
平成28年度　修了生　進路先

北翔大学大学院

人間福祉学研究科　人間福祉学専攻

就職先一覧

学校教育 北翔大学　障がい学生支援室

人間福祉学研究科　臨床心理学専攻

就職先一覧

学校教育 北翔大学臨床心理センター
社会保険・社会福祉・介護事業 (医)中江病院

(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)羊ヶ丘養護園　児童養護施設　羊ヶ丘養護園
合同会社　ニューウェーブ

生涯学習学研究科　生涯学習学専攻

就職先一覧

社会保険・社会福祉・介護事業 (社福)ゴーシュの櫓
(社福)渓仁会　介護老人保健施設　コミュニティーホーム白石

学校教育(正規) 北海道真駒内養護学校(特別支援学校教諭)
経済団体 北広島商工会

進学先一覧 北翔大学大学院(研究生)

生涯スポーツ学研究科　生涯スポーツ学専攻

就職先一覧

学校教育(正規) 北海道小平高等養護学校(特別支援学校教諭)
つしま医療福祉グループ　(学)日本医療大学(大学教員)

学校教育(臨時) 帯広市立帯広第八中学校(教員)
(学)三幸学園　飛鳥未来高校(事務職)

社会保険・社会福祉・介護事業 ㈱ヒューマンリンク　児童通所支援センター　ハウルの丘
その他のサービス業 ㈱サーベイリサーチセンター



平成28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 (社福)愛敬園　知的障がい者通所授産施設　北愛館
(社福)札肢会　障がい者支援施設　あゆ夢
(社福)札幌この実会　(知的障害がい者支援)
(社福)清里町社会福祉協議会
(社福)西平和会　特別養護老人ホーム　五天山園
(社福)北海道友愛福祉会　介護老人福祉施設　静苑ホーム
(社医社)カレスサッポロ　介護老人保健施設　けあ・ばんけい
(社福)当麻かたるべの森　(ｷﾞｬﾗﾘｰかたるべプラス、ゆうあいホーム)
(社福)はるにれの里　就労移行支援事業所　あるば札幌
(社福)麦の子会
(社福)新ひだか町社会福祉協議会
(医)耕仁会　介護老人保健施設　セージュ山の手
㈱ビッグエナジー　デイサービス　ハルト
㈱ベストライフ
㈱ほくおうサービス　グループホームふくちゃん家
㈱アルムシステム　託児所キッズルームすまいる

学校教育(臨時) 小樽市立向陽中学校(教員・家庭科)
小売業 ＤＣＭホーマック㈱

カネボウ化粧品販売㈱
㈱北海道観光物産興社

不動産業 アイルホーム㈱
情報サービス業 ㈱セラク
協同組合 オロロン農業協同組合
鉄道業 北海道旅客鉄道㈱

人間福祉学部　医療福祉学科

就職先一覧

社会保険・社会福祉・介護事業 (社福)緑星の里
(社福)愛敬園　知的障がい者通所授産施設　北愛館
㈲ケア・コラボレートK・H　小規模多機能型居宅介護　土筆の郷

医療業 (医社)旭川圭泉会病院
(医社)慶愛会　札幌花園病院
(医)徳洲会　札幌東徳洲会病院
小林病院

小売業 ㈱ツルハ(ツルハホールディングス)
㈱APパートナーズ

進学先一覧
北海道情報大学(通信学部)



人間福祉学部　福祉心理学科

就職先一覧

学校教育(正規) 深川市立納内小学校(養護教諭)
枝幸町立山臼小学校(養護教諭)
本別町立勇足小学校(養護教諭)
今金町立種川小学校(養護教諭)
佐呂間町立若佐小学校(養護教諭)

学校教育(臨時) 北海道小樽潮陵高等学校(養護教諭)
北海道浦河高等学校(養護教諭)
札幌市立桑園小学校(養護教諭)
岩見沢市立北真小学校(養護教諭)
赤平市立茂尻小学校(養護教諭)
遠軽町立安国小学校(養護教諭)
音威子府村立音威子府小中学校(養護教諭)

社会保険・社会福祉・介護事業 (社福)栄和会　ケアハウス　やわらぎ
(社福)楡の会　デイサービス　ど～なっつ
(社福)藻岩この実会　北の沢デイセンター
(社福)長井学園
(社福)室蘭言泉学園　児童養護施設　わかすぎ学園
㈱健美創　児童発達支援・放課後等デイサービス　のびのば
㈱アカリエケアパートナーズ　放課後等デイサービス　あかりえ
長谷川ホールディングスグループ

