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｢社会に貢献する」人材、育てます

盛岡大学・盛岡大学短期大学部では、社会の即戦力となる人材を育成すべく個性・知識・技術といった
人としての総合的なチカラをつける教育で、幾年にもわたり優れた人材を輩出しております。

採用ご担当者
の皆様へ

盛岡大学 盛岡大学短期大学部
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M o r i o k a  U n i v e r s i t y

Morioka Daigaku Junior College

各種学校盛岡生活学園設置認可
学校法人生活学園の設立認可
生活学園短期大学食物栄養科開設
生活学園短期大学保育科開設
生活学園短期大学保育科を幼児教育
科に改称
盛岡大学文学部英米文学科、
児童教育学科開設
盛岡大学文学部日本文学科開設
盛岡大学とカナダカモーソン大学と
姉妹校協定締結
盛岡大学、砂込キャンパスに移転
生活学園短期大学を盛岡大学短期大
学部に校名変更
盛岡大学短期大学部、砂込キャンパ
スに移転
学校法人生活学園を学校法人盛岡大
学に法人名の変更
学校法人盛岡大学創立50周年記念
式典
英米文学科を英語文化学科に名称変更
社会文化学科の開設
盛岡大学新図書館完成
栄養科学部管理栄養士養成施設指定
栄養科学部栄養科学科開設
盛岡大学短期大学部食物栄養科廃止
文学部児童教育学科に児童教育コー
ス、保育・幼児教育コースを開設
新校舎（D校舎）竣工
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　企業の皆様には、平素より本学学生への格別なご配慮を賜り、厚く御礼
を申し上げます。
　盛岡大学ならびに盛岡大学短期大学部は、地域に根差した小規模
大学であることを生かして、「対話」を重視した教育を実践しています。人と
の対話は、コミュニケーション能力を育みます。この能力と各分野における専
門知識を兼ね備えた学生が、これまでも数多く社会に巣立っていきました。
　もとより、社会に貢献する有為な人材を輩出することが大学の使命です。
盛岡大学は、英語文化学科・日本文学科・社会文化学科・児童教
育学科からなる文学部と栄養科学部の２学部を擁し、「人間と文化」「人
間と栄養学」を学びの柱としています。また、短期大学部は、保育士や幼稚
園教諭を養成する幼児教育科の1学科からなる大学です。
　私の眼には、両大学の学生とも真面目さと素直さを併せ持ち、各分野で
一生懸命に努力して卒業していくように映ります。
　どうか企業の皆様には、このような能力をもつ本学の卒業生を積極的に
採用くださり、存在感のある社会人に育てていただきますよう、お願い申し上
げます。

　平素は、本学の学生の就職につきまして、ひとかたならぬご指導と格別の
ご高配を賜り深く感謝申しあげます。
　盛岡大学・盛岡大学短期大学部では、建学の精神である「奉仕の精
神」を柱として、広い視野と高い見識を養い、社会の激しい変化の中で時
代の要請にこたえる人材の育成に努めています。そのために、一人ひとりの
将来を大切にした人間形成を実現するためのキャリアサポート活動を行っ
ており、社会人として必要なコミュニケーション力、文章力、人間力を養って
います。また、教員、管理栄養士、保育士、食品衛生監視員などの養成に
おいてはその業務の役割と意義をキャリアデザインとして形成し、専門的知
識・技術を習得する力としています。
　就職センターでは、企業の皆様と本学学生を繋ぐ架け橋として求人票
の受理求人情報の収集、学内企業説明会、合同企業説明会の開催、
企業・事業所訪問、インターンシップの受付、学生への就職支援講座の
開催など学生の就職支援を行っております。
　今後とも、本学の学生に多くの活躍の場を与えていただければ幸甚に存
じます。

すぐれた人材を育成し
社会に送り出します

幅広い知識と
深い専門性を活用することで
地域社会に貢献できる人材の育成

盛岡大学・盛岡大学短期大学部
学長 高橋 俊和

盛岡大学・盛岡大学短期大学部
就職センター所長 太田 徹

盛岡大学・盛岡大学短期大学部　沿革



　英語文化学科では、進展する国際化や情報化社会に即応できる人材を育成し
ています。そのために、１年生から４年生まで世界の共通語としての英語をコミュ
ニケーションの手段として習得します。また、「グローバル・コミュニケーション」

「言語学」「文化・文学」の3領域で英語圏の言語や文化・文学について専門的
な理解を深めます。深い専門知識と幅広い教養を培った人間を、地域社会だけで
なく広く世界各地に輩出すること、これが本学科の目指す人材育成の目標です。
　英語文化学科は、教員、新聞社、銀行、警察、ホテルなどに毎年フレッシュな人
材を送り出してきています。就職担当者からは、本学科の学生は人柄がよく、素直
で、まじめであるという高い評価を得ています。現在、日本はますますグローバル
な社会に変わりつつあり、英語文化学科卒業生への期待度は高まっています。

