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保護者の皆様へ

自治体と連携した就職支援
佛教大学は、現在、右の自治体と就職支援に関する連携・協定を締結し

ています。相互に連携・協力に努め、出身学生を中心に県内企業の情報

等の提供、企業への就職やインターンシップの支援を行うことにより、U・I・

Jターン就職※の促進を図ることを目的としています。連携・協定先自治体と

「座談会」などのイベントも開催し、自治体との連携を深めています。今後

も他の自治体とも連携を図り、より一層の就職支援強化に繋げていきます。
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Uターン就職 ： 地方出身者が地元にもどり就職すること　
 Ｉターン就職 ： 都市部から出身地とは異なる地方に就職すること　
 Jターン就職 ： 都市部から出身地に近い地方都市に就職すること

※

※（ ）内は締結時期

進路決定者
内訳

※2021年度卒業
※就職率=就職者/就職希望者97.897.8就職率
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製造業……4.3%
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情報通信業…3.4%
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2021年度卒業生の状況2021年度卒業生の状況

コロナ禍での生活も2年が過ぎ、ずいぶん生活様式が変化しました。現

在就職活動をしている4年生は、半分以上をコロナ禍で活動制限のある

学生生活、これから本格的な準備を進めていく3年生は、大部分を活動

制限のある中で過ごしています。

コロナ禍で感じられる学生の変化は、様々なことに対する活動意欲が落

ちているのではないかということです。オンライン授業に慣れ、履修を進

めている姿は、学生の適応能力の高さに驚かされる一方、実体験をする

機会が極端に減り、動くことが億劫になっている姿も見受けられます。

就職をする、社会に出るということは、自身が身につけた力を発揮するこ

とでもあります。経験が乏しく、自信がない・・・就職の採用面接で「学生

時代に身につけた力」と問われても、答えられないと考えている学生は多

いのではないでしょうか。また、経験がないから、力がついてないからと社

会に出ることを先延ばしに考える学生もいるのではないでしょうか。

コロナ禍での制限された学生生活はみんな同じ状況です。採用側もその

ことは理解されています。学生のみなさんに大きな経験値のみを期待し

て、選考されているわけではありません。コロナ禍という困難な時に対応

する力、何かを生み出す力、少しでも良い方向に物事を進めていこうとす

る力、そこから将来性を見極めるために面接は行われます。新卒採用は、

働いた経験のない学生の適性や伸びしろを見極め、自社に合う人材を

確保しようとされています。このようなポテンシャルで採用してもらえる新

卒採用は、貴重な機会です。

もし、お子さまが自信をなくし、動くことに億劫になっている様子でしたら、

少し後押ししてあげてください。無意識の中でコロナ禍に対応した生活を

過ごせていることなど工夫してやっていることは、本人は気がついていな

い場合もあります。本人の気がつかない小さなこと、地味なことでエピ

ソードは十分です。そこからどのような力がついたのか、自分はどのような

可能性があるのかを伝える・・・そのような後押しができるように我々も支

援します。

進路就職課は将来に向けた自立を考え、よりよいサポートができるよう取

り組んでまいります。お子さまが不安や悩みを抱えておられるようでした

ら、進路就職課を活用するようにお声がけください。
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激しく変遷する時代を生き抜く
子どもを支えるのは、保護者の思いやり。
激しく変遷する時代を生き抜く
子どもを支えるのは、保護者の思いやり。

[問い合わせ] 
佛教大学 進路支援部 進路就職課
〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96

TEL.075-493-9058（直通）
https://www.bukkyo-u.ac.jp/career/



キャリア・アドバイザーからのメッセージ

まずは、自己分析から。大学生活での勉学、課外活動、ボラン

ティア活動やアルバイト経験などを通して、どんなことにやりがい

を感じたか、得意なことは何かを把握します。その上でどんな風

に働きたいか、5年後、10年後にどうなりたいかをしっかり考え、

「自分軸」を築きます。さらに、社会情勢にもアンテナを張り、業

界研究を進めていきましょう。SNSの情報は偏りがちなので、流

されることなく、幅広い目で社会を見ていきましょう。

「スカウト型」「オファー型」とは、就活サイトに登録した学生に

企業が直接アプローチする方法。自分の経験に対して未知な

る業界・職種が結びつくので魅力的に映ります。一方で提出す

るSNSや動画での自己アピールが学生によれば負担となり、本

来の就職活動からかけ離れる恐れもあります。視野が広がる企

業情報は賢く活用し、基本的な自己分析・企業研究を重ねた就

職活動を推奨します。

M e s s a g e  1 M e s s a g e  2

M e s s a g e  3 M e s s a g e  4

今、求められるのは学生主体の就職活動
現在のコロナ禍、不安定な国際情勢など、世の中の変化は

大学生の就職活動にも影響を及ぼしています。例えば、旅

行・航空業界など、コロナにより事業の制限を受けた業界の

採用数は激減。一方で、様々な面でデジタル化が進み、新

たな仕事の可能性も広がっています。就職活動に向き合う

学生には、そうした世の中の流れを読むことが求められます。

しかし、就職情報は年々過多になっており、その中から必要

な情報を取捨選択していかなくてはなりません。そのために

は、学生自身が、自己分析を通して理解を深め、「自分軸」を

築くことが大切です。保護者の皆様には、今の時代の流れ

を汲みつつ、お子さまを見守っていただきたいです。佛教大

学の進路就職課では適切な時期に様々なガイダンス・セミ

ナーを開催しています。キャリア・アドバイザーによる個別相

談もあるので、ぜひお子さまに有効活用をご推奨ください。

福島 弘子先生

流行の「スカウト型」「オファー型」
利用していくべき？

進んでほしい業界・職種、保護者の考えを一方的に投げかける

ことはおすすめできません。個別相談では、ご家族の意向と自分

自身の適性に悩む学生の話を聞くことがあります。保護者の皆

様には、お子さまの考えを尊重し、時には現実的な目線で指摘

して気づかせるような関わりをお願いしたいと思います。社会人

の先輩としてルールや社会情勢の捉え方や就職の悩みを話し

合う機会を持つのも大切です。

佛教大学の学生は、素直で真面目な人が多く、様々な企業様

よりお褒めいただきます。しかし、人より一歩抜きん出ることを苦

手とする傾向もあります。社会で自分らしく輝くためには、もっと

自分を強く打ち出してもいいでしょう。また、佛教大学は歴史が

あり様々な業界に先輩がいます。先輩が活躍する企業では評

価も高まりやすく、後輩への道筋を作ることもできるので、ぜひ

アプローチしてください。

佛教大学生の就職活動傾向就職活動に保護者が
どう関わるべきか

就職活動に際して
学生に始めてほしいこと
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近年の就職活動について近年の就職活動について
「インターンシップ」「エントリーシート(ES)」「Web面接」など、就職活動においても新しい概念が生まれ、

