
❖ 就職サポートプログラム＆スケジュール

❖ 資格試験合格実績

❖ 就職データ掲載

〒712-8505 岡山県倉敷市連島町西之浦2640番地

TEL：086-440-1115　FAX：086-440-1129 　http://www.kusa.ac.jp/syusyoku/

倉敷芸術科学大学キャリアセンター
キャリアセンターは、学生の皆さんにとって就職活動の拠点となります。ここではスタッフがさまざまなサ
ポートをきめ細かく実践しています。就職活動時期はもちろん、1年生の時からでも気軽に足を運んで
みましょう。自分の未来と出会うきっかけが見つかるかもしれません。
利用時間／月曜日～金曜日 9：00～17：00

Kurashiki University of Science and the Arts

Road 
就 職 応 援 B O O K

学 部 ・ 学 科 別 就 職 先

芸術学部

❖ 芸術学部 ❖

デザイン
芸術学科

メディア
映像学科

財団法人 足立美術館／（株）イタミアート／（株）大島屋／小田陶器（株）／草津ガラス蔵／（株）クロスカンパニー／（株）廣榮堂／（株）ザグザグ
／（株）佐田建美／菅原工芸硝子（株）／（株）島津興業 薩摩ガラス工房／（株）ジーアンドシーアート伊豆クラフトハウス／（株）染織近藤／タカ
オ（株）／玉島信用金庫／（株）トミヤコーポレーション／新島ガラスアートセンター／（株）ミツボシコーポレーション／（株）ゆうちょ銀行／妖精の森
ガラス美術館／岡山県警察本部

（株）AOI Pro.／（株）アイディーエイ／（株）亜細亜堂／（株）アニメインターナショナルカンパニー／NHN PlayArt（株）／（株）大島屋／（株）ガイ
ナックス／（株）吉備ケーブルテレビ／（株）サンライズ／山陽映画（株）／（株）シーエム・アルファ／（株）白組／合資会社スタジオギムレット／
（株）スタジオ雲雀／（株）天満屋　アドセンター事業部／友野印刷（株）／日本郵便（株）／ブルージラフ（株）／（株）ボンズ／（株）ロジコム

生命科学部

生命
科学科

生命
医科学科

アース環境サービス（株）／越前松島水族館／（株）岡山医学検査センター／京セラＳＬＣテクノロジー（株）／（財）倉敷中央病院／三京化成
（株）／三共ポリエチレン（株）／サントリープロダクツ（株）／（株）四国銀行／ＪＡ西日本くみあい飼料（株）／心臓病センター榊原病院／但馬信用
金庫／中北薬品（株）／名古屋製酪（株）／兵庫医科大学病院／（株）富士カガク／マエダ薬品商事（株）／松山赤十字病院／丸京製菓（株）
／マルハマ食品（株）／明星産商（株）／森久保薬品（株）／（株）リックコーポレーション

広島大学病院／琉球大学医学部附属病院／静岡医療センター／姫路医療センター／岡山医療センター／福山医療センター／東広島医療セ
ンター／善通寺病院／松江医療センター／岩国医療センター／嬉野医療センター／大阪府立成人病センター／兵庫県立がんセンター／伊勢
赤十字病院／高槻赤十字病院／済生会江津総合病院／呉共済病院／香川労災病院／徳山中央病院／ＪＡ岐阜厚生連／岡山市医師会総
合メディカルセンター／製鉄記念八幡病院

動物生命
科学科

健康
科学科

（株）イケダペットファーム／（株）イング／岡山薬品工業（株）／（株）黒瀬ペットフード／（株）コスモス薬品／（株）乗馬クラブクレイン／（株）スター
ゼン／（株）チュチュアンナ／日本クレア（株）／ハムリー（株）／姫路セントラルパーク／（有）ブルークロス／（株）マナベインテリアハーツ／アマノ
動物病院／ASAP動物病院／王禅寺ペットクリニック／男山動物病院／倉敷動物愛護病院／（株）湘南動物プロダクション／ネオベッツ ネオ
ベッツＶＲセンター／広島県動物愛護センター／生駒警察犬訓練所／堀江動物医療センター

旭食品（株）／岡山済生会昭和町健康管理センター／（株）岡山情報処理センター／（株）岡山スポーツ会館／沖縄ツーリスト（株）／菅公学生
服（株）／（株）シーズ／ＪＦＥスチール（株）西日本製鉄所／（株）創心會／友野印刷（株）／（株）トーヨータイヤジャパン／（株）トラベル日本／日亜
化学工業（株）／播州信用金庫／備後漬物（有）／（株）ファジアーノ岡山スポーツクラブ／防衛省／福山市市役所／大阪府警察本部／岡山
県警察本部／警視庁／岡山市消防局／倉敷市消防局／高松市消防局／東京消防庁／横浜市消防局／松山市消防局

