
※卒業月を〇で囲んでください

琉球大学キャリア教育センター

記入日：平成　　　年　　　月　　　日

学部 学科

研究科 専攻

学籍番号 氏名

携帯電話番号

様式の問合せ先：電話　098-895-8118 　Email：sysykari@to.jim.u-ryukyu.ac.jp　（キャリア教育センター）

１　あなたの卒業（修了）後の進路について該当する項目に記載してください。

（1）就職が決まった方（既職を継続する方を含む） ※ 下記の項目は全て記入してください。

a 正規採用（雇用期間の定めがない者）

b 非正規採用（雇用期間に定めがあり、週30時間以上勤務の者） 契約社員、嘱託社員等

産業分類（分類表は裏面を参照）　※右欄に分類番号を記入して下さい

職業分類（分類表は裏面を参照）　※右欄に分類番号を記入して下さい

（2）臨床研修医になる方

（3）進学する方（①～⑥に〇をして記入してください。）

（4） （1）～（3）の上記以外の方

※下記①，②の場合は公務員，教員，民間企業のどちらか１つに○をしてください

① 就職活動中（公務員 or 教員 or 民間企業） ② 採用連絡待ち（公務員 or 教員 or 民間企業）

③ 公務員試験受験浪人 ④ 教員採用試験受験浪人 ⑤ 企業採用試験浪人

（ ①～⑤を選択した方は就職希望地をどちらかといえばで１つに○をしてください。　　　or　　 ）

⑥ 大学院受験浪人 ⑦ 資格取得浪人 ⑧ アルバイト等の一時的な仕事

⑨ 就職する予定はない（理由：　　　　　　　） ⑩ その他（具体的に：　　　　　　　　　              　）

2　あなたのインターンシップ参加経験について教えてください。

御協力ありがとうございました。
キャリア教育センターでは，卒業生の皆様の就職支援も行っております。卒業後もお気軽に御利用・お問い合わせください。

Q1 どのようにインターンシップ
先を決めましたか

インターンシップ参加経験
（該当区分に〇印） 有 →以下もお答えください 無 →アンケートは終了です。

Q2 参加企業・機関名
（全て記入し，就職先がある場
合は〇で囲んでください）

④研究生(研究先:　　　　　　　　　　　　　　)　　　⑤科目等履修生   　　　　　⑥.留学

該当する採用
形態に○印

研修先名
所在地

（都道府県）

①大学院名 研究科名

所在地
（都道府県）

該
当
区
分
に
○
印

 ① 民間企業
  （法人・団体・
　自営業含む）
 ② 公務員
 ③ 教員
 ④ ポスドク

ふりがな 所在地
（都道府県/県
内であれば市

町村名）
勤務先名

②大学名

③専修学校名

9月卒　3月卒

（利用目的）
１の進路についての調査結果は，就職統計資料及び本学学生のため
のOB，OG名簿にのみ利用されます。
２のインターンシップ参加経験についての調査結果は，就職統計資料
としてのみ利用されます。
調査票記入後，所属学部（研究科）の指導教員へ提出してください。
（お願い）
卒業後，卒業生の進路の追跡調査を実施することがあります。その際
は，ぜひ御協力くださるようお願いします。

