
就職実績
最新の就職実績については
ウェブサイトで確認できます。
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【企業】（株）京進／（株）進研アド【学校教育】京都府教員（幼・
小・中・特支）／京都市教員（小・中・高・特支）／栃木県教員
（中）／東京都教員（小）／横浜市教員（中）／石川県教員（小）
／福井県教員（小・中）／静岡県教員（小）／愛知県教員（中）／
三重県教員（小）／滋賀県教員（小・中・高・特支）／大津市教員
（幼）／大阪府教員（幼・小・中・高・特支）／大阪市教員（幼・小・
高）／堺市教員（小）／兵庫県教員（小・特支）／奈良県教員
（幼・小・中・特支）／和歌山県教員（幼・小・中）／鳥取県教員
（小・中）／岡山県教員（小・特支）／広島県教員（小）／山口県
教員（小）／徳島県教員（小）／香川県教員（小・中）／高知県教
員（小）【福祉・医療】京都市職員（保育士）／宇治市職員（保育
士）／京田辺市職員（保育士）／長岡京市職員（保育士）／伊
勢市職員（保育士）／大津市職員（保育士）／高島市職員（保
育士）／守山市職員（保育士）／栗東市職員（保育士）／吹田
市職員（保育士）／尼崎市職員（保育士）【公務員】京都府職員
（警察）／京都市職員（相談員）／北海道職員（事務）／箕面市
職員（事務）【進学】京都教育大学大学院連合教職実践研究科
／大阪教育大学大学院連合教職実践研究科

【企業】アシックスジャパン（株）／イオンリテール（株）／岩
谷産業（株）／（株）京都銀行／京都生活協同組合／（株）
JALスカイ大阪／（株）新興出版社啓林館／成基コミュニ
ティグループ／総合メディカル（株）／（株）創味食品／第一
生命保険（株）／（株）福井銀行／（株）北陸銀行／（株）マイ
ナビ／明治安田生命保険（相）【学校教育】京都府教員（小）
／京都市教員（小・中・特支）／千葉県教員（小）／横浜市教
員（小）／三重県教員（中）／滋賀県教員（小・中・特支）／大
阪府教員（小）／大阪府豊能地区教職員人事協議会／大阪
市教員（小・中）／兵庫県教員（小）／神戸市教員（小）／和
歌山県職員（小・総合教育支援員）／広島県教員（中）／山
口県教員（小）／香川県教員（小）【公務員】京都市職員（事
務）／静岡県職員（心理職）／大阪府職員（心理職）／茨木
市職員（福祉職（児童指導員））／枚方市職員（事務）／湯浅
町職員（事務）【進学】佛教大学大学院／大阪大学大学院／
大阪教育大学大学院／大阪市立大学大学院／神戸大学大
学院／兵庫教育大学大学院／鳴門教育大学大学院／広島
大学大学院

【企業】花王（株）／（株）京都銀行／京都生活協同組合／
（株）三笑堂／全労済／フランスベッド（株）／北海道旅客
鉄道（株）（JR北海道）／（株）ワコール【学校教育】京都府
教員（小・高・特支）／京都市教員（小・特支）／福知山市教
員（幼）／滋賀県教員（幼・小）／草津市教員（保育教諭）／
栗東市教員（幼）／大阪府教員（小・中・特支）／大阪市教
員（小・中）／吹田市教員（幼）／豊中市教員（保育教諭）／
奈良県教員（小・特支）【公務員】京都府職員（警察）／京都
市職員（事務・消防）／亀岡市職員（事務）／大津市職員
（事務）／草津市職員（事務）／大阪府職員（相談員）／大
阪市職員（事務）【福祉・医療】京都府職員（福祉職）／京都
市職員（保育士・相談員）／京都府社会福祉事業団／京都
市社会福祉協議会／亀岡市職員（保育士）／京田辺市職
員（保育士）／福井県職員（保育士）／滋賀県職員（社会福
祉士・児童指導員）／大津市職員（保育士）／滋賀県社会
福祉協議会／大阪府職員（福祉職）／大阪市職員（保育
士・相談員）／大阪市社会福祉協議会／寝屋川市社会福
祉協議会／神戸市職員（相談員）

