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大分で学び、大分で働く。それは 自

私たちが生きる未来はボーダレス。

インターネットでつながり、

世界各地にグローバルな羽を広げる。

どこで学び、どこで働く？

その答えはきっと、ひとつじゃない。

遠くを見つめてみてもいい、

じっくり悩んでみるのもいい。

自分の未来探しの選択肢に、

大分で学び、働くを考えてほしいから、

その魅力や無限の可能性を今から伝えます。

これでいいじゃない、これがいい！

それが自分で選ぶ道。

都市・環境工学科4年生が行うコンクリート実験の様子。
（大分工業高等専門学校）

実習では田植え機など様々な農業機械を
運転します。（大分短期大学）

ライフデザイン総合学科のファッションショーです。
（別府溝部学園短期大学）

様々な国の料理、文化、踊り、歴史などを体験し学べる
「マルチカルチュラル・ウィーク」。（立命館アジア太平洋大学）

2016年にリニューアルした食堂。開放感があり、
ホールとしても使用できます。（大分大学）

学内のイベントの際には募金活動も
行われます。（別府大学・別府大学短期大学部）

大学祭「和敬祭」でのステージ催事は、

観客を取り込んで大盛り上がり。（東九州短期大
学）

芸術系の作業をおこなうアトリエです。（別府大
学）



 自分で選ぶ、道。
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学生による
実践型地域活動事業

大分で働く先輩の声

数字で見る大分県の魅力

大分LIFEのメリット

就職分野紹介

進学支援制度について

大分大学

大分県立看護科学大学

日本文理大学

別府大学

立命館アジア太平洋大学

大分県立芸術文化短期大学

別府大学短期大学部

別府溝部学園短期大学

大分短期大学

東九州短期大学

大分工業高等専門学校

データ一覧

時代のニーズに合致した
実践教育プログラムを推進。（日本文理大学）

約１,３００人の国内・国際学生が共同生活をす
る寮では、

イベントや交流会もあります。（立命館アジア太
平洋大学）

機械工学科1年のバイクの分解組立実習の1コマ。
（大分工業高等専門学校）

学生が主体となり、地域の課題を解決につなげる
ための提案を行う授業の様子。（日本文理大学）

「ここで学んでよかった」と晴れやかな気持ちを抱き、
それぞれの進路へ。（大分県立看護科学大学）

校外実習で、別府市鉄輪の「地獄蒸し」を
体験しています。（別府溝部学園短期大学）

学内の学生が多く通る場所にて不定期で
演奏系サークルが公演を行っています。（大分大学）

学生が企画した「スカイランタンプロジェクト」は
とても幻想的。（大分県立芸術文化短期大学）

現場での遺跡発掘作業。（別府大学）



大分で学び、大分で働くことを
私たちは全力で応援しています。

学生による
実践型地域活動事業は

あなたのミライを応援するプロジェクト!
学生による実践型地域活動事業は、若者によ
る地方創生、つまり地域で活躍する若者を育成
し、地域を元気にしていこう、という取り組みです。
大分県で生まれ育った人をはじめ、多くの学生に
「将来は大分で働きたい」と思ってもらいたい。こ
のプロジェクトは、大分県内のすべての大学・短
期大学・高等専門学校と全自治体（県・市町村）、
大分県教育委員会、主要な経済団体・企業・
NPO等がオール大分で連携協力し、地域のこと
を知り、地域と触れ合いみなさんが成長できるさ
まざまな場を提供。皆さんの就職支援やキャリア
意識の向上を応援しています。

経済団体
企業・
NPO等

大分で活躍できる人材の育成
・

地元就職・地元定着の促進
・

地域課題を解決する協働活動
・

高等教育の活性化

大学等
各校

大分県
１８市町村
大分県教育
委員会

大分県内大学・短大・高専 県内企業・団体県・市町村× ×
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地域ブランディング
大分県内の市町村は、少子高齢化や地元産業の後継
者問題など様々な問題を抱えています。この授業を通じ
て自分たちでその解決方法を探っていきながら地域課
題、魅力の発掘を行っています。現地調査やインタビュ
ーを経て企画を立案し、地域に解決策を提示します。

大分大学 1

地元をもっと知ること
で、

大分がもっと
好きになる。

実践型地域活動は
自分を成長させてくれる場所！

大分観光バーチャル体験プロジェクト２０２０2
外出自粛期間中、観光客に大分県の魅力を届けるため、VR
映像による音声と映像で大分観光をバーチャル体験できるコ
ンテンツ開発を行いました。湯布院町の街なかを徒歩・自転
車・辻馬車といったさまざまな乗り物に乗って巡る様子を撮
影。地域活性化に向けた利用方法を提案しました。
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地域の課題と向き合った学生の県内就職が決定！地域や企業と連携した取り組みでは地域住民や社会人との交流が生まれるので、学生の良いところやもっと伸ばしたらいい点などをフィードバックしてくれます。客観的に自分をとらえることができ、自分の特徴がよくわかるようになります。そして何より地域のことが大好きになります。故郷を舞台にしたプロジェクトを通じて地域課題を見つめ、何らかの力になりたいと思うようになり、地元への就職を決めるなどのケースは少なくありません。

POINT

廃棄食材の有効活用方法について考え、食材が消費され
ずに廃棄される状況と消費者の意識を改善し、生産者の
所得の向上を目指します。小売店や市場で聞き取り調査
を行い、廃棄予定だった大葉を使ったスイーツを開発しまし
た。今後はさまざまな食材の有効活用を考えていきます。

市の広範囲で土砂災害・津波・洪水の恐れがあり、避難所が重要な役
割を持つ杵築市で、避難所の実地確認研修、避難所の間仕切りシス
テム・安心照明の開発・制作を行いました。学生および住民の避難所に
対する意識向上を図るため、活動成果を冊子にまとめ、現地ワーク
ショップを開催しました。

別府溝部学園短期大
学

避難所の間仕切りシステム開発・制作ワークショップ in 杵築2

「豊の七瀬柿」ＰＲ大作戦
生産者の高齢化や知名度の低さから生産量が減少傾向にある「豊の七瀬
柿」。食物栄養学科、JAおおいた中西部事業部、柿部会で連携し、家庭で
も使えるレシピ集の作成や、冷凍柿や乾燥柿などの一時加工品を開発しま
した。貴重な観光資源を未来に残していくための活動を行っています。

1

おおいたのもったいないを考える2 ～SDGs持続可能な社会の実現に向けて私たちができること～

地元大学から地元企業への就職率向上や、若者定着率向
上、雇用のミスマッチ防止を目的に、リクルートビデオの制作
を行いました。学生が各企業に出向いて取材を行い、社内の
雰囲気や教育・研修体制、昇給など、就職活動中の学生が
必要とする情報を盛り込み、地元企業の魅力を発信しました。

地域企業リクルートビデオ制作プロジェクト1 地方創生のための学生目線による 日本文理大学

株式会社BEAMSと別府市がコラボし、別府の新しいおみやげ作りに取り組
む「BEAMS EYE on BEPPU」に参加しました。別府市内の社会福祉法人
「べっぷ優ゆう」と共同で卵・小麦粉不使用のクッキーを開発。アレルギーを持
つ人も安心して食べられる商品です。

米粉と甘酒のクッキー
1 アレルギーを持つ方も
安心して食べられる、

未来につなぐ大切なお酒2
発酵食品学科では、杵築市の白髭田原神社で行われる
どぶろく祭りに毎年参加し、地域の方々と一緒にどぶろ
くを仕込んで参拝客に振舞っています。どぶろくの製法
を学びながら、伝統行事の大切さや地域の問題を肌で
感じることで、地域の活性化の一端を担っています。

別府大学・別府大学短期
大学部
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認証の種類には『おおいた共創士』のほか、下図のようなものがあり、飛びぬけた成果や、能力を発揮した
人材を『おおいた共創士「匠」』として、さらに高い評価の認証を行います。また『おおいた共創士』の取得
はしなかったものの大分の地域•企業を題材として学びを深めた学生には、「履修認定証」が贈られます。

「大分を創る人材を育成する科目」の認証科目を受講して
就職活動にも役立つ「おおいた共創士」へ。

「おおいた共創士」認証制度とは、地域で活躍できる人材を、地域と企業の方 と々連携して育成し、その学びを認証するプログラムです。
社会人になるために必要な能力の獲得を目指し、大分県で働きたいと考えている学生には企業より就職活動における優遇措置が用意されています。

資格の種類 資格認証条件 情報提供・就職優遇メニュー例

「 おおいた共 創 士 」認 証プログラム
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大分県内には個性あふれる企業がたくさん。
就職活動期間だけでは分からない魅力を発見！

県内企業「シゴト発見フェスタ」

企業説明会ではなく「シゴト説明会」であり、学生が職業選択におい
て、知名度や待遇条件だけでなく、仕事軸で就職先を探せるように
なることを目的としています。学生が「職業適性検査」を事前に受診
し、自己分析の上で「シゴト説明会」へ参加することで、興味のある
仕事だけでなく、適性の高い仕事について説明を聞くことができま
す。「知らない仕事を知ることができた」「職種に対するイメージが変
わった」など、学生にとってたくさんのメリットがあります。

学生が県内企業・自治体を理解すること、および県内有力企業によ
るインターンシップ先を「発掘」し、受け入れ企業と学生の「出会いの
場」を提供することを目的としています。インターンシップフェアでは、
企業が３日以上のインターンシップを実施することを条件としていま
す。また、インターンシップ後に開催する合同成果報告会には、県内
各大学の学生とインターンシップ実施企業が参加し、インターンシッ
プの振り返りと共有を行い、学びを深める場としています。

↑シゴト発見フェスタ全体ガイダンス
↑企業から仕事内容

の説明

インターンシップフェア＆合同成果報告会

↑インターンシップの内容の紹介
↑合同成果報告会「グループワーク」

企業を知る自分を知る 仕事を知る 業界を知る

自分を知る 仕事を知る 業界を知る 企業を知る

キャリア構築の手順

※認証できる資格の種類、認証条件の詳細は大学ごとに異なります。 ※優遇等のメニューの対象企業、内容は年によって異なる場合があります。

履修認定証 大分の地域・企業を題材に学びを深めた証として、就職活動において活用できる。

「おおいた共創士」を取得した上で、企業力・起
業力、地域力、汎用力のいずれかの分野にお
いて飛びぬけた実績を生み出した人材、もしく
は優れた能力を発揮できている。

