
【令和3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 (医)五風会　さっぽろ香雪病院

人間福祉学研究科　臨床心理学専攻

就職先一覧

学校教育 北翔大学大学院　臨床心理センター（助手）

国家公務（非常勤） 札幌刑務所

社会福祉 (福)函館厚生院 　児童養護施設 くるみ学園

生涯学習学研究科　生涯学習学専攻

就職先一覧

学校教育 札幌市立菊水小学校

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 (学)至学館　至学館大学

札幌市立平岡中央中学校

(学)浪商学園　大阪体育大学（トレーナー）

医療 (医)高橋整形外科クリニック



【令和3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 札幌市立啓明中学校（保健体育）

伊達市立伊達中学校（保健体育）

八雲町立熊石中学校（保健体育）

北海道札幌高等養護学校（保健体育）

北海道美深高等養護学校（保健体育）

北海道拓北養護学校（保健体育）

北海道釧路養護学校（保健体育）

北海道真駒内養護学校（保健体育）

北海道中標津支援学校（保健体育）

(学)国際学園　星槎国際高等学校（保健体育）

学校教育(臨時） 市立札幌藻岩高等学校（保健体育）

北海道釧路東高等学校（保健体育）

市立札幌大通高等学校（保健体育）

札幌市立厚別中学校（保健体育）

札幌市立明園中学校（保健体育）

雨竜町立雨竜中学校（保健体育）

市立札幌開成中等教育学校（保健体育）

清里町立清里中学校（保健体育）

苫小牧市立明倫中学校（保健体育）

湧別町立湧別中学校（保健体育）

平取町立振内中学校（特別支援）

新ひだか町立静内第三中学校（保健体育）

稚内市立稚内港小学校

千歳市立末広小学校

北海道七飯養護学校 おしま学園分校（保健体育）

学校教育(時間講師） 札幌静修高等学校（保健体育）

北海道札幌西高等学校（保健体育）

国家公務 航空自衛隊

地方公務 北海道（教育行政）

北海道警察

神奈川県警察



北海道警察（行政職員）

苫小牧市役所

伊達市役所

岩見沢市役所

磐田市役所

様似町教育委員会

小樽市消防

函館市病院局

十勝広域消防局

地方公務(臨時） 西原村役場

スポーツ関連 ㈱ソレイズ（レイズ体操クラブ）

㈱ワイズ・スポーツ＆エンターテイメント

㈱レバンガ北海道

㈱カラダまち

㈱スポーツクラブヴィテン

㈱スポーツフィールド

㈱ファクトリージャパングループ

ノアインドアステージ㈱

ALDILA

(一社)八戸クラブ

ユニスポーツクラブ

リーフラス㈱

㈱オカモトホールディングス

スポーツ関連（契約）(一財)札幌市スポーツ協会

教育・学習支援 北海道立青少年体験活動支援施設ネイパル砂川

㈱ジャクパ

医療 (医)同仁会(社団）京都九条病院

(医)有史会　高鼻病院  

(医)鈴木内科医院

㈱forward こころ整骨院

カラダノ.

日本全薬工業(株)

社会福祉 さくらCSホールディングス㈱

たすく㈱

㈱才谷屋　児童発達支援　放課後等デイサービスひかり奈井江

キングラン北海道㈱

㈱マルベリー

㈱ベネッセスタイルケア



卸売・小売 ㈱ビッグモーター

北一ミート㈱

日野自動車㈱

㈱ほくやく

北海道三菱自動車販売㈱

㈱オーリ　O.RI Co., Ltd

㈱寿浅

ダンロップタイヤ北海道㈱

開運興産㈱

帯広地方卸売市場㈱

渡辺パイプ㈱

旭川日産自動車㈱

㈱クエール

㈱ツルハホールディングス

田中商事㈱

㈱Free Flea Fripe

㈱NHC

トヨタカローラ札幌㈱

曲〆髙橋水産㈱

コベルコ建機日本㈱

日本食研㈱

北海道川崎建機㈱

ラディックス㈱

十勝三菱自動車販売㈱

㈱コーンズ・エージー

㈱アイルネット

㈱サンキュ―

㈱杏林堂薬局

北海道日産自動車㈱

ゼビオホールディングス㈱

北海道酒類販売(株)