医療業 (医社)玄洋会　北海道メンタルケアセンター　デイケアわかくさ
(社)北海道勤労者医療協会
㈱札幌病理検査センター

小売業 コネクシオ㈱
㈱オートランド札幌
北海道日産自動車販売㈱
イオン北海道㈱　ジャスコ札幌平岡店
㈱共成レンテム

その他のサービス業 ㈱ジェイ・ブロード
㈱スタディネットワーク

卸売業 北海道酒類販売㈱
製造業 ㈱竹村製作所

昭和木材㈱
建築業 ㈱安井測量設計事務所
娯楽業 新和グループ
地方公務 倶知安町役場

本別町役場



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) 北海道羅臼高等学校(教員・音楽)
学校教育(臨時) 標茶町立虹別中学校(教員・音楽)
建築業 岩田地崎建設㈱

高惣建設㈱
㈱北王

電気業 ㈱耕電設
不動産業 スミタス㈱

㈱アパマンショップネットワーク
㈱オール

サービス業 ㈲スタジオ夢物語
㈲プラスワン・ステージ
ＵＬＴＲＡ(ウルトラ)
大阪フィルハーモニー交響楽団
㈱アミクス

小売業 シャルマン㈱
㈱ロボット
㈱インター・ベル
㈱エービーシー・マート
ハミューレ㈱
㈱北海道吉村
北海道マツダ販売㈱

飲食店 RITARU COFFEE
セントジョーンズワート

運送業 ㈱サカイ引越センター
社会保険・社会福祉・介護事業 長谷川ホールディングスグループ
国家公務 陸上自衛隊

進学先一覧
北海道教育大学大学院(旭川校)　教育学研究科　教科教育専修　音楽教育専攻
北翔大学大学院　生涯学習学研究科　生涯学習学研究科
北翔大学(研究生)
尚美ミュージックカレッジ専門学校　コンセルヴァトアールディプロマ科



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) 札幌市立円山小学校(小学校教諭)
札幌市立平和通小学校(小学校教諭)
旭川市立知新小学校(小学校教諭)
函館市立鍛神小学校(小学校教諭)
北見市立高栄小学校(小学校教諭)
北見市立中央小学校(小学校教諭)
遠軽町立遠軽小学校(小学校教諭)
森町立さわら小学校(小学校教諭)
北海道旭川聾学校(特別支援学校教諭)
(学)沼ノ端学園　はなぞの認定こども園(幼稚園教諭)
(学)大藤学園　認定こども園　北野しらかば幼稚園(幼稚園教諭)
(学)北海道徳風学園　苫小牧あおば幼稚園(幼稚園教諭)
(学)北陽学園　札幌北幼稚園(幼稚園教諭)
(学)堀内学園　睦の園幼稚園(幼稚園教諭)

学校教育(臨時) 札幌市立福井野小学校(小学校教諭)
札幌市立百合が原小学校(小学校教諭)
札幌市立菊水小学校(小学校教諭)
札幌市立中央小学校(小学校教諭)
札幌市立平岡南小学校(小学校教諭)
札幌市立元町北小学校(小学校教諭)
旭川市立向陵小学校(小学校教諭)
旭川市立知新小学校(小学校教諭)
江別市立中央小学校(小学校教諭)
恵庭市立恵み野旭小学校(小学校教諭)
恵庭市立恵庭小学校(小学校教諭)
岩見沢市立幌向小学校(小学校教諭)
根室市立花咲小学校(小学校教諭)
登別市立幌別小学校(小学校教諭)
登別市立幌別東小学校(小学校教諭)
夕張市立ゆうばり小学校(小学校教諭)
斜里町立斜里小学校(小学校教諭)
遠軽町立南小学校(小学校教諭)
清里町立清里小学校(小学校教諭)
上士幌町立上士幌小学校(小学校教諭)
新冠町立新冠小学校(小学校教諭)
南富良野町立南富良野小学校(小学校教諭)
苫前町立古丹別小学校(小学校教諭)
陸別町立陸別小学校(小学校教諭)
浜中町立霧多布小学校(小学校教諭)
大分市立津留小学校(小学校教諭)
北海道旭川盲学校(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)
北海道夕張高等養護学校(特別支援学校教諭)
滋賀県東近江市立ちどり幼児園(幼稚園教諭)
北翔大学短期大学部(事務職)