おおいた
共創士

地域や企業に参加して、他者と共に、地域課
題・企業課題や特徴を発見し、適切な解決策
を企画・提案できる能力を持ち、社会人として
必要な汎用力を備えている。

※連携企業によってメニューが異なります。
※おおいた共創士「匠」については、おおいた共創士よりも加点評価。

情報提供：会社訪問随時受入、インターンシップ・
会社説明会・ＯＢ・ＯＧ懇談会参加権利など。

就職優遇：書類（エントリーシート）選考通過・免除、
筆記試験通過・免除、一次面接通過・免除など。

おおいた
共創士
「匠」
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県内高校を卒業し、県内大学へ進学、そして県内の企業へ就職した先輩たちに聞いた、
大分で学び、働く魅力や、進路に悩む人へのメッセージをお届けします。

大分の魅力的な情報を発信するWebマガジン「オオイタカテテ」では、
大分で働くたくさんの先輩たちについて知ることができます！

地
域
に
根
ざ
し
た
企
業
で

や
り
た
か
っ
た
仕
事
に
邁
進

に の み や た い す け

二宮 鯛介
大分合同新聞社 マーケティング統括局 営業部
2019年入社
大分市出身
大分大学 工学部

職活動の際、故郷である大分に密着する会社を希望し
ていたので、地元の新聞社に入社しました。入社後は

営業部に配属され、新聞の記事下広告などを中心に、デジタ
ルやウェブ広告などもご提案しています。新聞の紙面として形
に残るので、とてもやり甲斐が大きい仕事です。以前、クライア
ントの70周年の記念広告に携わったのですが、代表の方に
「10年後も同じように新聞広告を掲載したい」と言われた時は
胸が熱くなりました。今後も、新聞の販売、広告営業だけに関
わらず、いろいろなことに挑戦していきたいと思っています。そこ
で新しいビジネスモデルを確立して、メディア業界を盛り上げて
いきます。仕事をするうえで一番大切なのは“好き”という気持
ちです。好きだからこそどんな仕事にも立ち向かって行けるのだ
と思います。

就 大
好
き
な
地
元
・
大
分
に

仕
事
で
貢
献
し
て
い
く

先輩 声の
大 分 で 働 く

オオイタカテテ

PROFILE

PROFILE
お お つ る まい

大鶴 舞　
柳井電機工業株式会社 社会ソリューション部
2019年入社
大分市出身
立命館アジア太平洋大学 国際経営学部

校の頃から海外への憧れがあったので、立命館アジア
太平洋大学に進学し、経済を学びました。大学で「模

擬国連」のサークルに入ったのをきっかけに、日本の政治・経
済に興味が湧き、自分たちの生活に関わる仕事に就きたいと
考えるようになりました。就職活動の際、柳井電機工業の企業
理念や事業内容を聞き、まさに私が希望していた仕事だと思
い応募しました。現在は、官公庁向けに、農業用水のポンプ
や、上下水道の設備など、社会インフラの設計から工事、メン
テナンスまでを担当しています。ひとつの仕事に提案・設計か
ら携われることにやりがいを感じます。「海外で働きたい！」と考
えたこともありましたが、辛いときに家族や友人に支えてもらえ
る安心感は大きく、地元でよかったと日々感じています。

高
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数字で見る大分県の魅力
温泉からグルメ、産業まで魅力たっぷりな大分県。

その魅力を数字でご紹介します。

県指定有形文化財件数（建造物）

全国1位！
建造物や工芸品、彫刻など、長い歴史の
中で生まれ、守り伝えられてきた文化財の
うち、大分県は県指定の建造物件数が全
国１位！ 休日は家族や友人と文化財巡り
で充実した時間が過ごせます。　
【出典】「地方の指定文化財 令和元年都道府県・市
町村指定文化財等の件数」（文部科学省文化庁）

就業者総数に占める
医療・福祉就業者割合、

全国8位

人口あたりの
防災士認証登録者数、

全国2位

72%！
若年者の
正規
雇用者
比率

温泉の源泉数、湧出量ともに

全国1位！
「おんせん県おおいた」の名に恥じない、別府温泉をはじめ、県
内各地に数多くの温泉を有します。バラエティ豊かな温泉を日
常的に楽しむことができるのは大分県民の特権です。県内の大
学では、温泉にまつわる公開授業なども実施されています。
【出典】「平成29年度温泉利用状況」（環境省）

製造品出荷額等、

4兆950億円！

若年者の起業家数

全国6位！
若年者（15～34歳）人口100人あたり
1.10人が起業しています。正規雇用者比
率と同じく、起業家数も高い数値となって
います。　
【出典】
「平成29年就業構造基本調査」
「平成29年人口推計」（総務省）

知れば
知るほど好きになる！Love Oita!

林業算出額、

全国6位
県土の72％を森林が占める自然豊かな大分県。
乾しいたけの生産量はもちろん、杉の丸太生産量
は全国３位と、多くの森林資源を有しています。　
【出典】「平成29年林業産出量」（農林水産省）

県内ホテル・旅館数、

1165施設！

HOTEL

全国有数の観光地とあって、ホテル・旅館の
数は人口あたり全国４位。地方にいながら
有名ホテルや旅館への就職を目指せます。
【出典】「平成30年度衛生行政報告例」
（厚生労働省）

県内で雇用されている若年者（15～34歳）の7割
強が正社員として働き、全国ランキングでも8位とい
う結果に。正規雇用率が高い県と言えます。　
【出典】「平成29年就業構造基本調査」（総務省）

県内の全就業者のうち15.3%が医療・福
祉就業者。病院や訪問看護ステーション、
福祉施設などの現場で、多くの医療・福祉
従事者が活躍中です。　
【出典】「平成27年国勢調査」（総務省）

防災への十分な意識と一定の知識・技能を
保有している「防災士」の認証登録者数は
11,651人。県民や企業、自治体などが一
体となり「災害に強いまちづくり」に取り組ん
でいます。　【出典】日本防災士機構ホームページ

鉄鋼、石油化学、自動車、半導体など、さまざまな業
種の企業がバランスよく集積し、製造品出荷額等は
九州2位を誇ります。産業の活性化と新たな産業創
出に取り組んでいます。　
【出典】「平成30年工業統計調査」（経済産業省）

県内で学ぶ人口あたりの
外国人
留学生、
県内で学ぶ留学生数は3,626人でグロー
バル化が進む中、世界で活躍できる人材
育成に力を注いでいます。
【出典】「平成30年度外国人留学生在籍状況調査」
（独立行政法人日本学生支援機構）
「平成30年度大分県外国人留学生受入れ状況に
ついて」（大分県国際政策課）

全国2位

sp
e

cia
l to

p
ic_

3

08



大分LIFEのメリットを考えてみよう！
高校卒業、進学、就職、結婚、出産・子育てなど、人生に訪れるさまざまなライフイベント。

それぞれのターニングポイントごとに、
大分での暮らしと福岡、東京での暮らしを比較してみましょう。

大
学
進
学

就
職

結
婚

暮
ら
し

出
産
・
子
育
て

大分の方が約31,500円安い
という結果に。
1年間住むと約38万円の
差になるんです！38,543円 70,010円
全国で一番物価水準が
高い県が東京です。
大分県は物価が安く、
月々の出費も抑えられます！97.3 104.4
大分の方が37分短いという
結果が出ています。通勤時間の
差は10年間で約1,500時間に！57分 94分
大分の方が54分早く
帰宅しています。
“夕活”で、趣味に時間を
割くのはいかが？18:19 19:13

28.4% 30.5%
大分県は、婚活イベントなども
開催され、出会いの場は
たくさんあります。

STOP少子化！
合計特殊出生率

大分の方が0.39ポイント
高くなっています。
子育て支援制度も
充実しています！1.59 1.20
大分の方が163.8カ所多いと
いう結果に。大分県は子育て
満足度日本一を目指しています。520.0

カ所
356.2
カ所

大分は全国4番目に
犯罪が少ない県です。
安心して生活できます。2.9件 8.3件

92,500円 147,750円
大分暮らしと東京暮らし、
どれぐらいお金がかかる？
1カ月の生活費（下宿生）

一人暮らしをするなら！
1カ月の家賃

良いものが安く手に入る！
物価指数
（全国を100とした場合）

通勤時間の短さ全国1位！
平均通勤時刻
（平日・有業者）

プライベートも大切に！
平均帰宅時刻
（平日15歳以上有業者）

結婚環境やサポートが充実
30代女性の未婚率

仕事と子育ての両立を応援！
保育所数
（0～5歳人口10万人あたり）

安全な環境で子育てを
刑法犯認知件数
（人口1000人あたり）

ライフイベント 大分 福岡 東京

【出典】平成30年住宅・土地統計調査

【出典】平成30年小売物価統計調査（構造編）

【出典】平成28年社会生活基本調査

【出典】平成28年社会生活基本調査

大分の方が約2.7万円
安くなっています。
家賃や物価の安さを考えると
悪くないかも！？188,900円 215,500円

44,010円

96.6

74分

18:55

30.3%

1.49

338.2
カ所

7.2件

121,200円

202,000円
気になるお給料は？
新規学卒者の
初任給額（大学卒）

【出典】平成30年賃金構造基本統計調査

【出典】平成27年国勢調査

【出典】平成30年人口動態調査

【出典】社会生活統計指標2019

【出典】平成30年犯罪統計資料

【出典】「大学生協（全国大学生協連）2019年調べ」、
大分大学生活協同組合

年間663,000円の差に！
経済面において県内進学は
大きなメリットになります。
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4東京