札幌みらい中央青果㈱

スターアグリ㈱

卸売・小売（契約） ㈱アーバンリサーチ

サービス ㈱苗穂自動車学園　KDS釧路自動車学校

㈱イーストン

ようてい農業協同組合 

(一社)大仙市学校給食協会

㈱KDDIエボルバ



㈱givers

ルートインジャパン㈱

After Math㈱

㈱新和

日本基準寝具㈱

㈱APパートナーズ

㈱CAR　LIFE

㈱和興

カタギリ・コーポレーション㈱

不動産 ㈱常口アトム

㈱セントラル不動産

㈱木下不動産

建設 コニシ工営㈱

㈱ロゴスホーム

㈱モトムラ

大進ホーム㈱

㈱ecoaハウス（神出設計エコアハウス）

富良野土地改良区

北海道セキスイハイム㈱

㈱クワザワ工業

㈱平塚建具製作所

㈱ホリイ

㈱エコテック

㈱ヤマチコーポレーション

㈱一条工務店

㈱福澤塗装

㈱ミツヤ

㈱濱野建材店

T.T.C㈱

㈱DORAL

㈱FUJIジャパン

道路建設㈱

潮物産㈱

美和電気工業㈱

㈱でんこう

平野電業㈱

大昭電気工業㈱

㈲光電社

㈱いちたかガスワン



北海道エナジティック㈱

運輸 佐川急便㈱

㈱エスライン

保険 住友生命保険(相)

情報通信 日本ルクソールシステム㈱

その他 牛首別農事組合

桔梗漁業部

オホーツク網走第23営農集団利用組合

進学 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

順天堂大学大学院



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（社会福祉士）

名寄市役所

学校教育(臨時） 岩見沢市立光陵中学校（保健体育）

社会福祉 (福)ふれんど　特別養護老人ホーム-彩-

(福)札親会

(福)麦の子会

(福)はるにれの里

(福)愛敬園

(福)北ひろしま福祉会

(福)長井学園

(福)藻岩この実会　北の沢デイセンター

(福)月形福祉会　特別養護老人ホーム月形愛光園

(特非)わーかーびぃー

卸売・小売 北海道日産自動車(株)

