
別府大学・別府大学短期大学部 

 

 

 

(株)豊和銀行(国際言語・文化) 

(株)豊和銀行(史学・文化財) 

(株)豊和銀行(史学・文化財) 

(株)豊和銀行(国際経営) 

(株)西京銀行(史学・文化財) 

(株)大分銀行(短・初教) 

(株)大分銀行(短・初教) 

大分みらい信用金庫(国際経営) 

大分みらい信用金庫(短・初教) 

大分みらい信用金庫(短・食物) 

大分信用金庫(国際経営) 

天草信用金庫(国際経営)  

(株)SBJ銀行(国際経営) 

日本生命シャルム営業部(国際言語・文化) 

日本生命シャルム営業部(史学・文化財) 

金融・保険・複合サービス 
 

平成 28 年度 内定 
 



明治安田生命 (史学・文化財)  

明治安田生命 (史学・文化財) 

明治安田生命(人間関係) 

岩井コスモ証券(株)(国際経営) 

JAおおいた(史学・文化財) 

JAべっぷ・日出(人間関係) 

JAべっぷ・日出(食物栄養) 

JA佐賀(人間関係) 

JA西宇和(史学・文化財) 

JA福岡京築(史学・文化財) 

JA周桑(史学・文化財) 

佐伯広域森林組合(国際言語・文化) 

日本郵便(株)(史学・文化財) 

日本郵便(株)(史学・文化財) 

日本郵便(株)(史学・文化財) 

日本郵便(株)(人間関係) 

日本郵便(株)(短・初教) 

日本郵便(株)(短・初教) 

日本郵便(株)(短・食物) 

 



(株)JTB 熊本リレーションセンター(国際言語・文化) 

(株)ハートトラベル(史学・文化財) 

大分バス(株)(国際経営) 

K－LINE LOGISTICS(株)(国際経営) 

センコー(株)(国際経営) 

(株)サカイ引越センター(史学・文化財)  

 

 

天草地域医療センター(人間関係) 

別府発達医療センター(人間関係) 

(独)国立病院機構〔管理栄養士〕(食物栄養) 

(独)国立病院機構〔管理栄養士〕(食物栄養) 

(独)国立病院機構〔管理栄養士〕(食物栄養) 

社会福祉法人 豊岡保育園〔栄養士〕(食物栄養) 

津久見市医師会立 津久見中央病院〔管理栄養士〕(食物栄養) 

社会医療法人社団 大久保病院〔管理栄養士〕(食物栄養) 

医療法人慈恵会 西田病院〔管理栄養士〕(食物栄養) 

医療法人至誠会 帆秋病院(人間関係) 

特別養護老人ホーム 情和園(人間関係２) 

大分豊寿園(人間関係) 

航空・運輸・旅行 

医療・福祉 



社会福祉法人 清浄園(人間関係) 

社会福祉法人 清和園(人間関係) 

社会福祉法人 萌葱の郷めぶき園(人間関係２) 

社会福祉法人 下毛もみじ会もみじ園(人間関係) 

社会福祉法人 みのり村(人間関係) 

社会福祉法人 庄内厚生館(人間関係) 

医療法人進修会 メディケアおおつか(人間関係) 

社会福祉法人 シンフォニー(人間関係) 

社会福祉法人 佐世保白寿会白寿荘(人間関係) 

社会福祉法人 永生会(人間関係２) 

社会福祉法人 大分県社会福祉事業団(人間関係) 

社会福祉法人みのり村(人間関係) 

医療法人帰巌会 みえ病院(人間関係) 

社団法人 日田市医師会立日田健診センター〔管理栄養士〕(食物栄養２) 

医療法人光心会 諏訪の杜病院〔管理栄養士〕(食物栄養) 

社会福祉法人 長崎厚生福祉団〔管理栄養士〕(食物栄養) 

社会福祉法人 長崎厚生福祉団(食物栄養) 

社会福祉法人 創生会〔管理栄養士〕(食物栄養) 

