
【令和２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

医療 北海道大学病院（臨床心理士）

特定非営利活動法人メンタルケア協議会

生涯学習研究科　生涯学習学専攻

就職先一覧

学校教育 石狩市立花川南小学校

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 北海道雨竜高等養護学校

札幌スポーツ＆メディカル専門学校

学校教育（時間講師） 札幌西高等学校

医療 さっぽろ悠心の郷　ときわ病院（児童相談員）

北海道赤十字血液センター

スポーツ関連 北翔大学　スポルクラブ



【令和2年度　卒業生　進路先】

北翔大学

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） 札幌市立東栄中学校（保健体育）

増毛町立増毛中学校（保健体育）

北海道伊達高等養護学校（保健体育）

北海道今金高等養護学校（保健体育）

北海道苫小牧支援学校（保健体育）

北見市立東陵中学校（保健体育）

北海道美深高等養護学校（保健体育）

学校教育（臨時） 網走市立第三中学校（特別支援）

新十津川町立新十津川中学校（保健体育）

大空町立東藻琴中学校（保健体育）

北海道倶知安高等学校

北海道岩見沢緑陵高等学校（保健体育）

札幌市立羊丘中学校（保健体育）

北海道札幌東商業高等学校

北海道小平高等養護学校（保健体育）

美深町立美深中学校（保健体育）

札幌市立元町中学校（保健体育）

赤平市立赤平中学校（特別支援・保健体育）

札幌伏見支援学校もなみ園分校（保健体育）

小樽市立西陵中学校（保健体育）

紋別市立渚滑中学校（保健体育）

(学)三幸学園　飛鳥未来高等学校（保健体育）

市立札幌開成中等教育学校（保健体育）

平取町立平取中学校（保健体育）

学校教育（時間講師） 北海道江差高等学校（保健体育）

石狩市立花川南中学校（保健体育）

国家公務 陸上自衛隊

航空自衛隊

地方公務 北海道警察

北海道行政職員

根室管内職員



札幌市（消防）

日高西部消防組合

稚内市役所

様似町役場（教育委員会）

北海道教育委員会

スポーツ関連 (公財)北海道YMCS（札幌YMCA)