大分福岡

※人口統計上の指標で、一人の女性が15歳から
49歳までに産む子どもの数の平均を指します。

※九州の平均です ※東京圏（1都3県）の平均です

大分と東京の比較
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農業・林業
「TPP」「農政改革」で歴史的転換点を迎える
農業•林業は、暮らしに欠かせない食料や、主に住宅に使われる木材を供給する産業
です。人口減少社会を迎える国内では市場が縮小傾向にありますが、TPPによる貿易
自由化で、今後はグローバルな展開が予想されます。また、資材の低価格化や流通の
合理化をめざす農政改革もスタート。まさに歴史的転換点を迎えている業界です。

鉱業•採石業•砂利採取業
エネルギーからインフラ整備まで幅広く貢献
鉱業•採石業•砂利採取業は、いずれも地球から資源を採取して有効活用する産業で
す。鉱業は石油や天然ガス、レアメタル•レアアースなどを、採取業は道路建設や宅地
造成のための岩石を採取しています。砂利採取業で取り扱う砂利は、道路の舗装材の
ほか、コンクリートの材料としても使われています。

漁業
国内消費は減少するも世界での需要は急伸中
漁業は、魚介類や水産資源の捕獲や養殖を行う産業です。日本では「魚離れ」が加速
し消費量が減少していますが、世界では健康志向を背景に需要が高まっており、魚価
は上昇傾向にあります。そのため、海外用の加工食品を強化したり、クロマグロの完全
養殖を成功させたりと、新たな事業を切り開く動きが活性化しています。

製造業
独自の技術力で「ものづくり大国」を支える
原材料を加工することで製品を生産•販売するのが製造業です。自動車や精密機械、
家電、家具、プラスチック製品などその種類は多岐にわたります。日本には、規模が小さ
くてもニッチな分野で高いシェアを誇る企業が多く存在し、世界中から「ものづくり大
国」と評価されています。

建設業
老朽化施設の更新などの公共工事が好調
建設業は、住宅やビル、ダムや空港といった大型施設まで「住まいづくり」「街づくり」を
担っています。九州では熊本地震の復興需要がひと段落したものの、老朽化する故郷
施設やインフラのメンテナンスやあちこちで行われている市街地再開発プロジェクトな
ど、建設に対する需要は変わらず高い状況です。

情報通信業
スマホを軸にメディアと通信の融合が加速
情報通信業は、新聞や雑誌、ネット、テレビ•ラジオなどのメディア産業およびソフトウェ
ア、情報システム、携帯電話を中心としたIT•通信産業を指します。スマートフォンやタブ
レット端末の普及で、これらの融合が進んでいます。また、「IoT」「ビッグデータ」の活用
により、他分野と連携したビジネス展開も広がっています。

電気•ガス•熱供給•水道業
電気•ガスともに自由化して競争が激化
日常生活に欠かせないエネルギー•水を供給する役割を果たしています。電気•ガスは自
由化されたことで新規参入企業も増え、競争が激しくなりました。業界を超えた資本•販
売提携も増え、事業の多様化を目指す企業もあります。また、九州では再生可能エネル
ギーの出力制御が実施されるなど、新たな動きも出てきています。

【学校】
大分大学／日本文理大学／立命館ア
ジア太平洋大学／大分県立芸術文化
短期大学／大分工業高等専門学校

【関連する資格】

【学校】
大分大学／別府大学／立命館アジア
太平洋大学／大分短期大学／大分
工業高等専門学校

【関連する資格】

【学校】
大分大学／大分工業高等専門学校

【関連する資格】

【学校】
大分大学／日本文理大学／別府大学
／立命館アジア太平洋大学／大分県
立芸術文化短期大学／別府大学短
期大学部／別府溝部学園短期大学
／大分工業高等専門学校

【関連する資格】

【学校】
大分大学／日本文理大学／別府大学
／立命館アジア太平洋大学／大分県
立芸術文化短期大学／別府溝部学
園短期大学／大分工業高等専門学
校

【関連する資格】

【学校】
大分大学／日本文理大学／別府大学
／立命館アジア太平洋大学／大分県
立芸術文化短期大学／別府大学短
期大学部／大分短期大学／大分工
業高等専門学校

【関連する資格】【学校】
大分大学／日本文理大学／別府大学
／立命館アジア太平洋大学／大分県
立芸術文化短期大学／大分工業高
等専門学校

【関連する資格】

【学校】
大分大学／日本文理大学／別府大学
／立命館アジア太平洋大学／大分県
立芸術文化短期大学／別府大学短
期大学部／大分工業高等専門学校

【関連する資格】

【学校】
過去10年間実績なし

【関連する資格】

卸売業•小売業
異業種コラボやPB開発、訪日客対策を強化
コンビニエンスストア、スーパー、家電や衣料の量販店など、消費者に直接販売を行う
のが小売業です。卸売業は、小売業とメーカーとの間に立って需給バランスの調整を
行い、物流の効率化を図るのが役割です。多くの情報が集るポジションでもあるため、
小売業•メーカーの双方に情報を提供するといったサービスも行います。

運輪業•郵便業
LCCの台頭やネット通販の急増などで激変
「人」「物」を運ぶ運輪業•郵便業は、近年取り巻く状況が激変しています。航空業界は
LCC（格安航空会社）の登場で競争が激化。物流などの郵便業は、ネット通販の拡大
により人手不足が深刻化しています。いずれもコスト面の抜本的な見直しが必要であ
り、今後の状況次第で業界再編につながる可能性もあります。

【農業】
●普及指導員
●職業訓練指導員
　（農業機械科）

【林業】
●林業普及指導員
●林業架線作業主任者

【鉱業】
●技術保安管理士
●衛生工学
　衛生管理者
●油濁防止管理者

●危険物取扱者
●毒物劇物取扱責任者　
●労働安全（衛生）
　コンサルタント
●アーク溶接
●床上操作式クレーン

●無線従事者　
●第一級陸上無線技術士
●危険物取扱者
●自動車免許
　（大型、けん引など）
●運行管理者（貨物）

●通関士
●海技士
　（航海、機関）

●建築士
●測量士･測量士補
●木造建築士
●土木施工管理技士

●建築整備士
●監理技術者
●施工管理技士
●クレーン･デリック
　運転士

●水産業普及指導員
●水産工学士
●海上特殊無線技士
●水産業協同組合審査士
●小型船舶操縦士

【採石業】
●採石業務管理者
●採石のための
　掘削作業主任者
【砂利採取業】
●砂利採取業務

●玉掛け
●フォークリフト
●衛生管理者
●CAD利用技術者

【電気】
●電気主任技術者
●電気通信主任技術者
●電気通信設備工事
　担任者
●電気工事士

【ガス】
●ガス主任技術者
【熱供給】
●ボイラー技士

●マルチメディア検定
●ITパスポート
●基本情報技術者
●応用情報技術者
●ネットワークスペシャリスト
●ITストラテジスト

●販売士
●カラーコーディネーター
●衛生管理者
●登録販売者
●スーパーマーケット検定（S級）
●小売業計数能力検定

将来の進路を決めるうえで知っておき
たい就職分野の一覧です。

分野の概要をはじめ、関連する資格や
その分野へ

就職実績のある学校も紹介しています
。

目指す仕事は？ 必要な資格は？

就職分野
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【学校】
大分大学／日本文理大学／別府大学
／立命館アジア太平洋大学／大分県
立芸術文化短期大学／別府大学短
期大学部

【関連する資格】 【学校】
大分大学／日本文理大学／別府大学
／立命館アジア太平洋大学／大分県
立芸術文化短期大学／大分工業高
等専門学校

【関連する資格】

【学校】
大分大学／日本文理大学／別府大学
／立命館アジア太平洋大学／大分県
立芸術文化短期大学／別府溝部学
園短期大学／大分短期大学／大分
工業高等専門学校

【関連する資格】 【学校】
大分大学／日本文理大学／別府大学
／立命館アジア太平洋大学／大分県
立芸術文化短期大学／別府大学短
期大学部／別府溝部学園短期大学
／大分短期大学／大分工業高等専
門学校

【関連する資格】

【学校】
大分大学／日本文理大学／別府大学
／立命館アジア太平洋大学／別府大
学短期大学部／大分工業高等専門
学校

【関連する資格】 【学校】
大分大学／日本文理大学／別府大学
／立命館アジア太平洋大学／大分県
立芸術文化短期大学／別府大学短
期大学部／別府溝部学園短期大学
／大分短期大学／東九州短期大学
／大分工業高等専門学校

【関連する資格】

公務
「公的利益」を前提に、平等なスタンスで
国家公務員および地方公務員として、国民生活を向上するために国や地方公共団体
を維持する仕事です。様々な事業を展開するほか、許認可や各種手続きの申請を受け
ていますが、いずれも国民から徴収した税金で運営しますので無駄は許されません。国
だけでなく地方自治体ごとに設けられた規制や条例も理解する必要があります。

サービス業（他に分類されないもの）
ニーズの拡大に伴い、業界も成長中
廃棄物処理業やリサイクル業、ビルメンテナンス業、自動車整備士業、警備業、人材
派遣業など多岐にわたるサービス業が該当します。リサイクル業は好調を維持し、ビル
メンテナンスはオフィスビル需要が伸びる中で安定した業績をあげています。人材派遣
業は人手不足の業界が多いことから業績を伸ばしています。

不動産業•物品賃貸業
オフィス需要の拡大や五輪特需で業績好調
不動産業は、分譲、賃貸、仲介、設備管理が主なビジネスモデルです。土地取得からビ
ル•マンションの建設•販売まで総合的に手がけている大手各社は、海外展開も積極的
に行っています。物品賃貸業は、リース業が中心です。OA機器から各種設備まで幅広
く動産を扱うほか、大手はリースの枠を超えた多角的なビジネスを展開しています。

金融業•保険業
フィンテックと2025年問題が業界を変える
銀行などの金融機関は、人や企業、国•自治体の経済活動を支える役割を担います。
証券会社は、企業や国が資金調達のために発行する株券や国債等を投資家に仲介
しています。保険業は、多くの人がお金を出し合って万一に備える保険制度を運営し、
保険金や給付金が適切に支払われる体制を整えています。

