
平成29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

地方公務 江別市教育委員会　学校教育支援室　教育支援課
北海道警察　生活安全部　少年課　少年サポートセンター
岩手県立療育センター

医療業 北海道大学病院

生涯学習学研究科　生涯学習学専攻

就職先一覧

鉄道業 北海道旅客鉄道㈱（ＪＲ北海道）　社員研修センター

進学先一覧
北海道大学大学院　教育学研究院

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） 北海道小樽潮陵高等学校
学校教育（臨時） 留萌市立東光小学校
地方公務 北海道警察　帯広警察署　警務課
医療業 （医）仁陽会　西岡第一病院
学術・開発研究機関 一般社団法人　ポスチュアウォーキング協会



平成29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） 石狩市立花川北中学校（保健体育）
音更町立音更中学校（保健体育）
寿都町立寿都中学校（保健体育）
苫前町立苫前中学校（保健体育）
北海道斜里高等学校（保健体育）
北海道鷹栖高等学校（保健体育）
北海道霧多布高等学校（保健体育）
札幌市立北翔養護学校（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）
北海道鷹栖養護学校（特別支援学校教諭）
北海道白樺高等養護学校（特別支援学校教諭）
北海道紋別高等養護学校（特別支援学校教諭）

学校教育（臨時） 岩見沢市立栗沢小学校（小学校教諭）
岩見沢市立第一小学校（小学校教諭）
斜里町立知床ウトロ学校（保健体育）
当別町立当別中学校（保健体育）
美瑛町立美瑛中学校（保健体育）
仁木町立銀山中学校（保健体育）
北海道旭川工業高等学校（保健体育）
北海道上ノ国高等学校（保健体育）
北海道共和高等学校（保健体育）
北海道知内高等学校（保健体育）
北海道真駒内養護学校（特別支援学校教諭）

学校教育（時間講師） 北海道札幌白石高等学校（保健体育）
北海道札幌西高等学校（保健体育）
（学）立命館　立命館慶祥高等学校（保健体育）

学校教育（嘱託） 北翔大学（事務職員）
国家公務 警視庁

航空自衛隊
陸上自衛隊

地方公務 茨城県競技力向上対策本部事務局（茨城県教育委員会）
網走市役所
岩内町役場
斜里町役場
伊達市役所
北海道警察
千歳市消防
函館市消防
石狩市役所
岩見沢市教育委員会

スポーツ施設 （財）さっぽろ健康スポーツ財団
株式会社ウェルネスフロンティア
㈱ＰＨＹＳＩＴ（スポーツクラブＰＨＹＳＩＴ　ＣＯＮＤＩＴＩＯＮＩＮＧ）
㈱SCENE'S　メディフィットコンディショニングラボ
特定非営利活動法人枝幸三笠山スポーツクラブ（エムスク）
㈱ＪＳＳ

金融・保険 北見信用金庫
釧路信用金庫
北空知信用金庫
稚内信用金庫
㈱日専連旭川
住友生命保険（相）  札幌支社
日本生命保険相互会社

教育、学習支援業 （財）さっぽろ青少年女性活動協会
㈱スポートピア

卸売業 ㈱あらた
秋山興業㈱
㈱ほくやく
㈱モロオ
リコージャパン㈱
㈱ＳＤＬ・ＨＤ



小売業 アイベックｽﾎﾟｰﾂ㈱ブラックナイト
アウティングスペース㈱
㈱メガスポーツ
VK-SPORTS㈱
㈱秀岳荘
生活協同組合コープさっぽろ
イオン北海道㈱
マックスバリュ北海道㈱
㈱エービーシー・マート
㈱アインファーマシーズ
㈱ドン・キホーテ
㈱宮田自動車商会
㈱ヨシモト
㈱ネクステージ
㈱テクノス北海道
㈱ＡＰパートナーズ
㈱ＤＯＲＡＬ

サービス業 札幌市農業協同組合
山形おきたま農業協同組合
北いぶき農業協同組合
ワタキューセイモア㈱　（ワタキュ－グループ）
㈱あいプラン
㈱秋田ケーブルテレビ
㈱オカモト　パブリック・ビジネス・カンパニー
ＮＴＴ北海道テレマート㈱
㈱ｇ－ｓｔｙｉｅ（ジースタイル）
㈱Ｗｉｚ
㈱プレステージ・インターナショナル
北一食品㈱
野口観光㈱
㈱アウトソーシング
特定非営利活動法人　ソーシャルビジネス推進センター
マスターピース・グループ㈱
㈱ネオコーポレーション
㈱エイジェック
㈱ウイングル
㈱ホープス
㈱ラウディ
㈱城山
㈱伸和ホールディングス
㈱太陽グループ
新和グループ
㈱SPJ