保護者世代の就職活動とは情報収集の方法からスケジュールまで大きく変化しています。

いまどきの就活事情を理解しておくことが、お子さまへのサポートの第一歩につながります。

2023年卒就職活動スケジュール

就職活動のオンライン化
■ 採用活動のオンライン化

■ 内定を得た企業のインターン参加

■ メリットとデメリット

経団連の「採用選考に関する指針」が

廃止となり、３年生の３月にエントリーが

解禁、それ以降に選考が進むといったス

ケジュールは踏襲されたものの、通年採

用や早期選考を行う企業が増えていま

す。また、多くの学生が３月以前にイン

ターンシップや各種セミナーに参加した

り、自己分析を行ったりと準備を進めて

います。就職活動は早めの情報収集や

試験・選考への対策を心掛けましょう。

●交通費や移動時間がかからない

●日程調整やスケジュール管理がしやすい 

●自宅等で面接が受けられるため、緊張感が和らぐ

●通信機器の不備や通信環境の不具合が起こりうる

●企業の方の反応や表情などが感じ取りにくい

●会社の雰囲気がわかりにくい

就職活動情報サイト

インターンシップ

エントリー

企業説明会

ES・試験・面接

内々定

学校行事

3年生
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■3/1グランドオープン
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■大学院入試

■定期試験
■夏休み

試験・面接

内々定

Topics
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03 インターンシップに関するデータ

メリット

デメリット

株式会社リクルート『就職白書2022』より

　    インターン参加企業　        参加していない企業

個別企業・各種団体等の説明会・セミナーに
「Webで参加」 

面接選考を「Webで受ける」 
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※1日以内のプログラムも含む 株式会社ディスコ キャリタス就活2023学生モニター調査結果より

インターンシップについては、
P.3とP.6を参照
してください。
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？ ？？？
『インターンシップ』？