宿泊業•飲食サービス業
宿泊業は競争激化、飲食は二極化が進む
宿泊や飲食などのサービスを提供する業界は、主にホテル•旅館や外食産業などで構
成されています。宿泊業は訪日外国人数の増加によって需要が伸びています。外食産
業は低価格店と高価格店の二極化が進んでいます。高価格店がブランド戦略に注力
する一方、低価格店は顧客拡大のための積極的な施策が目立っています。

広告はネットにシフト、士業は分野特化型へ
学術研究、専門•技術サービス業は、多種多様な業種が含まれます。売上高としてもっ
とも多いのは広告業。次いで各種検査機関などの技術サービス業、建築設計業、経営
コンサルタント業となっています。弁護士や公認会計士、税理士、社会保険労務士、行
政書士などの士業や獣医、写真業、デザイン業などもこのカテゴリーです。

教育•学習支援業
少子化の影響で幼児•小学生向け市場が拡大
小中高校生からビジネスパーソン、シニアなど幅広い層に「学び」に関するサービスを
提供する産業です。少子化が進んでいますが、子ども１人当たりにかける費用はむしろ
増えており、受験対策も低年齢化してきています。2020年は戦後最大規模といわれる
教育改革が行われることもあり、業界はその対応に追われています。

生活関連サービス業•娯楽業
多様化するライフスタイルへの適応がカギ
生活に密着し、豊かにすることをサポートする業界です。美容業やリラクゼーション業、
ブライダルなどの冠婚葬祭業、旅行業、ゲームやスポーツ施設などのアミューズメント
業、遊園地•テーマパークなどのレジャー業なども含まれます。ライフスタイルの多様化
でニーズが細分化されている影響もあり、各業界とも再編が進んでいます。

複合サービス業
地域に密着し、多方面からサポートを展開
この業種に相当するのは、郵便局や事業協同組合です。事業協同組合の代表的な
存在である農業協同組合（JA）は共済事業や経営指導、購買、厚生事業などを実施し
ています。これらを複合的に行うことから複合サービス業と分類されています。郵便局も
同様で、人々の生活に密着したサービスを提供するのが特徴です。

医療•福祉
「2025年問題」「社会保障費の膨張」が課題
医療機関や、介護事業所などが該当する業種です。医療保険や介護保険などの社会
保障費から支払われる「診察報酬」「介護報酬」によって運営されています。（一部の
医療機関は保険外診察のみで運営）。高齢社会を迎えていることもあって社会保障費
は膨張を続けており、行政の動きをにらみながら舵取りをする必要があります。

【学校】
大分大学／大分県立看護科学大学
／日本文理大学／別府大学／立命館
アジア太平洋大学／大分県立芸術文
化短期大学／別府大学短期大学部
／別府溝部学園短期大学／東九州
短期大学／大分工業高等専門学校

【関連する資格】

学術研究、専門•技術サービス業

【学校】
大分大学／大分県立看護科学大学／日
本文理大学／別府大学／立命館アジア
太平洋大学／大分県立芸術文化短期
大学／別府大学短期大学部／別府溝
部学園短期大学／大分短期大学／東九
州短期大学／大分工業高等専門学校

【関連する資格】 【学校】
大分大学／日本文理大学／別府大学
／立命館アジア太平洋大学／大分県
立芸術文化短期大学／大分短期大
学／大分工業高等専門学校

【関連する資格】

【学校】
大分大学／日本文理大学／別府大学
／立命館アジア太平洋大学／大分県
立芸術文化短期大学／大分短期大
学／大分工業高等専門学校

【関連する資格】

【広告業】
●ウェブ解析士
【経営コンサルタント】
●中小企業診断士

【造園業】
●造園施工管理技士　
●造園技能士
【検査機関】
●建築基準適合判定資格者
●応用情報技術者

【宿泊業】
●ホテルビジネス
　実務検定
●サービス介助士

【飲食業】
●食品衛生責任者
●レストランサービス
　技能士

●ボイラー・タービン主任技術者　
●自動車整備管理者
●廃棄物処理施設
　技術管理者
●冷凍機械責任者
●危険物取扱者

●ボイラー技士
●自動車整備士
●電気工事士
●警備業務検定

●国家公務員総合職
●地方公務員初級
●地方公務員上級
●国家公務員一般職

●幼稚園教諭 　
●小学校教諭　
●中学校教諭　
●高等学校教諭　
●特別支援学校教諭　
●養護教諭

●栄養教諭　
●学校図書館
　司書教諭　
●司書　
●学芸員　
●保育士

●証券外務員一種
●銀行業務検定
●FP（ファイナンシャルプランナー）
　技能士
●生命保険募集人
●損害保険募集人

【不動産業】
●宅地建物取引士
●マンション管理士
●管理業務主任者
●賃貸不動産経営
　管理士

【リース業】
●日商簿記
●貸金業務取扱主任者

●医師　●看護師　
●保健師　
●理学療法士　
●管理栄養士　
●食品衛生監視員
●食品衛生管理者　

●栄養士　
●社会福祉士　
●精神保健福祉士　
●公認心理師　
●社会福祉主事　
●介護福祉士

●証券外務員
●損害保険募集人
●生命保険募集人
●農業協同組合監査士

●フラワー装飾技能士　
●室内園芸装飾技能士　
●旅行業務取扱
　管理者
●美容師･理容師
●サービス接遇検査

●手話技能検査
●日本ブライダル文化
　振興協力認定資格
●葬儀ディレクター
●終活カウンセラー

※●色で記載している資格は、県内大学・短大・高等専門学校で取得可能な国家資格です。 P24・25では、大学ごとに取得可能な資格、就職実績のある就職分野を紹介しています。
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進学支援制度について
大学・短期大学への進学を支える奨学金制度があります。卒業後、返還の必要がない「給付型」と、返還義務のある「貸与型」
があり、申込時期や対象者など、利用の条件はさまざま。しっかりと調べて自分に合う奨学金を上手に活用してください。また、入
学金や学費の減額、免除といった制度を設けている学校もあるので、志望大学のホームページから問い合わせてみてください。

公益財団法人
二階堂奨学会

介護福祉士修学資金等
貸付事業

保育士修学資金
貸付制度

公益財団法人
玖珠郡育英会

※他の奨学金との併給不可

玖珠郡九重町・玖珠町出身者が対象

貸し付けの初回に入学準備金として20万円
以内を、卒業時に就職準備金として20万円
以内をそれぞれ加算することができる

貸し付けの初回に入学準備金として20万円
以内を、卒業時に就職準備金として20万円
以内をそれぞれ加算することができる

給付型

貸与型

貸与型

貸与型

2万2000円・2万5000円

5万円以内

5万円以内

2万円・3万円

公益財団法人
大分県奨学会 貸与型 3万9000円～5万4000円 TEL.097-506-5620

TEL.0977-72-1070

大分県社会福祉協議会
TEL.097-558-0300

大分県社会福祉協議会
TEL.097-558-0300

TEL.0973-76-3816 

大分県内の主な奨学金

名　称

日本学生支援機構

あしなが育英会

貸与型 2万円～12万円（1万円刻み） 

給付型 2万9200円～7万5800円
TEL.0570-666-301

貸与型/
給付型

7万円（貸与4万円/給付3万円）・
8万円（貸与5万円/給付3万円） TEL.0120-77-8565 病気、災害、自死など（交通事故以外）で

保護者を亡くした遺児が対象

種　類 月　額 問い合わせ先 備　考

主 な 奨 学 金

第一種（無利息）、 第二種（利息が付くタイプ）の2種

大分市

別府市

日田市

佐伯市

津久見市

臼杵市

由布市

家計急変により就学困難となった場合の
緊急採用奨学資金制度もあり貸与型 4万5000円 大分市教育委員会 学校教育課

TEL.097-537-5648

貸与型 4万円 別府市教育委員会 学校教育課
TEL.0977-21-1574

医学部医学課程に
就学する者

5万円（1年～3年）
10万円（4年～6年）

※他の奨学金との併給可
※入学準備金貸与制度あり（～20万円以内）貸与型 3万円 日田市 教育庁 教育総務課 総務企画係

TEL.0973-22-8234（直通）

貸与型 3万円または5万円の選択制 津久見市 管理課
TEL.0972-82-9525

※他の奨学金との併給不可貸与型 1万8000円～3万8000円 佐伯市 教育委員会 学校教育課
TEL.0972-22-4064

※入学準備金貸与制度あり（～1０万円以内）

※他の奨学金との併給可
※入学準備金貸与制度あり（～1０万円以内）貸与型

貸与型

3万円

2万円

臼杵市 総務課 奨学金担当
TEL.0972-63-1111

※返還期間中、毎年度由布市に移住している
場合は、その年度の返還額を半額免除
※入学準備金貸与制度あり（～20万円以内）返還免除型 2万円

由布市 教育総務課
TEL.097-582-1177

大分県内各自治体の奨学金

※奨学金制度を利用するには、一定の条件を満たす必要があります。※この他、大学・短期大学独自で設けている奨学金制度もあります。
※奨学金の種類や対象者の要件、支給金額、支給時期等は団体ごと、年度ごとに異なる場合があります。詳しくはお問い合わせを。
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大分大学

01
UNIVERSITIES

AND COLLEGES
IN OITA PREFECTURE

〒870-1192 大分市大字旦野原700

チャレンジと経験を重ねながら、
社会から求められる「人間力」を磨く

教育支援
STRONG
POINT!

