求人のためのご 案内
2021 年 3 月卒業予定者用

就職決定率

99.4%
短大 98.2%
大学

2019 年 3 月卒実績

私 たちは 社 会 に 対 応 できる人 間 力を 育 てています
学校法人 中国学園

中国学園大学・中国短期大学

インターネットによる求人票受付のご案内
求 人 票 受 付について
平素は本学の教育・研究活動ならびに学生の就職に対しまして、ご厚情を賜りありがとうご
ざいます。求人お申し込みの際は、お手数ながら次の手順でインターネットによる求人受付を
ご利用くださいますようお願い申し上げます。また、本学所定の求人申込書はPDF形式でダウ
ンロードできますので、FAX・郵送いただいても結構です。
※『青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用推進法）』により、求人票の受付につきましては、「求人票」に
加えて「自己申告書」と「青少年雇用情報シート」のご提供をお願いいたします。

インターネットによる求 人 票 受 付の流れ
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お申し込み

お申し

込み

求人お申し込みページより必要事項をご入力の

送信
メール

上お申し込みください。

h t t p://cjc-jo b. n et /i n fo/

インターネット求人票入力
ル」を送信させていただきます。
メールに記載されている URL より募集内容をご
入力ください。同じURLで複数の求人票を登録
することができます。
求人票登録完了の画面で、直前に入力した内容
がフォームに自動挿入されますので内容確認の
他、類似した求人票を簡単に登録することがで
きます。
「職務内容が違うだけ」のような場合などにご
利用ください。
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http://cjc-job.net/info/?xxxxxxx

求人票入力ページ URL

募 集内

容送 信

●職種
●勤務条件
●募集人数 ●待遇
●応募資格 ●応募と選考

等

送信
メール
求人票の内容を
確認後、メール送信します。

受付完了
ご入力いただいた内容を確認後、「求人票受付
完了のお知らせ」メールを送信させていただき
ます。
メールに記載されている URL よりお申し込みい
ただいた募集内容を確認することができます。

お問い合わせ

お申し込み確認メール

企業採用ご担当者

お申し込み内容を確認後、
「お申し込み確認メー

中国学園 就職支援部
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お申し込み内容を
確認後、メール送信します。

求人票受付完了のお知らせ
http://cjc-job.net/info/000000

こちらに記載のURLより
募集内容を確認することが
できます

中国学園大学・中国短期大学／就職支援部（直通） E-mail : recruit@cjc.ac.jp

TEL : 086-293-0679 FAX : 086-293-0652

教学の理念「自律創世」
中国学園は、「自律創世」を教学の理念として掲げ、学生の精神的・
道徳的・文化的・心理的・身体的発達を促進し、成人として自立し、自分
の人生は自らが創ることにより社会の発展に寄与しうる人材を育成すること
を目指しています。
そのため、学生個々の特性を可能な限り尊重し、その知的資質−知識
と人間性−の向上を指向した教育を行います。
学校法人 中国学園

中国学園大学
中国短期大学

ご 挨 拶
平素より、本学学生の就職につきましては一方ならず、ご理解、ご支援を
賜っておりますことを学園を代表して厚く御礼申し上げます。
今日、社会は加速度的に変化しており、この変化に連動して、既往の
価値基準が変動し、多様化しています。このような社会を発展させるため
には、その構成員である「人」の質を磨かねばなりません。その意味で、
大学・短期大学は、教育課程の最終段階に設置された、「人」と「社会」
を接続するための重要な社会的公器であると認識しています。
本学の学生達には、常々、学業成績だけでなく、社会における評価軸
である「人間性」を磨くことの必要性を説いてきました。私が掲げた教育
基本方針は、在学期間中に学生個々人の「人間偏差値」を引き上げること
です。
このことを、学生のみならず教職員にも浸透させるため、この度、新たに
本学園の教学理念として、「自律創世」を掲げました。この方針に沿い、
学生達には、如何なる時も自律を心掛け、与えられた環境に埋没すること
なく、責任感をもって社会に参画することを心がけるよう指導しています。
新人採用に当たられましては、是非、この教育理念の基で育った本学
学生を試用して頂きますよう紙面を借りてお願いする次第です。

学長

千

葉

喬
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中 国 学 園 大 学

豊富な実習を通じて、医療･福祉施設
等の栄養管理･栄養指導力、給食管理業
務に欠かせない調理技術、衛生管理手
法を習得しています。さらに、実験を通
じて食品企業等で必要とされる各種の
分析 技 術も習 得しております。衛 生・
表示関連法規の知識も学んでおり、各
方面で の活 躍が 期 待されます。また、
４年間にわたるセミナーと卒 業研究で
は、社会人として欠かせない文書作成
能力、プレゼンテーション能力を養成し
ています。卒業生は向上心が 高く、就
職後にも NST 専従管理栄養士、ケアマ
ネージャー、健康運動指導士など、職
場で必要とされる資格を獲得するなど、
常にスキルの向上を目指しています。
取得できる資格等
◇管理栄養士（国家試験受験資格）
◇栄養士免許
◇食品衛生管理者
◇栄養教諭一種免許状
◇食品衛生監視員任用資格
◇社会福祉主事任用資格