『業界研究』？
『自己分析』？
『エントリーシート（ES）』？

様 な々情報
があり…

卒業後は
アルバイト…企業から

スカウト…
就職がなかなか
決まりません…

就職のことが
不安…

就職活動Q&A就職活動Q&A就職用語集就職用語集

インターネットで検索すると、様々な情報があり、
何が正解かわかりません。

学生も口コミサイトやSNSを利用し、情報を得ています。様々な情

報が得られることは利点ではありますが、見極める力をもつ必要が

あります。ネット上には間違った情報や、一概には言えないことが

あたかも正解のように書かれていることもあります。お子さまにも

ネットの情報を鵜呑みにしないこと、迷ったら進路就職課に相談に

行くようお声がけください。

インターンシップ

本学独自のインターンシップ【単位認定】

学生が、企業や自治体等の職場で一定期間働く体験をすること。

近年ではオンラインで参加できるインターンシップも増えています。

多くの企業・自治体では、学生の休みの期間を中心に実施してい

ます。1日で実施する「1day仕事体験」から1～数週間実施する

ものまであります。講義・研修などの座学から、実際の業務を経験

させるものまで、就業体験を伴う様々なプログラムが組み合わされ

ています。実際の職場や社員の雰囲気、仕事の進め方などが体

験できるため、卒業して社会人となってからの理想と現実のギャッ

プを埋めるのに役立ちます。インターンシップに参加することが選

考につながっているケースもありますので、志望している企業がイ

ンターンシップを行う場合は、できるだけ参加することをおすすめし

ます。

業界研究
業界の種類や特徴を知り、興味を感じ、自分が行きたいと思う業

界を見つけるために行います。最初から企業名だけで応募先を探

すと、テレビ等で目にしたことのある有名な企業に絞られてしまいま

す。志望業界を絞り込む前に、たくさんの業界の情報を収集し、比

較検討しましょう。

自分の価値観や特性を掘り下げる作業です。それにより「自分の

強みは何か」「どんな仕事がしたいか」「どんな仕事が自分に向い

ているか」を認識・理解することにつながります。学生自身では「自

分の良さ」になかなか気づかない傾向もあるため、接してきた時間

が長い保護者の皆様からのアドバイスをお願いします。

企業に提出する応募書類です。選考への申込書という位置づけ

になります。自分の性格や強みなどを表現する「自己PR」や、入社

を希望している理由を説明する「志望動機」、学業やサークル活

動、アルバイトなど学生時代に何を経験し学んだかを説明する「学

生時代に力を入れたこと」（通称：「学チカ」）などの項目がありま

す。エントリーシートによる書類選考に通過するために、多くの学

生がその作成に労力と時間をかけています。本学のキャリア・アド

バイザーに添削を依頼することも可能です。

佛教大学

※受講料無料

●一般インターンシップ
申込窓口 : 進路就職課
　民間企業、行政、非営利団体等でのインターンシップ

●教育職インターンシップ
申込窓口 : 教職支援課
　学校現場（小、中、高、特別支援学校）でのインターンシップ

※受講料 10,000円～15,000円

大学コンソーシアム京都

詳細は大学コンソーシアム京都
「インターンシップ・プログラム募集ガイド」参照

申込窓口 : 大学コンソーシアム京都

Answer
就職活動をせず、卒業後はアルバイトをすると
言い出しました。

それぞれの人生、職業観ですから全てを否定することはできません

が、現実を十分に認識する必要はあります。社会保障の面や生

涯賃金について考えてみるヒントをあげてください。また、新卒採用

は実務経験のない学生の可能性を感じ、採用してくれる貴重な機

会です。この機会がどれほど貴重なものか、社会人経験豊富な保

護者の皆様からお伝えください。そのうえで、自分の将来を考える

ように促してあげてください。

Answer

企業からスカウトされたと言っています。
どういうことでしょうか？

今の就職活動は、自分からアプローチするだけではありません。中

には、「スカウト型」「オファー型」と言われる方法で、就職活動をす

る学生もいます。本来、事前に登録された学生のアピール情報を

見て、学生の適性を見極め、自社に合う学生をスカウトするもので

すが、中には人材を確保しにくいところからのスカウトがある場合も

あります。自分では見つけられない企業や業種からスカウトがあり、

視野が広がるという利点もありますが、スカウトという響きに惑わさ

れ、自分の意志とは関係なく就職を決めてしまわないよう、自身の

就職の軸を定めておく必要もあります。

Answer

就職に関してまで親が関わるものでしょうか・・ Answer

大学に入学したばかりです。就職のことが
不安ですが、何をさせればよいでしょうか。

大学の4年間で、社会で求められる力をつける必要があります。と

は言え特別に考える必要はありません。大学生活を充実させ、

様々な経験をし、自身の魅力を高めていくように支援してあげてく

ださい。アルバイトやボランティア、インターンシップ、趣味、課外活

動など、高校生までより活動範囲を広げ、行動することが重要で

す。様々な経験をし、様々な年代の人とかかわることで、社会に通

用する力はついてきます。自身で考え、行動できるよう見守ってあ

げてください。

Answer

就職は本人の意識が重要です。保護者の意見を押し付けたり、積

極的に関わることでうまくいくものではありません。しかしその一方で

社会に出る不安や、重要な選択をするプレッシャーに押しつぶされそ

うになることもあり得ます。就職活動は社会で自立するための成長

の機会でもあります。体調管理や気持ちのフォローなど温かい見守

り、時には社会人の先輩として職業観など話してあげてください。

自己分析

合同企業説明会
数十から規模によっては数百の企業が一つのイベント会場に集

まって行われる会社説明会のこと。1日で複数の企業の説明を聞

くことができます。効率よく各企業ブースを回れる点と、それまで知

らなかった企業に出会うことができる点がメリットと言えるでしょう。

近年はオンラインで行われるイベントも多くなっています。合同企

業説明会に参加する場合は、就職情報サイトなどでイベントを探

すのが一般的ですが、例年、本学でも「学内合同就職説明会」を

開催しています。学内のものであれば、「佛教大学の学生に出会

いたい！」と考えている企業が参加されます。この説明会を機に内

定を得た学生も多数いますので、学内開催の強みを活かし積極

的に参加するよう保護者の皆様からもお声がけください。

公共職業安定所で扱った月間有効求人数を月間有効求職者数

で割ったもの。職を求めている人と人材を求めている側との需要

と供給のバランスを見る指標で、景気動向指数の一つとして採用

されており、厚生労働省から発表されています。リーマン・ショック

以降2～3年の求人倍率は大きく下がりましたが、ここ数年は大き

く回復し、高水準を維持していました。新型コロナウイルス感染症

の影響で景気減速となりましたが、来春2023年3月卒業予定の

大学生･大学院生対象の大卒求人倍率は1.58倍と、2022年卒

の1.50倍より0.08ポイント上昇しました。

有効求人倍率

エントリーシート（ES）

02  Question01  Question

04  Question03  Question

就職がなかなか決まりません。
つい口を出してしまいます。

マスコミ等で就職内定率のニュースが流れたり、周りの友達が就

職が決まったという話を聞いたりする時期になると、内定が出ず傷

つき焦っているのは、当の本人です。そこに輪をかけて親御さんか

ら、焦らせたり、叱責されるとどうなるでしょう。就職活動は、人と比

べる必要はありません。内定が出ないのは、自分の適性にあってな

いところを志望している、視野が狭すぎるのかもしれません。「進路

就職課を活用し、もう一度やり直してみたら」「大学に来ている求

人情報を活用したら」など再スタートできるような言葉がけをしてあ

げてください。

Answer
複数の企業から内定をもらっているようです。
辞退するべきでしょうか。

複数社の内定を獲得できたことは素晴らしいことですが、企業側

も計画的に採用を行っているため、返事を引き延ばしにしていると

迷惑をかけてしまいます。いずれにしても、入社時には1つに選択

することになります。可能な限り、内定を獲得した際にはその都度、

就職の意思を確認する意識を持つように、また就職の意思がない

のであれば、早めに企業へ辞退の連絡をするようにしてください。

内定に関して疑問や不安がある場合は、進路就職課に相談する

ようご助言ください。

Answer

06  Question05  Question

07  Question

Q A
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将来を考えるために、
1・2年生から意識すべきこと

佛教大学独自のインターンシップ

01

02

03

体育会から文化会まで幅広く活動。先輩や後

輩と交流をはかり、楽しさ・喜びを共有するなか

で、個人では得られない人生観、就業観が醸

成されます。

本学には、学生と地域をつなぐ「社会連携セン

ター」があります。プロジェクトチームの一員とし

て、実際に地域に飛び出し、様々な人々と共に

活動をすることで、社会で求められる力が身に

つきます。

一般インターンシップ

教育職インターンシップ

本学では、教育課程の全学共通科目群キャリア科目に「インターンシップ」（2単位）があります。
一般インターンシップの内容は以下のとおりです。2年生時に受講することで、3年生以降の就職活動をスムーズに進
めたり、社会で求められる力が身につく授業内容となっています。

希望する進路に応じた学生生活の過ごし
方や、進路の適切なアドバイスを行うキャリ
ア・アドバイザーが1日2名以上の体制でサ
ポートします。企業、公務員、教員など分野
ごとに担当者が面談を行うなど、各業界の
事情に詳しいキャリア・アドバイザーが的確
にアドバイスします。

学校現場（小学校、中学校、高等学校、特別支援学校）でのインターンシップです。
事前研修、実務研修、過程・事後研修と充実したプログラムで学生をサポートします。京都府・京都市・滋賀県教育委員
会（2021年度実績）の所管校での研修となります。詳細は教職支援課に確認してください。

キャリア科目を履修

進路就職課ツアー

佛教大学  就職支援サイト「求人検索NAV I」初期登録

資格取得チャレンジ

キャリア・アドバイザー制度(申込制)

2年生/インターンシップの実践、
事前・事後研修を含む学内のインターンシッププログラム

佛大生を積極的に採用している企業等の情報が掲載されており、本学に届いた
求人情報は、すべてここで紹介しています。業種・職種・勤務地などの条件を指定
すると、自分の希望する条件に合った求人情報を検索することができます。

就職活動を経て社会人になった先輩方が、内定を獲得した際の選考の流れや提
出書類、試験内容、就職活動に関するアドバイスなどを記録しています。

就職活動体験記検索 

求人検索 

求人検索NAV I

資格取得の目的は人それぞれ。「将来仕事
で役立つ資格は?」「学んだことを生活の中
で活かしたい!」など、学生の将来に役立つ資
格取得を支援。「目的」に合った資格を資
格・講座サポートコーナーの専門スタッフが
アドバイスします。