1949年設立の旧大分大学と1976年設立の大分医科大学が、2003年に統合して
生まれた大分県唯一の国立大学。学生がやりたいことを見つけ、それを実現するために
教育・研究を行う「地域における知の創造」の拠点としての役割を果たします。グローバ
ルに展開する社会や身近な地域において、新しい価値や技術を創造できる人材を育
て、地域医療や大分県の教育を担う人材を養成。福祉の分野においても、地域包括ケ
アのリーダーとして活躍できる医療・福祉分野の専門職の養成に力を入れています。

大分への理解を深めるとともに、社会人としての汎用基礎力
を身につけます。グローバル的視野に立って、専門性を活か
した地域活性に貢献できる人材の育成を目指します。

学生生活支援
学生生活上の迷いや、勉学面で困難のある学生に対し「ぴあ
ROOM」が相談に応じます。気軽に立ち寄れるようソーシャル
ワーカーが臨床医などと連携して学生の心を支えています。

就職支援
就職に役立つ年間25以上のキャリアプログラムをはじめ、キャ
リア教育では社会人基礎力を身につける低学年向け授業と
高学年向けの就職活動に関する実践授業を実施しています。

学校教育教員養成課程

・
・
初等中等教育コース
特別支援教育コース

教育学部

創生工学科

・
・
・
・

機械コース
電気電子コース
福祉メカトロニクスコース
建築学コース

理工学部

福祉健康科学科

・
・
・
理学療法コース
社会福祉実践コース
心理学コース

福祉健康科学部

共創理工学科

・
・
・
・

数理科学コース
知能情報システムコース
自然科学コース
応用化学コース

医学科

看護学科

医学部

INTRODUCTION学部（学科）

大分県庁、大分県内市役所、大分県内小学校・中学校・高等学校・特
別支援学校、大分県内病院、大分銀行、大分キヤノン、住友化学、西日
本電線、トキハ、地域科学研究所、大分合同新聞社、ダイハツ九州、昭
和電工大分コンビナート、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング

1
2

大学の特色と魅力 

大分県内の主な就職先
EMPLOYMENT

33

TEL.097-554-7471

nyukikak@oita-u.ac.jp
https://www.oita-u.ac.jp/
FAX.097-554-7472

大分大学学生支援部入試課 大学ホームページ

お問い合わせ・資料請求

経済学部

社会イノベーション学科

地域システム学科

経営システム学科

経済学科

対面・オンライン授業や
独自の修学支援制度を実施

　授業は、講義室での対面形式やオンライ
ン形式、ハイブリッド形式（対面+オンライン）
を組み合わせて実施しています。ネット環境が
不十分な学生のために無線LANに接続可
能な講義室を開放しました。サークル活動
は、一部活動を許可しましたが、感染状況に

応じて許可内容を随時見直しています。「修
学支援総合相談窓口」を設置し、修学支援
や奨学金制度、大学独自の授業料免除や
学生緊急支援金が相談可能になりました。
キャリア相談、就職イベントなどはWEB会議
システムを活用しています。

新型コロナウイルス
感染症への
対応について
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TEL.097-586-4303

info@oita-nhs.ac.jp
http://www.oita-nhs.ac.jp/
FAX.097-586-4370

教務学生グループ 受験生サイト

大分県立
看護科学大学

02
UNIVERSITIES

AND COLLEGES
IN OITA PREFECTURE

〒870-1201 大分市大字廻栖野2944-9

お問い合わせ・資料請求

大分県立病院、大分大学医学部附属病院、大分赤十字病院、大分市
医師会立アルメイダ病院、国立病院機構大分医療センター、国立機構
西別府病院、JCHO湯布院病院、JCHO南海医療センター、大分県厚
生連鶴見病院、済生会日田病院、中津市民病院、豊後大野市民病
院、佐賀関病院、臼杵コスモス病院、井野辺病院、大分中村病院

大分県内の主な就職先
EMPLOYMENT

変革の時代に確かな看護の基盤を育成する
確かな看護の力、ニーズを捉える感性とコミュニケーション力・マネジメント力を身に
つけ、卒業後、様々に看護を開拓できる力を養成するため、下記のディプロマポリ
シーを掲げ、教育を行っています。
■確かな看護の力・技術力
■看護を遂行するための幅広い知識と観察力・臨床推論能力、マネジメント能力
■心豊かな人間性と倫理観
■より健康な社会の実現に向けて課題を見出し、改革・改善する力
■国際性を持ち、多くの職種や人 と々連携・協働する力

INTRODUCTION学部（学科）

●人間科学系講座が充実し、細胞レベル
のヒト、１人の個体としての人、人間関係や
社会の中で生きる人間を、科学的根拠に
基づいて理解する力を養います。
●２年次後期に健康科学実験で、実験を通
して生体のメカニズムを具体的に実感します。
●２年次の学年末に進級試験を受けて、エ
ビデンスとなる知識の獲得を確実にします。
●看護学実習で
は、常に根拠を考
え判断し、実践力
を養います。

STRONG
POINT! 1
大
学
の
特
色
と
魅
力 

国際的視野を持ち
グローバルに看護を考える2

●２年次、３年次
の段階から国際看
護学を学び、世界
の保健医療の課
題や、文化・社会
的多様性を理解
する力を養います。
●看護国際フォーラムを毎年開催。トピック
スにあわせて海外講師を招き、世界の動き
を身近なものにします。
●毎年、海外の大学との学生交流を実施。
本学学生と海外大学の学生が交互に訪問
し、互いの国の保健医療福祉を理解します。

地域に根差した大学3
●予防的家庭訪問実習は、大学の近隣の富士見が
丘団地および野津原地区の高齢者を協力者としてご
自宅を訪問します。協力者さんとの会話を通して、健康
増進の支援を考えるという目的があります。協力者さん
が授けてくださる人生の知恵が、学生には生きた教育
となっています。
●1年次から4年次まで、6段階の看護学実習を通し
て、大分県下約100カ所の実習施設に協力をいただ
いています。病院、介護老人保健施設、介護老人福祉
施設、保健所、市町村、訪問看護ステーション、福祉
施設など、様々な看護職の活動の場を知り、地域の医
療保健福祉機関への理解を深めています。
●学内での講義・演習において、現場で活躍する看護職
の講義を受けたり、地域で行われるイベントにボランティア
として参加するなど、地域志向の大学を目指しています。

科学的根拠に
基づく判断と看護実践能力

看護学部 看護学科

万全の感染対策を行い、
学年暦通りの授業が可能に

　看護学実習が断続的に組まれており、感染予防対策には万全を期しています。４月から
学年暦どおりに授業を開始できたため、夏季休暇を短縮する必要もありませんでした。対面
授業は、約80名の学生に対し300人を収容できる講堂でのみ、十分に換気を行い、席の間
隔を取った上で実施しています。講義後には学生が協力し、使用した机や椅子の消毒作業
を行っています。長期休暇に伴う帰省、県外移動の後は、２週間のオンライン授業期間を設
けるなど、大学一丸となって感染予防に努めています。

新型コロナウイルス
感染症への
対応について
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日本文理大学

社会ニーズを捉えた実践教育で
地域の発展を担う人材を

地域・社会とのつながりを生む研究成果

03

STRONG
POINT!

UNIVERSITIES
AND COLLEGES

IN OITA PREFECTURE

工学部と経営経済学部の2学部5学科19コースを設置。社会や企業ニーズに合
致するカリキュラムによって、専門的な知識や技術を確実に身につけていきます。ま
た、学内に留まらず、大分県内全域を学びのフィールドにし、学科を越えた様々なプ
ロジェクト型の「実践教育」も推進。地域の課題に触れ、解決方法を考えることを目
的に、能動的な学びを促します。社会で活躍していくうえで必要となる主体性や協
働性、多面的思考力などの「人間力」を育成し、高い就職率を達成しています。

“おおいた”全体を学びのフィールドに、企業や行政と協働した
学生たち主体のまちづくりや、地域住民との環境保全
活動など、可能性を広げるチャンスがたくさんあります。

入学から卒業まで徹底的に就職をサポート
企業への就職、公務員や教員、大学院への進学など、
それぞれの夢を叶えられるよう、万全の就職サポート体制を
構築。学生一人ひとりが納得のいく進路を実現できます。

得意分野や特長を評価する10区分以上ある多様な入試制度。
さらに成績上位者は学費免除などの奨励金制度も。特待生対
象の特別プログラムでワンランク上の就職・進学を目指します。

工学部

経営経済学科

・
・
・
地域マネジメントコース
ビジネスソリューションコース
会計ファイナンスコース

・
・
スポーツビジネスコース
こども・福祉マネジメントコース

経営経済学部

0120-097-593

nyuusi@nbu.ac.jp
https://juken.nbu.ac.jp/
FAX.097-592-5418

アドミッションオフィス担当 受験生サイト

INTRODUCTION学部（学科）

ダイハツ九州、日鉄住金テックスエンジ、石井工作研究所、佐伯建設、梅林建設、フンドー
キン醤油、別大興産、大分トヨタ、大分交通、杉の井ホテル＆リゾート、大分銀行、豊和銀行、
大分県信用組合、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、大分県庁、大分市役所、宇佐市
役所、津久見市役所、大分県警、大分市消防局、大分県高校教諭、大分県小学校教諭

1

〒870-0397 大分市一木1727

大学の特色と魅力 

大分県内の主な就職先
EMPLOYMENT

お問い合わせ・資料請求

多様な入試制度で受験生の能力を評価

航空宇宙工学科 情報メディア学科

機械電気工学科 建築学科

↑「整備実践」の授業では、空港キャン
パスで航空機整備技術を修得。実践的
なチームワークも身につけます。

↑大分トリニータとの提携により、実際の
チーム運営やイベント企画に携わること
ができます。

33

22

対策本部を設置することで
在学生と受験生の学びを支援

　昨年2月に「新型コロナウイルス感染症対
策本部」を設置し、迅速かつ柔軟に対応する
体制を整えました。前期は遠隔講義でスタート
し、6月以降より実験・実習科目のみ対面講
義へと移行しました。後期からは講義内容に
合わせ遠隔・対面のハイブリッド方式で実施。

受験生の皆さんに対しては、規模を縮小した
対面型オープンキャンパスやWeb相談会、入
試解説動画の配信などを行いました。また、入
学試験では体調不良時の振替入試やWeb
面接試験（一部）を実施し、受験生が不利に
ならないよう最善を尽くしています。

新型コロナウイルス
感染症への
対応について
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地元に貢献し、将来を担う
地域から世界につながる人材を

国語教員は9年連続現役合格
STRONG
POINT!

