福岡入国管理局 一般社団法人沖縄県健康づくり財団 沖縄テレビ放送

那覇市役所 三井住友海上火災保険株式会社 福岡空港ビルディング株式会社

株式会社フードレック ザ・テラスホテルズ株式会社 独立行政法人国立病院機構九州グループ

那覇公安調査事務所 株式会社ドラッグストアモリ 株式会社ＲayArc

保田盛法律事務所 NTT西日本（西日本電子電話） 株式会社西松屋チェーン

すこやか薬局 株式会社カガミ 株式会社IMAGICA

東京国税局 琉球日産自動車株式会社 ステッチ株式会社

法務省 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター NPO法人青少年自立援助センターちゅらゆい

大阪府警察官 日本生命保険相互会社 ロングライフホールディング株式会社

ファーストラィティングテクノロジー株式会社 金城一也税理士事務所 医療法人　好縁会

株式会社アクセア ヤマハ発動機販売株式会社 岐阜県警察官

沖縄ファミリーマート 国立大学法人琉球大学 株式会社トーカイ

石垣市役所 うるま市役所 警視庁

共栄火災海上保険株式会社 AIG損害保険株式会社 児童養護施設　島添の丘

株式会社トヨタレンタリース沖縄 タマホーム株式会社 株式会社 ライセンスアカデミー

株式会社ウィルグループ 沖縄防衛局 さつま町役場

大塚製薬株式会社 株式会社カチタス 糸満市役所

株式会社創和ビジネス・マシンズ 株式会社次郎工業 静岡県立稲取高等学校

株式会社リンクレア 合同会社レジスポ 天草市役所

沖縄海邦銀行 ヤフー株式会社 熊本県庁

りゅうせき商事株式会社 START進学塾 豊見城市立中央図書館

株式会社ドン・キホーテ 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 株式会社縁

美咲特別支援学校 東京都立若葉総合高等学校 ブルーコンシャス株式会社

株式会社スタッフサービス 光文堂コミュニケーションズ株式会社 JA共済連（全国共済農業協同組合連合会）

SMBC日興証券株式会社 入国管理局 日本大使館

主な就職先

【法文学部】平成２9年度卒業者の主な就職先



株式会社琉球銀行 ANA沖縄空港株式会社 沖縄ワタベウエディング

トランスコスモス株式会社 沖縄ヤマト運輸株式会社 株式会社沖縄銀行

沖縄ツーリスト株式会社 沖縄ファミリーマート WBFリゾート沖縄株式会社

西日本旅客鉄道株式会社 株式会社電通沖縄 株式会社エヌ・テック・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 JTB沖縄 沖縄明治乳業株式会社

旅工房 琉球放送 宮古市立上野小学校

沖縄セルラー電話株式会社 スタジオアリス 株式会社委金秀商事

本部町役場 株式会社富士通九州システムズ 株式会社システック沖縄

株式会社阪急交通社 有限会社シーサイドハウジング 株式会社沖縄債権回収サービス

株式会社DACホールディングス 株式会社オリエンタルリゾートアソシエイツ 大同火災海上保険株式会社

株式会社グローバル・ビジョナリー・コンサルティング 株式会社エプコ 八幡浜市役所

沖縄バスケットボール株式会社 株式会社ブライダルハウスTUTU沖縄 オリオンビール株式会社

ハートライフ病院 ブレインウッズ株式会社 株式会社富山銀行

株式会社オンデーズ くくる司法書士事務所 パクテラ・コンサルティング・ジャパン株式会社

イオンリテール株式会社 株式会社ラクト・ジャパン 株式会社阪急デザインシステムズ

株式会社農協観光 NTT西日本（西日本電信電話） 株式会社帝国データバンク

マックスバリュ九州株式会社 株式会社シーエー・アドバンス 大和リース株式会社

株式会社りゅうせき 沖縄振興開発金融公庫 琉球海運株式会社

日本電子株式会社 株式会社SMBC信託銀行 スカイマーク株式会社

株式会社ヴィックスコミュニケーションズ 資生堂ジャパン株式会社 東洋交通株式会社

株式会社ＪＩＮＳ 外為どっとコム 株式会社 武蔵野

株式会社フジトランスコーポレーション 株式会社エンジンフィルム 不動産のハウスマン

株式会社リアンズ沖縄 Macromill 宮崎県庁

ハイアットリージェンシー那覇沖縄 近畿日本ツーリスト沖縄 株式会社アート・システム

第一滝本館 厚生労働省検疫所 株式会社エーピーカンパニー社

株式会社ストライプインターナショナル 沖縄県労働金庫 株式会社スタイルエッジ

イオン琉球株式会社 パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社 株式会社トスプランニング

株式会社ワールドストアパートナーズ 株式会社リクルートジョブズ 全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会）