資格取得チャレンジ キャリア・アドバイザー制度

「社会連携センター」の活用

2002年から「学生ボランティア室」を設置し支援

を行っています。ボランティア活動を通じて得た幅

広い視野は、業界・企業研究に役立てることがで

きます。

課外活動

ボランティア活動

2年生 キャリア
ガイダンス

１年生 キャリア
ガイダンス

1・2年生の過ごし方1・2年生の過ごし方

卒業後の進路のことを考えると、何から始めるのか、どう動けばいいのかと、疑問や不安を感じる人は少なくないでしょう。

そんなときの強い味方が進路就職課です。進路就職課には学生の皆さんを支援する職員が、進路や就職に関する相談を受け付けています。

● 求人票(求人検索NAVI)・パンフレット

● 先輩たちが作成した採用試験報告書

● 教員採用試験の過去問題　

● 企業ガイドブック

● 全国の教員・公務員の募集要項

● 就職活動関連本 など

進路就職課を活用しよう進路就職課を活用しよう

※7号館2階の「進路就職課サテライトサロン」には、教員・公務員採用試験の過去問題集や、各分
野の資料・雑誌を配架しています。また、二条キャンパス2階にも資料室があります。

就職活動は、正確な情報収集が必

要不可欠。学内の掲示コーナーで

は、学内で開催されるガイダンス等

の日程の他、学外のイベントや就職

試験の情報を掲示しています。

進路就職課では年間を通して様々なガイダンス・セミナーを開催してい

ます。

P.6～8に一部掲載していますが、企業・教員・公務員・福祉/保育・保

健医療の分野ごとに開催し、年間約200実施しています。

保健医療分野の求人や就職活動

に関する資料などを閲覧することが

できます。二条キャンパスに通学す

る学生は、ここで就職活動などの情

報収集を行います。

掲示コーナー

B-netでできること

ガイダンス・セミナーの実施

進路就職課が開催する事前申込制・定員制のガイダンス・セミナーや

説明会への参加予約、有料の各種就職対策講座や資格取得講座の

申込ができます。

また、キャリア・アドバイザー個別面談もB-netから予約する必要があり

ます。

キャリア・アドバイザー制度

進路就職課が提供している各種資料

二条キャンパス資料室

場 所

直通電話番号

メールアドレス

事務取扱時間

紫野キャンパス 1号館 2階

075-493-9058

b-career@bukkyo-u.ac.jp

【平　 日】9:00～17:00
【土 曜 日】9:00～13:00
【日曜祝日】事務取扱休止
※祝日の通常授業日は開室
※その他の事務取扱休止日については
　B-net にて確認してください。

オンライン
インターンシップ

選考

オンライン
説明会

オンライン
面接

TOPICTOPIC“オンライン就活”に強い味方

オンライン
就活用個別BOX 設置！

課題実践研修

事前研修

事後研修

8月

6月～7月

9月～10月

企業担当者に本学にお越しいただきグループワークを行うことで、仕事に対する
意識や働く意義を養い、主体的に行動する力を獲得することを目的としています。

【主な研修内容】
課題実践研修の振り返り（グループディスカッション）・成果報告発表・研修報告
冊子の作成

【主な研修内容】
インターンシップの目標設定・自己分析・社会人としてのマナーの習得・業界研究

1・2年生も利用可能！ 学生は自宅からでも24時間利用可能 資格取得は早期からの
活動がおすすめです

1・2年生から
積極的に活用しよう！

将来の進路に応じた学生生活の過

ごし方や就職活動について、適切な

アドバイスや支援を行う制度です。経

験豊富なキャリア・アドバイザーが個

別に相談に対応します。オンラインや

対面で面談を受けることが可能です。

《面談内容の一例》

1・2年生・・・「将来についての考えが定まらない」

「低学年のうちにできることは？」

「学生生活の過ごし方」

3・4年生・・・「自己分析の仕方について」

「スーツの着こなしをチェックしてほしい」

「模擬面接をしてほしい」

「履歴書・エントリーシートの添削をしてほしい」
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� 年生

佛教大学  就職支援サイト「求人検索NAV I」進路希望登録 佛教大学  就職支援サイト「求人検索NAV I」より進路報告登録

就職サポートセミナー

学内合同
就職説明会

3・4年生の過ごし方3・4年生の過ごし方

�月 �月 �月 �月 �月 �月 ��月～�月�月 �月 �月 �月 �月 �月 �月 �月 �月��月 � �月 ��月

各種セミナー� � �� �� � ��

面接試験対策

資格取得チャレンジ

キャリア・アドバイザー制度(申込制)

企業
ガイダンス①

企業
ガイダンス②

教員
ガイダンス①

公務員
ガイダンス①

福祉・保育
ガイダンス①

公務員
ガイダンス② 公務員ガイダンス③

教員
ガイダンス②

教員
ガイダンス③ 自治体(教育委員会)へ出願

教員採用試験対策セミナー

自治体へ出願・公務員採用試験

書類選考・筆記・面接試験

学内合同事業所説明会

書類選考・筆記・面接試験

教員採用試験

業界研究・企業研究/企業ガイダンス③ 選考・内々定(6月～) 内定(10月～)