「真理はわれらを自由にする」という建学の精神を大学全体の教育理念として、真
理を求め自由を愛する人間の育成を目指します。また、地域社会との深い結びつき
“地域貢献”に力を入れ、大分県や県内の自治体すべてと包括連携協定を締結。
社会で生きてゆくための知識の習得だけではなく、人とのつながりの中で学ぶ「生
きる力」を磨いていきます。積極的に地域社会で活動することは、地域に学び、育
ててもらえるということ。その延長上に世界があると考えています。

本学では様々な教員免許を取得でき、毎年、新規卒業生の
正規採用実績がありますが、特に「国語教員」については、
平成24年度から9年連続の採用実績があります。

歴史を学び、「公務員」として働く
学芸員資格を取得後、文化財の保存や修復を行う文化財専
門職への合格者を過去7年間で84名輩出。九州内の職員の
32％は本学の卒業生です。

地元大学で管理栄養士を目指す
県内唯一の管理栄養士養成施設であり、受験に必要な授業単位を取得
すれば卒業時に受験資格が得られます。国家試験直前まで、様 な々試験
対策を展開し、昨年の合格率は93.5％（77名受験で72名合格）でした。

文学部

INTRODUCTION学部（学科）

大分銀行、豊和銀行、大分みらい信用金庫、JR大分シティ、大分トヨタ
自動車、別大興産、豊後企画集団、大分県社会福祉事業団、富永調
剤薬局、富士甚醤油、三和酒類、大分県警、大分県、大分市、日田市、
豊後高田市、日出町、臼杵市、竹田市

1
2

大学の特色と魅力 

大分県内の主な就職先
EMPLOYMENT

33

TEL.0977-66-9666

bu-adm@beppu-u.ac.jp
https://www.beppu-u.ac.jp 
FAX.0977-66-4565

入試広報課 受験生サイト

別府大学

04
UNIVERSITIES

AND COLLEGES
IN OITA PREFECTURE

〒874-8501 別府市北石垣82

お問い合わせ・資料請求

↑座学だけではなく、フィールドワークも
積極的に行っています。

↑微生物の働きで社会を豊かにする
研究も行っています。

国際言語・文化学科 史学・文化財学科

人間関係学科

食物栄養科学部

食物栄養学科 発酵食品学科

国際経営学部

国際経営学科

通学バス運行や経済支援など
持続的な学びをサポート

　対面授業の再開に伴い、電車通学による
感染リスクを軽減するため、大分駅から大学
まで通学バスの運行を開始しました。また、新
型コロナウイルスの影響が長期化する中で、
経済的に修学が困難な状況が見込まれる学
生に向け、奨学金を創設しました。要件を満

たす学生に10万円を貸与する「緊急貸与奨
学金」、要件を満たす学生に授業料1/4を免
除する「緊急特例奨学金」の2種を設け、学
生支援を強化しています。また、学納金の分
割や延納の相談も随時受け付け、学生たち
の学びの継続をサポートします。

新型コロナウイルス
感染症への
対応について
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立命館アジア
太平洋大学

学びのフィールドは「世界」。
自分を磨き、世界を変える1歩を

多文化・多様性にあふれるキャンパス

05

STRONG
POINT!

UNIVERSITIES
AND COLLEGES

IN OITA PREFECTURE

「自由・平和・ヒューマニティ」、「国際相互理解」、「アジア太平洋の未来創造」を
基本理念としています。学生の約半数が国際学生、教員の約半数も外国籍という
多文化共生キャンパスを創造。この国際的な環境の中、学生・教員が一体となり、
民族・宗教・文化などの違いを越えて理解を深めています。開学以来、152カ国・
地域からの学生を受け入れてきました。2030年に向けて「APUで学んだ人たちが
世界を変える」というビジョンを掲げ、世界を変える人材を育成しています。

国際学生は約90カ国・地域から約3,000名、国内学生も47
都道府県から約3,000名集まっています。日・英両言語が飛
び交うキャンパスで、英語以外の６言語も学ぶことができます。

世界基準の教育
国際経営学部は最高水準のマネジメント教育を提供する学部とし
てAACSBの認証を取得。また、アジア太平洋学部も、国連世界
観光機関からTedQualという観光学の国際認証を取得しました。

多種多様な留学制度
自分の興味やレベルに合った世界各地への留学や、国際
的なプログラムに参加することができます。交換留学につい
ては、約50カ国・地域の約150の大学と提携しています。

アジア太平洋学部

〒874-8577 別府市十文字原１-1

TEL.0977-78-1120

apumate@apu.ac.jp
http://www.apumate.net/
FAX.0977-78-1199

アドミッションズオフィス 受験生サイト

INTRODUCTION学部（学科）

テレビ大分、大分キヤノン、大分銀行、大分航空ターミナル、大分合同
新聞社、三和酒類、別大興産、トキハインダストリー、山荘無量塔、亀の
井別荘、杉乃井ホテル＆リゾート、三越商事大分、大分市役所、大分み
らい信用金庫、豊和銀行

1
2

大学の特色と魅力 

大分県内の主な就職先
EMPLOYMENT

33

環境・開発 観光学

国際関係 文化・社会・メディア

国際経営学部

会計・ファイナンス マーケティング

経営戦略と組織 イノベーション・経済学

お問い合わせ・資料請求

↑別府市内で一軒家を借り、多国籍の
人とシェア生活をする様子。

↑言語や文化の違う学生が協働して
学ぶのがAPUのスタイル。

オンラインで実現する
留学疑似体験と異文化交流

　一部学生の宗教上の理由に配慮し、アル
コールを含まない消毒液を設置して、すべて
の学生が安心して大学生活を送れるよう全
学を挙げて取り組んでいます。昨年2月に
Zoom社と契約し、学生に機器を貸与するな
ど、早々にオンライン環境を整備しました。秋

学期からはハイブリッド型の授業（オンライン
と対面を組み合わせた授業）を展開し、オンラ
インでも留学の疑似体験や多文化コンピテ
ンスの修得、日英の言語交流、日本人学生と
国際学生の相互交流による学びの深化を
実現するカリキュラムを提供しています。

新型コロナウイルス
感染症への
対応について

17



芸術系と人文系が共存する
ユニークな公立短期大学！

編入も進学も！ 選べる多彩な進路
STRONG
POINT!

本学は、芸術系学科(美術科・音楽科)と、人文系学科(国際総合学科・情報コミュニケーション
学科)を併設し、芸術や文化に関する質の高い教育を提供しています。一人ひとりの興味関心
に応じたきめ細やかな教育を通して、学生は知性と感性を磨き、個性を伸ばすとともに地域活動
や実践的な授業により、広く社会で活躍できる実践力を身につけます。また、新しくキャンパスの
リニューアルも行われており、充実した環境で学ぶことができます。芸文短大は未来へ羽ばたく
皆さんの応援団です。

卒業後の進路としては、就職のほかに、芸術系では専攻科への進学、人文系では４
年制大学への編入学を通して学士の取得も目指せます。また海外大学との提携に
よる留学も可能です。２年後にもう一度進路選択できるのも芸文短大の魅力です。

全学科共通！ 学べる語学は７種類
本学では英語・ドイツ語・フランス語・中国語・ポルトガル語・イタリア語・韓国語の
７ヶ国語の中から自分の興味関心にあわせて選択することが出来ます。また、ネイ
ティブ教員も在籍しており、本場の語学を学ぶことができる環境が整っています。

充実の学び！ リーズナブルな学費
公立短大ならではの学費設定。授業料年額39万円で充実したカリキュ
ラムと質の高い教育を受けることができます。また、大分県内生は入学金
も16万9,200円と、さらにリーズナブルです。

INTRODUCTION学部（学科）

1
2

大学の特色と魅力 

33 大分銀行、大分県信用組合、日本製鉄 大分製鉄所、大分
キヤノン、佐伯印刷、大分交通、九州旅客鉄道 大分支社、
大分航空ターミナル、デンザイ東亜、トキハ、大分トヨタ自動
車、アステム、玉の湯、大分県農業協同組合

大分県内の主な就職先
EMPLOYMENT

TEL.097-545-4225

nyushi@oita-pjc.ac.jp
https://www.oita-pjc.ac.jp/
FAX.097-545-0543

教務学生部 受験生サイト

大分県立
芸術文化短期大学

06
UNIVERSITIES

AND COLLEGES
IN OITA PREFECTURE

〒870-0833 大分市上野丘東1-11

お問い合わせ・資料請求

・
・
・
・

音楽科

声楽コース
ピアノコース
管弦打コース
音楽総合コース

美術科

・
・
美術専攻
デザイン専攻

専攻科 造形専攻

・
・
・
・
・

美術コース
ビジュアルデザインコース
メディアデザインコース
プロダクトデザインコース
グラフィックアートコース

・
・
・

国際総合学科

国際コミュニケーションコース
観光マネジメントコース
現代キャリアコース

専攻科 音楽専攻

・
・
・
・
・
・

声楽コース
ピアノコース
管弦打コース
指揮コース
理論コース
作曲コース

情報コミュニケーション学科

・
・
・
心理スポーツコース
地域ビジネスコース
情報メディアコース

新しい大学生活のあり方を
みんなで一体となり思案する

　健康観察票によるセルフチェックや、マス
クの着用、咳エチケットなど、基本的な感染
対策を徹底しています。授業では、対面授業
とオンライン授業を併用し、対面授業では入
室前の手洗いや消毒をはじめ、換気を励行
し、座席の数を制限して授業を実施。実習

形式の授業では、飛沫防止パネルやシート
を設置し、３密対策を積極的に行っていま
す。在学生・教職員一同が新しいキャンパス
ライフのありかたを考え、自らが感染しない、
人に感染させないようさまざまな対策に取り
組んでいます。

新型コロナウイルス
感染症への
対応について
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現代を生き抜くための
「教養」「専門性」「実践力」を身につける

現場で活躍できるように
STRONG
POINT!