製造業 サッポロウエシマコーヒー㈱
㈱丸杉

鉄道業 北海道旅客鉄道㈱
社会福祉（医療福祉） （社医）松田整形外科メディカルフィットネスC-LINK

（社福）ノテ福祉会
（社福）苫前幸寿会　特別養護老人ホーム　苫前幸寿園
（社福）南富良野大乗会　知的障がい厚生施設　南富良野からまつ園
（社福）北海道光生舎

その他 空知ガス㈱
北海道ミツウロコ㈱
佐川急便㈱　北海道支社
三ツ輪運輸㈱
NITOH㈱
北海産業㈱
㈲西岡建設
エムズメッセ㈱
㈱アーキテックプランニング
㈱真和エンタープライズ

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
北翔大学　科目等履修生
北海学園大学　科目等履修生
（学）都筑教育学園　札幌医療リハビリ専門学校
（学）西野学園　札幌医学技術福祉歯科専門学校
（学）吉田学園　医療歯科専門学校
カプラインターナショナルスクール（アメリカ）



生涯スポーツ学部　健康福祉学科

就職先一覧

国家公務 航空自衛隊
地方公務 北海道職員（十勝総合振興局）

北海道警察
苫前町役場

社会福祉（医療福祉） （一社）にじいろ福祉会　自立生活訓練所　チャレンジキャンパスさっぽろ
（社医）明生会　網走脳神経外科・リハビリテーション病院
（社福）ゆうゆう
（社福）愛敬園　知的障がい者通所授産施設　北愛館
（社福）栄和会　介護老人保健施設　あつべつ
（社福）新篠津福祉会　障がい福祉サービス事業所サポートセンターこねくと
（社福）大友恵愛会　特別養護老人ホーム　大友恵愛会
（社福）北ひろしま福祉会　特別養護老人ホーム　東部緑の苑
（社福）北海道社会事業協会　富良野病院
（社福）羊ヶ丘養護園　児童養護施設　羊ヶ丘養護園
（社福）はるにれの里
（社福）長井学園
あくびコミュニケーションズ㈱
㈱トリムアップ（放課後等デイサービス）
㈱メディカルケアサービス
㈱メディカルシャトー　ライフプレステージ白ゆり新さっぽろ

小売業 ㈱ジョイフルエーケー　ペットワールドプロックス
㈱ツルハ（ツルハドラッグ）　（ツルハホールディングス）
㈱ネクステージ
生活協同組合コープさっぽろ

サービス業 カラカミ観光㈱
プレンティグローバルリンクス㈱
㈱東明

その他 東映アニメーション音楽出版㈱
㈱畑商会



教育文化学部　教育学科

就職先一覧

学校教育（正規） 埼玉県戸田市立笹目東小学校（小学校教諭）
神奈川県横浜市立洋光台第二小学校（小学校教諭）
神奈川県川崎市立中央支援学校（特別支援学校教諭）
遠軽町立遠軽南小学校（小学校教諭）
帯広市立啓西小学校（小学校教諭）
北見市立高栄小学校（小学校教諭）
北見市立北光小学校（小学校教諭）
札幌市立手稲中央小学校（小学校教諭）
札幌市立本町小学校（小学校教諭）
苫小牧市立明野小学校（小学校教諭）
別海町立別海中央小学校（小学校教諭）
別海町立上西春別小学校（小学校教諭）
美幌町立東陽小学校（小学校教諭）
稚内市立稚内中央小学校（小学校教諭）
札幌市立美しが丘小学校（特別支援学校教諭）
札幌市立平岸高台小学校（特別支援学校教諭）
札幌市立南小学校（特別支援学校教諭）
北海道拓北養護学校（特別支援学校教諭）
北海道七飯養護学校　おしま学園分校（特別支援学校教諭）
京極町立京極小学校（養護教諭）
当別町立西当別小学校（養護教諭）
函館市立大船小学校（養護教諭）
北斗市立石別小学校（養護教諭）
西興部村立上興部小学校（養護教諭）
札幌市立もみじ台南中学校（養護教諭）
大樹町立大樹中学校（養護教諭）
北竜町立北竜中学校（養護教諭）
幕別町立忠類中学校（養護教諭）
利尻町立利尻中学校（養護教諭）
稚内市立稚内東中学校（養護教諭）
北海道旭川工業高等学校（定時制・養護教諭）