総合ケアセンター 泰生の里〔管理栄養士〕(食物栄養) 

日田中央病院(史学・文化財) 



白川病院＜臼杵＞(食物栄養) 

進耳鼻いんこう科医院(史学・文化財) 

わたなべ歯科クリニック(史学・文化財) 

ディサービス だるま〔管理栄養士〕(食物栄養) 

(有)存心会 よいこのくに保育園〔管理栄養士〕(食物栄養) 

坂ノ市こども園〔管理栄養士〕(食物栄養) 

(株)EC(短・保育) 

 

 

大分ゼロックス(株)(国際経営) 

リコージャパン(株)(国際経営) 

生活協同組合コープおおいた(国際言語・文化) 

生活協同組合コープおおいた(食物栄養) 

マックスバリュ九州(株)(史学・文化財) 

(株)サンリブ・マルショク(史学・文化財) 

(株)トキハインダストリー(国際経営) 

(株)スーパー細川(発酵食品) 

(株)永富調剤薬局(人間関係) 

(株)永富調剤薬局(食物栄養) 

日本調剤(株)(食物栄養) 

卸売・小売業 



薬樹(株)〔管理栄養士〕(食物栄養) 

ライフエンタープライズ(株)〔管理栄養士〕(食物栄養) 

(株)トキハ(人間関係) 

(株)長府製作所(人間関係) 

日産プリンス大分販売(株)(国際言語・文化) 

日産プリンス大分販売(株)(人間関係２) 

日産プリンス長崎販売(株)(史学・文化財) 

福岡日産自動車(株)(史学・文化財) 

大分トヨペット(株)(人間関係) 

大分トヨペット(株)(国際経営) 

トヨタ L＆F大分(株)(国際経営) 

(株)スズキ自販大分(人間関係) 

長崎自動車(株)(史学・文化財) 

(株)南九州マツダ(史学・文化財) 

(株)コスモス薬品(国際言語・文化) 

(株)コスモス薬品(史学・文化財５) 

(株)コスモス薬品(人間関係) 

(株)コスモス薬品(食物栄養１４) 

(株)コスモス薬品(発酵食品２) 

(株)サンドラッグ(食物栄養) 



(株)ドラッグストア モリ(史学・文化財) 

(株)ドラッグストア モリ〔管理栄養士〕(食物栄養１４) 

(株)ビッグモーター(国際言語・文化) 

(株)フジデン(国際言語・文化) 

(株)トライアルカンパニー(国際経営) 

(株)フレイン(国際言語・文化) 

(株)フレイン(史学・文化財２) 

(株)エフアンドジー(国際言語・文化) 

(株)マルミヤストア(国際言語・文化) 

ダイレックス(株)(国際言語・文化) 

(株)フタタ(国際言語・文化) 

ナフコ(株)(史学・文化財) 

(株)出先(史学・文化財) 

(株)デジスト(国際経営) 

大分石油(株)(史学・文化財) 

大分石油(株)(人間関係) 

(株)アルペン(人間関係) 

(株)丸菱(人間関係) 

(株)山丁(国際経営) 

(株)西原商会(食物栄養) 



武蔵産業(株)(人間関係) 

(株)えがお(食物栄養) 

(株)健康家族(発酵食品) 

(株)GU(発酵食品) 

(有)AESジャポン(発酵食品) 

(株)庄司酒店(食物栄養) 

(有)榮建リフォームシステム(国際経営) 

(株)九州ケーズデンキ（国際経営２） 

(株)武田メガネ(国際経営) 

(株)中央コンタクト(国際経営２) 

(株)ティ・エフ・シー(国際経営) 

(株)ハイコム（国際経営） 

(株)フジデン(国際経営) 

コネクシオ(株)(国際経営) 

(株)ドン・キホーテ(国際経営) 

(株)みらい蔵(国際経営) 

グレディブリリアン アミュプラザおおいた店(短・食物) 