宮の森スポーツクラブ

SDエンターテイメント㈱

オカモトグループ

トータルワークアウト

㈱プレステージインターナショナル秋田

ジュンスポーツクラブ

滝川スポーツクラブサンテ

ファントルポ

㈱スポーツフィールド

コープさっぽろ（まる元）　

ラケットショップ広瀬

㈱セントラル

㈱鈴木商会

金融・保険 ㈱ゆうちょ銀行

北空知信用金庫

苫小牧信用金庫

教育・学習支援 (学)望洋大谷学園　北海道大谷室蘭高等学校（事務）

㈱ベネッセコーポレーション

社会福祉 (社)はるにれの里

㈱ジムアート

友愛セカンド岩見沢（児童養護施設）

(有)おいらーく

(社)信和会

卸売・小売 ㈱北海道三和

北一ミート㈱

日本ピザハットコーポレーション㈱

㈱城山ホールディンクス

㈱さんきゅう

ドレミ調剤薬局札幌南カァール㈱

㈱斜里合同水産

㈱北海道クラウン

北海道タツオ電気㈱

㈱アインファーマシーズ



札幌西タイヤセンター㈱

札幌日産自動車㈱

髙橋産業㈱

トヨタカローラ札幌㈱

トヨタカローラ旭川㈱

エイジス北海道㈱

不動木材㈱

ホシザキ北海道㈱

美和電気工業㈱

日産プリンス札幌販売㈱

ネッツトヨタ道都㈱

H・O・Cグループ

㈱ビッグモーター

東日本フード㈱

パナソニックグループ石垣電材㈱

いすゞ自動車㈱

サービス 札幌市農業協同組合（JAさっぽろ）

㈱ベネッセスタイルケア

㈱シバタ医理科

㈱ファーストコネクト

ITスクール

㈱ボディワークホールディンクス

㈱NKインターナショナル

ようてい農業協同組合

綜合警備保障㈱ALSOK

㈱KSP・EAST

ライク㈱

㈱日引ヒーティング

㈱Tomoni Solutions

NKグループ

㈱仙台銘板

㈱スタッフサービスミラエール

医療 (社)朋仁会　整形外科北新病院

(医)さいわいデンタル歯科クリニック

不動産 ㈱東京ネットワース

㈱北海道真和エンタープライズ

㈱ヤマチマネジメント

㈲恒志堂

建設 ㈱札幌設備



㈱一条工務店

㈱福地組

北王設計コンサルタント㈱

㈱ロゴスホームズ

ミサワホーム北海道㈱

㈱クワザワ工業

運輸 共通運送㈱

北海道通運㈱

SBSフレック㈱

東日本旅客鉄道㈱

情報通信 ティーティーコーポレーション㈱

その他 ㈱オーレンス総合経営

㈱鈴木商会

㈱水野染工場

進学 北海道大学大学院

札幌スポーツ＆メディカル専門学校

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

北海道メディカルスポーツ専門学校

札幌看護医療専門学校

駒沢看護医療専門学校

生涯スポーツ学部　健康福祉学科

就職先一覧

地方公務 北海道警察

北海道（社会福祉士）

医療 (医)製鉄記念室蘭病院　

(医)耕仁会セージュ山の手

(公社)北海道勤医協

社会福祉 (社福)北ひろしま福祉会

㈱アドレ

(社福)愛敬園北愛館

(社福)ほくろう福祉協会特別老人ホーム

(社福)希望の家

(社福)麦の子会

(社福)はるにれの里

アースサポート㈱



㈱つつい

北海道釧路児童相談所職員

(社福)札幌療育会　ノビロ青年の家

卸売・小売 ㈱小山商会

教育文化学部　教育学科

就職先一覧

学校教育（正規） 北海道鷹栖養護学校（小学部）

千歳市立祝梅小学校（小学校教諭）

豊浦町立豊浦小学校（小学校教諭）

北海道釧路養護学校（小学部）

日高町立厚賀小学校（小学校教諭）

当別町立当別小学校（小学校教諭）

網走市立西小学校（小学校教諭）

小樽市立手宮中央小学校（小学校教諭）

札幌市立日新小学校（特別支援）

北海道室蘭養護学校（小学部）

札幌市立川北小学校（小学校教諭）

千歳市立高台小学校（小学校教諭）

岩見沢市立東小学校（小学校教諭）

岩見沢市立志文小学校（小学校教諭）

函館市立高丘小学校（小学校教諭）

札幌市立清田南小学校（小学校教諭）

江別市立文京台小学校（小学校教諭）

札幌市立琴似小学校（小学校教諭）

北海道平取養護学校静内ぺテカリの園分校（養護教諭）

今金町立種川小学校（養護教諭）

