
平成27年度　修了生　進路先

北翔大学大学院

人間福祉学研究科　臨床心理学専攻

就職先一覧

地方公務 札幌市教育センター
札幌市児童相談所

医療業 （特医）智徳会　未来の風せいわ病院

生涯学習学研究科　生涯学習学専攻

就職先一覧

学校教育 （学）鶴岡学園　北海道文教大学（教員）
（学）総合技術学園　札幌科学技術専門学校（教員）
（学）景盛学園　宮ノ丘幼稚園（教員）

その他のサービス業 ㈱合田工務店

生涯スポーツ学研究科　生涯スポーツ学専攻

就職先一覧

医療業 (医社）スポーツメディカル　八王子スポーツ整形外科メディカルフィットネス
(社医)孝仁会　札幌第一病院

学校教育 北海道札幌北斗高等学校（教員）

進学先一覧

大阪大学（研究生）



平成27年度　卒業生　進路先

北翔大学

人間福祉学部　地域福祉学科

就職先一覧

社会保険・社会福祉・介護事業（正規） （社福）北光社ふくじゅ園　児童養護施設　北光社ふくじゅ園
（社福）湖星会　特別養護老人ホーム　ラ・スール苗穂
（社福）緑星の里　特別養護老人ホーム　陽明園
（社福）北光福祉会　児童養護施設　北光学園
（社福）はるにれの里
（社福）湖星会　特別養護老人ホーム　ラ・スール苗穂
（社福）清恵会　特別養護老人ホーム　三陽
（社福）緑星の里　やまぶき
（社福）北海道友愛福祉会　江別盲人養護老人ホーム　恵明園
（社福）湖星会　特別養護老人ホーム　ラ・スール苗穂
（社福）豊生会　特別養護老人ホーム　ひかりの

社会保険・社会福祉・介護事業（契約・臨時） （社福）北翔会　医療福祉センター札幌あゆみの園
（社福）長井学園　知的障害者更生施設　江別緑志苑

医療業 （医社）慈昴会　福住内科クリニック
（医）愛全会
広域紋別病院企業団体
はやしハリきゅう整骨院

サービス業 ㈱オカモト
㈱蹴　FAVERZA千葉サッカークラブ

小売業 ㈱セブン-イレブン・ジャパン
トヨタカローラ札幌㈱
㈱ケイシイシイ　小樽洋菓子舗ルタオ

郵便 日本郵便㈱
地方公務 北海道警察
学校教育（正規） （学）函館大妻学園　函館大妻高等学校（教員・家庭科）

進学先一覧
北翔大学大学院　生涯学習学研究科　生涯学習学専攻

人間福祉学部　医療福祉学科

就職先一覧

医療業 （医社）心劇会　さっぽろ駅前クリニック北海道リワークプラザ
（医）五風会　さっぽろ香雪病院
（医社）図南会　あしりべつ病院
（医社）旭川圭泉会病院
（医）渓仁会　札幌西円山病院
（社医）製鉄記念室蘭病院

社会保険・社会福祉・介護事業 ＮＰＯ法人　アシスト　多機能型事業所あずあいむ
（社福）釧路恵愛協会　地域生活支援センター　ハート釧路



人間福祉学部　福祉心理学科

就職先一覧

学校教育（正規） 北海道斜里高等学校（養護教諭）
岩見沢市立明成中学校（養護教諭）
岩見沢市立緑中学校（養護教諭）
羽幌町立羽幌中学校（養護教諭）
小清水町立小清水中学校（養護教諭）
黒松内町立白井川小学校（養護教諭）
秋田県由利本荘市立矢島小学校（養護教諭）

学校教育（臨時） 千歳市立支笏湖小学校（養護教諭）
雄武町立共栄小学校（養護教諭）
旭川医科大学（事務職員）

社会保険・社会福祉・介護事業 （社福）黒松内つくし園　児童養護施設　黒松内つくし園
（社福）秀寿会
（社福）南幌福祉会
（社福）明和会
（社福）北ひろしま福祉会
（社福）緑星の里
（社福）麦の子会　むぎのこ児童発達支援センター
（社福）博栄会
特定非営利活動法人　いちえ舎　ここなぎ本舗
ＮＰＯ法人　さっぽろこどもさぽーと
児童発達支援放課後等デイサービス　ライオンハート
事務支援センター　リオン
㈱SMILE PRESENTS
㈱シナジーワークス