【福祉・医療】京都府立医科大学附属病院／京都医療セン
ター／京都市立病院機構／京都中部総合医療センター／
市立福知山市民病院／京都鞍馬口医療センター／宇治徳
洲会病院／がくさい病院／京都岡本記念病院／京都きづ
川病院／京都九条病院／京都第二赤十字病院／京都武田
病院／京都久野病院／京都民医連中央病院／京都リハビ
リテーション病院／堀川病院／舞鶴赤十字病院／洛和会
ヘルスケアシステム／神崎中央病院／淡海医療センター／
甲西リハビリ病院／滋賀県病院／彦根中央病院／琵琶湖
大橋病院／愛仁会リハビリテーション病院／大阪府済生会
中津病院／大阪府済生会泉尾病院／加納総合病院／関西
医科大学附属病院／千里リハビリテーション病院／松原徳
洲会病院／たちいり整形外科医院／平成記念病院／宇
多野病院／京都民医連あすかい病院／杉並リハビリテー
ション病院／琵琶湖中央病院／蘇生会総合病院

【福祉・医療】京都大学医学部附属病院／京都府立医科大
学附属病院／東京大学医学部附属病院／金沢大学附属病
院／滋賀医科大学医学部附属病院／大阪大学医学部附属
病院／大阪公立大学医学部附属病院／奈良県立医科大学
附属病院／京都中部総合医療センター／関西医科大学附
属病院／京都市立病院機構／国立がん研究センター中央
病院／国立循環器病研究センター／京都医療センター／
京都市立病院／京都第一赤十字病院／滋賀県立小児保健
医療センター／滋賀県立総合病院／大津赤十字病院／大
阪市立総合医療センター／大阪医科薬科大学病院／兵庫
県立こども病院／鳥取県立中央病院／京都府職員（保健
師）／京都市職員（保健師）／宮津市職員（保健師）／福井
県職員（保健師）／甲賀市職員（保健師）／栗東市職員（保
健師）／大阪市職員（保健師）

【福祉・医療】京都大学医学部附属病院／京都市立病院機
構／京都医療センター／京都府社会福祉事業団こども発
達支援センター／京都民医連中央病院／京都桂病院／京
都第二赤十字病院／京都武田病院／京都中部総合医
療センター／京都久野病院／京都南病院／京都リハビリ
テーション病院／舞鶴赤十字病院／洛和会ヘルスケアシ
ステム／滋賀医科大学医学部附属病院／近江温泉病院
／大津赤十字病院／草津総合病院／公立甲賀病院／甲
西リハビリ病院／高島市民病院／琵琶湖中央病院／愛仁
会リハビリテーション病院／大阪発達総合療育センター／
市立吹田市民病院／星ヶ丘医療センター／神戸医療セン
ター／神戸中央病院／奈良県立医科大学附属病院／奈
良県立病院機構／信貴山病院／兵庫県職員（作業療法
士）／城北病院／甲西リハビリ病院／野上病院／水口病
院／琵琶湖中央リハビリテーション病院／京都民医連あ
すかい病院