産業科学技術学部

経営
情報学科

明石被服興業（株）／（株）ヰセキ中国／（株）ＮＴＴデータテラノス／キャノンシステムアンドサポート（株）／（株）休暇村サービス国民宿舎サンロード
吉備路／協同製版印刷（株）／近畿日本ツーリスト（株）／（株）倉敷アイビースクエアー／倉敷かさや農業協同組合／倉敷まちづくり（株）／興南
設計（株）／（株）コーコス信岡／山陽事務機（株）／（株）ＪＴＢ九州／（株）システムエンタープライズ／（株）シマダオール／タクトシステムズ（株）／
東急ファシリティサービス（株）／（株）徳永こいのぼり／（株）仁科百貨店／（株）ハイマックス／備前化成（株）／（株）富士通エフサス／ホテル日航
倉敷／（株）リックコーポレーション／両備ホールディングス（株）／（株）菱友システムズ／（株）リョービツアーズ／（株）ローソン／岡山県警察本部

卸・小売業
29％

サービス業
（生活関連）

20％

製造業
（デザイン）
19％

出版・
印刷業
13％

情報通信業7％

情報通信業3％

公務員3％
化学工業3％

公務員8％

化学工業４％
食品製造業2％

食品製造業3％ 食品製造業3％

製造業（繊維）3％

金融業3％

不動産業3％ 運輸・郵便業3％

運輸・郵便業7％

運輸・郵便業1％
教育、学習支援業1％

出版・印刷業1％
情報通信業1％

観光・宿泊業1％
建設業1％
水産業1％ アパレル業1％

❖ 産業科学技術学部 ❖ ❖ 生命科学部 ❖

卸・小売業
29％ 医療業

30％

医療業
（動物）
21％

観光・宿泊業
26％

サービス業
（生活関連）

23％ サービス業
（生活関連）

13％

卸・小売業
14％

❖ 地域別就職先 ❖

岡山県35％

広島県
山口県
19％

近畿地区
17％

関東地区
11％

四国地区5％

東海地区5％

九州地区4％

鳥取県・島根県3％ その他1％

❖ デザイン芸術学科

❖ メディア映像学科

❖ 生命科学科

❖ 生命医科学科

❖ 動物生命科学科

❖ 健康科学科

❖ 経営情報学科

芸術学部

生命科学部

産業科学技術学部
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学生カルテ［全学年対象］

キャリアハンドブック配布
［３年生対象］

１年次から卒業時までの学生生活はもちろん、就職に関する面談内容を蓄積。
保護者、教員、キャリアセンターで情報を共有し、学生サポートに役立てています。

就職連絡事務所［全学年対象］
大阪と広島に就職連絡事務所を設置しています。そこでは、学生の採用依頼、
各地元企業の求人情報収集などをおこなっています。またＵターン就職希望学
生の就職相談にも応じています。

ハローワークによるキャリアカウンセリング［全学年対象］
ハローワーク岡山と連携し、企業求人情報の提供や就職活動の様 な々悩みや
相談に対応しています。

本学オリジナルの就職支援
ブックを配布しています。就職
支援情報や就職活動のノウハ
ウを集約した１冊です。

就職サポートプログラム＆スケジュール

・１、２年生対象ガイダンス
 「学生生活の過ごし方
　　　自分について考える」

・１、２年生対象ガイダンス
 「進路について考える
　さまざまな業界を知ろう」

１・２年生

3年生

4年生

・公務員対策学内講座説明会／
  公務員対策講座

・公務員対策講座

・公務員対策学内講座説明会／
  公務員対策講座

・ＳＰＩ適性模擬検査

・公務員対策講座

・ＳＰＩ適性模擬検査

・公務員対策講座

・合同就職懇談会（東京）

・就職対策講座（履歴書作成指導・一般常識・小論文）

・公務員対策講座

個別相談・エントリーシートや履歴書の添削・面接練習

キャリア教育科目（正規カリキュラム）
［全学年対象］

春

夏

春 ・就職活動の流れを解説「就職サイト活用法」

夏
・自己分析とエントリーシート
・業界研究会

秋

・リクルートスタイルとマナー／リクルートメイク講習

・就活に必要なマナーと履歴書
・集団面接実践トレーニング
・内定者報告会 

冬

・個人面接実践トレーニング／
 集団面接実践トレーニング

・この時期からの就職活動解説
・学内就職懇談会事前ガイダンス

・4年生、M2生未内定者セミナー ・学内会社説明会

・加計グループ大学の合同就職懇談会

・合同就職懇談会（広島・大阪）

人生と仕事Ⅰ

キャリア
センターは
サポート
します!