本別町立勇足小学校（養護教諭）

中富良野町立中富良野中学校（特別支援）

北海道別海高等学校（養護教諭）

北海道北見支援学校（養護教諭）

美深町立美深中学校（養護教諭）

北海道稚内養護学校（音楽）

(学)望洋大谷学園　北海道大谷室蘭高等学校（養護教諭）

函館市立中ノ沢小学校（小学校教諭）

紋別市立南丘小学校（小学校教諭）



小樽市立幸小学校（小学校教諭）

千歳市立緑小学校（小学校教諭）

北見市立南小学校（小学校教諭）

釧路市立興津小学校（小学校教諭）

小樽市立望洋台小学校（小学校教諭）

音更町立緑陽台小学校（小学校教諭）

学校教育（臨時） 札幌市立真栄小学校（特別支援）

札幌市立桑園小学校（小学校教諭）

江別市立対雁小学校（小学校教諭）

札幌市立清田小学校（特別支援）

札幌市立発寒西小学校（特別支援）

札幌市立南月寒小学校（特別支援）

札幌市立丘珠小学校（小学校教諭）

札幌市立白陽小学校（小学校教諭）

札幌市立資生館小学校（特別支援）

北海道伊達高等養護学校

秩父別町立秩父別中学校（養護教諭）

(学)海星学院　海星学院高等学校（養護教諭）

北海道長万部高等学校（養護教諭）

新得町立富村小中学校（養護教諭）

北海道えりも高等学校（養護教諭）

小樽市立菁園中学校（養護教諭）

おいらせ町立木ノ下小学校（養護教諭）

滝川市立明苑中学校（養護教諭）

北海道あすかぜ高等学校（養護教諭）

北海道奥尻高等学校（養護教諭）

千歳市立支笏湖小学校（養護教諭）

弘前市立第三中学校

富良野市立東中学校（音楽）

学校教育（期限付） 札幌市立平岡南小学校（特別支援）

地方公務 浜頓別町役場

北海道（教育行政A区分）

教育・学習支援 (公財)札幌市青少年女性活動協会

パスウェイ㈱

北海道平取養護学校（事務職）

学校教育（正規） (学)坂本学園　大地太陽幼稚園

(学)苫小牧中央学園認定こども園苫小牧中央幼稚園

(学)札幌白ゆり学園　白ゆり幼稚園

(学)原学園　ひかり幼稚園



(学)帯広葵学園

(学)清明学園

(学)有和学園サンクパール幼稚園

(学)ピアソン学園　北見幼稚園

認定こども園プレスクール仲よしこども園

社会福祉 (社福)吉田学園福祉会　吉田学園さくら保育園

(社福)北海道友愛福祉会　愛保育園

(社福)青葉学園　麻生保育園

(社福)札幌からまつの会　認定こども園からまつ

(社福)扶桑苑柏葉荘

(社福)北海道社会福祉事業団

(社福)新札幌福祉会　ひばりが丘保育園

(社福)光華園　澄川保育所

㈱リハビリサポートまこと　まこと保育園

㈱サクシード「まーがれっと」

デイサービスアットホーム心

(一社)輝の輪（児童発達支援・放課後等デイサービス）

卸売・小売 イオン北海道㈱

㈱ツルハ

アクレスコ㈱

㈱ナガワ

札幌トヨタ自動車㈱

UDトラックス㈱

サービス ㈱合田観光商事

㈱親和

㈱スポートピア

㈱エイジェック

㈱東名

㈱アクスゲート

ライクスタッフィング㈱北海道支社

湘南美容クリニック

㈱ボディーワークホールディンクス

金融 鳥取銀行

情報通信 ノーステックテレコム㈱

建設 三和土質基礎㈱

㈱日本ハウスホールディンクス

その他 ことり歯科クリニック

㈱トップシーン札幌

進学 北翔大学大学院　生涯学習学研究科　生涯学習学専攻



教育文化学部　芸術学科

就職先一覧

学校教育（正規） 北海道紋別養護学校（美術）

地方公務 大空町役場（会計年度任用職員）

建設 堀松建設工業㈱

アイケン工業㈱

㈱FUJIジャパン

卸売・小売 クワハラ食料㈱厚別工場

㈱アイビック

㈱ダイイチ

サービス 日本レストランシステム㈱

㈱AQURAS

㈱ドゥ・プランニング

運輸 しらいトランクサポート㈱

その他 ㈱ミックス

進学 北翔大学大学院　生涯学習学研究科　生涯学習学専攻

教育文化学部　心理カウンセリング学科

就職先一覧

医療 (医)千寿会三愛病院

社会福祉 (社福)北海道社会福祉事業団　福祉村

(社福)札幌報恩会

児童発達支援・放課後等デイサービス　ここあーる

NPO法人ステップバイステップ