主な就職実績
●管理栄養士／
給食委託業、福祉業、医療業
●栄養教諭（小学校）／学校教育
●栄養士／保育所
●営業・販売／食品製造業、小売業
公務員 1.3%
食品製造
3.9%

一般企業
39.0%

小学校（栄養教諭）1.2%

給食委託会社
14.3%

就職状況

（2019.3 卒業生）

福祉施設
16.9%

医療・保健
11.7%
保育所
11.7%

子ども学部

子ども学科

現代の子どもを取り巻く多様な問題
に対応できる専門的知識や技能、実践
力を実習やボランティアなどを通して子
ど もと ふ れ 合 い な が ら４年 間 か け て
じっくりと身につけています。卒業生は
子ども関連企業においても活躍してい
ます。
取得できる資格等
◇保育士資格
◇幼稚園教諭一種免許状
◇小学校教諭一種免許状
◇児童厚生一級指導員資格
◇放課後児童指導員資格
◇小学校英語指導者資格
◇社会福祉主事任用資格

主な就職実績
●教員（小学校・幼稚園・こども園）／
学校教育、地方公務
●保育士／保育所、児童福祉事業
●営業・販売・事務／小売業
●事務／金融業
●サービス業／生活関連サービス業
公務員 1.2%

未定 1.2%
進学
5.0%

小学校
17.5%

一般企業
17.5%

就職状況

医療・福祉
施設 3.8% （2019.3 卒業生）

幼稚園
10.0%

保育所
28.8%

大学院修士課程では、栄養学の高度専門家を養成しています。
専門分野を極めた管理栄養士を養成し、社会に貢献する人材を
輩出しています。
取得できる資格等 ◇栄養教諭専修免許状

大学院

大学院

現代生活学研究科 人間栄養学専攻

こども園
15.0%

グローバル化する地域と世界で活躍できる地域発信力︑実践力︑プレゼンテーション力のある人材の育成を目指しています

人間栄養学科

豊かな人間性と実践力を備え︑得意分野を身につけた 保育士・幼稚園教諭・小学校教諭を養成しています

食と健康に関する専門知識と共にコミュニケーション能力を備えた人材の育成を進めています

現代生活学部

国際教養学部

国際教養学科

〇多分野で活躍できる人材を育成
「英語コミュニケーション」
「国際文化」
｢国際ビジネス」の３つのフィールド
の専門性を高め、多分野で活躍でき
る人材の育成を目指しています。
〇多様な異文化交流プログラムによる
コミュニケーション力のある人材を育成
学生全員対象の「オリエンテーション
短期留学」、海外姉妹校での「セメス
ター 留学」、高 苑 科 技 大 学（台 湾 高
雄市）との「合同プロジェクト」等さま
ざまなプログラムを用意しています。
〇トップリーダーによる産学連携人材を育成
各 業 界 の 第 一 線 で 活 躍 さ れてい る
リーダ−がリレー方式で登壇する
「トッ
プリーダー講義」では、大手企業の
社長、地域活性化を担う起業家など
から直接講義を受講できます。
取得できる資格等
◇TOEIC ／ TOEFL
◇通訳案内士
◇日本語教員資格
◇ビジネス実務士、上級実務士
◇小学校英語指導者資格
◇中・高等学校教諭一種免許状（英語）
◇FITT（カナダ国際貿易資格）

主な就職実績
●事務／金融業、運輸業
●サービス業／運輸業
●営業・販売／小売業
●教員（中学校）
／学校教育

子ども学研究科

サービス
11.8%

一般事務
23.5%

中学校
講師
5.9%

観光・航空
23.5%

就職状況

（2019.3 卒業生）

営業・販売
35.3%

子ども学研究科では、教育・保育・福祉・心理学・自然科学な
どの学際的な教育課程と少人数での指導を通じて、子どもの発達
を総合的に支える専門的職業人を育成します。
取得できる資格等 ◇幼稚園教諭専修免許状 ◇小学校教諭専修免許状

中 国 短 期 大 学

主な就職実績
●事務／医療業、小売業
●サービス業／介護事業、冠婚葬祭業
●営業・販売／小売業、卸売業
進学 2.5%
運輸
5.0%
サービス
12.5%

乳幼児の保育や幼児教育を担う優れた専門職員を輩出しています

取得できる資格等
◇医療管理士 ◇医療管理秘書士
◇病歴記録管理士
◇介護職員初任者研修
◇介護保険事務管理士
◇社会福祉主事任用資格
◇ビジネス実務士 ◇秘書検定
◇フードコーディネーター 3 級
◇色彩検定
◇ファッションビジネス能力検定
◇ファッション販売能力検定