(株)アリシア ページボーイ アミュプラザおおいた店(短・食物) 

日本メディコム(株)(短・初教) 

(株)エヌ・ティ・エス通信サービス(短・初教) 



 

(株)三信産業(国際経営) 

(株)別大興産(国際言語・文化) 

(株)別大興産(国際経営) 

日本 eリモデル(株)(国際言語・文化) 

新生ホームサービス(株)(国際言語・文化) 

(株)久門製作所(国際言語・文化) 

(株)奥羽興産(史学・文化財) 

(株)ほっとエコライフ(史学・文化財) 

(株)和田組(史学・文化財) 

(株)パナホーム大分(人間関係) 

(株)パナホーム大分(食物栄養) 

(株)喜神サービス(人間関係) 

トヨタホーム名古屋(株)(食物栄養) 

ジェイリース(株)(国際経営) 

東建コーポレーション(株)(国際経営) 

創栄建設工業(国際経営) 

(株)ヤマシン(短・食物) 

プロパティワコー(株)(短・食物) 

(株)フィード(短・初教) 

不動産・建設 



 

杉乃井ホテル＆リゾート(株)(食物栄養) 

九州航空(株)(国際言語・文化) 

(株)ジョイフル(史学・文化財) 

(株)ジョイフル(食物栄養２) 

(株)ジョイフル(発酵食品) 

(株)ジョイフル(短・食物) 

(株)エーワン(史学・文化財３) 

(株)エーワン(人間関係２) 

(株)エーワン(国際経営) 

(株)ボディワークホールディングス(国際言語・文化) 

(株)ボディワークホールディングス(史学・文化財) 

(株)ヤクシンプラス(国際言語・文化) 

宮崎誠和産業(株)(史学・文化財) 

(株)エスエルディー(食物栄養) 

(株)モスダイニング(食物栄養) 

(株)モバイルフィット(食物栄養) 

旅亭 松葉屋(食物栄養) 

(株)利久(発酵食品) 

(株)まるひで おにく処 秀(短・食物２) 

宿泊・飲食・生活関連サービス 



 

フンドーキン醤油(発酵食品) 

(株)平和マネキン(国際経営) 

浜嶋酒造合資会社(発酵食品) 

下関酒造(株)(発酵食品) 

旭酒造(株)(発酵食品２) 

大久保酒造(株)(発酵食品) 

楯乃川酒造(株)(発酵食品) 

木内酒造(資)(発酵食品) 

カネヨシ醤油醸造元(発酵食品) 

プレットサンフーズ(株)(発酵食品) 

(株)しんこう(発酵食品) 

(有)東栄工業所 (国際言語・文化) 

山宗(株)(国際経営) 

佐伯印刷(株) (国際言語・文化) 

佐伯印刷(株)(国際経営) 

(有)近藤養蜂場(史学・文化財) 

(有)近藤養蜂場(発酵食品) 

(有)近藤養蜂場(国際経営) 

(有)鈴木養鶏場(史学・文化財) 

製造業 



沖縄ハム総合食品(株)(人間関係) 

(株)クロレラ本社(人間関係) 

(株)クロレラ本社(食物栄養２) 

(株)クロレラ本社(発酵食品２) 

(株)三六九(発酵食品) 

(株)児湯食鳥(発酵食品) 

(株)国東ファーム(発酵食品) 

(有)中村二三商店(発酵食品) 

(株)デンケン(短・食物) 

 

 

(株)キュ―ネット(史学・文化財) 

綜合警備保障(株)(国際経営) 

トランスコスモス(株)(食物栄養) 

(株)KG情報(国際言語・文化) 

(株)日本レストランエンタープライズ(国際言語・文化) 

ジェイアール東海パッセンジャーズ(国際言語・文化) 

(株)柊ソフト開発(国際言語・文化) 

(株)エイジェック(国際言語・文化) 

(株)エイジェック(人間関係) 

カテゴリーフリー 



 (株)エイジェック(国際経営) 