国際化する社会に貢献する人材を育成しています

真のコミュニケーションができる
「グローバル人」の育成

英語文化学科長　小川 修平

2020年3月卒業予定者数……68名

■取得できる資格
● 中学校教諭一種免許状［英語］
● 高等学校教諭一種免許状［英語］
● 図書館司書／学芸員
● 日本語教員
● 児童英語教員

平成30年度卒業生の
業種別就職状況

英語文化学科
Depar tment of Eng l ish Lang uage and Cu lture

盛岡大学 文学部

就職率
100%

卸・小売
15.6％サービス・その他

24.5％
金融・保険
13.3％

教育関係
13.3％

建設・
製造
8.9％

宿泊業・
生活関連

8.9％

その他教育
6.7％

運輸・情報通信
4.4％

公務員 4.4％

　私は現在、惣菜部門の部門運営責

任者という立場で働いています。一

店舗の一部門の数字を任されてお

り、日々やりがいを感じております。

　私が伝えたい弊社の魅力は、部下

と共に売り上げや利益といった数

字を達成することです。もちろんお

客様に信頼され喜んでいただけな

ければ数字は達成できません。お客

様に喜んでいただけるようになる

ためには、家族構成や地域でよく食

べられているものを考えながら計

画していくのですが、その中でも一

番やりがいがあるのが年末です。一

年を通してのお客様の評価が数字

に出る日だからです。まるで一つの

大会の決勝にのぞんでいる感覚に

なります。

　入社したばかりの頃は経験が浅く

失敗ばかりですが、上司や部下、同期

の助けもあり、その失敗から多くの

ことを学ばせていただいています。

失敗は学びのチャンス、これからも

失敗を恐れずチャレンジしようと思

います。

株式会社ユニバース

酒井　涼 Ryo Sakai

【平成26年度卒業】

　私は現在、成田空港で航空会社

の旅客ハンドリング（チェックイン

業務）を担当しています。成田空港

は、日本最大の国際空港という事

もあり世界各国から幅広い国籍の

お客様に利用いただいております。

日々ご利用いただくお客様に快適

で安全に、安心してご利用いただけ

るようにおもてなしのサービスを

することが私の仕事です。仕事に対

してノルマや売上などはありません

が、飛行機の時間やお客様のペー

スに合わせて仕事をする為、常に

時間との戦いをしています。成田空

港は早朝や深夜も滑走路が空いて

いる為、シフト勤務で大変な面も

ありますが、お客様に満足していた

だけるよう常に笑顔で接客するこ

とを心掛けております。入社2年目

で未熟なグランドスタッフではあり

ますが、大学生活で培った、グロー

バルなコミュニケーション能力を、

日々の仕事で十分に発揮していき

たいと思います。

ワールドエンタプライズ株式会社

八重樫 柚香 Yuzuka
　yaegashi

【平成29年度卒業】

卒業生の声 Graduate's Voice 

青森県 2.2%　岩手県 60.6%　秋田県 6.8%　宮城県 4.4%
関　東 22.2%　その他 4.4%

〔
地
域
別
〕

主な就職先  〔平成28年度・29年度・30年度〕（順不同）

一般企業
【建設・不動産業】（株）タカヤ／菱和建設（株）／大東建託パートナーズ（株）
【運輸・情報通信】（株）ＪＡＬスカイ／東日本旅客鉄道（株）盛岡支社／ワールドエンタプ
ライズ（株）成田空港

【卸・小売業】トヨタ部品共販（株）／岩手スバル自動車（株）／（株）みちのくジャパン／
（株）薬王堂／（株）やまや／（株）サンデー／ MXホールディングス（株）／（株）ヨー
クベニマル／（株）タカヤナギ／（株）東北マツダ岩手事業部／協同組合サンロード青
森／（株）ユナイテッドアローズ

【金融・保険業】（株）みちのく銀行／（株） 北日本銀行／野村證券（株） 盛岡支店
【サービス業】東急ステイサービス（株）／森トラストホテル＆リゾーツ（株）／（株）エイチ・
アイ・エス／東武トップツアーズ（株）／（株）リゾートトラスト／（株）公楽

【製造業】アイリスオーヤマ（株）／東芝メモリ岩手（株）

その他の教育・学習支援業
イッティージャパンイースト（株）ペッピーキッズクラブ／（学）盛岡大学／（株）タネトネ／

（株）シェーンコーポレーション／（独）国立青少年教育振興機構

医療・福祉
社団医療法人啓愛会 孝仁病院／（福）岩手県社会福祉事業団

教員・公務員等
川崎市教育委員会／相模原市教育委員会／神奈川県教育委員会／盛岡中央高等学校／
盛岡白百合学園中高等学校／仙台市役所／盛岡市役所／警視庁／滝沢市役所



　日本文学科の教育目標は、「日本特有の言語・文学・文化を国際的視野に立って幅広
く学び、話す・聞く・書く・読む能力を備え、課題を見出し解決することができる人材を育
成する」としています。
　そのため、在学中は日本語学・日本文学・日本文化を中心とした専門的な勉学に励ん
でいますが、各分野の演習科目では口頭発表を行う必要があり、学生は各自で課題を設定
し、それを解決して発表する術を学んでいきます。その結果、文学的な専門知識と考え方を
身につけるだけでなく、プレゼンテーション能力や他者との対話力をも修得するようになり
ます。そして、四年次の卒業研究では、物事をより論理的に考察する能力を磨いています。
　本学科の学生は、四年間学んだ専門領域の知識だけではなく、なお未熟かもしれません
が柔軟な思考力と対話力を身につけ、就職後も更に多くを学んでいきたいと考えています。

日本の言語・文学・文化に関する専門
知識のある人材を育成しています

社会で必要なコミュニケーション
能力や問題解決能力も育成
日本文学科長　矢野 千載

2020年3月卒業予定者数……78名

日本文学科
D e p a r t ment  of  Jap a ne s e  L ite r at u re

盛岡大学 文学部

■取得できる資格
● 中学校教諭一種免許状［国語］
● 高等学校教諭一種免許状［国語］
● 高等学校教諭 一種免許状［書道］
● 図書館司書
● 学芸員
● 日本語教員

平成30年度卒業生の
業種別就職状況

青森県 2.6%　岩手県 56.4%　秋田県 5.1%　宮城県 12.6%
福島県 5.1%　関　東 15.4%　その他 2.6%

〔
地
域
別
〕

就職率
100%

卸・小売
28.2％

教育関係 12.8％

建設・不動産 7.7％金融・保険 7.7％
製造・情報通信 7.7％

宿泊・飲食 7.7％

公務員 2.6％

サービス・その他
25.6％

　私は、公益財団法人岩手県予防医
学協会産業健診課で、健康診断の結
果報告の仕事をしています。私が担
当しているのは企業で働く人の健康
診断で、職場を通してお申込みして
いただいている方の結果報告を行っ
ています。結果報告では、受診者の検
査結果を確認し、個人票を作成して
受診者にお届けしています。
　この仕事では、受診者との直接の
関わりは少ないですが、一人一人の
大切な個人情報を扱っているという
ことを意識しながら日々の業務に取
り組んでいます。また、お客様の健康
に関するデータを扱っているため、
必ず間違いのない結果をお返しす
るよう確認作業を徹底しています。
　私たちが行っている仕事は、健康
診断の知識が必要なので、１年目の
私は日々新しい知識を身につけな
がら取り組んでいます。また、事務職
と言う仕事でありながら、健康診断
を通して多くの県民のために働ける
ところにやりがいを感じています。