社会福祉士

精神保健福祉士

理学療法士

作業療法士

看護師・保健師

国家試験国家試験国家試験国家試験

就職ガイダンス

「就職活動ってどう進めればいいの?」
そんな疑問に答えるスタートガイダンス
就職活動に向けた意識形成のため、自己分析など

の基本から業界、企業研究までを年間スケジュール

の中に組み込んでいます。就職活動の準備として、

また学生が職業意識を通じたやりがいを見つけるこ

とを目的として開催します。

学内合同就職説明会

OB・OGの働く企業が出展
佛大生のためのスペシャルな説明会
OB・OGが在職しているなど、本学とご縁のある企業

を招いた説明会です。採用担当者から会社概要、採

用情報、求める人物像の話はもちろん、質疑応答など

を佛大生のためだけに親身になって対応してもらえる

イベントです。2021年度は、約140社の企業が出展

されました。業種等に捉われず積極的に多数の企業

を訪問するようお伝えください。この説明会を機に内

定を得た先輩も多くいます。

短時間で正解率がアップする
SPI攻略法を伝授
適性検査の傾向と対策を学ぶ講座です。いかに効率

良く、短時間で問題を解答していくか、適性検査の攻

略法を身につけます。

筆記試験対策セミナー� 5月・10月

自分の魅力を引き出すメイクを知ろう！
顔色や表情を明るく見せ、証明写真や面接で好印象

を与えるテクニックを伝えます。講師が実際にメイクを

行い実践的に学ぶことができます。

就活メイク/身だしなみ講座� 6月・10月

身だしなみや挨拶の仕方など
就職活動に必要な基本マナーを学ぼう！
スーツの着こなしから手入れの仕方、ビジネスマナーな

ど就職活動中だけでなく、社会に出た後にも活用でき

る知識を学ぶことができます。

ビジネスマナーセミナー� 6月・10月

採用担当者が直接教える！
業界の最新情報と求められる人物像
企業の採用活動の最前線に立つ人事採用担当者を

招き、現在の「業界での採用活動の状況」や「採用試

験の傾向と対策」などをお話しいただきます。

学内業界・企業研究会� 1１月～1２月

自己PRから志望動機まで
エントリーシートを書くコツを身につけよう！
初めて履歴書やエントリーシート(ES)を書く学生を対象

に、自己PRや志望動機の書き方などのノウハウを紹介

します。就職活動の心構えなども併せて指導します。

履歴書・エントリーシート
作成セミナー� 10月

プロの面接官による模擬面接など
実践スキルを徹底指導
集中講座で面接の基礎・実践(グループディスカッショ

ン・面接の練習)を集中的に学習。プ口の面接官が実

践的な指導を行います。

面接対策集中講座� 1月

3年生 4月～ 3年生 3月 就職サポートセミナー

選考対策や積極採用中の企業に会える！
4年生対象のセミナーです。進路就職課からの最新情報の提供と、グ

ループディスカッションや面接対策、さらに採用継続中の企業や事業

所を招いた学内就職説明会を開催し、マッチングを図ります。

4年生 4月～

先輩だから聞けることが盛りだくさん
4年生が心強いサポート役に
RT(リクルート・チューター)とは、下級生に就職支援を行う4年生以上の進路確定

者のことです。自らの体験を基にして、就職活動前の疑問・質問に答えるミーティン

グやセミナーなどを行います。

リクルート・チューター(RT) 制度

佛大の卒業生からリアルな就職活動の話を聞こう!
本学の卒業生を大学に招き、講義などを実施します。自身の就職活動の経験

や、社会人に求められる能力、就職して思うことなどを学生に分かりやすく伝え

ます。学生からは「卒業生の話なので身近に感じることができた」という声も聞

かれます。

OB・OGによるサポート

※2022年度の開講予定に基づいたスケジュールです。（年度ごとに採用スケジュールが変わる可能性があります。）

福祉・保育
ガイダンス②

医療専門職セミナー① 医療専門職セミナー②

説明会(3月～)・エントリー

施設・事業所見学

保健医療就職
ガイダンス

自分の可能性を広げよう！実践に役立つ各種セミナーに参加しよう! 佛大生を積極的に採用！いよいよ本格的に就職活動の準備が始まります

福祉・保育
ガイダンス
③
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公務員講座での親身な教えと
両親の応援が自信につながった。

大学で心理学を学ぶうちに、生活弱者の方への心の支援が必要だと痛感して公務員を

目指すように。2年次、学内で行われた自治体研究会で大阪府庁の方に出会い、大阪

府庁が第一志望になりました。公務員試験の勉強は最初独学でしたが、3年次から公務

員講座を受講。親身に教えてくださり、面接の練習も何度も重ねたので、自信がついて、

無事合格することができました。また両親が私の勉強する姿を見て、「こんなに頑張って

るんだから絶対受かる！」と応援してくれたのも心強かったです。卒業後は困っている方と

適切な距離をとりながら、最大限の力を発揮したいです。

髙野 莉来さん　教育学部 臨床心理学科 卒業

02

コロナ禍ながら実習を複数経験、
強みを伝える助言が面接の力に。

小学生の頃に祖母から「理学療法士の方はよく話を聞いてくれる」と聞いて興味を持ち、

地元に戻っても働きやすいということもあり、理学療法士を目指しました。在学中は、コロ

ナ禍で制限がありつつも、病院実習を複数経験。就職は、様々な疾患の対応を経験で

きる京都九条病院を志望しました。地元ではありませんが、母は「便利な都会で働けばい

い」とサポートしてくれありがたかったです。また面接では、進路就職課の方からの「強みを

伝わりやすく言い換える」アドバイスが役に立ち、見事内定を獲得。国家試験も先生方

に支えられ、合格することができました。

井永 悠登さん　保健医療技術学部 理学療法学科 卒業

03充実したプログラムのもと
仲間や両親に支えられ、目標突破！

佛教大学は、教員採用試験に向けたプログラムが充実していました。特に「教育職イン

ターンシップ」で現場体験後に教育の現状を話し合ったこと、「教師力養成講座」で研究

授業などに参加できたことが印象的。知識と実践を照らし合わせて学べました。また、受

験する自治体ごとに試験対策があり、本番も緊張せず挑めました。面接練習や模擬授

業で、学科の仲間と学びあったことも合格につながったと思います。両親はずっとポジ

ティブな言葉で応援してくれ、自信を持てました。今後は、小学校教員として子ども達が自

信を持てるような学級づくりをしていきたいです。

高倉 真奈美さん　教育学部 教育学科 卒業

01

教員
京都府教育委員会（小学校教員）

医療
医療法人同仁会（社団） 京都九条病院（理学療法士）

公務員
大阪府庁（心理職）

希望する就職を勝ち取ったこの春の卒業生から、それぞれの就職活動を語ってもらいました!

��・�� � ������ � ��

就職活動体験談
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＜里奈さんの就職活動スケジュール＞

理系から語学の道へ。
留学、サークル、挑戦の日々。

単位を取得するための勉強、
サークル、アルバイトと、様々
なことに挑戦。さらに、学部
プログラムの海外留学に参
加するため、語学検定の勉
強に注力していた。２年次に、
中国への留学を実現。2年
次後半の留学中に、コロナ
の影響が出始め、志望して
いた旅行・観光業界の求人
が激減。どのような道に進む
か、迷いと焦りが出てきたが、
改めて業界研究をするチャ
ンスだと切り替えた。

６月１日に就職情報のプレサ
イトがオープンするので、その
前から企業・業界研究のため
の雑誌で情報を集めた。自己
分析も並行して行っていた。
企業・業界研究を進めるほど
に、実際に現場を見ないとわ
からないと感じ、6月頃から、
様々なインターンシップや説
明会に参加。オンラインでの
開催が多くて、参加しやすく、
様々な業界のインターンシッ
プ・説明会に参加することが
できた。少しずつ、志望業界
を絞っていくことができた。