日産プリンス札幌販売(株）

㈱H・O・C

㈱ケイシイシイ

北一ミート㈱

サービス ㈱サカイ引越センター

㈱メディカル・コンシェルジュ

㈱小山商会

㈱もっかいトラスト

その他 ㈱三光不動産

㈱北海道丸和ロジティクス

北海樹脂興業㈱

(責)帯広畜産センター

㈱Wiz

協立設備㈱



教育文化学部　教育学科

就職先一覧

学校教育 壱岐市立渡良小学校（小学校教諭）

留寿都村立留寿都小学校（小学校教諭）

江別市立大麻泉小学校（小学校教諭）

江別市立大麻小学校（小学校教諭）

札幌市立有明小学校（小学校教諭）

北見市立西小学校（小学校教諭）

岩見沢市立美園小学校（小学校教諭）

根室市立成央小学校（小学校教諭）

中標津町立中標津小学校（小学校教諭）

旭川市立永山西小学校（小学校教諭）

千歳市立日の出小学校（小学校教諭）

函館市立高丘小学校（小学校教諭）

中標津町立中標津東小学校（小学校教諭）

苫小牧市立拓進小学校（小学校教諭）

湧別町立中湧別小学校（小学校教諭）

幌延町立幌延小学校（小学校教諭）

室蘭市立旭ヶ丘小学校（小学校教諭）

札幌市立栄小学校（小学校教諭）

稚内市立稚内南小学校（小学校教諭）

平取町立紫雲古津小学校（小学校教諭）

美唄市立中央小学校（小学校教諭）

北海道旭川工業高等学校（養護教諭）

北海道弟子屈高等学校（養護教諭）

森町立砂原中学校（養護教諭）

浦河町立荻伏中学校（養護教諭）

北竜町立北竜中学校（養護教諭）

広尾町立広尾中学校（養護教諭）

占冠村立占冠中央小学校（養護教諭）

美唄市立東小学校（養護教諭）

小樽市立手宮中央小学校（養護教諭）

喜茂別町立喜茂別小学校（養護教諭）

占冠村立トマム学校（養護教諭）

北海道苫小牧支援学校（特別支援）

北海道七飯養護学校（特別支援）

北海道平取養護学校（特別支援）



北海道八雲高等学校（音楽）

北海道檜山北高等学校（音楽）

日高町立日高中学校（音楽）

枝幸町立風烈布小学校（相談員）

北海道室蘭工業高等学校（実習助手）

(学)北広島竜谷学園　広島幼稚園

(学)札幌昭和学園　札幌若葉幼稚園

(学)北邦学園　認定こども園桜台いちい幼稚園・保育園

(学)有和学園　幼保連携型認定こども園 サンクパールようちえん

(学)旭川カトリック学園　美唄アカシヤ幼稚園

学校教育(臨時） 飯山市立泉台小学校（小学校教諭）

江別市立第二小学校（小学校教諭）

占冠村立占冠中央小学校（小学校教諭）

北広島市立大曲小学校（小学校教諭）

北海道平取養護学校（養護教諭）

北海道深川東高等学校（養護教諭）

北海道札幌北高等学校（養護教諭）

浦河町立浦河第二中学校（養護教諭）

名寄市立中名寄小学校（養護教諭）

北海道札幌国際情報高校（養護教諭）

占冠村立占冠中央小学校（養護教諭）

北海道上川高等学校（養護教諭）

釧路市立阿寒湖義務教育学校（養護教諭）

岩見沢市立北真小学校（養護教諭）

むかわ町立鵡川中学校（音楽）

札幌市立札苗北小学校（特別支援）

札幌市立小野幌小学校（特別支援）

札幌市立桑園小学校（特別支援）

北海道小樽高等支援学校（特別支援）

北海道千歳高等支援学校（特別支援）

札幌市立手稲中央幼稚園

教育・学習支援 (公財)さっぽろ青少年女性活動協会

㈱スポートピア

教育・学習支援（臨時） 本別町教育委員会

地方公務 小樽市役所

当別町役場

足寄町役場

清里町役場



社会福祉 (福)扶桑苑　児童養護施設　柏葉荘

(福)大谷菩提樹会　宝来こども園

(福)札幌緑花会　大倉山学院

(福)吉田学園福祉会　吉田学園　くりの木保育園

(福)明日萌　認定こども園　厚別さくら木保育園

(福)羊ヶ丘養護園　児童養護施設羊ヶ丘養護園

㈱創生事業団　グッドタイムサポート札幌東

㈱オンアンドオン

㈱グローバル・コミュニケーションズ

社会福祉（嘱託） (福)江別わかば福祉会　あかしや保育園

卸売・小売 長谷川産業㈱

㈱ラウディ

㈱パル

丸水札幌中央水産㈱

日本マクドナルド㈱

サービス ㈱アイティ・コミュニケーションズ

トランスコスモス㈱

㈱マーキュリー

日本マクドナルド㈱

㈱APパートナーズ

After  Math㈱

㈱ペイロール

サービス（契約） ㈱コングレ

情報通信 ㈱アール・エム

金融 ㈱七十七銀行

医療（契約） 北海道旅客鉄道㈱　JR札幌病院

進学 北海道教育大学大学院

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

建設 (有)イシヅキ

(有)アーキコンプレックス

竹内建設㈱

国豊積算㈱

卸売・小売 ㈱IDA

㈱ストライプインターナショナル

㈱オンザコート

卸売・小売（契約） ㈱紀伊國屋書店

サービス シオジリプラス㈱

㈱ハーフ・センチュリー・モア

トランスコスモス㈱

大阪・梅田ダイビングスクールQUARA

情報通信 リオネ㈱

ロンレーヴ㈱

その他（契約） ㈱ホリプロ

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

地方公務 池田町役場

教育・学習支援 札幌市教育委員会

社会福祉 (福)羊ヶ丘養護園　児童養護施設羊ヶ丘養護園

(福)麦の子会

(福)緑星の里

(福)園盛会

(福)北ひろしま福祉会

㈱ベネッセスタイルケア

㈱エスエーケー　わんこっと元町

㈱ソレイズ ソレイユの森

卸売・小売 ㈱ラフィネ

㈱富士薬品

㈱ワッツ

㈱ほくやく ・ 竹山ホールディングス

建設 ㈱アイ・ディー・エフ

㈱日本陶業

保険 第一生命保険㈱

サービス ㈱ネクシィーズグループ

㈱新和

進学 北翔大学大学院　人間福祉学研究科　臨床心理学専攻

㈱アンジェスソレイユ　児童発達支援・放課後等デイサービス 天使のかがやき 



北翔大学短期大学部

ライフデザイン学科

就職先一覧

学校教育(契約） 北翔大学（職員）

スポーツ関連 ㈱東祥

卸売・小売 ㈱ノースフィール

サービス ㈱ラウディ

ワールドネット㈱

伊藤忠エネクスホームライフ北海道㈱

サービス（契約） 青柳㈱

保険 住友生命保険(相)