公益財団法人 岩手県予防医学協会

小田嶋 杏奈
【平成28年度卒業】

　私は株式会社薬王堂で働いてい
ます。入社5年目を迎え、店長にあた
るチーフとして盛岡市内の店舗を任
されています。これまで行ってきた接
客や商品管理などの基本業務に加
え、チーフとして売り場の計画や従
業員の勤務管理等も行います。まだ
わからないことが多く、上司や従業
員をはじめ、周りの方々に助けてい
ただく勉強の毎日ですが、店舗のマ
ネジメントを経験できることを嬉し
く思い、意欲的に行動していこうと
思っています。
　仕事をする上で意識しているの
は、経営理念でもある「お客様に喜
んで戴ける店をつくろう」ということ
です。清潔な店舗であることや、買い
たい商品が手に入る売場であるこ
と、医薬品や介護用品をはじめお客
様のご相談に乗れることなど、お客
様に喜んで戴くためには、我々の観
察・発見・行動・学習が必要不可
欠です。
　今後もたくさんのことを学び、よ
い良い店づくりに貢献できるよう、
成長していきたいです。

株式会社 薬王堂

小野寺 真織 
【平成26年度卒業】

卒業生の声 Graduate's Voice 

Maori
    Onodera

Anna
     Odashima 

主な就職先  〔平成28年度・29年度・30年度〕（順不同）

一般企業
【建設・不動産業】（株）日盛ハウジング／（株）日本ハウスホールディングス／
サンブリヂリアルエステ－ト（株）

【運輸・情報通信】 （株）リードコナン／東日本旅客鉄道（株）盛岡支社／ＩＧＲ
いわて銀河鉄道（株）／（株）盛岡タイムス社

【卸・小売業】トヨタ部品共販（株）／岩手繊維（株）／サントリービバレッジサー
ビス（株）／岩手トヨペット（株）／イオンリテール（株）／（株）三田商店／イ
オンスーパーセンター（株）／（株）ドン・キホ－テ／（株）アインファーマシー
ズ

【金融・保険業】 （株）秋田銀行／（株）東北銀行／花巻信用金庫／東北労働
金庫／（株）みずほ銀行盛岡支店／（株）商工組合中央金庫／（株）北日本銀行

【サービス業】日本郵便（株）／（株）図書館流通センター／東洋ワークセキュリ
ティ（株）／新日本プロレスリング（株）／（株）プレステージ・インターナショ
ナル／岩手県森林組合連合会／岩手県中央農業協同組合（ＪＡいわて中央）／
ＴＢＣグル－プ（株）

【製造業】 （株）西部開発農産／岩手缶詰（株）／（株）いわちく

教員・公務員等
青森県教育委員会／岩手県教育委員会／秋田県教育委員会／仙台市教育委
員会／福島県教育委員会／八戸聖ウルスラ学院高等学校／盛岡中央高等学校
／海上自衛隊自衛官候補生／小坂町役場／大仙市役所／花巻市立博物館／
遠野市消防本部／大船渡市立図書館／盛岡市役所／喜多方市役所



　目まぐるしく変化する現代社会。人々の価値観も急激に変貌しつつあります。
社会文化学科はこのような時代に対応できる感性と知識をもった人材を育成し
ようと、平成17年度開設されました。
　社会文化学科の学生は、個別の学問領域にとどまらず、社会や文化を学際的
に学び、これらを世界的視野から総合的にとらえ、広く発信できるような新しい
学問にチャレンジしています。
　１年次からさまざまな専門科目が開講されるなど、主体的な選択ができるカ
リキュラム、また少人数による演習でのフィールドワークやプレゼンテーションで
は、日常的に「積極的に学ぶ姿勢」、「責任感」が鍛えられることになります。そこで
培われた課題把握力、問題解決能力、行動力などは、さまざまな分野で社会人と
して活動するための基本的能力として発揮できることと思います。

社会を総合的にとらえ、自らが文化の発信者となれる人材を育成

広い視野に立って豊かな発想と
実行力を持つ人材育成
社会文化学科長　髙城 靖尚

2020年3月卒業予定者数……92名

社会文化学科
D e p a r t m e n t  o f  S o c i e t y  a n d  C u l t u r e

盛岡大学 文学部

青森県 4.8%　岩手県 75.8%　秋田県 6.5%　宮城県 8.1%
福島県 1.6%　関　東 1.6%　その他 1.6%

〔
地
域
別
〕

■取得できる資格
⃝ 中学校教諭一種免許状［社会］
⃝ 高等学校教諭一種免許状［公民］
⃝ 高等学校教諭一種免許状［地歴］
⃝ 学芸員
⃝ 日本語教員

平成30年度卒業生の
業種別就職状況

就職率
98.4%

卸・小売
37.1％建設・不動産

6.5％

公務員 4.8％

サービス・その他
8.1％その他教育

3.2％
宿泊・飲食 3.2％

教育関係
12.9％

製造・
情報通信
14.5％

金融・保険
9.7％

東日本フード株式会社

佐々木 隆允 Takamitsu
　　Sasaki

【平成23年度卒業】 【平成25年度卒業】

　私は盛岡支社の八戸駅で働い
ています。駅では出改札を担当し
ており、主にみどりの窓口で切符
の発売をしています。
　高齢の方やサラリーマン、学生
など幅広い世代のお客さまが利
用されるため、それぞれのお客
さまに合った応対が必要とされ
ます。特に、出発間際は窓口が混
み合い、スピードと確実さが求め
られるため短い時間でお客さま
のご要望をお伺いし、確実な発
券ができるように心掛け毎日業
務にあたっています。お客さまの
笑顔と「ありがとう」というお言
葉をいただけた時が一番の喜び
であり、もっと成長したいと思う
瞬間でもあります。
　今後とも、駅・新幹線をさら
に快適にご利用していただける
ようなサービスの改善と、スキル
アップを図っていきます。