３年生6月

インターンシップでお世話に
なった観光系の企業から、
10月に内定を獲得。しかし、
業界研究を通して様々な職
種に興味を抱き始めたため、
引き続き就職活動を続けて
いくことにした。自己分析や
業界研究もずっと続けてお
り、徐々に業界も絞り込み、
小売業界やメーカーを中心
に、面接を受けにいくように
なっていった。

3年生10月

企業の説明会などで、社員
の方とコンタクトを取ること
ができる場合は、手を上げて
質問するなど積極的な姿勢
で就職活動をしていた。５月
には２つの内定を獲得。どち
らに進むか、１ヶ月ほど迷った
が、自己分析や今後の夢な
どを照らし合わせ、若い時期
から様々なチャンスがあり、
外国語を使う機会も得られ
るかもしれないと思ったこと
から、６月に大創産業への
就職を決意した。

４年生4～６月

夏前に就職活動を無事終
了できて、ほっとしていた。そ
れ以降は、卒業論文、アル
バイト、販売士資格取得の
ための勉強を両立させた。
卒業論文は、中国の流行語
をテーマとして作成。また、内
定先の大創産業の店舗で
も週２回ほどアルバイトをす
るようになった。先輩社員か
ら、取得しておくほうがいいと
言われた販売士３級の資格
取得のため、勉強にも力を
入れていた。

４年生7月～

親子の
就職活動

��������
�����

卒業後の進路のために、就職活動に向き合った学生と、

見守っていた保護者に対談していただきました。

４年間の学生生活、就職活動、そして将来について、

語り合っていただきました。

コロナの影響で志望を変更。
業界研究を一からやり直し。

１･２年生

　　　　　高校時代は理系でしたが、大学で

新しいことを始めたくて、語学をやろうと決め、中

国学科に進みました。友達もできて、環境もすご

く素敵で、この道で４年間学んで良かったです。

　　　　　佛教大で良かったとよく話している

ものね。里奈は小さいときから好奇心旺盛でや

りたいことがたくさんあるのに、慎重で怖がり。悩

んでも仕方ないことを悩むので、何かあるといつ

も「やっておいで！」と励ましていました。

　　　　　悩んだら、母に何でも話していまし

た。高校時代のカナダ留学のときも…。

　　　　　ホームシックで大変だったよね。で

も大学生になってからの留学は楽しそうで、あま

り心配することはなくなりました。

　　　　　1年次の春休みに台湾に１ヶ月、2

年次の秋学期は学部留学プログラムを利用して

中国に４ヶ月留学しました。不安もあったけど、い

ざとなれば「なんとかなるさ」で乗り切れました。

　　　　　中国留学は3年次の春学期も行く

予定でしたがコロナの影響で中断したのが残念

でしたね。サークル活動もできなくなって。

　　　　　よさこいのサークルに入っていて、

母は私が出演するときは必ず見に来てくれまし

た。

　　　　　お祭りが大好きだから、楽しんでい

たのよ（笑）。

　　　　　応援してくれて嬉しかったです。ア

ルバイトも飲食店など、いろいろ挑戦しました。

　　　　　思う通りにいかないこともあったか

もしれないけど、留学も、サークルもアルバイトも

と、前向きにチャレンジしていく姿が頼もしかった

です。４年間で本当に成長しました。

　　　　　外国語を学んでいたこと、旅館のフ

ロントのアルバイト経験があったことで、最初は

観光・旅行業界を志望。だけど、コロナの影響で、

志望業界への就職が難しくなり、焦りました。

　　　　　でも、気持ちの切り替えは早かったね。

　　　　　改めて業界研究をするいい機会

だと思いました。ただ、旅行関連の資格講座に

申し込んでおり、親が金銭的援助をしてくれて

いて、その点は悩みました。

　　　　　資格勉強のための時間を業界研

究に使いたいということだし、「構わないよ」と

話して背中を押しました。

　　　　　ありがたかったです。「外国語を使

う機会がある仕事」という軸を持ち、就職活動

すると決めました。就職活動で役に立ったのは、

「一般インターンシップ」授業。履歴書の書き

方や社会人としてのマナーなどを勉強しました。

　　　　　キャリア・アドバイザーの先生にも

オンラインで相談に乗ってもらって、励ましても

らっていたね。

　　　　　母も、自分の人生経験に基づいて

色々なことを教えてくれました。

　　　　　ずっとそばで娘を見てきて、一つひ

とつしっかりと考える性格だから、自分で決めて

道を開いていくと信じていました。人を喜ばせる

仕事に決まったからよかったと思います。

　　　　　サークル活動を通して人を喜ばせ

ることが好きだと感じていたので、接客ができる

仕事に興味を持ちました。内定先は小売業です

が、海外事業に携わるチャンスもあるので、外国

語も活かせたらいいなと思います。就職活動中

も、母はいつもと変わらずいてくれました。私が喜

んでいるときは一緒に喜んでくれて、落ち込んだ

ら話を聞いてくれました。

　　　　　ドンと構えるようにしていたの（笑）。

　　　　　そんな母に、いつも救われていました。

好奇心旺盛な性格を活かし
様々なチャレンジを。

里奈さん　

お母様

お母様

お母様

お母様

お母様

里奈さん　

お母様

里奈さん　

お母様

里奈さん　

お母様

里奈さん　

里奈さん　

里奈さん　

お母様

お母様

里奈さん　

里奈さん　

里奈さん　

里奈さん　

小澤 美季さん

〈 保護者 〉

小澤 里奈さん

文学部 中国学科 卒業

〈 学生 〉

就職先 株式会社大創産業

　　　　　内定先企業は、インターンシップ

や面接のときに、必ず一言かけてくれると言っ

ていたのが印象的です。

　　　　　雰囲気もすごくよかったんです。実

は、もう一つ、大手企業に内定していましたが、

悩んだ末、大創産業に進むことを決めました。

新事業が展開されており、若いうちに様々な

チャンスに挑めると感じ、進むことにしました。

　　　　　好奇心旺盛だから、働いているう

ちに色々やりたくなりそうね。

　　　　　最初の２～３年は店舗で働き、マ

ネージャーなどを務めるかもしれません。他に、海

外事業や商品開発、広報にも興味があります。

　　　　　内定先企業でアルバイトも始めて

るよね。

　　　　　はい。販売士3級の資格も取得し

ました。配属先は福岡。母は住む場所を決める

ために一緒に福岡まで来てくれました。

　　　　　一緒に行けて楽しかったよ（笑）。

一人暮らしになるけど、健康第一で頑張って。

　　　　　父も母も、受験も就職も、私が決

めたことを否定せず、応援してくれました。ずっ

と味方でいてくれてありがとう。

　　　　　最初から完璧にできなくても、周囲

の人に教えてもらって里奈らしく努力してね。

里奈さん　

お母様

里奈さん　

お母様

里奈さん　

お母様

里奈さん　

お母様

お母様
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2021年度卒業生 学科別進路状況2021年度卒業生 学科別進路状況 佛教大学では、専門性を活かして「学ぶ姿勢」を育むこと、そして、学生生活の中で「人間力」を高めることを大切にしています。