進学 北翔大学　教育文化学部　芸術学科



こども学科

就職先一覧

地方公務 猿払村（保育士）

利尻町（保育士）

学校教育 旭川市立陵雲小学校（小学校教諭）

登別市立幌別西小学校（小学校教諭）

函館市立亀田小学校（小学校教諭）

帯広市立柏小学校（小学校教諭）

北見市立北小学校（小学校教諭）

別海町立別海中央小学校（小学校教諭）

伊達市立伊達小学校（小学校教諭）

根室市立成央小学校（小学校教諭）

岩内町立岩内東小学校（小学校教諭）

遠軽町立東小学校（小学校教諭）

(学)北海道カトリック学園　岩見沢天使幼稚園

(学)野幌キリスト教学園　のっぽろ幼稚園

(学)千歳学園　認定こども園メリー幼稚園

(学)松本学園　よいこのくに幼稚園

(学)絆学園　小規模保育園青空ことり保育園

(学)発寒学園　あづま幼稚園

(学)大藤学園　新さっぽろ幼稚園

(学)帯広葵学園　幼保連携型認定こども園柳町認定こども園

(学)帯広葵学園　幼稚園型認定こども園帯広の森幼稚園

(学)函館カトリック学園　認定こども園八雲マリア幼稚園

(学)高陽学園　認定こども園おおぞら幼稚園

(学)星置学園　ほしおきガーデン星の子幼稚園

(学)麻上学園　認定こども園さくら幼稚園

(学)北海道カトリック学園　長沼カトリック聖心幼稚園

(学)聖主学園　幼保連携型認定こども園山王幼稚園

(学)北海道キリスト教学園　小樽中央幼稚園

(学)山の手学園　平和幼稚園

(学)創成学園　そうせい幼稚園

(学)青木学園　花川南認定こども園

(学)北広島竜谷学園　小規模保育園こどものもり

(学)浅利教育学園　認定こども園西町さつき保育園

(学)幌北学園　認定こども園あいの里

(学)北邦学園　認定こども園いちい幼稚園・保育園

(学)田中学園　宮の森幼稚園



(学)松田学園　幼保連携型認定こども園三笠まつばの杜

学校教育(臨時) 湧別町立湧別小学校

社会福祉 (福)高陽福祉会　認定こども園当別夢の国幼稚園

(福)夢工房　幼保連携型認定こども園しらゆき夢

(福)札幌みどり福祉会　三和新琴似保育園

(福)幌北学園　発寒そらいろ保育園

(福)こどもの杜　認定こども園・えほんの森

(福)もいわ福祉会　もいわ中央こども園

(福)みらい　こどもみらい保育園野幌園

(福)知進会　おおあさ認定こども園

(福)清光会　双葉こども園

(福)太平福祉会　あいの里保育園

(福)札幌愛裕会　さわやか保育園

(福)北ひろしま福祉会　北広島デイセンター

(福)北海道社会事業協会

(福)法和福祉会　厚別西認定こども園

(福)大石福祉会　札苗保育園

(福)扶桑苑　児童養護施設　柏葉荘

(福)幌向保育会　ほろむい認定こども園とことん

㈱ユ・アイ　山の手ちびっこ保育園

㈱アンジェリカ　アンジェリカ保育園

㈱叶夢楼　平和にじのいろ保育園

㈱まなのもり　れあの風保育園

(同)M’s（エムス）　サクラ保育園厚別西

㈱ブレストホールディングス 　ぶれすと尻手ほいくえん

㈱ケーサポート　Kid'sさぽうと　はぐくみ園

日本赤十字社　旭川赤十字病院（院内保育士）

(医)千仁会　ちだ歯科クリニック（院内保育士）

㈱りりーぶ　放課後等デイサービス　りりーぶ

㈱仁　あった琴似

HITOWAキッズライフ㈱

アートチャイルドケア㈱

iNe Japon㈱

㈱アライト

社会福祉（臨時） (福)共愛福祉会　明園保育園

中和興産㈱　ちゅうわ南郷保育園

サービス ㈱NKインターナショナル

㈱ハスコムモバイル

進学 北翔大学　教育文化学部　教育学科