ＪＲ東日本旅客鉄道株式会社 盛岡支社

佐藤 雪絵

　弊社からは営業職として内定を
頂き、秋田営業部で量販店の物流
センターへの商品配送と、その伝
票管理を担当しています。 
　弊社は牛、豚、鶏の食肉を、問屋や加
工工場、量販店などに卸す仕事です。 
　一人一人が担当を任され、決
まった得意先を巡回し、注文された
商品を納品します。その際に、社長
や仕入れ担当者と直接交渉をしま
す。年商は一人当たり2億円前後に
なります。また、一人一人が商品仕
入れに携わるため、在庫管理など
の責任が重大な一方、 販売方法の
幅は広いと考えています。 
　今感じることは、正確さが一番重
要ということです。そのため、正確性
を維持した上での時間短縮に取り
組んでいます。時間に余裕を持つこ
とで、確認作業に時間を割き、心に
も余裕を持つことができます。その
結果、正確性が向上するという好循
環を生むと思います。全ては得意先、
お客様からの信頼に応えるため、
日々の業務の質を高めています。

Yukie
　Satoh 

卒業生の声 Graduate's Voice 

主な就職先  〔平成28年度・29年度・30年度〕（順不同）

一般企業
【建設・製造・不動産業】セキスイハイム東北（株） 北日本支店／八戸缶詰（株）
／東建コーポレーション（株）／コカ・コーライーストジャパン（株）／三田農林（株）
／（株）純情米いわて／岩手製鉄（株）／（株）ジャパンセミコンダクター

【運輸・情報通信】（株）アイシーエス／（株）岩手ソフトエンジニアリング／（株）
JR東日本ステーションサービス／（株）岩手日日新聞社／エクナ（株）／（株）
ワイズマン

【卸・小売業】コセキ（株）／トヨタカローラ青森（株）／岩手トヨペット（株）／
みちのくコカ・コーラボトリング（株）／（株）セブン‐イレブン・ジャパン／小田
島商事（株）／（株）ツルハホールディングス／（株）川徳／（株） 木津屋本店
／ＤＣＭホーマック（株）／ブリヂストンタイヤジャパン（株）北日本支社

【金融・保険業】（株）東北銀行／明治安田生命保険相互会社／（株） 北日本
銀行／盛岡信用金庫

【サービス業】いわて生活協同組合／盛岡商工会議所／日本郵便（株）／リコー
ジャパン（株）／ＪＡいわて花巻（花巻農業協同組合）／北良（株）

【その他】（一財）花巻市体育協会

医療・福祉
（公財）岩手県予防医学協会／（福）寿栄会特別養護老人ホーム寿楽荘

教員・公務員等
青森県教育委員会／秋田県教育委員会／岩手県教育委員会／福島県教育委
員会／埼玉県教育委員会／つがる市役所／岩手県警察本部／気仙沼市役所
／陸上自衛隊一般幹部候補生／青森県警察本部／滝沢市役所／盛岡地区広
域消防組合消防本部



一般企業
【建設・製造・不動産業】セキスイハイム東北（株）／トヨタ紡織東北（株）／（株）小田島組／柳井紙工（株）
【運輸・情報通信】（株）めんこいエンタープライズ／ＩＧＲいわて銀河鉄道（株）／（株）ワイズマン／東京地下
鉄（株）

【卸・小売業】みちのくコカ・コーラボトリング（株）／（株）薬王堂／（株）ツルハホールディングス／コセキ（株）
／サントリービバレッジサービス（株）／（株）ユニバース／岩手トヨタ自動車（株）／イオンスーパーセンター

（株）／岩手トヨペット（株）／（株）ピーシーデポコーポレーション
【金融・保険業】（株）青森銀行／（株）大和証券／一関信用金庫／盛岡信用金庫／青い森信用金庫／（株）
東北銀行／水沢信用金庫／（株）みちのく銀行

【サービス業】（株）マイナビ／盛岡ターミナルビル（株）／生活協同組合コープあおもり／日本郵便（株）
　
医療・福祉

（公財）岩手県予防医学協会／（福）岩手愛児会 児童養護施設みちのく・みどり学園／（福）フレンドシップい
わて／（特非）北上学童保育所／（福） 岩手県社会福祉事業団
　
その他の教育・学習支援業
独立行政法人国立青少年教育振興機構（国立花山青少年自然の家）／（株）ニスポ 名鉄スイミングスクール
刈谷／（株）こども体育研究所
　
教員・公務員等
川崎市教育委員会／神奈川県教育委員会／秋田県教育委員会／千葉県教育委員会／岩手県教育委員会／
仙台市教育委員会／埼玉県教育委員会／福島県教育委員会／等宮城県教育委員会／横浜市教育委員会／
東京都教育委員会／相模原市教育委員会／さいたま市教育委員会／青森県教育委員会／山形県教育委員会
／北海道教育委員会／和泉市教育委員会／岩手県警察／宮城県警察／滝沢市役所
　
保育所・幼稚園・認定こども園