そうして、新しい自分に気づき、将来に向けた夢をみつめることができた卒業生たちは、多岐にわたる分野で活躍しています。

※順不同

■企業／大阪シティ信用金庫、
大阪トヨペット（株）、京都府農業
共済組合、（株）ユニクロ、（株）ヨ
ドバシカメラ
■教育／京都府教育委員会
■公務員／防衛省 海上自衛隊、
防衛省 航空自衛隊
■福祉・医療／（医）桜花会 醍醐
病院、日本年金機構、（福）友々苑
■宗教／自坊、（宗）浄土宗 総本
山知恩院
■進学／佛教大学大学院文学
研究科

企業
47.8%

進学
10.9%

教育
2.2%

福祉・医療
10.9%

公務員
4.3%

宗教
21.7%

自営業
2.2%

■企業／（株）紀伊國屋書店、
（株）システムディ、（株）南都銀
行、（株）マナベインテリアハー
ツ、（株）ヤマダホールディングス、
渡辺パイプ（株）
■教育／（大）山口大学、千葉
県教育委員会、滋賀県教育委
員会、京都府教育委員会、京都
市教育委員会、大阪府教育委
員会、鳥取県教育委員会
■公務員／守山市役所、宇治
市役所
■福祉・医療／（医）医真会 八尾
総合病院

企業
50.0%

教育
34.4%

公務員
3.6%

自営業
1.2%
進学
4.8%

企業内訳

■企業／Ｅａｒｔｈ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ
（株）、アイザワ証券（株）、佐川
印刷（株）、（株）三洋堂ホール
ディングス、四国旅客鉄道（株）
（ＪＲ四国）、（株）ユニマットライ
フ、（株）ライフコーポレーション
■教育／福井県教育委員会、
滋賀県教育委員会、京都府教
育委員会、香川県教育委員会
■公務員／防衛省 陸上自衛隊、
皇宮警察本部、京都府警察本
部、長岡京市役所、堺市役所
■福祉・医療／（福）向陵会

企業
59.5%

教育
16.5%

公務員
10.1%

進学
6.3%

企業内訳

■企業／京都バス（株）、（株）近
商ストア、（株）三笑堂、滋賀中
央信用金庫、（株）チェリオコーポ
レーション、（株）西村屋、阪急電
鉄（株）、（株）ユーハイム
■福祉・医療／（学）関西福祉
学園 働き教育センター、（株）ベ
ネッセスタイルケア、（医）美杉会

企業
73.4%

福祉・医療
11.1%

進学
13.3%

企業内訳

■企業／アイリスオーヤマ（株）、
旭化成リフォーム（株）、（株）一
条工務店、（株）エディオン、（株）
関西みらい銀行、京都信用金
庫、京都生活協同組合、京都ト
ヨペット（株）、Ｓｋｙ（株）、高槻市
農業協同組合、日本郵政（株）、
（株）星野リゾート、マルコメ（株）
■教育／（学）佛教教育学園 佛
教大学、京都市教育委員会、大
阪府教育委員会
■公務員／滋賀県警察本部、
豊中市消防局、草津市役所、吹
田市役所
■福祉・医療／（医）正峰会 大山
記念病院、洛和会ヘルスケアシ
ステム

企業
79.7%

教育
7.0%

公務員
5.1%

自営業
1.3%

進学
0.6%

企業内訳

■企業／（株）エディオン、（株）
京都銀行、（株）ココカラファイン
グループ、日本新薬（株）、日本生
命保険（相）、（株）平和堂、吉忠
（株）、（株）ローソン、ワタキューセ
イモア（株）
■教育／滋賀県教育委員会
■公務員／防衛省 陸上自衛隊
■福祉・医療／（福）七野会、洛
和会ヘルスケアシステム

企業
88.5%

教育
1.3%

公務員
1.3%

非営利団体
1.3%

進学
1.3%

企業内訳

■福祉・医療／市立福知山市
民病院、（福）恩賜財団済生会 
守山市民病院、（福）恩賜財団
済生会 和歌山病院、（公社）京
都保健会 京都民医連中央病院、
（医）恵心会 京都武田病院、（独）
国立病院機構 京都医療センター、
（医）清仁会、（医）同仁会（社団）
京都九条病院、日本赤十字社 
大津赤十字病院、洛和会ヘルス
ケアシステム

福祉・医療
100.0%

■福祉・医療／（福）恩賜財団
済生会 守山市民病院、京都大
原記念病院グループ、（医）協和
会 加納総合病院、（医）恵心会 
京都武田病院、（医）健康会 京
都南病院グループ、（公社）信和
会 京都民医連あすかい病院、武
田病院グループ、日本赤十字社 
長浜赤十字病院、（福）平安養
育院 児童養護施設平安養育院

福祉・医療
100.0%

■企業／京都信用金庫、京都
やましろ農業協同組合（ＪＡ京都
やましろ）、コーナン商事（株）、
（株）三笑堂、（株）大創産業、大
和ハウス工業（株）、（株）東京ア
カデミー
■教育／京都市教育委員会、
（学）伊勢学園 伊勢学園高等学
校
■公務員／島本町役場
■福祉・医療／（福）京都社会
事業財団、（福）七野会

企業
80.6%

教育
6.5%

企業内訳

進学
3.2%

福祉・医療
6.5%

公務員
3.2%

製造業
卸売業
小売業
金融・保険業

3.2％
19.4％
12.8％
6.5％

サービス業
不動産・建設業
教育産業
企業・その他

19.4％
6.5％
3.2％
9.6％

■企業／（株）エービーシー・マー
ト、（株）光洋、積水ハウスリフォー
ム（株）、大和冷機工業（株）、
（株）ヤマダデンキ、リコージャパ
ン（株）
■教育／三重県教育委員会、
京都府教育委員会、京都市教
育委員会
■公務員／警視庁、京都府警
察本部、志摩市役所
■福祉・医療／国民健康保険
南丹病院組合 京都中部総合医
療センター