【企業】（株）キューブシステム／（株）京都銀行／京都中央
信用金庫／近畿日本鉄道（株）／京滋ユアサ電機（株）／サ
ントリービバレッジサービス（株）／島津メディカルシステム
ズ（株）／ダイワボウ情報システム（株）／西日本旅客鉄道
株式会社（ＪＲ西日本）／日本貨物鉄道（株）（JR貨物）／日
本電産シンポ（株）／日本郵政グループ／（株）日本旅行／
（株）ＮＥＸＣＯシステムズ／野村證券（株）／東日本旅客鉄
道株式会社（ＪＲ東日本）／（株）プラス・カーサ／みずほ証
券（株）／（株）三井住友銀行／三雅産業（株）／（株）村田製
作所／リコージャパン（株）【学校教育】京都府教員（小・中）
／京都市教員（小・特支）／福井県教員（高）／三重県教員
（小・中・特支）／滋賀県教員（小・中・高）／大阪府教員（小・
中・高）／大阪市教員（小・中）／兵庫県教員（小・中・高）／
奈良県教員（小・中）／和歌山県教員（小）【公務員】警視庁
（警察）／厚生労働省（事務）／防衛省（自衛隊）／京都府職
員（事務・警察）／京都市職員（消防）／宇治市職員（事務）
／亀岡市職員（事務）／滋賀県職員（事務・警察）／兵庫県
職員（警察）／奈良県職員（消防）

【企業】（株）エイチ・アイ・エス／大阪商工信用金庫／（株）
京都銀行／京都中央信用金庫／京都農業協同組合（ＪＡ
京都）／（株）サクラクレパス／（株）四国銀行／（株）資生
堂／（株）中国銀行／日本生命保険（相）／はごろもフーズ
（株）／久光製薬（株）／北海道旅客鉄道（株）（ＪＲ北海道）
／（株）星野リゾート／（株）マイナビ／三菱電機（株）／
（株）村田製作所／ローム（株）／（株）ワコール【学校教育】
京都市教員（小・中）／滋賀県教員（小・高）／大阪市職員
（学校事務）／堺市教員（小）／鳥取県教員（小）／徳島県教
員（特支）【公務員】防衛省（陸上自衛隊）／警視庁／京都
府職員（事務・警察）／京都市職員（事務・消防）／南丹市
職員（事務）／福知山市職員（事務）／宮津市職員（事務）
／向日市職員（事務）／葛飾区職員（事務）／高浜町職員
（事務）／高山市職員（事務）／滋賀県職員（消防）／大阪
府職員（警察）／茨木市職員（事務）／豊中市職員（消防）
／守口市職員（事務）／奈良県職員（事務）／印南町職員
（事務）／猪名川町職員（事務）／島根県職員（警察）／松
山市職員（事務）／高松国税局

保健医療技術学部 看護学科

社会学部 現代社会学科 社会学部 公共政策学科

就職率2021年度

97.8%

【企業】エイベックス（株）／（株）エスエスシステム／大阪市
高速電気軌道（株）／きのくに信用金庫／京都信用金庫／
京都中央信用金庫／（株）京都ホテル／京阪電気鉄道（株）
／佐川印刷（株）／（株）さとう／（株）松栄堂／積水ハウス
（株）／ゼリア新薬工業（株）／（株）ソフトウェア・サービス
／太陽生命保険（株）／東洋シヤッター（株）／東洋染工
（株）／日本郵政グループ／農林中央金庫／阪急電鉄（株）
／フルタ製菓（株）／（株）平和堂／（株）ホームロジスティク
ス／（株）読売旅行／（株）りそな銀行【学校教育】京都府教
員（中・特支）／静岡県教員（小）／三重県教員（特支）／大
阪府教員（中）／大阪市教員（小・中）／高知県教員（中）
【福祉・医療】京都市立病院機構（事務）【公務員】防衛省
（陸上自衛隊）／京都府職員（警察）／亀岡市職員（事務）
／長岡京市職員（事務）／京丹後市職員（事務）／岐阜県
職員（警察）／草津市職員（事務）／大阪府職員（警察）／
堺市職員（事務）／宝塚市職員（消防）／香芝市職員（学芸
員）／高知県職員（警察）【進学】大阪教育大学大学院連合
教職実践研究科