医療業 （医社）恵愛会　茨戸病院
（医社）鈴木内科医院
北海道厚生農業協同組合連合会（ＪＡ北海道厚生連）

サービス業 ㈱ベルコ帯広
キャリアバンク㈱
オリンポス債権回収㈱

小売業 ネッツトヨタ札幌㈱
㈱どんぐり
日免オートシステム㈱
㈱マークスアンドウェブ

飲食店 ㈱タフスコーポレーション
宿泊業 ㈱萬世閣

野村興産株式会社　塩別つるつる温泉
娯楽業 ㈱ガイア

㈱正栄プロジェクト（イーグルグループ）

進学先一覧

北翔大学大（科目等履修生）

生涯学習システム学部　芸術メディア学科

就職先一覧

学校教育（正規） 北海道小清水高等学校（教員・音楽）
北海道白樺高等養護学校（特別支援学校教諭）

学校教育（臨時） 北竜町立北竜中学校（教員・音楽）
名寄市立名寄中学校（教員・美術）
北海道雨竜高等養護学校（特別支援学校教諭）

建築業 岩田地崎建設㈱
㈱ロゴスホーム
大鎮キムラ建設㈱
ARCHI-K㈱

サービス業 ㈲三景スタジオ
㈱四季彩　カメラの理光
㈱センティック

小売業 フォーエバー21ジャパントレーディングカンパニー合同会社
㈱ワコールミネット
ラオックス㈱
ブックオフコーポレーション㈱
㈱まんだらけ
㈱ネオコーポレーション

医療業 （医社）パークシティ歯科診療所
運送業 ㈱サカイ引越センター
地方公務 弟子屈町役場

進学先一覧

北翔大学（研究生）
北翔大学（科目等履修生）



生涯学習システム学部　学習コーチング学科

就職先一覧

学校教育（正規） 札幌市立富丘小学校（小学校教諭）
苫小牧市立美園小学校（小学校教諭）
枝幸町立枝幸小学校（小学校教諭）
千葉県君津市貞元小学校（小学校教諭）
北海道札幌養護学校（特別支援学校教諭）
北海道札幌伏見支援学校（特別支援学校教諭）
北海道星置養護学校（特別支援学校教諭）
北海道伊達高等養護学校（特別支援学校教諭）
北海道七飯養護学校（特別支援学校教諭）
(学)札幌豊学園　札幌ゆたか幼稚園（幼稚園教諭）
(学)手稲学園　おおぞら幼稚園（幼稚園教諭）
(学)坂本学園　大地太陽幼稚園（幼稚園教諭）
(学)北海道浅井学園　第２大麻幼稚園（幼稚園教諭）
(学)北海道キリスト教学園　函館ちとせ幼稚園（幼稚園教諭）
(学)北海道キリスト教学園　北見のぞみ幼稚園（幼稚園教諭）
(学）前田学園　認定こども園　夢の国幼稚園・保育園（幼稚園教諭）

学校教育（臨時） 札幌市立澄川小学校（小学校教諭）
札幌市立日新小学校（小学校教諭）
札幌市立常盤小学校（小学校教諭）
札幌市立琴似小学校（小学校教諭）
北広島市立北の台小学校（小学校教諭）
苫小牧市立日新小学校（小学校教諭）
下川町立下川小学校（小学校教諭）
稚内市立稚内南小学校（小学校教諭）
猿払村立鬼志別小学校（小学校教諭）
根室市立花咲小学校（小学校教諭）
札幌市立豊成養護学校（特別支援学校教諭）
北海道札幌養護学校（特別支援学校教諭）
新得町立屈足小学校（特別支援教育支援員）
足寄町立足寄小学校（学習支援員）