企業
72.3%

教育
12.7%

公務員
6.4%

進学
4.3%

企業内訳

福祉・医療
4.3%

製造業
卸売業
小売業
金融・保険業
サービス業

10.6％
10.6％
27.7％
2.1％
6.4％

情報通信業
不動産・建設業
教育産業
企業・その他

6.4％
2.1％
4.3％
2.1％

■企業／成基コミュニティグルー
プ、三井住友トラスト不動産（株）
■教育／横浜市教育委員会、
岐阜県教育委員会、滋賀県教
育委員会、京都府教育委員会、
大阪市教育委員会、大阪府豊
能地区教職員人事協議会、奈
良県教育委員会、兵庫県教育
委員会、神戸市教育委員会、大
津市役所（幼稚園教諭）、茨木
市役所（幼稚園教諭）、吹田市
役所（保育教諭）
■公務員／京都府警察本部、
北海道庁
■福祉・医療／（福）京都福祉
サービス協会 児童館部門

企業
10.0%

教育
79.1%

公務員
1.8%

福祉・医療
6.4%

進学
2.7%

企業内訳

製造業
小売業
サービス業
情報通信業

0.9％
0.9％
4.6％
0.9％

不動産・建設業
教育産業
企業・その他

0.9％
0.9％
0.9％

■企業／共同エンジニアリング
（株）、シミズ薬品（株）、中兵庫
信用金庫、（株）ヒマラヤ
■教育／京都市教育委員会
■公務員／京都市役所、枚方
市役所
■福祉・医療／大阪府庁（心理
職）、（株）ベネッセスタイルケア、
洛和会ヘルスケアシステム
■進学／佛教大学大学院教育
学研究科、兵庫教育大学大学
院人間発達教育専攻、鳥取大
学大学院医学系研究科、徳島
大学大学院創成科学研究科

企業
38.8%

教育
2.0%

公務員
6.1%

非営利団体
2.0%

自営業
2.0%

進学
26.6%

福祉・医療
22.5%

企業内訳

卸売業
小売業
金融・保険業
サービス業

2.0％
6.1％
2.0％

18.5％

情報通信業
教育産業
企業・その他

4.1％
2.0％
4.1％

■企業／（株）関空エンタープラ
イズ、（株）関西みらい銀行、きの
くに信用金庫、（株）ダスキン、
（株）平和堂、ホテルモントレ
（株）、（株）マナベインテリアハー
ツ
■教育／滋賀県教育委員会、
京都府教育委員会、兵庫県教
育委員会
■公務員／防衛省 航空自衛隊、
滋賀県警察本部、京都市消防
局
■福祉・医療／滋賀県庁（福祉
職）、京都府庁（福祉職）、大津市
役所（保育士）、ＳＯＭＰＯケア
（株）、（福）京都市社会福祉協
議会、（福）大阪市社会福祉協議
会、（福）恩賜財団済生会 守山
市民病院、（医）徳洲会 宇治徳
洲会病院

企業
31.7%

教育
13.2%

公務員
4.1%

福祉・医療
47.7%

非営利団体
0.8%

進学
2.5%

企業内訳

製造業
卸売業
小売業
金融・保険業

2.9％
3.7％
8.2％
2.1％

サービス業
情報通信業
不動産・建設業
企業・その他

5.7％
4.1％
2.9％
2.1％

■福祉・医療／京都市役所（保
健師）、兵庫県立こども病院、
（医）岡本病院（財団） 京都岡本
記念病院、（福）恩賜財団済生
会 京都府病院、（地独）京都市立 
病院機構、（大）京都大学 医学
部附属病院、（大）京都府立医
科大学 京都府立医科大学附属
病院、（地独）神戸市民病院機
構 神戸市立医療センター中央
市民病院、（国研）国立循環器
病研究センター、（大）滋賀医科
大学 医学部附属病院、日本赤
十字社 京都第一赤十字病院

福祉・医療
88.2%

教育
1.5%

進学
10.3%

仏 教 学 科仏 教 学 科 日 本 文 学 科

歴 史 学 科 歴 史 文 化 学 科

現 代 社 会 学 科 公 共 政 策 学 科

理 学 療 法 学 科 作 業 療 法 学 科

中 国 学 科 英 米 学 科

教 育 学 科 臨 床 心 理 学 科

社 会 福 祉 学 科 看 護 学 科

就職データに関する詳しい情報は、下記のURL、
もしくはQRコードから「就職・キャリア」ページをご覧ください。

https://www.bukkyo-u.ac.jp/career/

福祉・医療
4.8%

福祉・医療
6.3%

教育
2.2%

非営利団体
1.2%

福祉・医療
6.3%

非営利団体
1.3%

福祉・医療
5.7%

非営利団体
0.6%

製造業
卸売業
小売業
金融・保険業
サービス業

3.8％
7.7％

15.2％
2.5％

15.2％

情報通信業
不動産・建設業
教育産業
企業・その他

2.5％
2.5％
3.8％
6.3％

製造業
卸売業
小売業
金融・保険業
サービス業

9.4％
13.9％
18.4％
4.4％

13.3％

情報通信業
不動産・建設業
教育産業
企業・その他

6.3％
7.6％
1.3％
5.1％

製造業
卸売業
小売業
金融・保険業

8.7％
17.4％
27.4％
4.9％

サービス業
情報通信業
不動産・建設業
企業・その他

13.7％
3.8％
6.3％
6.3％

製造業
卸売業
小売業
金融・保険業
サービス業

11.1％
6.7％

15.7％
4.4％

26.7％

情報通信業
不動産・建設業
教育産業
企業・その他

2.2％
2.2％
2.2％
2.2％

製造業
卸売業
小売業
金融・保険業
サービス業

1.2％
6.0％

20.1％
2.4％
9.5％

情報通信業
不動産・建設業
教育産業
企業・その他

4.8％
2.4％
2.4％
1.2％

社会福祉士国家試験合格率
※2022年2月実施 39.6％

精神保健福祉士国家試験合格率
※2022年2月実施 76.2％

看護師国家試験合格率
※2022年2月実施 98.6％

保健師国家試験合格率
※2022年2月実施 100％

理学療法士国家試験合格率
※2022年2月実施 94.7％

作業療法士国家試験合格率
※2022年2月実施 94.4％

企業内訳

製造業
卸売業
小売業
金融・保険業

6.5％
2.2％

15.2％
4.3％

サービス業
情報通信業
不動産・建設業
企業・その他

10.9％
4.3％
2.2％
2.2％
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