建学の精神「真理はわれらを自由にする」の理念のもと、教養教育を学びつつ、専
門性を身に付けていきます。免許資格取得に向けての充実したカリキュラム、リ
ニューアルしたばかりの学習設備の整った教室、専門性に優れた教員による質の
高い教育が行われています。1万人以上の卒業生を輩出し、大分県内の栄養士・
保育士・幼児教育の現場を支えてきました。長い歴史と伝統に支えられ、地域に貢
献できる人材の育成を目指します。教員と学生の距離の近さも魅力です。

食物栄養科では栄養に関する知識はもちろん、調理にも力を入れて
います。調理ができる栄養士として知識や技能をつけた後、別府大
学食物栄養学科に編入学して管理栄養士を目指すこともできます。

3つの資格・免許を同時取得可能
「小学校教諭二種免許」「幼稚園教諭二種免許」「保育士資
格」の3つの免許・資格が取得できます。将来の進路に合わせ
て3つのうち2つを組み合わせて取得することも可能です。

「研究会活動」で実践力と経験をプラス
食物栄養科では5つ、初等教育科では8つの研究会活動が
積極的に行われています。地域のイベントに出演したり、教育・
保育の現場を訪問したりと、実践力を身につけていきます。

食物栄養科

初等教育科

INTRODUCTION学部（学科）

後藤学園、ひまわり学園、別府サレジオ学園、萌葱の郷、みずほ厚生セ
ンター、藤本育成会、アルメイダ病院、大分大学医学部付属病院、山
本病院、大分県教育委員会、大分市、別府市、由布市、佐伯市、大分
銀行、大分交通、関屋リゾート

1
2

大学の特色と魅力 

大分県内の主な就職先
EMPLOYMENT

33

別府大学
短期大学部

07
UNIVERSITIES

AND COLLEGES
IN OITA PREFECTURE

〒874-8501 別府市北石垣82

TEL.0977-66-9666

bu-adm@beppu-u.ac.jp
https://www.beppu-u.ac.jp
FAX.0977-66-4565

入試広報課 受験生サイト

お問い合わせ・資料請求

↑集団調理実習では各班のアイデア
いっぱいの給食が調理・提供されます。

↑実習や実験はもちろん、演習や発表を
行う授業も大切にしています。

↑現場で必要とされる実践力を養う
プログラムが充実しています。

↑ピアノが弾けない人も大丈夫！充実した
練習環境（約80台）を用意しています。

通学バス運行や経済支援など
持続的な学びをサポート

　対面授業の再開に伴い、電車通学による
感染リスクを軽減するため、大分駅から大学
まで通学バスの運行を開始しました。また、新
型コロナウイルスの影響が長期化する中で、
経済的に修学が困難な状況が見込まれる学
生に向け、奨学金を創設しました。要件を満

たす学生に10万円を貸与する「緊急貸与奨
学金」、要件を満たす学生に授業料1/4を免
除する「緊急特例奨学金」の2種を設け、学
生支援を強化しています。また、学納金の分
割や延納の相談も随時受け付け、学生たち
の学びの継続をサポートします。

新型コロナウイルス
感染症への
対応について
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多様化する時代に対応する
「時代が求める若者」を育てる

専門職への高い就職率
STRONG
POINT!

本学の建学の精神である「自立・自活できる人材の育成」をめざし、小規模校の特徴を生かし
て、学生一人一人に対し、きめ細かい支援を行ない、知識・技術を確実に修得させるとともに、
豊かな人間性を醸成する教養教育にも力を傾注しています。また、学生の付加価値を高め、有
意義な将来の生活を保障するため、各種資格の取得に挑戦させています。地域社会や企業か
らは即戦力としての期待値も高く、毎年高い就職率を維持しています。特に、取得した資格を生
かした専門職としての就職率が高く、昨今の就業状況では強みを発揮しています。

就職希望者、および進学希望者に対して、各学科・コースの就職支援担
当者が学科・コースに合った就職・進学支援を行なっています。また、取
得した資格をいかした専門職としての就職率の高さが本学の強みです。

社会での即戦力に
社会活動・実習・展示などを通して、社会で活躍できる「私」を育てます。
また、幅広く学べる4学科で専門力を学ぶことができます。

教育支援の充実
本学独自の奨学金制度で、経済的に就学が困難な学生の「学び」を応
援しています。ご家庭の所得が300万円未満の場合、年間の授業料を
最大で40万円減免します。学力は関係なく、しかも返還は不要です。

ライフデザイン総合学科

・
・
・
・
・

ファッションブライダルコース
グラフィックデザインコース
医療事務コース
ビジネス・観光コース（留学生対象）
日本語コース（留学生対象）

食物栄養学科

・
・
保育健康コース
医事健康コース

・温泉コンシェルジュコース

幼児教育学科

介護福祉学科

INTRODUCTION学部（学科）

[ライフデザイン総合学科]太田旗店、いづみ印刷、佐伯印刷、
大分中村病院　他
[食物栄養学科]日清医療食品大分営業所、富士産業大分
事業部、LEOC大分支店、向井病院　他
[幼児教育学科]みんなの森こども園、和光保育園、千代町
幼稚園、別府発達医療センター　他
[介護福祉学科]みのり村、やすらぎの里、新別府病院、
茶寿苑　他

1
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別府溝部学園
短期大学

〒874-8567 別府市亀川中央町29-10

TEL.0977-66-0224

mkikitai@bm.mizobe.ac.jp
http://www.mizobe.ac.jp
FAX.0977-66-8120

入試広報課 受験生サイト

お問い合わせ・資料請求学生の毎日の検温・記録、
消毒や換気などで対策体制を徹底

　学生は毎日の検温とその記録をお願いし、37.0℃
以上の発熱があった場合はその日の講義を休むよう
指導しています。検温記録票は毎月、学校へ提出して
もらい、保管しています。学生も教員もマスクの着用を
徹底し、廊下などに消毒液を設置していつでも消毒を
可能にしています。さらに、各所に空気清浄器を設置

しウイルスの飛散を予防しています。30分ごとに窓や
ドアを開け換気を行ない、昼休みには放送で換気を
促しています。また、来訪者には玄関で検温をして記
録をしていただいています。食物栄養学科の調理実
習などで食事をする際は、対面の席には座らずに十
分な距離を取り、アクリル板で仕切っています。

新型コロナウイルス
感染症への
対応について
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豊かな発想力と実践力を磨き、
花と緑のスペシャリストを育成

万全の就職・進学対策
STRONG
POINT!

園芸科のみの学科の短期大学です。「意志あるところ道あり」という建学の精神を
教育に体現するため、‘実学主義’を理念として掲げ、豊かな発想力と実践力を磨く
ことを根幹としています。生物生産（花卉・野菜・果樹・作物・畜産）、フラワーデザイ
ン、造園（ガーデニング）、バイオテクノロジー、園芸療法に関する専門領域を広く
学修し、国内外で活躍する人材を養成。講義や実習などを開講するとともに、受験
指導など様々な支援を行います。

夏休みなどの休暇期間中に専任教員による「編入学・公務
員・就職対策講座」を開講しています。TOEIC IPテストや公
務員模擬試験も実施し、学生の就職・進学をサポートします。

資格取得に向けた徹底指導
本学では少人数教育を生かし、資格取得に向けて徹底した受
験指導をしています。学内で実施される対策講座は全て無料。
卒業時には１人あたり平均６つの資格を取得しています。

高い編入進学率
編入学決定率は過去5年間で83%。主な合格実績は九州圏
内の大学他、島根大学、広島大学、愛媛大学、香川大学、高
知大学、信州大学、岐阜大学、三重大学、静岡大学などです。

INTRODUCTION学部（学科）

大分県（初級林業）、大分農業協同組合、佐伯広域森林組合、コメリ、
グッディ、トキハインダストリー、HIヒロセ、都造園土木、大分植木、
みのり村、みずほ厚生センター、萌葱の郷、花いち、美咲、菱東肥料、
宇佐オーガニックファーム

1
2

大学の特色と魅力 

大分県内の主な就職先
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〒870-8658 大分市千代町3-3-8

TEL.097-535-0201

h-tandai@po.d-b.ne.jp
https://www.oitatandai.ac.jp
FAX.097-540-6509

大分短期大学園芸科 入試係 受験生サイト

お問い合わせ・資料請求

園芸科

↑実習では学生が主体的に栽培などの
作業を行い、技術を身につけます

↑フラワー装飾２・３級の技能士の練習
やコンテストに出展し、日々アレンジメント
の練習に取り組んでいます。

↑職人の視点で創造できる技術を
学びます

↑園芸活動を福祉的かつ療法的な
視点から学びます

緊急メール配信システムで
スピーディーな連携を

　新型コロナウイルス感染症対策本部（首
相官邸）や厚生労働省、文部科学省、大分
県庁ガイドラインにもとづき感染予防対策を
行っています。マスクの着用、ソーシャルディ
スタンスの確保、学内の消毒といった基本
的な対応をはじめ、講義は人数制限を設け、

大きな講義室で行うなど万全の体制で望ん
でいます。緊急事態宣言下では県をまたぐ移
動の際の報告を義務付け、2週間の自宅待
機を徹底。教員間や学生、保護者で迅速な
連絡を取り合うために、緊急メール配信シス
テムを導入しています。

新型コロナウイルス
感染症への
対応について
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専門知識と確かな技術を
保育現場で実践しながら体得

悩みを気軽に相談できる環境
STRONG
POINT!