プレミアホテルグループ AIGグループ

主な就職先

【観光産業科学部】平成２９年度卒業者の主な就職先



琉球大学教育学部附属中学校 沖縄県立鏡が丘特別支援学校 沖縄県庁

昭和薬科大学附属中・高学校 株式会社尚円会 POOL DUCK

南風原町立津嘉山小学校 北谷町立北玉小学校 たんぽぽ法人たつのこ保育園

那覇市立さつき小学校 浦添市立神森小学校 真栄原カトリック幼稚園

粟国村立粟国小・中学校 那覇市立古蔵小学校 石嶺こども園

シンガポール日本人幼稚園 わらべ保育園 南城市立大里南小学校

沖縄市立美原小学校 浦添市立牧港小学校 浦添市立仲西小学校

株式会社トライグループ 粕屋町立仲原小学校 株式会会社ピアス

南城市立南城中学校 大和産業有限会社 長福寺第二幼稚園

沖縄県立美里工業高等学校 浦添市立浦城小学校 川口市立新郷小学校

宮古島市立鏡原中学校 STARBUCKS COFFEE JAPAN 株式会社バーチャルネットサポート

豊見城市立豊見城小学校 南城市立馬天小学校 豊見城市立伊良波中学校

沖縄県立具志川高等学校 シラチャ日本人学校 糸満市立光洋小学校

浦添市立港川中学校 那覇市立真和志小学校 株式会社KPG HOTEL&RESORT

FRT株式会社 安平町立追分小学校 浦添市立神森中学校

飛鳥未来高等学校 那覇市立小禄南小学校 国立大学法人琉球大学

大阪市立明治小学校 浦添市立仲西中学校 ザ・テラスホテルズ株式会社

沖縄市立泡瀬小学校 浦添市立宮城小学校 うるま市役所

与那原町立与那原東小学校 株式会社monocram 全研本社株式会社　沖縄オフィス

那覇市立城岳小学校 沖縄市立宮里小学校 富士産業株式会社

南城市役所 沖縄県立島尻特別支援学校 日清医療食品株式会社

沖縄県立学校事務 法務省 浦添市当山小学校

浦添市立浦西中学校 さいたま市立土合小学校 医療法人陽和会　南山病院

沖縄県立宮古工業高等学校 川崎市立田島支援学校 りっか株式会社

久保学園都城高等学校 川崎市立西菅小学校 ロクト整形外科クリニック

沖縄県立沖縄工業高等学校 沖縄県立大平特別支援学校 琉球大学教育学部附属小学校

リウボウ 大分県立大分支援学校 宜野湾市立宜野湾小学校

株式会社電通沖縄 自営業（カキの養殖） うきは市立千年小学校

株式会社スズサン 沖縄市立美東小学校 那覇市立城東小学校

兵庫県警察 ドラックストアコスモス 株式会社ソロン

読谷村立古堅南幼稚園 イオン琉球株式会社 知念幼稚園

うるま市立赤道小学校 西日本高速道路総合サービス沖縄株式会社 おなが幼保連携型こども園

東京コンサルティングファーム 東京海上日動火災保険株式会社 てだこ保育園

宮古島市立下地中学校 株式会社島袋 ホーチミン日本人学校

那覇市立小禄中学校 株式会社ALBION 宮崎県都城市立東小学校

沖縄市立比屋根小学校 津山市立成名小学校 神戸市立明親小学校

那覇市立城西幼稚園 南風原町立翔南小学校

主な就職先

【教育学部】平成２９年度卒業者の主な就職先



沖縄県庁 株式会社沖縄銀行 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 株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング 株式会社アウトソーシングテクノロジー