アイオ(株)(史学・文化財) 

(株)CKCネットワーク(史学・文化財) 

(株)イデックスオート・ジャパン(史学・文化財) 

(株)パコラ(史学・文化財) 

(株)土屋車輌(史学・文化財) 

(株)タツノコプロ(史学・文化財) 

(株)日本ピット(人間関係) 

(株)キネマシトラス(人間関係) 

(株)ABC Cooking Studio(食物栄養４) 

大分 CRMセンター(食物栄養) 

学校法人 国際学園(食物栄養) 

PGMホールディングス(株)(発酵食品) 

ラティックス(国際経営) 

(株)ゼコー(発酵食品) 

小代築炉工業(株)(国際経営) 

(株)エヴァーズ(国際経営) 

(有)エーエフエヌ(短・食物) 

 

 



 

栄食メディックス(株)〔管理栄養士〕(食物栄養４) 

エームサービス(株)〔管理栄養士〕(食物栄養２) 

日清医療食品(株)南九州支店〔管理栄養士〕(食物栄養３) 

富士産業(株)九州事業所〔管理栄養士〕(食物栄養) 

淀川食品(株)〔管理栄養士〕(食物栄養) 

(株)LEOC〔管理栄養士〕(食物栄養３) 

(株)ニチダン〔管理栄養士〕(食物栄養５) 

(株)グリーンハウス〔管理栄養士〕(食物栄養) 

日清医療食品(株)那覇支店〔管理栄養士〕(食物栄養) 

(株)大給(短・食物) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食受託 



   

食物栄養科・資格職〔栄養士〕 

 

 

杵築市立山香病院 

医療法人山本記念会 山本病院 

(株)文化コーポレーション 

西広島リハビリテーション病院 

賀来内科医院 

 

 

認定こども園 いちご保育園 

聖人保育園 

社会福祉法人すみれ会 すみれ保育園 

どうわ こども園 

社会福祉法人 寿光福祉会 坂ノ市こども園 

社会福祉法人 ひまわり福祉会 

社会福祉法人 大分県遺族会 南春日保育所 

社会福祉法人 中央福祉会 中央こども園 

社会福祉法人 新樹会 すくすく村 

短 期 大 学 部 
 

保 育 所 
 

病 院 
 



桜町保育園 

豊岡保育園 

 
 

(株)東洋食品３ 

豊見城市学校給食センター 

 
 

(株)TOMORROW CONPANY 

小百合ホーム 2 

社会福祉法人 生愛会 楼蘭 

社会福祉法人 新樹会 いきいき村 

社会福祉法人 平和園 

社会福祉法人 若草会 創生の里２ 

特別養護老人ホーム 静雲荘 

社会福祉法人 別府光の園 

 

 

富士産業(株)３ 

(株)東洋食品 

(株)文化コーポレーション 

学 校 
 

福祉施設 
 

給食受託 
 



 
 
 

 

 

大分カトリック学園（カトリック鶴崎幼稚園） 

大分カトリック学園（カトリック明野幼稚園） 

大分カトリック学園（カトリック臼杵） 

学校法人 平松学園 

学校法人 勝専坊学園 ひかわ幼稚園 

別府大学 明星幼稚園２ 

学校法人 後藤学園 

学校法人 後藤学園 ごとう幼稚園・えのくま幼稚園  

学校法人 後藤学園 えのくま幼稚園 

学校法人 道徳学園 のだ山幼稚園２ 

学校法人 大津学園 みどり幼稚園 

カトリック海星幼稚園 

カトリック海の星幼稚園 

カトリック佐伯幼稚園 

カトリック津久見幼稚園 

幼稚園 

初等教育科・資格職 
〔幼稚園教諭・保育士〕 



みのり幼稚園 

ルナ幼稚園 

まきの幼稚園 

別府中央幼稚園 
 

  

 