幼児教育に特化した短期大学として、幼児教育・保育のスペシャリストを育てます。
子どもたちに対する愛情を培い、保育者として必要な使命感・責任感を養うとともに、
豊かな人間性とコミュニケーション能力を身につけます。令和2年に完成した学舎は
附属幼稚園（認定こども園）に隣接しているため、常に子どもたちを近くに感じられま
す。保育者の仕事は「みらいをつくる ひとをそだてる」こと。最適な環境とかけがえの
ない出会いの中で、あなたも保育者を目指してみませんか。

学生と教員の距離が近く、困ったことは何でも教員に相談で
きる環境です。授業で分からないことがあっても全面的に支
援するので、安心して学校生活を送ることができます。

卒業後も続くサポート
ホームカミングデーを開催したり、学びなおしの講座を企画し
たり、卒業生に対して様々なフォローアップを行います。卒業
生が職場の不安を相談できる体制を整えています。

地域と連携した教育
大分県や中津市と協同し、キャリア教育（幼稚園免許の更
新や保育士等キャリアアップの講習など）や子育て支援（相
談室や食育教室など）を行い、地域とともに歩んでいます。

幼児教育学科

INTRODUCTION学部（学科）

中津市立幼稚園、なぎさ幼稚園、双葉ケ丘幼稚園、東九州短期大学
附属幼稚園、みどりこども園、泉光こども園、普照こども園、沖代こども
園、おぐすこども園、愛光こども園、大幡保育園、グレース保育園、光保
育園、ひいらぎ保育園、大分県糸口学園

1
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大分県内の主な就職先
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TEL.0979-22-2426

ssc@higashikyusyu.ac.jp
http://www.higashikyusyu.ac.jp/
FAX.0979-25-3935

東九州短期大学学生支援センター 受験生サイト

東九州
短期大学
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〒871-0014 中津市一ッ松211

お問い合わせ・資料請求

↑講義で学んだ知識を実際の現場で実
践しながら修得します。

↑入学後、児童養護施設や保育所など
を訪問する新入生研修も行われます。

↑いろいろな楽器を使って、音楽の基
礎・基本を学んでいきます。

↑身近にある材料を使って、もの作りの
面白さを探求します。

令和２年４月竣工

大学・併設幼稚園ともに
感染予防の意識を高く

　玄関や図書館をはじめ、すべての教室の
出入り口に消毒液を配置して指手消毒を履
行しています。また、すべての教室の机間を
通常の倍の広さに設定、ラウンジにはアクリ
ルパネルを設置し、全館24時間換気を徹
底。毎日健康管理表に体温等を記入し、毎

月末に提出することで、すべての学生・教職
員の健康状態を記録・把握しています。隣
接する幼稚園でも、日常的な感染予防をは
じめ、保護者が集まる行事の際は、オゾン除
菌脱臭機などを使い、より一層対策を強化
に努めています。

新型コロナウイルス
感染症への
対応について
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早期技術者教育や課外活動によって
創造性豊かな実践的エンジニアを育成

実践的技術者育成のための5年間一貫教育
STRONG
POINT!

「技術と教養と愛の精神」を建学の理念として昭和38年に創立しました。「人間
性に溢れ国際感覚を備え、探究心、創造性、表現能力を有する技術者の養成」を
教育目標に掲げ、中学校卒業から5年間、専攻科を含めると7年間の一貫教育を
行っています。工業系の高校卒業時に本校の4年生として編入学が可能です。機
械工学、電気電子工学、情報工学、都市・環境工学の4学科で、本質を理解し分
析する能力、専門技術力と教養力を備えた実践的創造的技術者を養成します。

低学年時から科学と工学の知識をしっかり身につけ、高学年
時には技術を自在に駆使するための基盤力を培います。くさ
び形のカリキュラムによる早期技術者教育を行っています。

地域に貢献する特色ある教育プログラム
農業に貢献する「アグリエンジニアリング教育」、災害への意
識付けと復旧に貢献する「災害レジリエントマインド育成教育」
など、様々な分野で活躍できる教育プログラムを設けています。

様々な取り組みと楽しい学校生活
高専祭・音楽祭・体育祭や研修旅行など様々な学校行事があり
ます。また、高専体育大会や高専ロボコンへの参加、海外でのボ
ランティア活動や海外大学との国際交流など多彩な取り組みも。

INTRODUCTION学部（学科）

日本製鉄、昭和電工、大分キヤノン、大分瓦斯、ENEOS、ＮＥＣフィール
ディング、九州電力、西日本高速道路、ＪＲ九州、大分合同新聞社、ＮＨ
Ｋ、ＴＯＳ、アーネット、エスティケイテクノロジ一、デンケン、三和酒類、戸
髙鉱業社、大分共同火力、太平洋セメント、西日本コンサルタント、大分
県庁、大分市役所、旭化成、ソニー・太陽、AKシステム

1
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独立行政法人国立高等専門学校機構
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〒870-0152 大分市大字牧1666番地

TEL.097-552-6359

kshien@oita-ct.ac.jp
http://www.oita-ct.ac.jp/
FAX.097-552-6440

学生課教育支援係 受験生サイト

お問い合わせ・資料請求

↑毎年、学生会主催で開催される体育祭 ↑国技館で開催される全国高専ロボコン
大会の出場を目指して、九州沖縄地区大
会に参加しています。

機械工学科

電気電子工学科

情報工学科

都市・環境工学科

専攻科 機械・環境システム工学専攻

専攻科 電気電子情報工学専攻

校時の見直し、寮を改修
ニューノーマルな学生生活へ

　換気及び手指消毒の励行やマスクの着
用、校時の見直し、寮を個室化のために改修
するなど、感染予防対策を行いました。独自
の遠隔講義（授業配信）システムを、全ホー
ムルーム教室と特別教室に整備し、学生はリ
モート、オンデマンドの両方で授業が聴講可

能になりました。受講環境が整わない学生の
ために機器の貸出し支援を行い、遠隔でも学
生が相談できる環境を整えました。新型コロ
ナウィルス感染症に係る支援金や、各種支
援事業について、ホームページ等に掲載し、
案内周知を行いました。

新型コロナウイルス
感染症への
対応について
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文学関係
教育学・保育学関係
法学関係
経済学関係
社会学・社会福祉学関係
理学関係
工学関係
農学関係
医・歯学関係
保健・衛生学関係
家政関係
体育関係
芸術関係

幼稚園教諭　①
小学校教諭　①
中学校教諭　①
高等学校教諭　①
特別支援学校教諭　①
養護教諭　①
栄養教諭　①
学校図書館司書教諭　①
司書　①
学芸員　①
保育士　①　

教育

医師　②
看護師　②
保健師　②
理学療法士　②
管理栄養士　②
食品衛生監視員　①
食品衛生管理者　①
栄養士　①

医療・
看護

社会福祉士　②
精神保健福祉士　②
公認心理師　③
社会福祉主事　①
介護福祉士　②

福祉・
保育

1級建築士　②
2級建築士　②
木造建築士　②
土木施工管理技士　③
造園施工管理技士　③

建築・
土木等

電気主任技術者　③
電気通信主任技術者　④
電気通信設備工事担任者　④
第一級陸上無線技術士　④
無線従事者　①
毒物劇物取扱責任者　①
甲種危険物取扱者　②
フラワー装飾技能士　②
造園技能士　②
室内園芸装飾技能士　②
労働安全（衛生）コンサルタント　③
ボイラー・タービン主任技術者　③
自動車整備管理者　③
測量士　③
測量士補　①

その他

D T L データ一覧

県内の大学・短期大学・高等専門学校では、幅広い分野を学ぶことができ、多くの資格が取得可能です。
自分の興味・関心のあるもの、学びたいことや将来の夢をしっかり考え、進路を考えましょう。

大
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学
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学
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溝
部
学
園

短
期
大
学

別
府
大
学

短
期
大
学
部

大
分
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立
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文
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命
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大
学
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大
学

日
本
文
理
大
学

大
分
県
立

看
護
科
学
大
学

大
分
大
学

※①所定の単位を取得したものが得られる資格　※②受験資格が得られる資格　※③一定の実務経験が必要な資格　※④所定の単位取得で試験科目の一部が免除される資格

取
得
で
き
る
国
家
資
格

学
べ
る
学
問
分
野

大学名
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漁業

鉱業・採石業
砂利採取業

農業・林業

建設業

製造業

電気・ガス・
熱供給・
水道業

情報
通信業

運輸業・
郵便業

卸売業・小売業

金融業・保険業
不動産業・
物品賃借業

学術研究
専門・
技術サービス

宿泊業・
飲食サービス業

生活関連
サービス業・
娯楽業

教育・学習支援

医療・福祉

複合サービス業

サービス業
（他に分類
されないもの）

公務

就

職

分

野

大
分
工
業
高
等

専
門
学
校

東
九
州
短
期
大
学

大
分
短
期
大
学

別
府
溝
部
学
園

短
期
大
学

別
府
大
学

短
期
大
学
部

大
分
県
立

芸
術
文
化
短
期
大
学

立
命
館

ア
ジ
ア
太
平
洋
大
学

別
府
大
学

日
本
文
理
大
学

大
分
県
立

看
護
科
学
大
学

大
分
大
学

掲載されている資格以外にも取得可能な資格がある場合がありますので、詳しくは各大学にお問い合わせください。　過去10年間の就職実績に基づいた情報です。

農業
林業
漁業
水産養殖業
鉱業
採石業
砂利採取業
総合工事業（一般土木・舗装工事・木造建築工事等）
職別工事業（塗装工事・床・内装工事等）
設備工事業（電気工事・電気通信・信号装置工事等）
繊維工業製造業
木材・木製品製造業
パルプ・紙・紙加工品製造業
化学工業
石油製品・石炭製品製造業
窯業・土石製品製造業
鉄鋼業
非鉄金属製造業
金属製品製造業
はん用性機械器具製造業
生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業
電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業
電子部品・デバイス・電子回路製造業
輸送機械器具製造業
その他の製造業
電気業
ガス業
熱供給業
水道業
通信業
放送業
情報サービス業（ソフトウェア・情報処理等）
インターネット付随サービス（情報ネットワーク・コンテンツ提供等）
映像・音声・文字情報制作業（テレビ・ラジオ・新聞・雑誌等）
鉄道業
道路旅客運送業
道路貨物運送業
水運業
航空運輸業
郵便業
倉庫業・運輸に付帯するサービス業
卸売業
小売業
金融業
保険業
不動産業
物品賃借業
学術・開発研究機関
弁護士
公認会計・税理士・行政書士・社労士
総合広告業・広告代理業
デザイン業
写真業
獣医業
建築設計業
機械設計業
学芸員
造園業
翻訳業
宿泊業
飲食業
洗濯・家事サービス
理容・美容
浴場業
旅行業
冠婚葬祭業
映画館・劇場・スポーツ施設
遊園地・遊戯場
教育
学習支援
医療
福祉
郵便局
協同組合
経営コンサルタント業
廃棄物処理業
ビルメンテナンス業
リサイクル業
自動車整備業
職業紹介・労働者派遣業
警備業
国家公務員
地方公務員
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