【企業】ＡＮＡエアポートサービス（株）／京都中央信用金庫
／近畿日本鉄道（株）／（株）JTB／（株）ＪＴビジネスコム／
ダイドー（株）／東洋紙業（株）東京本社／（株）トーハン／
ナブコドア（株）／阪急電鉄（株）／富士ソフト（株）／フジ
パングループ本社（株）／ブリヂストンサイクル（株）／（株）
マイナビ／（株）三井田商事／（株）レンタルのニッケン／
（株）ワコール【学校教育】京都府教員（中・高・特支）／京
都市教員（小・中）／富山県教員（中）／名古屋市教員（小）
／三重県教員（小・中）／滋賀県教員（小・中・高・特支）／
大阪府教員（小・中・高・特支）／大阪市教員（中）／兵庫県
教員（中）／神戸市教員（小・特支）／奈良県教員（中）／和
歌山県教員（小）／徳島県教員（高）／香川県教員（小）／
島根県教員（中）／岡山県教員（中）／広島県教員（小）【公
務員】法務省／皇宮警察本部／京都府職員（警察）／京都
市職員（消防）／亀岡市職員（事務）／京丹後市職員（事
務）／富山市職員（総合事務）／大阪府職員（警察）／兵庫
県職員（警察）【進学】京都教育大学大学院連合教職実践
研究科

【企業】きのくに信用金庫／（株）紀伊國屋書店／（一財）休
暇村協会／（株）京進／（株）京都新聞ＣＯＭ／京都中央信
用金庫／佐川印刷（株）／（株）ジェイアール東海ツアーズ
／（株）ＧＳユアサ／全労済／（株）創味食品／大和冷機工
業（株）／（株）たけびし／日本郵政グループ／（株）ユニク
ロ／（株）りそな銀行【学校教育】京都府教員（小・中・高・特
支）／京都市教員（小・中・高・特支）／北海道教員（中）／千
葉県教員（高）／滋賀県教員（小・中・高）／大阪府教員（小・
中・高・特支）／大阪市教員（小・中）／兵庫県教員（小・中・
高）／奈良県教員（中）／和歌山県教員（小・中）／鳥取県教
員（中）／岡山県教員（中・高）／広島市教員（中）／香川県
教員（中）【公務員】京都府職員（事務・警察）／京都市職員
（事務）／宇治市職員（司書）／亀岡市職員（事務）／京丹
後市職員（事務）／城陽市職員（事務）／向日市職員（事
務）／福井県職員（司書）／兵庫県職員（事務）／西脇市職
員（事務）／大阪国税局

歴史学部 歴史文化学科

文学部 日本文学科

歴史学部 歴史学科
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26.6

公務員

6.1

企業

38.8

学校教育

2.0

福祉・医療

5.7
進学

0.6 その他

1.9公務員

5.1

企業

79.7

学校教育

7.0

その他

1.3

福祉・医療

6.3
進学

1.3公務員

1.3

企業

88.5

学校教育

1.3

福祉・医療

4.8
進学

4.8
公務員

3.6

企業

50.0

学校教育

34.4

その他

2.2

福祉・医療

6.3
進学

6.3
公務員

10.1

企業

59.5
学校教育

16.5

その他

1.3
進学

13.3
福祉・医療

11.1

企業

73.4

学校教育

2.2

保健医療技術学部 作業療法学科

社会福祉学部 社会福祉学科 保健医療技術学部 理学療法学科

主な就職先・進路先
【企業】（株）IDOM／アルフレッサ（株）／伊賀ふるさと農
業協同組合／（株）一条工務店／エン・ジャパン（株）／大
阪シティ信用金庫／（株）カスタマーリレーションテレマー
ケティング／（株）関西東急ホテルズ／（株）関西みらい銀
行／京都信用金庫／（株）高知銀行／佐川急便（株）／
（株）成基／綜合警備保障（株）／大和冷機工業（株）／日
本食研ホールディングス（株）／日本年金機構／白光（株）
／福山通運（株）／（株）平和堂／三菱電機（株）／ヤン
マーアグリジャパン（株）／（株）ライフコーポレーション【学
校教育】京都府教員（特支）／滋賀県教員（高）／大阪府教
員（小・中）／長野県教員（中）／堺市教員（中）／和歌山県
教員（小）／北九州市教員（小）【公務員】防衛省（海上自衛
隊）／京都府職員（警察）／東京都職員（警視庁）／大山崎
町職員（事務）／伊賀市職員（事務）／滋賀県職員（事務）
／大阪府職員（警察）【福祉・医療】京都福祉サービス協会
／醍醐病院／洛和会ヘルスケアシステム