社会保険・社会福祉・介護事業 (学)大藤学園　大藤こども園(保育士)
(社福)ホープ　通所授産施設フロンティア
(社福)はるにれの里

学術・開発研究機関 (財)札幌市生涯学習振興財団(札幌市生涯学習センターちえりあ)
小売業 ㈱セコマ

㈱ナシオ
㈱ラコステジャパン
㈱ネペンテス
㈱アングローバル
㈱ドン・キホーテ

その他のサービス業 ヒューマニック㈱
㈱マルゼンシステムズ

その他の教育、学習支援業 (学)大藤学園　大藤学童クラブ
銀行業 スルガ銀行㈱
協同組合 小清水町農業協同組合
運送業 互信交運事業協同組合
地方公務(正規) 札幌市役所(保育士)

赤井川へき地保育所(保育士)
北海道稚内養護学校(寄宿舎指導員)
北海道行政職員・公立小・中学校事務
遠軽町役場

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
MCOOL盛岡公務員法律専門学校



生涯スポーツ学部　スポーツ教育学科

就職先一覧

学校教育(正規) 函館市立湯川中学校(教員・保健体育)
雄武町立雄武中学校(教員・保健体育)
北海道稚内高等学校・定時制(教員・保健体育)
北海道えりも高等学校(教員・保健体育)
北海道弟子屈高等学校(教員・保健体育)
北海道福島商業高等学校(教員・保健体育)
北海道中札内高等養護学校(特別支援学校教諭)
北海道中標津高等養護学校(特別支援学校教諭)
北海道美深高等養護学校(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)
北海道余市養護学校しりべし学園分校(特別支援学校教諭)

学校教育(臨時) 札幌市立あやめ野中学校(教員・保健体育)
札幌市立もみじ台中学校(教員・保健体育)
札幌市立篠路中学校(教員・保健体育)
札幌市立羊丘中学校(教員・保健体育)
札幌市陵陽中学校(教員・保健体育)
旭川市立神楽中学校(教員・保健体育)
深川市立深川中学校(教員・保健体育)
遠軽町立生田原中学校(教員・保健体育)
遠軽町立白滝中学校(教員・保健体育)
幕別町立幕別中学校(教員・保健体育)
喜茂別町立喜茂別中学校(教員・保健体育)
せたな町立大成中学校(教員・保健体育)
苫前町立古丹別中学校(教員・保健体育)
雄武町立雄武中学校(教員・保健体育)
北海道札幌北高等学校(教員・保健体育)
北海道札幌北陵高等学校(教員・保健体育)
北海道札幌白石高等学校(教員・保健体育)
北海道釧路東高等学校(教員・保健体育)
北海道稚内高等学校(教員・保健体育)
北海道清里高等学校(教員・保健体育)
北海道科学大学高等学校(教員・保健体育)
札幌静修高等学校(時間講師・保健体育)
北海道南幌養護学校(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)
北海道函館養護学校(特別支援学校教諭)
北海道中札内高等養護学校(特別支援学校教諭)
北海道平取養護学校静内ペテカリの園分校(特別支援学校教諭)
美瑛町立美瑛中学校(学習支援員)
新篠津村立新篠津中学校(学習支援員)

国家公務 海上自衛隊
地方公務 北海道警察

北見地区消防組合
苫小牧市役所
伊達市役所
八雲町役場
増毛町役場
妹背牛町役場
由仁町役場
興部町役場
新篠津村役場

医療業 (医社)あすなろ会　札幌パートナークリニック
(医)コスモスレディースクリニック
エム・シー・ヘルスケア㈱

社会保険・社会福祉・介護事業 (社福)いちはつの会　特別養護老人ホーム　恵庭ふくろうの園
(社福)北海道光生舎　特別養護老人ホーム　光生舎ゆいまーる・もみじ台
(社福)明和会
㈱マルベリー



サービス業 (財)さっぽろ健康スポーツ財団
(財)さっぽろ青少年女性活動協会
(財)北海道ＹＭＣＡ
(財)中標津町文化スポーツ振興財団
㈱北見都市施設管理公社
協和総合管理㈱
一般社団法人　エスポラーダ北海道スポーツクラブ
北海道和太鼓塾
大学生活協同組合連合会北海道事業連合
㈱オカモト　パブリック・ビジネス・カンパニー
㈱コナミスポーツクラブ
㈱宮の森スポーツ
㈱ウェルネスフロンティア
リーフラス㈱
ＳＤエンターテイメント㈱　スガイディノスＳＤフィットネス
シンコースポーツ㈱
㈱ハイスタンダード
㈱海晃サービス
Re：アクティブ㈱
㈱ELAN
㈱PHYSIT
㈱パーフェクト・トレーナーズ
㈱ルシファー　とれりは倶楽部
ワタキューセイモア㈱
㈱ヒューマンリンク
エスプロモ㈱
兼松コミュニケーションズ㈱
㈱フーレイ
長谷川ホールディングス㈱　ベーカリーカフェ「ペンギン」
㈱ミュゼプラチナム