こどもデイサービス　らら

児童支援ハレアカラ（精神保健福祉士）

児童デイサービス　きらきら幸町

特定非営利活動法人にわとりファミリー

札幌はな発達デイサービス

卸売・小売 不動木材㈱

株式会社Ven

㈱アポロ

イオン北海道㈱

㈱ツルハ



兼松コミュニケーションズ㈱

P＆Gプレステージ合同会社（SK-Ⅱ）

㈱ラウディ

㈱セイショウ

運輸 (一社)札幌市交通事業振興公社

建設 ㈱明和地所

教育・学習支援 ㈱クラ・ゼミ

㈱ベネッセコーポレーション

㈱トライグループ

サービス ㈱セイショウ

㈱VESSEL

㈱新和

ビルドシステム㈱

進学 北翔大学大学院　人間福祉学研究科　臨床心理学専攻



北翔大学短期大学部

ライフデザイン学科

就職先一覧

スポーツ関連 NPO法人紋別市体育協会

卸売・小売 兼松コミュニケーションズ㈱

札幌日産自動車㈱

サービス ㈱アイティコミュニケーションズ

㈱エイジェック

ヒューマンライジン㈱

㈱ファイブグループ

創和プロジェクト㈱

その他 ㈱Wiz

㈲P＆L企画（舞台・音響・照明）

進学 Eスクール札幌

北翔大学 生涯スポーツ学部スポーツ教育学科

北翔大学 教育文化学部芸術学科

こども学科

就職先一覧

学校教育(正規) (学)天理大学天理小学校（小学校教諭）

学校教育(臨時) 千歳市立桜木小学校（小学校教諭）

社会福祉 (社福)弥生福祉会あじさい保育園

(社福)央西会　西保育園

(社福)桃の花メイト会手稲桃の花保育園

(社福)めぐみ学園　日の出保育園

(社福)札幌みどり福祉会　あかつき山口保育園

(社福)夢工房　幼保連携型認定こども園しらゆき夢

(社福)豊浦青空福祉会　認定こども園あおぞら

(社福)日新親友会　幼保連携認定こども園なかよしこども園

(社福)法和福祉会厚別西保育園

(社福)あかしや保育園

(社福)扶桑苑（保育士）

(社福)つくしの子つくしの子共同保育所

(社福)愛敬園　手稲曙保育園



(社福)明日萌　認定こども園苫小牧すみれ保育園

(社福)新札幌福祉会　ひばりが丘保育園

(社福)福美会　厚別もえぎ保育園

(社福)札幌東川下福祉会　東川ポッポ保育園

(社福)恵愛会　第2住吉保育園

(社福)さくら会　さくらんぼ保育園

(社福)北光社　ふくじゅ園

(社福)祐天寺福祉会　上目黒桜祐保育園

(社福)愛和福祉会　愛和えるむ保育園

(社福)札幌からまつの会　認定こども園しずく保育園

(社福)鶴翔福祉会　元町にこにこ保育園

(社福)札幌光明園　ほこと保育所

(社福)こどもの杜認定こども園おひさま

㈱アイグラン　あい保育園北陽

㈱日本保育サービス　石神井保育園

㈱オフィス２１　児童発達支援事業所ぶりんぐ

㈱寿栄光企画　八軒あじさい保育園

NPO法人札幌ベビールーム

特定非営利活動法人栗沢保育会　岩見沢市栗沢保育園

㈱ケーサポート　はぐくみ園

社会福祉（契約ほか）(社福)ふれ愛事業協会　新琴似南保育園

(社福)江別わかば福祉会　わかば保育園

学校教育 (学)あけぼの学園　認定こども園あけぼの

(学)つくし学園

(学)景盛学園　宮ノ丘幼稚園

(学)角谷学園　つくし保育園

(学)麻上学園　認定こども園さくら幼稚園

(学)明星学園　清泉幼稚園

(学)リズム学園　認定こども園恵庭幼稚園

(学)千歳学園　メリー幼稚園

(学)聖主学園　幼保連携型認定こども園　山王幼稚園

(学)北見光華学園　認定こども園　北見北光幼稚園

(学)原学園　ひかりの国幼稚園

(学)フレンド恵学園　幼稚園型認定こども園　浦河幼稚園

(学)太陽学園　認定こども園　太陽こころ幼稚園

(学)大藤学園　新さっぽろ保育園

(学)浅利教育学園　厚別さくら木保育園

(学)自由創造学園　認定こども園　太平あずさ保育園

(学)大藤学園　しらかば幼稚園



(学)清光学園　つきさむ幼稚園

教育・学習支援 (公財)さっぽろ青少年女性活動協会

地方公務 えりも町（保育士）

厚真町（保育士）

美唄市（保育士）

遠別町（保育士）

サービス ㈱アイティ・コミュニケーションズ

進学 北翔大学 教育文化学部教育学科　