社会保険・社会福祉・介護事業 ㈱P&Pコネクション　児童通所支援センター　ビリーブ野幌（児童指導員）
(社福）陽光福祉会　こども園　ひかりのこ（保育教諭）

サービス業 幼児活動研究会㈱
NPO法人　オホーツクスポーツクラブ
伊達観光開発㈱
大塚グループ　アース環境サービス㈱

小売業 イオン北海道㈱
渡辺パイプ㈱
理研商事㈱
㈱サンセリテ
プレンティグローバルリンクス㈱

協同組織金融業 函館信用金庫
職業紹介・労働者派遣業 ㈱コプロ・エンジニアード
電気機械器具製造業 日立化成㈱
飲食店 ㈱ケイアンドオー　バーガーアンドパンケーキRana
地方公務 愛知県豊田市役所（保育士）

真狩村役場（保育士）
北海道立寄宿舎指導員
北海道（道職員）
黒松内町教育委員会

進学先一覧

日本メディカル福祉専門学校



生涯スポーツ学部　スポーツ教育学科

就職先一覧

サービス業 （財）さっぽろ健康スポーツ財団
㈱ウェルネスフロンティア
リーフラス㈱
㈱苫小牧スコーレ
㈱VICREO　カーブスイオン手稲山口店
㈱カーブスジャパン
㈱ボディワークホールディングス
一般財団法人　日本ボディセラピストカレッジ
ナチュラルボディ㈱
㈱ヒューマンリンク　リハビリ特化型デイサービス　カラダラボ網走
㈱ヤマチコーポレーション　デイサービスきたえるーむ
㈱オン・ザ・プラネット（リハテラス運営会社）
長幌上下水道企業団
㈱アイティ・コミュニケーションズ
ワタキューセイモア㈱　（ワタキュ－グループ）
資生堂ジャパン㈱
リコージャパン㈱
タイムズモビリティネットワーク㈱（パーク２４グループ）
㈱ライフクリエイト
加森観光㈱
伊達観光開発㈱
南十勝農業加工農業協同組合連合会
㈱クリーンコーポレーション
㈱NKインターナショナル
㈱Wiz
㈱エフプレイン
㈱H・O・C
りらいあコミュニケーションズ㈱

小売業 ㈱豊通オールライフ
㈱ファーストリテイリング
㈱ティンパンアレイ
青山商事㈱
㈱サッポロドラッグストアー
㈱サンドラッグプラス
㈱モロオ
㈱マルベリー
イオン北海道㈱
㈱ジーフット
マックスバリュ北海道㈱
生活協同組合コープさっぽろ
㈱ジャパンビバレッジホールディングス
㈱サンキュー（100満ボルト）
北海道日産自動車㈱
札幌トヨペット㈱
ネッツトヨタ札幌㈱
㈱北日本オート用品
三菱ふそうトラック・バス㈱北海道ふそう
㈱あらた
㈱イーグルリテイリング
㈱常光
㈱カクダイ
㈱白亜ダイシン　NORTH FARM STOCK

卸売業 ㈱竹山
北海道酒類販売㈱
㈱アーバンリサーチ

製造業 函館酸素㈱
疋田産業㈱
高桑美術印刷㈱
いぶり中央漁業協同組合

建築業 ㈱一条工務店
㈱濱野建材店
谷村工業㈱
札幌斉藤木材㈱
㈱アイ・ディー・エフ



学校教育（正規） 札幌市立真駒内中学校（特別支援学校教諭）
北海道余市養護学校（特別支援学校教諭）

学校教育（臨時） 北海道留辺蕊高等学校（教員・保健体育）
北海道阿寒高等学校（教員・保健体育）
札幌市立東白石中学校（教員・保健体育）
石狩市立花川北中学校（教員・保健体育）
苫小牧市立青翔中学校（教員・保健体育）
北海道拓北養護学校（特別支援学校教諭）
北海道旭川養護学校（特別支援学校教諭）
北海道東川養護学校（特別支援学校教諭）
北海道雨竜高等養護学校（特別支援学校教諭）
北海道夕張高等養護学校（特別支援学校教諭）
北海道平取養護学校（特別支援学校教諭）
北海道七飯養護学校（特別支援学校教諭）
神奈川県相模原市内小学校（教員・体育）