株式会社創和ビジネス・マシンズ 沖縄セルラー電話株式会社 沖縄県警察

沖縄地区税関 株式会社びねつ 全保連株式会社

中城村役場 沖縄県立陽明高等学校 株式会社サンエー

産経新聞社 座間味村律阿嘉小中学校 日本特殊研砥株式会社

沖縄観光コンベンションビューロー株式会社 株式会社オキコム 株式会社アルプス技研

株式会社OPT沖縄コーラルオフィス セイコーインスツルSIIセミコンダクタ株式会社 沖縄ガス株式会社

東江メガネ 中津教育事務所 JAおきなわサービスステーション

那覇市立那覇中学校 東京エレクトロン株式会社 沖電開発株式会社

沖縄県教育委員会 沖縄県環境科学センター いであ株式会社

那覇市立仲井真中学校 日本トランスオーシャン航空株式会社 京都市消防局

那覇市立安岡中学校 株式会社ビッグバレーインターナショナル 三菱UFJモルガンズタンレー証券

沖縄県立南風原高等学校 三井生命保険株式会社 横浜市立高田中学校

那覇市立首里中学校 川崎地質株式会社 株式会社西村製作所

株式会社リウコム 株式会社エプコ 株式会社FROGS

沖縄県立大平特別支援学校 一般社団法人教育振興会 株式会社琉球光和

沖縄県立豊見城高等学校 琉球セメント株式会社 おひさま保育園

東星学園中学校・高等学校 気象庁 株式会社武蔵野

株式会社フェリーチェ OSTechグループ インフォテックサービス株式会社

株式会社タップ 株式会社琉球銀行 株式会社光貴

川畑順義税理士事務所 濵田酒造株式会社 沖縄コカ・コーラボトリング株式会社

株式会社シーエー・アドバンス レキオスソフト株式会社 三和エステイト株式会社

パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社 株式会社トーホー NTTインターネット株式会社

琉球Software株式会社 社会医療法人　友愛会 文星芸術大学附属高等学校

株式会社スタイルウェブサービス 株式会社国際システム ANA沖縄空港株式会社

株式会社クレスソフト ユニクロ 株式会社パラダイスプラン

主な就職先

【理学部】平成２９年度卒業者の主な就職先



沖縄県立中部病院 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 社会医療法人敬愛会中頭病院

那覇市立病院 琉球大学医学部附属病院 豊見城中央病院

沖縄協同病院 中部徳洲会病院 ハートライフ病院

国立国際医療研究センター 手稲渓仁会病院 沖縄県立北部病院

日高病院 神戸労災病院 沖縄赤十字病院

浦添総合病院 医療法人おもと会大浜第一病院 国立国際医療研究センター

神戸大学医学部附属病院 島根大学医学部附属病院 野崎徳洲会病院

板橋中央総合病院 JCHO東京新宿メディカルセンター 県立西宮病院

名古屋第2赤十字病院 九州大学病院 独立行政法人国立病院機構埼玉病院

札幌徳洲会病院 倉敷中央病院 広島県立広島病院

草津総合病院 社会医療法人愛仁会高槻病院 湘南藤沢徳洲会病院

横浜市立大学附属病院 JA尾道総合病院 名古屋大学医学部附属病院

名古屋徳洲会総合病院 千葉西総合病院 協立総合病院

彩の国東大宮メディカルセンター 奈良県立医科大学附属病院 自治医科大学附属さいたま医療センター

南部徳洲会病院 勤医協中央病院 群馬中央病院

耳原総合病院 国保旭中央総合病院 NTT東日本札幌病院

東京都健康長寿医療センター

主な就職先

【医学部　医学科】平成２９年度卒業者の主な就職先



琉球大学医学部附属病院 南部徳洲会病院 静岡県立静岡がんセンター

中部徳洲会病院 ハートライフ病院 神奈川県立がんセンター

沖縄医療生活協同組合 中部医師会検診センター 地方独立行政法人那覇市立病院

板橋中央総合病院 沖縄県立美咲特別支援学校 琉生病院

那覇市役所 沖縄県庁 日本赤十字社沖縄赤十字病院

協立総合病院 豊見城市役所 沖縄県立宮古病院

社会医療法人敬愛会中頭病院 池田病院 医療法人祥杏会おもろまちメディカルセンター

豊見城中央病院 古賀総合病院 As-meエステール株式会社

市立奈良病院 医療法人杏月会空の森クリニック 浦添総合病院

済生会横浜市東部病院 県立北部病院 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

主な就職先

【医学部　保健学科】平成２９年度卒業者の主な就職先



内閣府沖縄総合事務局 沖縄県庁 沖縄セルラー電話株式会社

那覇市役所 株式会社エヌ・テック・システムズ 沖縄電力株式会社

株式会社ネットワーク 三建設備工業株式会社 株式会社アルトナー

株式会社創和ビジネス・マシンズ 株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング 山九株式会社

株式会社アウトソーシングテクノロジー レキオスソフト株式会社 沖電グローバルシステムズ株式会社

金秀建設株式会社 宮崎県庁 株式会社メイテック

株式会社九電工 沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社 株式会社エム・ソフト

名護市役所 ゼネラルエンジニアリング株式会社 みずほ銀行ファイナンシャルグループ
株式会社テクノプロ　テクノプロエンジニアリング社 株式会社アコーディア・ゴルフ 株式会社大進