就職ガイダンス / セミナー 筆 記 試 験 ・ 公 務 員 試 験 就職懇談会・企業懇談会

就活サポート

人生の意義、働く意義、キャリア形成の必要性を意識づけ、
社会で活躍するのに必要な「社会人基礎力」を解説します。

人生と仕事Ⅱ
社会や会社、業界の情報を得るための手段、就職試験を突
破するための方策を学びます。

キャリアラーニング
就職筆記試験の受験対策としての講義と演習をおこなって
います。

Ｗｅｂサイト
本学への求人情報、就職ガイ
ダンス予定などさまざまな情報
を得ることができます。また就職
ガイダンスの動画を掲載してい
ますので、入社試験が始まり不
安を抱えている際は、いつでも
復習することができます。

消防官採用ランキング

6.4％

3.8％

3.5％

2.7％

2.5％

2.4％

2.3％

2.1％

2.0％

2.0％

68人

8人

6人

12人

3人

24人

22人

31人

19人

4人

千葉科学大学

大阪体育大学

杏林大学

京都橘大学

奈良産業大学

国士舘大学

倉敷芸術科学大学

岐阜経済大学

順天堂大学

東亜大学

全国第7位就職率消防官NEWS

順位 大　学 就職率 就職者数 順位 大　学 就職率 就職者数

消防官採用者ランキング（週刊東洋経済 2013/11/2号）「本当に強い大学」において、本学の就職率が全国7位として紹介されました。

中・四国・九州No.1

1
2
3
4
5

6
7
8
9
9

きめ細やかな
サポートを実現！

面倒見の良い指導 !
全国平均をはるかに上回る合格率 !

95.4％
就職内定率

（2013年3月卒業生）

臨床検査技師 生命医科学科
血液や脳波、尿などを検査し、からだに異
常があるかどうかを調べるのが臨床検査
技師の役割。学内での実習や病院実習
にてスキルを磨き、受験資格を取得。細胞
検査士とのダブルライセンス取得も可能な
カリキュラム・サポート体制を誇っています。

2011年度 87.5％
82.5%
2012年度

全国平均

77.2％

細胞検査士 生命医科学科
がんなどの疾患を、顕微鏡を用いて細胞
レベルで検査するのが細胞検査士の仕
事。全国で7大学のみ養成校として認めら
れており、本学はその内の1大学。学生は
学内の「細胞病理学研究所」での実習に
より高度なスキルを磨いています。

2011年度 70.6％
94.4%
2012年度

全国平均

41.1％

全国平均

75.3％

臨床工学技士 生命科学科
病院や検査センターにて生命維持に関す
る機器を専門に保守・管理・操作するの
が臨床工学技士の仕事。学園の「医用
科学教育センター」（岡山市北区）や県
内の病院実習を通して受験資格を取得
します。

2011年度 83.3％
100.0%
2012年度

全国平均

84.3％

認定動物看護師 動物生命科学科
獣医師をサポートする高度な知識や技
術、飼い主とのコミュニケーション能力が求
められるのが動物看護師。学内にある「教
育動物病院」での実習によって専門的な
スキルを磨き、認定動物看護師資格の取
得をめざします。

2011年度 100.0％
98.7%
2012年度

全国平均

58.2％

実験動物技術者（1級） 動物生命科学科
製薬会社などで動物実験によりその製品の安
全性を確認、分析、評価するのが実験動物
技術者。資格取得に際しては、動物実験に
関する高い知識・技術が求められる。動物看
護の視点を持って動物実験に向き合える技
術者を育成しているのが本学の特徴です。

77.2%
2012年度

学科

全国平均

55.0％85.7%
2012年度

実技

2013年度資格試験合格速報
・細胞検査士［１次試験］

・実験動物技術者［（１級）筆記試験］100.0%

学生生活の様子を記録する「学生カルテ」を活用し、

低学年より就職を意識し目標実現
の為に何をおこなうべきかを考えるガ
イダンスです。

公務員、教員などの採用試験
対策講座を専門に扱っている
東京アカデミーと連携し、公務
員対策講座を開講していま
す。独学で勉強するよりも、的
確な指導を受けながら学習す
ることができます。

地元アパレル企業の専門講師によるリクルートスタイル、メイク講座を開講しています。
面接時のチェックポイントなどを分かりやすく解説します。

ＳＰＩ適性検査は多くの企業が入社試験に採
用しており、この検査を突破できるかどうかが、
内定獲得に大きく左右します。本学では全学
部共通教養科目のカリキュラムでの開講と
キャリアセンター
主催による模
擬検査の実施
により、苦手分
野の克服に努
めています。

加計グループ２大学（岡山理科大学、吉備国際大学）の就職懇談会に参加する
ために無料送迎バスを運行しています。本学主催の就職懇談会を合わせると、化
学、食品、商業、医療、芸術、サービスなど多彩な分野の企業人事担当者と直接
面談することができ、多方面での就職が可能になります。

・教育・進路懇談会［保護者対象］

・教育・進路懇談会［保護者対象］

学外就職支援企業の講師による面接トレーニングを実施しています。個人面接や
集団面接などを事前に体験することで、苦手なポイントをしっかりと把握し、対策する
ことができます。

全国５か所（岡山・大阪・広
島・松山・福岡）の会場で
おこなわれる、保護者と教
員、キャリアセンタースタッフと
の情報共有の場です。単位
の取得状況や学生生活の
様子、卒業後の進路につい
て様 な々相談に対応してい
ます。

倉敷芸術科学大学  キャリアセンター