金融業 ＳＭＢＣフレンド証券㈱
釧路信用金庫
大地みらい信用金庫
苫小牧信用金庫
道央農業協同組合（ＪＡ道央）
七十七銀行

飲食店 ㈱はなまる
㈱ジーオーク
合同会社　奥義

娯楽業 ㈱立岩（がちゃぽんグループ）
新和グループ（プレイランドハッピー）
㈱ベガスベガス（㈱タイセー）
㈱平成観光
㈱正栄プロジェクト（イーグルグループ）
㈱セントラル

広告業 ㈱マイナビ
鉄道業 北海道旅客鉄道㈱（ＪＲ北海道）
物品賃貸業 ニッポンレンタカー北海道㈱
熱供給業 三洋興熱㈱
職業紹介・労働者派遣業 UTグループ㈱
映像・音声・文字情報製作業 ㈱ハングルーズ
広告業 ㈱マイナビ
医療業 渡辺歯科医院
社会保険・社会福祉・介護事業 (社福)南富良野大乗会
不動産取引業 ㈱ビッグ

㈱常口アトム
ガス業 北燃商事㈱

空知ガス㈱
運送業 松岡満運輸㈱

㈱フジトランスライナー
保険業 第一生命保険㈱

宮城県民共済生活協同組合
国家公務 陸上自衛隊
地方公務 北海道警察

北見市（消防）
奈良県広域消防組合（消防）
伊達市役所（事務職）
斜里町役場（事務職）
留萌市役所（事務職）
広尾町役場（事務職）
鹿追町役場（事務職）
美深町役場（事務職）
せたな町役場（社会教育主事）
様似町役場（社会教育主事）
今金町役場（地域おこし協力隊）

進学先一覧

北翔大学大学院　生涯スポーツ学研究科　生涯スポーツ学専攻
オーストラリア（ワーキングホリデー）
モンテネグロ（サッカー留学）



北翔大学短期大学部

ライフデザイン学科

就職先一覧

サービス業 ベルクラシック札幌フローラ
㈱ソプラティコ
角山開発㈱
㈱アイティ・コミュニケーションズ
プレシャス

小売業 ㈱ピーチ・ジョン
㈱サウス
㈱ネオコーポレーション
㈱アールエヌエー
㈱リンクアップ
㈱ケイ・ブックス
マックスバリュ北海道㈱

医療業 （医社）千仁会　ちだ歯科クリニック
森町国民健康保険病院

保険業 第一生命保険㈱
製造業 ㈱むろらん東郷

進学先一覧

北翔大学　生涯スポーツ学部　健康福祉学科（編入学）
北翔大学　教育文化学部　教育学科（編入学）



こども学科

就職先一覧

小学校教諭（正規） 北見市立大正小学校
小学校教諭（臨時） 千歳市立日の出小学校

登別市立青葉小学校
幼稚園教諭（正規） （学）大藤学園　あいの里大藤幼稚園

（学）高陽学園　百合が原幼稚園
（学）三浦学園　さわらび幼稚園
（学）聖徳学園　なかのしま幼稚園
（学）やすらぎ学園　厚別幼稚園
（学）やすらぎ学園　第2厚別幼稚園
（学）桑園幼稚園　桑園幼稚園
（学）坂本学園　大地太陽幼稚園
（学）柏学園　南幌みどり野幼稚園
（学）石狩学園　新十津川幼稚園
（学）小池学園　苫小牧いずみ幼稚園
（学）ピアソン学園　北見幼稚園
（学）帯広学園　帯西幼稚園
（学）帯広わかば学園　帯広わかば幼稚園
（学）十條ひまわり学園　十條ひまわり幼稚園
（学）釧路カトリック学園　認定こども園　根室カトリック幼稚園
（学）高田学園　高田幼稚園
（学）幌北学園　認定こども園　あいの里幼稚園
（学）増山学園　認定こども園あけぼの（あけぼの幼稚園　のびのび保育園）
（学）三溝学園　認定こども園　北陽幼稚園　第２北陽保育園
（学）浅利教育学園　認定こども園　苫小牧もも花幼稚園
（学）北見カトリック学園　認定こども園　美幌藤幼稚園
（学）慈光学園　認定こども園　三田つつじが丘幼稚園