ヤシマ工業株式会社 日本オーチス株式会社 株式会社ピーエス三菱

ヨコキ株式会社 株式会社NS・コンピュータサービス 共同エンジニアリング株式会社

株式会社ヒップ 株式会社アステクノス 長崎市役所

三菱電機システムサービス株式会社 沖縄ゼロックス株式会社 復建調査設計株式会社

株式会社隆盛コンサルタント セントラルコンベヤー株式会社 株式会社テクノプロ　テクノプロIT社

JALスカイエアポート沖縄株式会社 株式会社東海精機 株式会社ジェイペック

沖縄テクノス株式会社 日本空港テクノ株式会社 パナホーム株式会社

株式会社オカノ 株式会社沖縄ハイシンク 株式会社TOKAIコミュニケーションズ

株式会社エプコ ハウスクラフト株式会社 六興電気株式会社

拓南製鉄株式会社 大鏡建設株式会社 株式会社沖縄エジソン

株式会社ヒューマンクレスト Y・K・N株式会社 濱田重工株式会社

テクノクリート沖縄株式会社 一般財団法人沖縄美ら島財団 日本電設工業株式会社

株式会社パトライト タマホーム株式会社 東電設計株式会社

富士通九州システムサービス 株式会社フェイスネットワーク 西日本高速道路総合サービス沖縄

アサイ産業株式会社 株式会社デザインスタジオ琉球樂団 沖縄プラント工業株式会社

安治川鉄工株式会社 株式会社構造FACTORY 株式会社日工社

株式会社エスユーエス 有限会社桜設計工房 三菱電機エンジニアリング株式会社

フジシール 株式会社アレックス 株式会社アバール長崎

OSTechグループ 株式会社TFDコーポレーション 横河計測株式会社

九電産業株式会社 国土交通省九州地方整備局 株式会社りゅうせき

防衛省 株式会社ラ・カーサ 株式会社アスネット

日本郵政株式会社 スターツCAM株式会社 パナソニックESソーラーシステム製作所

株式会社インテリジェントウェイブ 一条工務店 株式会社沖縄エネテック

NOK株式会社 株式会社技建 津田工業株式会社

日本トランスオーシャン航空株式会社 東亜建設工業 株式会社能登

株式会社高知電子計算センター 株式会社ホープ設計 株式会社ビーンズラボ

豊ハイテック 五洋建設株式会社 株式会社沖電工

沖縄気象台 あおみ建設 アルバック九州株式会社

フジケンエンジニアリング株式会社 有限会社海遊 南あわじ市役所

長崎キャノン株式会社 鹿屋市役所 栗原工業株式会社

矢崎総業株式会社 株式会社三好不動産 株式会社関電工

株式会社ワールドインテック 大日本コンサルタント 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン

株式会社オフィスシステムプロダクト 三井住友建設株式会社 日本年金機構

東芝インフラシステムズ株式会社 株式会社奥村組 株式会社バリューブリッジ

ナカシマプロペラ株式会社 前田建設工業株式会社 ビズリーチ

警視庁 自衛隊 沖縄フォーサイト株式会社

株式会社ネクステージ 知名町役場 株式会社テクノプロテクノプロデザイン社

株式会社メルカリ コンピュータマインド ディーピーティー株式会社
株式会社ゼネテック 株式会社TIDA-CLOUD 三井情報株式会社
株式会社レキサス 株式会社国際システム 株式会社リウコム
NTT-ME 株式会社ODNソリューション 株式会社LIFULL

主な就職先

【工学部】平成２９年度卒業者の主な就職先



沖縄県農業協同組合 沖縄県庁 那覇市役所

株式会社ユニマットプレシャス 沖縄製粉株式会社 内閣府沖縄総合事務局

沖縄森永乳業 金秀バイオ株式会社 株式会社ビーンズラボ

オリオンビール株式会社 農業協同組合 リード進学塾/予備校

柴畜産 ポイントピュール株式会社 沖縄荷役サービス株式会社

フジ産業株式会社 沖縄市役所 完美科技股分有限公司

日清丸紅飼料株式会社 有限会社グリーンフィールド 靁凮刃

株式会社ラグジュアリー 株式会社沖縄環境保全研究所 全研本社株式会社

EC　SUPPORT 愛媛たいき農業協同組合 MXモバイリング

株式会社ドラッグストアモリ 東京特別区職員 株式会社ヤナセ

豊見城市役所 トーホーグループ JA全農おおいた本部

丸西産業株式会社 沖縄コカ・コーラボトリング株式会社 長崎県庁

すみれファーム 株式会社富士通エフサス 株式会社イーエスウォーターネット

埼玉県信用農業協同組合連合会 植物防疫事務所 国土交通省北海道開発局

エムアンドビー株式会社 札幌テレビ放送 東日本旅客鉄道株式会社

株式会社アコーディア・ゴルフ 農業生産法人株式会社あいあいファーム 八重山農林水産振興センター

共和化工 ザ・テラスホテルズ株式会社 株式会社ネットワーク

株式会社アウトソーシングテクノロジー 株式会社Parity 静岡県庁

林野庁 いしい林業株式会社

主な就職先

【農学部】平成２９年度卒業者の主な就職先