小売業 ヨネックス㈱
㈱JALナビア
㈱モロオ
サツドラホールディングス㈱
㈱アインファーマシーズ
㈱サンドラッグプラス
札幌トヨペット㈱
トヨタカローラ札幌㈱
ネッツトヨタ札幌㈱
ホンダ四輪販売北海道㈱
日産プリンス札幌販売㈱
北海道日産自動車㈱
北海道スバル㈱
UDトラックス道東㈱
㈱北海道ブブ
㈱クレタ
㈱ネクステージ
マックスバリュ北海道㈱
長谷川産業㈱
デリア食品㈱
北ガスフレアスト南㈱
㈱いちたかガスワン
空知ガス㈱
日商プロパン石油㈱
㈱エクストリンク
㈱キムラ
昭和木材㈱
㈱ヨドバシカメラ
北雄ラッキー㈱
札幌水材㈱
ICT㈱



卸売業 ㈱あらた
東日本フード㈱

金融業 北見信用金庫
㈱日専連ニックコーポレーション
SMBCコンシューマーファイナンス㈱

協同組合 生活協同組合コープさっぽろ
札幌市農業協同組合(ＪＡさっぽろ)
中札内村農業協同組合(ＪＡ中札内村)

製造業 小島プレス工業㈱
宿泊業 トーホウリゾート㈱
職業紹介・労働者派遣業 ㈱マーキュリー
娯楽業 ㈱正栄プロジェクト(イーグルグループ)
運送業 北海道福山通運㈱
物品賃貸業 ニッポンレンタカー北海道㈱
飲食店 ㈱アブ・アウト

㈱はなまる
㈱みづほ野

不動産業 住友不動産販売㈱
㈱カチタス
㈱ビッグ
スミタス㈱
㈱別大興産

建築業 アイランド建築設計
㈱日弘ヒーティング
㈲佐々木鉄筋工業

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
北海道医療センター附属札幌看護学校
フリンダース大学(オーストラリア留学)
ILSCトロント校(カナダ留学)
ユーロプラスインターナショナル(イギリス・サッカー指導者留学)
ワーキングホリデー(オーストラリア)



北翔大学短期大学部

ライフデザイン学科

就職先一覧

小売業 合同会社　PVHジャパン
㈱ラコステジャパン
㈱和らいふ
ネッツトヨタ札幌㈱
㈱オートランド札幌
中和石油㈱

サービス業 ㈱STAR CAREER
㈱ミュゼプラチナム
㈱Wiz

娯楽業 ㈱太陽グループ

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)
北海道芸術デザイン専門学校



こども学科

就職先一覧

小学校教諭(臨時) 札幌市立上野幌小学校
札幌市立真栄小学校
千歳市立高台小学校
滝川市立滝川第三小学校
伊達市立伊達小学校
網走市立西小学校
網走市立潮見小学校

幼稚園教諭(正規) (学)北海道浅井学園　認定こども園　大麻幼稚園　まんまる保育園
(学)幌北学園　華園幼稚園
(学)幌北学園　認定こども園　あいの里
(学)幌北学園　認定こども園　こうほく
(学)聖主学園　認定こども園　山王幼稚園
(学)聖徳学園　なかのしま幼稚園
(学)田端学園　認定こども園　北郷あゆみ幼稚園
(学)西岡中央学園　認定こども園　まなび
(学)北邦学園　認定こども園　いちい幼稚園・保育園
(学)北陽学園　札幌北幼稚園
(学)幌南学園  幌南学園幼稚園
(学)養和学園　新川幼稚園
(学)手稲学園　おおぞら幼稚園
(学)菅原学園　認定こども園　花川わかば幼稚園
(学)つくし学園　認定こども園　向陽台つくし幼稚園
(学)柏学園　恵み野幼稚園
(学)沼ノ端学園　はくちょう幼稚園　第２はようちょう幼稚園
(学)沼ノ端学園　はなぞの認定こども園
(学)和弘学園　幼保連携型認定こども園　桃の木幼稚園
(学)海星学院　ベネディクト幼稚園
(学)北海道カトリック学園　三笠藤幼稚園
(学)旭川カトリック学園　留萌聖園幼稚園
(学)釧路カトリック学園　帯広藤幼稚園
(学)川畠学園　旭川あゆみ幼稚園
(学)北海道キリスト教学園　名寄幼稚園
(学)光輪学園　網走幼稚園
(学)斜里大谷学園　認定こども園　斜里大谷幼稚園
(学)帯広同朋学園　帯広東幼稚園
(学)慈光学園　たけしろ幼稚園