【公立】栗原市／葛巻町／北上市／奥州市／一関市／大船渡市
【保育所】（株）WITH ／（株）小学館集英社プロダクション総合保育事業部／（株）日本保育サービス／
（福）滝沢市保育協会／（福）光の園 キンダーホーム／（株）日本生科学研究所（日生保育園ひびき）／
（福） 松園福祉会／（福）わかば会／（福） みわの会／（福）盛岡市社会福祉事業団／（福） 一誠会
【幼稚園】盛岡大学附属松園幼稚園／（学）三育学園 三育幼稚園／（学）スコーレ スコーレ幼稚園／
（学）豊水久田野学園 花巻みなみ幼稚園／学校法支倉学園 めるへんの森幼稚園
【認定こども園】（学）吾妻学園認定こども園あづま幼稚園／（学）紅葉学園 認定こども園 矢巾中央幼稚
園・矢巾中央保育園／（学）ひまわり学園 認定こども園都南幼稚園／認定こども園 相模女子大学幼稚
部／（学）二戸学園 岩手保健医療大学附属認定こども園／（学）岩手キリスト教学園 認定こども園 青
山幼稚園／（学）内丸学園 幼保連携型認定こども園 盛岡幼稚園／（学）撫子学園 幼保連携認定こど
も園 ふじなでしここども園

対話の中で育む
コミュニケーション力
児童教育学科長　佐藤 康司

■取得できる資格
● 小学校教諭一種免許状
● 幼稚園教諭一種免許状
● 保育士資格
● 学芸員
● 児童指導員任用資格
　※1 保育・幼児教育コースのみ

　※2 児童教育コースのみ

平成30年度卒業生の
業種別就職状況

　児童教育学科は、ディプロマポリシーに謳っているとおり、小学校・幼稚園教諭、
保育士の養成を目標とした学科です。したがって、学科の重点項目の一つに上記の
専門職就職率の向上を掲げ、教育活動を展開しています。
　しかし、学生たちに醸成される力量は、これら専門職に特化したものだけではな
く、広く一般社会に通用するものでもあります。例えば、児童教育講座・幼児教育
講座という科目では、学生たちが全国的にもユニークな異学年のクラス・グループ
の中で授業づくり・劇づくりに取り組み、企画力、プレゼン力のほか、チームとして
問題を共有・解決しながら、円滑に物事を成し遂げるための退陣関係能力を向上
させています。これは社会に様々な場面で求められるスキルと言えます。
　本学科卒業生に対しては、とても熱心で気持ちの良い対応ができる人物が多い
という評価を頂戴しています。このような評価をさらに確かなものにできるよう、各
方面から大学での養成が求められているコミュニケーション能力をさらに高める取
り組みを強化していく予定です。

創造性豊かな人材を育成しています
2020年3月卒業予定者数……152名

児童教育学科
D e p a r t m e n t  o f  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n

盛岡大学 文学部

　私はリコージャパン岩手支社で

営業として働いております。弊社は

リコー製品である事務機器、インフ

ラなどのIT機器を中心にマルチベン

ダーとしてお客様の経営課題、業務

課題の解決を支援するソリューショ

ンの提供を行っております。

　入社して6年目の現在、盛岡市北部

と岩泉町を営業エリアとして中小企

業のお客様約250社の担当とその地

区の新規開拓をしており、お客様との

コミュニケーションを通してお困りご

と、ニーズを把握し業務効率の改善に

つながる提案活動を行っております。

　営業はお客様の満足度向上に直接

お役立ちする役割であり、私とのやり

取りがその地区でのリコーの印象に

直接つながることに責任の重さを感

じますが、その分やりがいも大きいで

す。また多種多様な商品を扱うので

業種を問わず様々な会社の社長様と

話す機会が多く、自分自身の価値観

も広がります。リコーの高橋から買い

たいと言ってもらえる方がより増え

るよう日々努力していきたいです。

　私は大和証券盛岡支店で資産コ
ンサルタント業務をしております。業
務内容は主に法人や社長様などに
対する資産運用や法人のリスクマ
ネジメントのコンサルティング営業
です。目に見えない商品やサービス
を扱うため、まずはお客様に「自分」
という人間を知って頂き、信用して
頂けるまで何度も足を運び、お客様
一人一人のニーズに合った商品の
ご案内をするようにしています。
　今年で入社5年目になりますが、
既に役職も付いており、新人教育も
担っているため責任の重さは年々
増えています。しかし、若いうちから
活躍でき、人生の成功者と仕事をし
ながら関われるということがこの
仕事の醍醐味であると思っており、
毎日誇りを持ちながら生き生きと
働くことが出来ています。これから
も、岩手県の人々の経済環境をより
良くするためのサポートを続け、お
客様に信頼されるＮｏ１営業員にな
れるように日々の業務に邁進して
参ります。

株式会社 大和証券

阿部 咲子 Sakiko Abe

【平成26年度卒業】

リコージャパン 株式会社

高橋 俊樹 Toshiki
　 Takahashi

【平成25年度卒業】

卒業生の声 Graduate's Voice 

就職率
100%

小学校教員
37.8％

保育所
15.6％

認定こども園
10.1％

幼稚園 5.4％
その他教育 2.7％
建設・製造・運輸 6.1％

社会福祉 6.1％

卸・小売 5.4％
宿泊業・飲食 2％

公務員 2％
金融・保険 1.4％ サービス・その他 5.4％

教育 64.8%

北海道 1.4%  青森県 4.1%  岩手県 60.1%  秋田県 4.7%  宮城県 7.4%
福島県 1.4%  山形県 3.4%  関　東 15.5%  その他 2.0%

〔
地
域
別
〕

主な就職先  〔平成28年度・29年度・30年度〕（順不同）

※１

※2



社会に貢献できる
有為な栄養の専門家を育成
栄養科学部長　成田 新一郎

■取得できる資格
● 管理栄養士国家試験受験資格
● 栄養士免許
● 栄養教諭一種免許状
● 食品衛生監視員任用資格
● 食品衛生管理者任用資格

平成30年度卒業生の
業種別就職状況

コントラクト
フードサービス

27.8%

児童福祉施設 
13.9%

公務員
12.7%

病院
12.7%

ドラックストア 
8.9%

食品製造等 
6.3%

老人福祉施設 
2.5%

その他
15.2%

　栄養科学部栄養科学科は、健康・栄養に関する専門的な知識と技術を身につ
け、科学的根拠に基づいた栄養学を実践できる人材の育成を目指しています。
　本学の特徴である文学部との2学部制を生かし、人間栄養学の基礎となる自
然科学、人文・社会科学系の教養科目を充実させることによって人間としての基
礎を培い、さらに専門的な学びを通じて科学的な思考の裾野を広げ、豊かな人間
性を有した栄養の専門家として世に送り出しております。
　取得可能な資格は、管理栄養士国家試験受験資格、栄養士免許のほか、選択
によって栄養教諭一種免許状、食品衛生監視員任用資格、食品衛生管理者任用
資格が得られます。この資格取得に向けた4年間の実践的な学びを通して身につ
けた、協調性、コミュニケーション力、使命感を持って様々な場で活躍できます。