仏教学部 仏教学科

福祉・医療

10.9

宗教

21.7

進学

10.9

公務員

4.3

企業

47.8

学校教育

2.2

卒業生進路状況（2021年度）単位：%

卒業生進路状況（2021年度）単位：%

その他

2.4

主な就職先・進路先主な就職先・進路先
【企業】YKアクロス（株）／イオンリテール（株）／ＡＮＡエア
ポートサービス（株）／ＡＮＡ関西空港（株）／大関（株）／
花王カスタマーマーケティング（株）／加藤産業（株）／
（株）関西みらい銀行／京都中央信用金庫／三共精機
（株）／（株）三笑堂／（株）ジェイアール西日本ホテル開発
／全日空商事デューティーフリー（株）／デュプロ（株）／東
洋紡（株）／（株）日新／（株）ニトリ／日本生命保険相互会
社／（株）日本旅行／フランスベッド（株）／富士通コン
ポーネント（株）／（株）平和堂／（株）マイナビ／丸紅プ
ラックス（株）／（株）村田製作所／（株）わかさ生活／【学
校教育】京都府教員（中）／京都市教員（小・特支）／滋賀
県教員（小）／大阪府教員（中）／堺市教員（小）／高知県
教員（高）【公務員】阿南町職員（事務）／大阪府職員（警
察）／島本町職員（事務）【福祉・医療】京都社会事業財団

【企業】ＡＮＡ新千歳空港（株）／花王カスタマーマーケ
ティング（株）／京都信用金庫／京都生活協同組合／京都
中央信用金庫／（株）成基総研／東和薬品（株）／西日本
旅客鉄道（株）（ＪＲ西日本）／（株）日新／日本航空（株）／
日本電産（株）／日本マクドナルド（株）／ペガサスミシン
製造（株）／三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株）／リ
コージャパン（株）【学校教育】京都府教員（小・中・特支）／
京都市教員（小）／神奈川県教員（高）／石川県教員（小）／
福井県教員（小・高）／滋賀県教員（小・中）／大阪府教員
（小・中・高・特支）／大阪市教員（小）／堺市教員（中）／兵
庫県教員（中）／奈良県教員（中）／和歌山県教員（小）／
広島県教員（小）【公務員】厚生労働省職員（事務）／京都
府職員（警察）／京丹波町職員（事務）／志摩市職員（事
務）／滋賀県職員（警察事務）／大阪府職員（警察）／兵庫
県職員（警察）

文学部 中国学科 文学部 英米学科

福祉・医療

6.5
福祉・医療

4.3
進学

3.2

企業

80.6

学校教育

6.5

公務員

6.4
公務員

3.2

進学

4.3

学校教育

12.7 企業

72.3

就職に強い理由

佛教大学は、産官学が連携したプロジェクトやインターンシップを行う
など、キャリア教育と就職支援が充実。進路就職課を中心に1年次から4
年次までの段階的な支援により、学生一人ひとりが理想の進路を歩め
るよう、サポートしています。全体の就職率も高く、公務員をめざす学生
も多い本学は、簿記をはじめとする資格一般から公務員試験対策まで、
幅広い資格取得・対策講座を用意。学生も積極的に受講しています。

福祉・医療

47.7

進学

2.5 その他

0.8

公務員

4.1

企業

31.7

学校教育

13.2

福祉・医療

100.0
進学

10.3

福祉・医療

88.2

福祉・医療

100.0

学校教育

1.5
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