※携帯電話番号は，項目の未記入及び確認のため使用します。

　 本調査票提出後に進路変更があった場合は，速やかに本調査票を再提出してください。

本調査票を再提出する方は，調査票を所属学部・研究科の事務室から取得するか，キャリア教育センターHPからダウンロードしてください。

平成 30  年度 進 路 調 査 票

＊（4） （1）～（3）の上記以外の方については３月末以降に現況調査を行います。

それまでに変更があった場合は速やかに本調査票を再提出してください。

あなたは，平成３０年度卒業（修了）予定ですか？ ○で囲んでください。（はい ，いいえ）

※「はい」に該当する方は，卒業月及び所属等欄を記入し， 項目１．２を回答の上，提出してください。

「いいえ」に該当する方は，所属，学籍番号，氏名のみ記入の上，所属学部・研究科へ提出してください。

県内 県外

①学部の授業 ②うりずん＋ ③就活サイト ④自己開拓 ⑤その他（ ）



1 研究者

01 農業、林業 2 農林水産技術者

3 製造技術者（開発分野）　＜機械＞

02 漁業 4 製造技術者（開発分野）　＜電気＞

5 製造技術者（開発分野）　＜化学＞

03 鉱業、採石業、砂利採取業 6 製造技術者（開発分野）　＜その他＞

7 製造技術者（開発分野を除く）　＜機械＞

04 建設業 8 製造技術者（開発分野を除く）　＜電気＞

9 製造技術者（開発分野を除く）　＜化学＞

05 食料品・飲料・たばこ・飼料製造業 10 製造技術者（開発分野を除く）　＜その他＞

06 繊維工業 11 建築・土木・測量技術者

07 印刷・同関連業 12 情報処理・通信技術者

08 化学工業、石油・石炭製品製造業 13 その他の技術者

09 鉄鋼業、非鉄金属・金属製品製造業 14 幼稚園教員

10 はん用・生産用・業務用機械器具製造業 15 小学校教員

11 電子部品・デバイス・電子回路製造業 16 中学校教員

12 電気・情報通信機械器具製造業 17 高等学校教員

13 輸送用機械器具製造業 18 中等教育学校教員

14 その他の製造業 19 高等専門学校教員

20 短期大学教員

15 電気・ガス・熱供給・水道業 21 大学教員

22 特別支援学校教員

16 情報通信業（電気通信、放送、IT、新聞、出版、映像・音声・文字情報製作　等） 23 その他の教員

24 医師、歯科医師

17 運輸業、郵便業（鉄道、道路旅客、貨物運送、水運、航空運輸　等）　※郵便局を除く 25 獣医師

26 薬剤師

18 卸売業（商社　等） 27-1 保健師

19 小売業（スーパー、デパート、ホームセンター　等） 27-2 助産師

27-3 看護師

20 金融業 28 医療技術者

21 保険業 29 栄養士

30 その他の保健医療従事者

22 不動産取引・賃貸・管理業 31 美術・写真・デザイナー・音楽・舞台

23 物品賃貸業 32 その他の専門的・技術的職業従事者（保育士・社会福祉士・塾講師　等）

33 管理的職業従事者（経営者など）

24 学術・開発研究機関 34 事務従事者

25 法務 35 販売従事者（営業、小売、販売店員、保険の代理、商品の売買など）

26 その他の専門・技術サービス業 36 サービス職業（飲食、宿泊、理容、キャビンアテンダントなど）

37 保安職業（自衛官、警察官、海上保安官、消防員、ガードマンなど）

27 宿泊業、飲食サービス業 38 農林業従事者

39 漁業従事者

28 生活関連サービス業、娯楽業（理容、美容、冠婚葬祭、旅行業、劇場、遊技場　等） 40 生産工程従事者

41 輸送・機械運転従事者（自動車・船舶・航空機・電車などの運転手）

29 学校教育（幼稚園・学校・大学・専修学校・各種学校等の学校教育） 42 建設・採掘従事者

30 その他の教育、学習支援業（社会教育、学習塾　等） 43 運搬・清掃等従事者

44 上記以外

31 医療業、保健衛生

32 社会保険・社会福祉・介護事業（保育所　等）

33 複合サービス事業（郵便局、協同組合　等）

34 宗教

35 その他のサービス業

36 国家公務

37 地方公務

38 上記以外

※公務員に就職した学生は、産業分類で「36」か「37」を選択すること。

　　複合サービス事業（郵便局、協同組合　等） ※教員に就職した学生は、私立・公立関係なく産業分類で「29」を選択すること。

※公務員以外の保育士に就職した学生は、産業分類で「32」を選択すること。

　　公務

　　サービス業（他に分類されないもの）

　　学術研究、専門・技術サービス業

　　宿泊業、飲食サービス業

　　生活関連サービス業、娯楽業（理容、美容、冠婚葬祭、旅行業、劇場、遊技場　等）

　　その他

　　教育、学習支援業

　　医療・福祉

　　金融業、保険業

　　不動産業、物品賃貸業

 　　卸売業、小売業

産業・職業分類表 （ 進路先の事業内容・従事する職業の種類を選んでください)

産業分類 職業分類
  　農業、林業

　　漁業

　　鉱業、採石業、砂利採取業

　　建設業

　　製造業

　　電気・ガス・熱供給・水道業

　　情報通信業（電気通信、放送、IT、新聞、出版、映像・音声・文字情報製作　等）

　　運輸業、郵便業（鉄道、道路旅客、貨物運送、水運、航空運輸　等）　※郵便局を除く