50

年

総合生活学科では、現代における『生
活』は衣食住のみならずコミュニケーショ
ン・健康・福祉・情報・デザイン・環境など
さまざまな要素の複合体と捉えていま
す。学生は上記分野の学修や人との関わ
りのために、コミュニケーション、マナー
やホスピタリティの基礎を学んでいます。
〈総合生活学科卒業生の基本能力〉
衣食住、情報、環境、コミュニケーション、
マナー、ホスピタリティの基礎的知識。
生活者の視点。
〇生活創造コースの特徴
衣生活、食生活、介護・福祉、医療
事務などの分野から学生自身が必要
とする知識を身につけています。
〇医療事務コースの特徴
診療報酬請求事務能力を強化するた
めのトレーニングを受けています。

中国短期大学

保育学科

保育学科は、保育士と幼稚園教諭の
養成を目的としています。学内での基
礎的学習と学外の実習やボランティア活
動を通して、実践的な知識・技術や豊
かな人間性を備えた保育者の育成を目
指しています。
〈保育学科の特徴〉
〇充実した演習と現場実習を配したカリ
キュラム
〇子どもの理解を深めるための豊かな
学習環境
〇創立 50 年以上の伝統と高い評価を得
ている約 7,000 人の卒業生
〇就職率 100％を誇る就職実績
取得できる資格等
◇保育士資格
◇幼稚園教諭二種免許状
◇児童生活支援員任用資格
◇母子支援員任用資格
◇社会福祉主事任用資格

主な就職実績
●保育士／保育所
●教員（こども園・幼稚園）／学校教育、地方公務
●営業・販売／小売業
●事務／製造業
一般企業 4.2%

未定
2.5%

進学
6.3%

医療事務
17.5%
こども園
16.7%

就職状況

（2019.3 卒業生）

営業・販売
30.0%

専攻科

介護福祉専攻

一般事務
30.0%

未定 0.9%

就職状況

（2019.3 卒業生）

幼稚園
21.9%

保育所
50.0%

専門的な知識やスキルの学修および実践的な体験を通して︑企業やビジネスの即戦力となる人材を育成しています

総合生活学科

創立から

生活者の視点を身につけるための教育を受け︑消費者や利用者の観点を持った人材を育成しています

中国短期大学

中国短期大学

情報ビジネス学科

情報ビジネス学科では、経営／会計、
ビジネス／キャリア、情報技術、メディ
ア、心理学、データサイエンスなどの学
修フィールドから、多様な科目の受講が
可能になっています。さらに、上級情報
処理士や上級ビジネス実務士など７つの
実務士をはじめ、日商簿記、基本情報
処理などさまざまな検定取得のサポー
トを行っています。また、インターンシッ
プや地域連携事業といった課題解決型
実践学修などのキャリア教育にも積極
的に取り組み、企業やビジネスに関する
専門的な知識を持ち、その実践的ツー
ルとしてコンピューターを十分に活用で
きる人材の育成を目指しています。
取得できる資格等
◇ビジネス実務士
◇上級ビジネス実務士
◇情報処理士
◇上級情報処理士
◇ウェブデザイン実務士
◇プレゼンテーション実務士
◇社会調査アシスタント
◇医療管理秘書士
◇社会福祉主事任用資格

主な就職実績
●事務／運輸業、製造業、情報通信業、医療業
●営業・販売／小売業
●情報処理・通信技術者／情報通信業
未定 2.1%

進学
12.7%
IT 関係
6.4%
サービス
10.6%

就職状況

（2019.3 卒業生）

一般事務・
医療事務
46.9%

営業・販売
21.3%

少子高齢社会に対応するケアの担い手「介護福祉士」の役割が、ますます大きくなっています。本専攻科では、このニー
ズに応えるため、保育士資格を持った人に、1 年間で「介護福祉士」資格に必要な、専門的知識・技術を教授しています。
平成 28 年度からは「医療的ケア」という学習がはじまり、さらにグレードアップした資格になりました。
取得できる資格等 ◇介護福祉士（国家試験受験資格）

保育所
28.6%

就職
状況 福祉施設
71.4%

学校法人 中国学園

中国学園大学・中国短期大学
就職支援部
〒701-0197

岡山県岡山市北区庭瀬 83 番地

TEL.086-293-0679 ／ FAX.086-293-0652

URL https://www.cjc.ac.jp/

岡電バス
中国学園入口

附属たねのくにこども園

岡電バス
中国学園入口

吉備中
●
●ハローズ
●吉備小
中国銀行●

JR 山陽本線または伯備線で岡山駅から7 分、
倉敷駅から9 分の庭瀬駅で下車 北口より徒歩約13 分

●ローソン