TOMORROW COMPANY ４ 

学校法人大津学園 みどり幼稚園 

富士見が丘幼稚園 

ベネッセスタイルケアー 

白蓮学園２ 

北九州幼児学園 

たかおこども園６ 

緑ヶ丘こども園２ 

富来こども園 

国東こども園２ 

日出やまとこども園２ 

大正こども園３ 

大在こども園 

しきどこども園 

保育所・認定こども園 



よいこの森こども園 orみんなの森こども園 

よいこの森こども園 

南部こども園 

東稙田こども園 

安岐中央こども園 

くすのき保育園 

山の手保育園 

泉町保育園 

七海保育園 

豊岡保育園２ 

藤原保育園２ 

三芳昭和園 

海辺保育園 

飫肥保育園 

小中島保育園 

社会福祉法人 森友会 みんなの森こども園３ 

社会福祉法人 中央福祉会 中央こども園２ 

社会福祉法人 永生会 高田のぞみこども園 

社会福祉法人 とんとん いちご保育園 

社会福祉法人 真玉福祉会２ 



社会福祉法人 桐花会 太陽の子保育園 

浅沼福祉会 若草保育園 

社会福祉法人 若草会 

社会福祉法人 栄光園 青山保育所 

社会福祉法人 睦福祉会 くるみの森愛児園・くるみ夢愛児園  

社会福祉法人 あすなろ会 

社会福祉法人はばたき ふれあい保育園 

粟島愛児園 

鉄輪保育園３ 

朝見保育園 

朝日保育園 

南大分保育園 

稙田保育園２ 

友愛保育園 

別府隣保館保育園 

佐伯民生福祉会２ 

市浜保育園 

産土会 

洗心保育園 

 



 

大分県福祉会２ 

社会福祉法人 萌葱の郷２ 

栄光園 

社会福祉法人 庄内厚生館 

社会福祉法人 別府光の園 

社会福祉法人 みのり村２ 

社会福祉法人 清浄園 

社会福祉法人 萌葱の郷２ 

恵の聖母の家 

社会福祉法人 すみれ会 

社会福祉法人 博愛会 

博愛病院・博愛診療所２ 

別府発達医療センター 

 

 

 

 

 

 

福祉施設 



 

 

 

 

 

学校法人 道徳学園 のだ山幼稚園 

学校法人 後藤学園 えのくま幼稚園 

明照幼稚園 

 

 

学校法人 いずみヶ丘学園 

学校法人 平松学園２ 

あさじルンビニこども園 

くるみの森愛児園 

松岳会 吉野こども園 

ゆりかごこども園 

ひよこのくにランド保育園 

こどもの森すぷらうと２ 

社会福祉法人 若草会２ 

社会福祉法人 東京児童協会 

保育科・資格職 
〔幼稚園教諭・保育士〕 

幼稚園 

保育所・認定こども園 



一洋会 奈多愛育園 

桜町保育園 

稙田保育園 

TOMORROW COMPANY 

こおりん保育園 

かんがるー保育園 

七海保育園 

東舞鶴保育園 

みさと保育園 

リトルメイト 

玄洋会 

 

 

大分県福祉会 

社会福祉法人 別府光の園 

博愛診療所 

社会福祉法人 庄内厚生館 

みずほ厚生センター 

竹田市医師会病院内保育 

社会福祉法人 萌葱の郷 

福祉施設 



社会福祉法人 若草会 

社会福祉法人 小百合愛児園 小百合ホーム２ 

 

 

健生病院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

病 院 



 

 

 

 

 大分豊寿苑２ 

太陽の家２ 

社会福祉法人別府平和園 

社会福祉法人 みのり村 

大分県福祉事業団 

創翔の里 かぼすの丘 

 

 

やまばと幼稚園 

 

 

キッドワールドこども園 

城台保育園 

七海保育園 

玉来保育園 

産土会 

専攻科・資格職 
〔介護福祉士・幼稚園教諭・保育士〕 

幼稚園 

保育所・認定こども園 

 福祉施設 