幼稚園教諭（契約） （学）札幌慈恵学園　札幌第一幼稚園
（学）江別キリスト教学園　認定こども園　若葉幼稚園

保育士（正規） （社福）高砂福祉会　たかさごナーサリースクール大通公園
（社福）高砂福祉会　たかさごナーサリースクール札幌
（社福）札幌緑の苑　宮の森保育園
（社福）大和まほろば福祉会　あいの里せせらぎ保育園
（社福）大五京　こども園ソレイユ
（社福）水の会　大曲いちい保育園
（社福）高陽福祉会　ふとみ保育所
（学）高陽学園　さくら保育園
（社福）小樽さくら保育会　さくら保育園
（社福）小樽めぐみ保育協会　ゆりかご保育園
（社福）水の会　開成いちい保育園
（社福）水の会　栗山いちい保育園
（社福）水の会　北六浦いちい保育園
（社福）水の会　南幌いちい保育園
（社福）大谷菩提樹会　木野南保育園
（学）早坂学園　認定こども園　幌東幼稚園
（学）大藤学園　認定こども園　新さっぽろ保育園
（学）浅利教育学園　認定こども園　千歳春日保育園
（学）マーガレット学園　マーガレット認定こども園　マーガレット保育園
（社福）美深育成園　児童養護施設　美深育成園
札幌市小規模保育事業A型　さら～れ保育園
㈲フクウン・サービス　こどもプラザ青い鳥
㈱日本保育サービス



保育士（契約・臨時・嘱託） （社福）大藤福祉会　屯田大藤保育園
（社福）札幌保育園　札幌保育園
（社福）札幌みどり福祉会　あかつき山口保育園
（社福）札幌みどり福祉会　前田中央保育園
（社福）札幌みどり福祉会　あかつき篠路保育園
（社福）発寒保育会　発寒たんぽぽ保育園
（社福）発寒保育会　新発寒たんぽぽ保育園
（社福）石狩友愛福祉会　光星友愛保育園
（社福）石狩友愛福祉会　飛翔保育園
（社福）新札幌福祉会　もみじ台南保育園
（社福）新札幌福祉会　ひばりが丘保育園
（社福）陽光福祉会　光の子保育園
（社福）陽光福祉会　南線光の子保育園
（社福）ろうふく会　札幌市大通夜間保育園
（社福）ろうふく会　札幌第２福ちゃん保育園
（社福）札幌福祉会　札幌北野保育園
（社福）太陽育生会　北郷ピノキオ保育園
（社福）光華園　中の島保育所
（社福）豊友福祉会　つばさ保育園
（社福）青葉学園　札幌フラワー保育園
（社福）もいわ福祉会　もいわ中央保育園
（社福）江別わかば福祉会　わかば保育園
（社福）北海道友愛福祉会　児童福祉施設　愛保育園
（社福）北見愛育会　北光保育園
（社福）伊達睦会　ふたば保育所
（社福）清光会　双葉保育園
（医社）三草会　クラーク病院　クラーク保育園
（社福）明日萌　認定こども園　厚別さくら木保育園
（社福）札幌育児園　児童養護施設　札幌育児園
（社福）扶桑苑　児童養護施設　柏葉荘
（社福）北海道婦人共立愛子会　児童養護施設　富良野国の子寮
（社福）函館厚生院　児童養護施設　くるみ学園
（社福）睦会　障がい児通所支援事業所　ハッピークローバー
㈱ケイアイウェルフェアー　認定こども園　マミーポッケ

サービス業 ㈱スタジオアリス
㈱クリーンスター

小売業 ㈱エービーシー・マート
㈱アンドヴォーグ
不動木材㈱
トヨタカローラ苫小牧㈱

医療業 独立行政法人国立病院機構　帯広病院
娯楽業 ㈱イオンファンタジー　イオンモール札幌発寒Mollyfantasy
地方公務 北見市役所（保育士）

共和町立中央幼児センター（保育士）
大樹町教育委員会（特別支援教育支援員）
札幌市教育委員会（事務職）

進学先一覧

北翔大学　教育文化学部　教育学科（編入学）
北翔大学短期大学部（科目等履修生）