幼稚園教諭(臨時・嘱託・パート) (学)聖公会北海道学園　岩見沢聖十字幼稚園
(学)文化学園　文化学園大学付属幼稚園
(学)明石学園　広島わかば幼稚園

保育士(正規) (学)北海道浅井学園　認定こども園　大麻幼稚園　まんまる保育園
(社福)法和福祉会　厚別西保育園
(社福)北都福祉会　認定こども園　北都
(社福)明日萌　認定こども園　厚別さくら木保育園
(社福)毛里田睦会　麻生むつみ保育園
(社福)みなみ保育園
(社福)大五京　こども園ソレイユ
(社福)北海道友愛福祉会　愛保育園
(社福)知進会　おおあさ認定こども園
(社福)岩見沢鉄北保育会　みどり保育園
(学)高陽学園　さくら保育園
(社福)千歳洋翔会　アリス認定こども園
(社福)千歳洋翔会　北斗認定こども園
特定非営利活動法人　北陽保育園
(学)松田学園　マロンキッズ保育園
(学)浅利教育学園　認定こども園　苫小牧もも花幼稚園
(社福)明日萌　苫小牧すみれ保育園
(社福)帯広保育事業協会　稲田保育園
(社福)北見愛育会　認定こども園ほっこう
(社福)北見愛育会　認定こども園北進
(社福)北見福祉会　夕陽ヶ丘認定こども園
(学)釧路カトリック学園　認定こども園ほんべつ
(社福)敬愛健伸会　馬事公苑ひかり保育園
(社福)森友会　たのしい森保育園
(社福)森友会　ともだちの森保育園
㈱プライムツーワン　ぴっころきっず白石駅前
㈱みらい　さくらの郷みらい保育園
㈱みらい　みらいつぼみ保育園
㈱叶夢楼　西野にじいろ保育園
㈱日本保育サービス　アスク新琴似保育園
長谷川キッズライフ㈱　わらべうた大泉学園保育園
(医社)一志会　豊川小児科内科医院
(社福)よいち福祉会　児童養護施設　櫻ヶ丘学園
(社福)北ひろしま福祉会



保育士(臨時・嘱託・契約・パート) (学)清豊学園　認定こども園　おおやち
(学)宝流学園　ルンビニー保育園
(社福)いずみ福祉会　栄町マスカット保育園
(社福)もいわ福祉会　もいわ中央保育園
(社福)愛和福祉会　もみじ台北保育園
(社福)華園福祉会　山鼻華園保育園
(社福)花山福祉会　花山保育園
(社福)吉田学園福祉会　くりの木保育園
(社福)光華福祉会　もいわ光華保育園
(社福)厚別共栄福祉会　厚別共栄保育園
(社福)幸友福祉会　北栄みどり保育園
(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　八軒太陽の子保育園
(社福)清光会　しんことに清香保育園
(社福)誠染保育園
(社福)青葉学園　札幌フラワー保育園
(社福)大藤福祉会　屯田大藤保育園
(社福)発寒保育会　新発寒たんぽぽ保育園
(社福)福美会　厚別もえぎ保育園
(社福)陽光福祉会　こども園ひかりのこ・いしかり
(学)あけぼの学園　つくし保育園
(社福)岩見沢トネベツ保育会　ひまわり保育園
(社福)伊達睦会　ふたば保育所
(社福)常徳会　児童養護施設　興正学園(太陽の子の家)
(社福)麦の子会　むぎのこ児童発達支援センター
(社福)北翔会　医療福祉センター札幌あゆみの園

サービス業 日本ハムファイターズ
㈱スポートピア　青少年体験活動支援施設ネイパル深川
㈲三景スタジオ
風の㈱　カーブス伊達インター
㈱富田通商
㈱ＫＤＤＩエボルバ

卸売業・小売業 東海自動車㈱
㈱松原米穀

建築業 ニホンフラッシュ㈱
㈱エフ・アドバンス

進学先一覧
北翔大学　教育文化学部　教育学科　初等教育コース(編入学)
北翔大学短期大学部(科目等履修生)
ワタナベエンターテイメントカレッジ
リトミック研究センター教員養成校