健康・栄養に関する専門知識と応用力を
身につけ、社会に貢献できる人材を育成

2020年3月卒業予定者数……79名

栄養科学科
D e p a r t m e n t  o f  N u t r i t i o n a l  S c i e n c e s

盛岡大学 栄養科学部

　私は保育園の栄養士として働い

ています。献立作成や調理など保育

園における給食業務を担当し、給食

業務だけでなく、社会人としてのマ

ナーや来客対応など様々な事を学

んでいます。保育園の給食作りでは、

味覚の形成を意識した給食を心が

け、薄味にするだけでなく素材の味

を感じられ献立作成や調理を行っ

ています。また、保育士と連携をとり

ながら子どもたちひとりひとりに声

をかけ、食事のマナーや食育にも取

り組んでいます。子どもたちと一緒

に給食を食べる中で、「おいしい」や

「苦手」「また食べたい」などの素直

な感想を聞く事ができるこの仕事

に、魅力ややりがいを感じています。

　子どもたちの成長や今後の食習

慣の形成に関わる重要な時期をサ

ポートする栄養士として、保育士や

看護師、給食担当者と連携をとり、

様々ことを学びながら経験を積ん

でいきたいと思います。

　私は、岩手県医療局に管理栄養士とし

て入局し、現在県立大船渡病院で勤務し

ています。検収や献立作成、食材発注、栄

養指導、栄養管理計画書作成を主に担

当しています。今年で勤務して2年目に

なりますが、管理栄養士として、社会人と

して、毎日勉強の日々を過ごしています。

献立作成では、決められた材料や金額

の中でそれぞれの病態に合わせた献立

を考えるだけで無く、行事に合わせて献

立を作成したり、県産食材を取り入れた

りと、患者さんに喜んで頂けるような食

事を提供できるよう工夫を凝らしてい

ます。栄養指導では、知識もコミュニケー

ション力も、まだまだ勉強不足だと実感

する日々です。

　生活には欠かせない「食事」を通して、

治療のため、よりよい生活を送るため、

様々な面からサポートをしていけるの

が管理栄養士の魅力だと思っています。

今後も精進を重ね、患者さんの生活に少

しでも寄り添えるような管理栄養士を

目指していきたいと思います。

南巣子保育園（滝沢市保育協会）

高橋 祐生
岩手県医療局（岩手県立大船渡病院）

三浦 陽菜 Hina Miura

【平成29年度卒業】

Yui Takahashi

【平成26年度卒業】

卒業生の声 Graduate's Voice 

就職率
100%

青森県 11.4%　岩手県 58.3%　秋田県 6.3%
宮城県 5.1%     福島県 5.1%　  関　東 13.8%

〔
地
域
別
〕

主な就職先  〔平成28年度・29年度・30年度〕（順不同）

病 院
（医）杏林会みちのく記念病院・イーハトーブ病院／（医）恵仁会三愛病院／（医）敬和会日高見中央クリニック
／（医）ほがらか会もとだて病院／（医）友愛会盛岡友愛病院／盛岡赤十字病院／（医）三良会村上新町病院／

（医）カワサキ歯科川崎医院／岩手医科大学附属病院／秋田県厚生農業協同組合連合会平鹿総合病院
　
社会福祉施設

（公財）岩手県予防医学協会／（福）堤福祉会特別養護老人ホームらふたあヒルズ／（医）平成会健康倶楽部館
ファンコート郡山／（医）敬仁会介護老人保健施設アットホームくずまき／（福）宏仁会／（福）いずみノ杜

幼稚園・保育園
（福）大曲保育会中央こども園／（学）ろりぽっぷ学園ろりぽっぷ保育園／（福）わかば会わかば保育園・上田保
育園／（福）健生会よつぎ日野保育園／（学）盛岡理容美容学園駅前保育園MHナーサリー／（株）こどもの森
まなびの森保育園高井戸・三鷹市立こじか保育園／滝沢市保育協会／（株）モードプランニングジャパン（市川
妙典雲母保育園）／（福）撫子会なでしこ子ども園
　
コントラクトフードサービス
日清医療食品（株）／富士産業（株）／（株）メフォス／（株）LEOC ／（株）エームサービス／（株）シダックス
／（株）グリーンハウス／（株）ユニマット リタイヤメント・コミュニティ／（株）ヘルスケアキッチンみたけ／一富
士フードサービス（株）
　
公務員
岩手県医療局／岩手県警察／岩手県二戸市／岩手県奥州市／岩手県宮古市／岩手県軽米町／秋田県大館市
／秋田県横手市／秋田県羽後町／埼玉県さいたま市
　
その他

（株）門崎／東北フードサービス（株）／花巻農業協同組合／（株）マツモトキヨシ東日本販売／（株）カワチ薬
品／（株）EP綜合／（株）北日本銀行／（学）日高学園／（株）薬王堂／ウエルシア薬局（株）／（株）鐘崎（合）
FOREVER21 JAPAN RETAIL ／新岩手農業協同組合／（株）カワセ／（学）岩手キリスト教学園／（株）セイ
ホウ／（株）ツルハホールディングス／青木フルーツホールディングス（株）／岩手県農業共済組合／小田島商
事（株）／盛岡信用金庫／白石食品工業（株）／（株）サノ・ファーマシー／（株）コメダ／（株）アレフ／（株）
ツルハホールディングス／（株）クリニコ／（株）ワイズマン／（株）NHC ／東北アヲハタ（株）／スターバックス
コーヒージャパン（株）／ＳＭＢＣ日興証券（株）／全国農業協同組合連合会