学校教育（臨時） 網走市立南小学校（小学校教諭）
江別市立江別第二小学校（小学校教諭）
江別市立大麻泉小学校（小学校教諭）
小樽市立桂岡小学校（小学校教諭）
音更町立木野東小学校（小学校教諭）
札幌市立厚別通小学校（小学校教諭）
札幌市立厚別西小学校（小学校教諭）
札幌市立北九条小学校（小学校教諭）
札幌市立共栄小学校（小学校教諭）
札幌市立新発寒小学校（小学校教諭）
札幌市立中央小学校（小学校教諭）
札幌市立西岡小学校（小学校教諭）
札幌市立南月寒小学校（小学校教諭）
滝川市立滝川第二小学校（小学校教諭）
苫小牧市立緑小学校（小学校教諭）
泊村立泊小学校（小学校教諭）
礼文町立礼文小学校（小学校教諭）
北海道室蘭養護学校（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）
陸別町立陸別中学校（養護教諭）
北海道札幌あすかぜ高等学校（高校・音楽）
礼文町立船泊中学校（中学・音楽）



地方公務 音威子府村幼児センター（幼稚園教諭）
黒松内町教育委員会（小学校補助教諭）
新冠町立認定こども園ド・レ・ミ（保育教諭）
北海道警察
帯広市役所
陸別町役場
北見緑陵高等学校（事務職）

学校教育（正規） （学）大藤学園　本郷幼稚園（幼稚園教諭）
（学）坂本学園　大地太陽幼稚園（幼稚園教諭）
（学）札幌大蔵学園　札幌幼稚園（幼稚園教諭）
（学）手稲学園　おおぞら幼稚園（幼稚園教諭）
（学）発寒学園　あづま幼稚園（幼稚園教諭）
（学）菅原学園　認定こども園花川わかば幼稚園（保育教諭）
（学）聖徳学園　なかのしま幼稚園（保育教諭）

社会福祉（医療福祉）（正規） （社福）いしかり福祉会　えるむ認定こども園（保育教諭）
（社福）こどもの杜　認定こども園　えほんの森（保育教諭）
（社福）大五京　こども園ソレイユ（保育教諭）
（社福）北都福祉会　認定こども園北都（保育教諭）
（社福）愛和福祉会　西野中央保育園（保育士）
NPO法人　さっぽろぐるんぱ（保育士）
㈱日本保育サービス（保育士）
（社福）徳美会　児童養護施設　歌棄洗心学園（指導員）
（有）オフィス大坪　（児童発達支援・支援員）
ゆあコーポレーション㈱ 児童発達支援　放課後等デイサービスあんあんclass（支援員）
㈱ニチイ学館　市立札幌病院（事務職）

社会福祉（医療福祉）（臨時ほか） （社福）ビハーラ室蘭　港北保育所（保育士）
（社福）光星子どもの家福祉会　光星はとポッポ保育園（保育士）
（社福）太陽育生会　星置ピノキオ認定こども園（保育教諭）