★2年生年度始めガイダンス
　
★就職支援講座（2年生）
　　
★新入生ガイダンス

★首都圏の幼稚園・保育園の説明会・見学会開始

★地方公務員申し込み開始

　  ★専門職求人票発送

　　　　　★卒業生の就職体験発表会

　　　　　★職業観に関する講話

★地方公務員採用試験　　

★就職支援講座（1年生）

★公務員試験講座
★就職状況調査
★合同企業説明会
　　　 （本学主催）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

盛岡大学短期大学部

★入学時就職オリエンテーション
　★｢キャリアデザイン学Ⅰ｣前期
　｢キャリアデザイン学Ⅱ｣後期
　自己分析・適正検査、社会経済
　の仕組みなど
　★インターンシップ（長期休暇中）
　★公務員講座

1年次

2年次

3年次

4年次

★進級時就職オリエンテーション
　
★｢就職基礎講座｣前期
　各種業界研究、ビジネスマナーなど
　
★｢就職準備講座｣後期
　SPI、一般常識など筆記試験対策
　
★インターンシップ（長期休暇中）
　
★公務員講座

★進級時就職オリエンテーション
　
★｢就職実地講座｣前期
　｢就職直前講座｣後期
　模擬面接や実際の就職活動に
　ついて
　
★公務員講座
　
★教員採用試験特別講座
　
★教員採用試験ガイダンス
　
★インターンシップ（長期休暇中）
　
★各種模擬試験[教員、公務員その他]
　
★合同企業説明会（本学主催）

★進級時就職オリエンテーション
★教員採用試験ガイダンス
★公務員講座
★各種模擬試験[その他]

★就職特別講座
★学内企業説明会

就職指導スケジュール

盛岡大学 文学部
盛岡大学 栄養科学部



2020年3月卒業予定者数……108名

就職率
100%

感性豊かな学生に
磨きをかけています
短期大学部長　大塚 健樹

■取得できる資格
⃝ 幼稚園教諭二種免許状
⃝ 保育士資格
⃝ 児童厚生二級指導員
⃝ 社会福祉主事任用資格

平成30年度卒業生の
業種別就職状況

保育所
64.4％

認定こども園
23.7％

児童館・その他の
福祉施設 7.7％

一般職1.7%

専門職
98.3%

幼稚園
2.5％

　本学、幼児教育科では、幼稚園、保育所、認定こども園、施設、児童館等で働く保
育者を養成しています。ほとんどの学生が、幼稚園二種免許状と保育士資格を取得
しています。これらの免許と資格を取得するために、合計10週間に及ぶ学外での実
習を経験し、実践力を磨いています。
　学内においては、学生の専門性を高める授業はもちろんのこと、社会人としての
教養や常識を学ぶ授業も行っています。さらに、全専任教員が学生の入学時から少
人数制の演習（ゼミ）を持ち、学生の専門性と主体的に学ぶ姿勢を育てています。
　本学の学生は、素直で明るく、元気いっぱいです。本学での学びを通して、それに
磨きをかけ、「感性豊かな実践力」、「幅広い教養と一般常識」、なにより「人と人との
コミュニケーション能力」を備えた人材にすべく努めています。本学の学生をどうぞ
よろしくお願いします。

優れた感性に富んだ人材を育成しています

幼児教育科
Department of  Early Childhood Education

盛岡大学短期大学部

卒業生の声

　私は現在、盛岡市にある善友乳児院

で保育士として働かせていただいてい

ます。乳児院とは、何かしらの事情で家

族と一緒に生活する事のできない、新

生児から就学前までの子ども達が過ご

す施設です。子ども達が生活する場所

なので24時間、夜勤もある仕事です。

　乳児院では子ども1人から2人に対

して保育士1人が担当し愛着を築きま

す。一緒に遊び生活し、社会経験を積む

為外出するなど、様々な経験を一緒に

行いながら子どもの成長発達を見守り

ます。保育園や幼稚園では見られない

家庭的な場での子どもの表情を見られ

る事、また、新生児からの成長に携われ

る事にもやりがいや楽しさを感じます。

反面、保護者の代わりとして大切な幼

少期に関わる責任も強く感じます。養育

者の気持ちや考え方は予想以上に子ど

もに伝わり影響します。その事を常に意

識しながら、保育士としての子どもを見

る目と大人としてのマナーや価値観を

養い続けていきたいと思います。

　私は社会福祉法人あすなろ会幼保連

携型認定こども園かがの保育園で保育

教諭として働いています。日々の保育の

中で、落ち込むことや、焦ることもあり

ますが先輩の先生に言われた「自分自

身も子ども達と楽しむことが大切なん

だよ」という言葉を思い出しながら、子

ども達と全力で遊び、一緒に笑い、子ど

も達の気持ちに共感しながら子ども達

と共に成長していけるよう日々取り組

んでいます。

　子ども達の楽しい・うれしい・悲し

い・怒り等、様々な思いを否定せず受

け止めていき、子ども達のありのまま

の姿を大切にしていくことで、子ども達

との信頼関係を築き安心してのびのび

と生活を送ることができるような環境

を作れるよう日々心がけています。

　頼もしい先輩方に囲まれ、たくさん

の事を教えていただいたり保育する姿

を見て学んでいます。これからも学ぶ姿

勢を忘れず子ども達と楽しみながら保

育に励んでいきたいと思います。

社会福祉法人善友隣保館 附属
善友乳児院

田川 あかり

社会福祉法人あすなろ会 幼保連携型
認定こども園 かがの保育園

菅原 愛
【平成27年度卒業】 【平成27年度卒業】

Graduate's Voice 

Akari
       Tagawa

主な就職先　（順不同）

 専門職（幼稚園教諭・保育士）
幼稚園

（学）盛岡キリスト教学園 仙北町幼稚園／（学）桜学園 桜幼稚園／（学）樅木学園 おさなご幼稚園
　
保育所等

（福） 未萌会 チェリー保育園／（福）愛生会 大湯保育園／（福）高松福祉会 高松保育園／（福）福振会 津志田保育園／（福）
岩手県同胞援護会 みたけ保育園／（福）一誠会 下太田保育園／（福）盛岡ひまわり会 緑が丘ひまわり保育園／（福）わか
ば会 わかば保育園／ひかり保育園／（福）土淵朗親会 牧の林すずの音保育園／（福）土淵朗親会 前潟保育園／（福）太
田福祉会 ふじみ保育園／（福）愛育園  愛育園／（福）北杜会 南仙北保育園／（福） 滝沢市保育協会 巣子保育園／（福） 
滝沢市保育協会 川前保育園／（福） 滝沢市保育協会 柳沢保育園／（福） 滝沢市保育協会 大沢保育園／（福）鶴山記念
会 りんごの森保育園／（福） 石鳥谷町保育協会  石鳥谷保育園／（福） 北上愛児会 黒沢尻保育園／（福） 遠野市保育協
会 土淵保育園／（福）釜石愛育会 中妻子供の家保育園／（福）釜石愛育会 鵜住居保育園／（福） 台ケ丘学園 大船渡保
育園／（福）ちひろ会 ぴっころ保育園／（福）松園福祉会 松園保育園／（福） 平和会 いいとよ保育園／（福） 平和会 お
にやなぎ保育園／ピッコロ子ども倶楽部桜木園  （株）プライムツーワン／岩手県立中部病院院内保育所おひさま保育所（株）
プライムツーワン／盛岡赤十字病院職場保育園わんぱく保育園（株）プライムツーワン／岩手県立中央病院看護部あゆみ保
育所 （株）プライムツーワン／（福）慈愛会 赤前保育園／（医） ハピネス ママこども保育園／（福） 島保育園／（福）明和
会 明和保育園／（福）もくれい会 立花保育園／ライクアカデミー（株） にじいろ保育園上鶴間本町／ライクアカデミー（株） 
にじいろ保育園早宮／ライクアカデミー（株） にじいろ保育園南田中／ライクアカデミー（株） にじいろ保育園大崎／（福） 
清香会 横浜りとるぱんぷきんず／（株）ハイフライヤーズ／（福） 健生会 よつぎ第一保育園／（福） 健生会 よつぎ第一保
育園／（福） 健生会 よつぎ第二保育園／（福）けいわ会 さくら保育園／（株）アイグラン あい保育園日本橋／（株）アイグ
ラン あい保育園水天宮／（株）アイグラン あい保育園水天宮／（株）アイグラン あい保育園豊洲／（株）アイグラン あい保
育園青山一丁目／ミアヘルサ（株） 日生梅島第二保育園ひびき／（株） WITH うぃず千住大橋駅前保育園／アートチャイル
ドケア（株） 東北大学青葉山みどり保育園／（福）青葉福祉会 青葉保育園／（福）青葉福祉会 荒井青葉保育園／（宗）荘
嚴寺 和敬保育園
　
児童館・その他の福祉施設

（福）善友隣保館附属善友乳児院／岩手県立児童館こどもの森／（福）親和会 望みの園 はまなす／（福）やま
ゆり会   障がい福祉サービス事業所みのりホーム／（福）岩手県社会福祉事業団  障害者支援施設やさわの園／

（福）岩手県社会福祉事業団 みたけ学園／ 7Ambiデイ教室（株）スカイファーマ／（株）なんぶ アニマートあお
やま／（福）秋田ふくしハートネット 指定障がい福祉サービス事業所愛仙
　
認定こども園

（学）上宮学園  認定こども園 上宮第二幼稚園／（福）育幼会  幼保連携型認定こども園河原木中央こども園／（学）め
ぐみ学園 認定こども園めぐみ幼稚園／（学）ひまわり学園 認定こども園都南幼稚園／（学）岩手キリスト教学園   認定
こども園のぞみこども園／（学）吾妻学園 認定こども園あづま幼稚園／（学）紫波学園 認定こども園 赤石幼稚園 赤石
保育園／（福） 白楊 幼保連携型認定こども園なかのこども園／（福） 白楊  幼保連携型認定こども園台太郎こども園／

（福）白楊  幼保連携型認定こども園飯岡こども園／（福）一誠会  幼保連携型認定こども園青空こども園／（福）あす
なろ会 幼保連携型認定こども園かがの保育園／（福）久昌寺会  幼保連携型認定こども園 久昌寺保育園／（福）駒形
会 幼保連携型認定こども園駒形こどもの杜／（福）和光福祉会 幼保連携型認定こども園 ドレミこども園／（福）睦会 
幼保連携型認定こども園縢乃こども園／（福）セントラル  認定こども園にじいろこども園／（学）愛泉学園 認定こども
園 千厩子羊幼稚園・千厩こひつじ保育園／（学）二戸学園 岩手保健医療大学附属認定こども園
　
公務
宮古市役所／一関市役所／二戸市役所／花巻市役所／岩泉町役場

                   （株）岩鋳／（株）ラッシュジャパン                       

Ai Sugawara

一般職
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盛岡大学
盛岡大学短期大学部

就職センター
〒020-0694 岩手県滝沢市砂込808番地

TEL 019-688-5555（代表）
TEL 019-688-0613（直通）
FAX 019-688-0607

URL  http://www.morioka-u.ac.jp/
E-mail:syushoku@morioka-u.ac.jp

■自動車で
　東北自動車道滝沢インターチェンジより
　国道4号を青森方面に向かい約5分

■IGRいわて銀河鉄道滝沢駅から
　岩手県交通（バス）「盛岡大学行」乗車、
　「盛岡大学」下車
　「滝沢駅前」から約10分

■盛岡市内から
　「盛岡駅東口②番」から約30分
　「盛岡バスセンター」から約40分

　岩手県北バス「盛岡大学行」または
　「沼宮内（ぬまくない）行」乗車、
　「盛岡大学」下車

盛岡大学への交通アクセス