小売業 ㈱エービーシー・マート
㈱ティーバイティー北海道
日本ピアノ㈱ピアノプラザ札幌

サービス業 ㈱ALPA
㈱TMJ
㈱旅行綜研
㈱ノバレーゼ

その他 公益財団法人　北海道生涯学習協会
東京八王子トレインズ

進学先一覧
北海道教育大学大学院旭川校　教育学研究科　音楽教育専攻
北翔大学大学院　生涯学習学研究科　生涯学習学専攻
JAカレッジ



教育文化学部　芸術学科

就職先一覧

学校教育（正規） 北海道平取養護学校
地方公務（契約） 江別市役所　江別市立よつば保育園（保育士）
サービス業 ㈱あいプラン

㈱ｇ－ｓｔｙｉｅ（ジースタイル）
SAPPORO FLOWER&CAFE
㈱シンプルスタイル
ハイテクシステム㈱

製造業 南幌ソーイング㈱
サンマルコ食品㈱

卸売業 ㈱モロオ
小売業 ㈱キャン

長谷川産業㈱
㈱和心

社会福祉（医療福祉） ㈱ベネッセスタイルケア
その他 ㈱鈴木東建

川田工業㈱
アクトコール㈱

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

教育文化学部　心理カウンセリング学科

就職先一覧

社会福祉（医療福祉） （医）圭仁会　東ヶ丘病院
（医）五風会　さっぽろ香雪病院
（医）資生会　千歳病院
（医）風のすずらん会　江別すずらん病院
（医）北仁会　石橋病院
（医）澤山会　手稲病院
（医社）旭川圭泉会病院
（医社）図南会　あしりべつ病院
（特医社）千寿会　三愛病院
（社福）麦の子会　むぎのこ児童発達支援センター
（社福）常徳会　児童養護施設　興正学園
（社福）せらぴ　就労支援センター　まろにえ
シマダリビングパートナーズ㈱
㈱インターネットインフィニティー　ﾚｺｰﾄﾞﾌﾞｯｸ日野
㈱ジョブロジック
札幌臨床検査センター㈱

製造業 上原ファーム㈱
小売業 ㈱ホンダカーズ札幌中央
サービス業 綜合警備保障㈱（ＡＬＳＯＫ）

北海道PKホテルマネジメント㈱
ピットクルー㈱
㈱神美（PERFECT LINE）

進学先一覧
北翔大学大学院　人間福祉学研究科　臨床心理学専攻
（学）大原学園　大原法律公務員専門学校
国立音楽院　ギタークラフト・リペア科



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 ㈱札幌丸井三越
㈱サッポロドラッグストアー
㈱パル
ネッツトヨタ道都㈱
㈱ウィズワーク

サービス業 ㈱ハマノホテルズ　定山渓グランドホテル瑞苑
㈱アレフ
㈱トヨタレンタリース札幌
㈱ドンクエンタープライズ
株式会社Wiz

製造業 日立化成㈱
社会福祉（医療福祉） ㈲ネット　うらほろ調剤薬局

進学先一覧
北翔大学　生涯スポーツ学部　スポーツ教育学科



こども学科

就職先一覧

学校教育（正規） 北見市立美山小学校（小学校教諭）
紋別市立紋別小学校（小学校教諭）

学校教育（臨時） 芦別市立上芦別小学校（小学校教諭）
江別市大麻東小学校（小学校教諭）
江別市立江別第二小学校（小学校教諭）
音更町立鈴蘭小学校（小学校教諭）

学校教育（正規） （学）慧光学園　長橋幼稚園（幼稚園教諭）
（学）原学園　ひかり幼稚園（幼稚園教諭）
（学）高陽学園　クラーク幼稚園（幼稚園教諭）
（学）深川竜谷学園　深川幼稚園（幼稚園教諭）
（学）千歳学園　メリー幼稚園（幼稚園教諭）
（学）帯広同朋学園　帯広東幼稚園（幼稚園教諭）
（学）東学園　美晴幼稚園（幼稚園教諭）
（学）野幌キリスト教学園　のっぽろ幼稚園（幼稚園教諭）
（学）鈴木学園　苫小牧マーガレット幼稚園（幼稚園教諭）

学校教育（契約） （財）北海道ＹＭＣＡ　ＹＭＣＡ幼稚舎（幼稚園教諭）
学校教育（正規） （学）あけぼの学園　認定こども園　あけぼの（保育教諭）

（学）斜里大谷学園　認定こども園　斜里大谷幼稚園（保育教諭）
（学）聖主学園　認定こども園　山王幼稚園（保育教諭）
（学）前田学園　認定こども園　夢の国幼稚園・保育園（保育教諭）
（学）大藤学園　認定こども園　新さっぽろ幼稚園・保育園（保育教諭）
（学）田端学園　認定こども園　北郷あゆみ幼稚園（保育教諭）
（学）柏学園　認定こども園　南幌みどり野幼稚園（保育教諭）
（学）北海道キリスト教学園　認定こども園　名寄幼稚園（保育教諭）
（学）北見カトリック学園　認定こども園　遠軽ひばり幼稚園（保育教諭）
（学）北見大谷学園　認定こども園北見大谷幼稚園ほいくの森（保育教諭）
（学）北邦学園　認定こども園　いちい幼稚園・保育園（保育教諭）
（学）北邦学園　認定こども園　札幌自由の森幼稚園・保育園（保育教諭）
（学）幌北学園　認定こども園ひまわり　拓北そらいろ保育園（保育教諭）

学校教育（契約） （学）光塩学園女子短期大学附属認定こども園（保育教諭）
（学）三溝学園　認定こども園　北陽幼稚園　第２北陽保育園（保育教諭）
（学）北海道浅井学園　認定こども園第２大麻幼稚園（保育教諭）

社会福祉（医療福祉）（正規） （学）福寿学園　ひまわりほいくえん（保育士）
（社福）愛和福祉会　愛和えるむ保育園（保育士）
（社福）岩見沢鉄北保育会　みどり保育園（保育士）
（社福）新札幌福祉会　もみじ台南保育園（保育士）
（社福）森友会　なかよしの森保育園（保育士）
（社福）大谷菩提樹会　鈴蘭保育園（保育士）
（社福）大藤福祉会　大藤児童デイサービスふわり・第２・屯田・やまなみ（保育士）
（社福）桃の花メイト会　屯田桃の花保育園（保育士）
（社福）母心学園　みその保育園（保育士）
（社福）法和福祉会　厚別西保育園（保育士）
（社福）明日萌　苫小牧みらい保育園（保育士）
タカラ美装リース㈱　札幌東徳洲会病院　ゆうゆう保育園（保育士）
㈱ヒューマンリンク　児童通所支援センター　ホワイトペンギン（保育士）
㈱プライムツーワン　恵み野病院ひまわり保育所（保育士）
㈱日本保育サービス　アスクたなし保育園（保育士）



社会福祉（医療福祉）（嘱託・契約・パート） マザー保育園　南郷（保育士）
（社福）愛和福祉会　西野中央保育園（保育士）
（社福）扶桑苑　二十四軒保育園（保育士）
（医）旭川赤十字病院　旭川赤十字保育園（保育士）
（社福）千歳社会福祉協会　向陽台保育園（保育士）
（社福）網走愛育会　潮見保育園（保育士）
（社福）太陽育生会　星置ピノキオ認定こども園（保育教諭）
（社福）札幌緑花会　障害者支援施設　花園学院（介護職）
（社福）希望の里　知的障害者更生施設　社台福祉園（支援員）

社会福祉（医療福祉）（正規） （学）浅利教育学園　認定こども園千歳春日保育園（保育教諭）
（学）早坂学園　認定こども園　幌東（保育教諭）
（社福）こどもの杜　認定こども園　おひさま（保育教諭）
（社福）愛全会　認定こども園　Aloha!もなみキッズガーデン（保育教諭）
（社福）花山福祉会　花山認定こども園（保育教諭）
（社福）釧路若草会　認定こども園　釧路共栄保育園（保育教諭）
（社福）百合愛会　認定こども園　幼稚舎あいか（保育教諭）
（社福）夢つべつ　認定こども園　こどもの杜（保育教諭）
（社福）夢工房　認定こども園　さっぽろ夢（保育教諭）
（社福）明日萌　認定こども園　厚別さくら木保育園（保育教諭）
（社福）陽光福祉会　こども園・ひかりのこ・いしかり（保育教諭）
（社福）陽光福祉会　こども園・ひかりのこ・さっぽろ（保育教諭）
認定こども園　マミーポッケ（保育教諭）

社会福祉（医療福祉）（臨時） （一財）多田福祉事業団　西岡保育園（保育士）
（社福）救世軍社会事業団　救世軍菊水上町保育園（保育士）
（社福）札幌みどり福祉会　前田中央保育園（保育士）
（社福）札幌協働福祉会　札幌協働保育園（保育士）
（社福）常徳会　児童養護施設　興正学園（保育士）
（社福）常徳会　青葉興正保育園（保育士）
（社福）福美会　北白石保育園（保育士）

製造業 ㈱エムアンドエフ
小売業 ㈱キャン
小売業 ㈱レアールパスコベーカリーズ
サービス業 ㈱NKインターナショナル

㈱コスモネット
㈱ソプラティコ　ほのかスポーツクラブ
㈱ルーキーファーム
㈱アクセスアイ　スタジオ・アン　新さっぽろデュオ2店

進学先一覧
北翔大学　教育文化学部　教育学科
武蔵野大学　通信教育部　教育学部　児童教育学科


