
令和元年度 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
社会福祉 ㈱てとり（てとりキッズ）

⽣涯学習研究科 ⽣涯学習学専攻

就職先⼀覧
福祉 ㈱Atem（福祉コンサルタント業）

㈱マルベリー

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 北翔⼤学 北⽅圏⽣涯スポーツ研究センター

根室市⽴光洋中学校
学校教育（臨時） 札幌市⽴中央中学校

札幌市⽴平岸中学校
スポーツ関連 (公財)江東区健康スポーツ公社

令和元年度 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） 奥尻町⽴奥尻中学校（保健体育）

佐呂間町⽴佐呂間中学校（保健体育）
市⽴札幌藻岩⾼等学校（保健体育）
滝川市⽴明苑中学校（保健体育）
苫⼩牧市⽴光洋中学校（保健体育）
沼⽥町⽴沼⽥⼩学校（⼩学校教諭）
沼⽥町⽴沼⽥中学校（保健体育）
美唄市⽴美唄中学校（特別⽀援教諭）



美幌町⽴美幌中学校（特別⽀援）
北海道札幌伏⾒⽀援学校もなみ学園分校（保健体育）
北海道⼿稲⾼等学校（⾼校教諭）
北海道星置養護学校（特別⽀援教諭）
北海道余市養護学校（保健体育）
三笠市⽴三笠中学校（保健体育）
留萌市⽴留萌中学校（保健体育）

学校教育（臨時） 苫⼩牧市⽴沼ノ端中学校（保健体育）
広尾町⽴広尾⼩学校（期限付・学習⽀援）

学校教育（時間講師） 札幌稲雲⾼等学校
北海道室蘭清⽔丘⾼等学校・北海道室蘭栄⾼等学校（保健体育）

国家公務 航空⾃衛隊（⼭⼝県⼩⽉基地航空学校）
地⽅公務 秋⽥県⼤仙市

網⾛市役所
岩内町役場
⼩平町役場 
⽩⽼町役場
伊達市役所
当別町役場
⻄興部村役場
根室市役所内定
北海道（⼀般⾏政・教育⾏政）
⼣張市役所
北海道警察
札幌市（消防）

スポーツ関連 ㈱イトマンスイミングスクール
ウェルネスフロンティア
オカモトグループ
㈱カウラナ
グランツスポーツアカデミー
コープさっぽろ（まる元） 
ゴールドジム（㈱THINKフィットネス）
㈱SHARE スマートウェイ 
ジュンスポーツクラブ
㈱スコーレ苫⼩牧
㈱ぜん
東商アソシエート㈱
北海道⻘少年会館compassスイミングスクール
ラグスタ㈱
リーフラス㈱



NPB（千葉ロッテマリーンズ育成契約）
(社)⼩⾖島スポーティーズ
北翔⼤学 スポルクラブ

⾦融・保険 釧路信⽤⾦庫

第⼀⽣命保険㈱

㈱札幌北洋リース
教育・学習⽀援 (公財)さっぽろ⻘少年⼥性活動協会 

(学)⾹⽊学園 幼保認定こども園東苗穂スパークル園
(学)三幸学園

卸売・⼩売 札幌トヨタ販売㈱
渡辺パイプ㈱
㈱光合⾦製作所
東⽇本フード㈱ 
丸⽔札幌中央⽔産㈱
㈲深沢精⾁店
㈱ヨドバシカメラ
㈱ヤマダ電機
丸久中央物産㈱
函館酸素㈱
㈱いちたかガスワン
ホクサン㈱
㈱三ツ輪商会
㈱常⼝アトム
㈱パワーステーション
㈱スノーピーク
㈱良品計画
㈱ユニー
(有)わしやま⽯材⼯務店
㈲エアルファースト

サービス ㈱三菱ライフネットワーク
ワタキューセイモア㈱
野⼝観光㈱
㈱トヨタレンタリース新札幌
北海道産業㈱
㈱G-style 
㈱合⽥観光商事
綜合警備保障㈱ALSOK
ギャラリーカフェ ルーシー
㈱エイムカンパニー
㈱ファクトリージャパングループ



SDエンターテイメント㈱
㈱サカイ引越センター
JA北⽯狩
JAオホーツク網⾛
JA標津町
北いぶき農業協同組合
雄武漁業協同組合

医療 ㈱ほくやく
㈱モロオ

建設 東京セキスイハイム㈱
コスモ建設㈱
㈱ロゴスホーム
㈱サトー⼯建
カツウラ建機㈱
㈱シンモク
㈱テクノプロコンストラクション 

不動産 住友不動産㈱
東急リバブル㈱
明和地所㈱
㈱東黎トラスト

社会福祉 ㈱マルベリー
運輸・郵便 JR北海道㈱

⽇本チルド物流㈱ 
エア・ウォーター物流㈱
⽇本郵政㈱

情報通信 ㈱エムデジ
㈱Wiz

その他 合同会社  葵 
㈱PPIHグループ
エフプレイン㈱
ライクスタフィング㈱
㈱⻘⼭メインランド
㈱ティスメ
㈱フェローズ
ざわざわ森ペットクリニック
⿊島綜合事務所
⼗役漁業部

進学 北翔⼤学 ⽣涯スポーツ学研究科
北海道教育⼤学 ⼤学院（釧路校）



⽣涯スポーツ学部 健康福祉学科

就職先⼀覧
国家公務 陸上⾃衛隊
地⽅公務 共和町役場（⼀般⾏政・社会福祉⼠）
医療 (医)札幌道都病院 

(医)⻄さっぽろ病院 
(医)記念塔病院 
市⽴室蘭総合病院
浦河⾚⼗字病院

社会福祉 (社福)北海道友愛福祉会 介護⽼⼈福祉施設 静苑ホーム
(社福)⻑井学園
(社)はるにれの⾥ 
新冠ほくと園 ミルト
(社福)函館愛育会 特別養護⽼⼈ホームおおぞら
(社福)斑⼭会 ケアハウス ゼーレ
デイサービスジョイリハ

卸売・⼩売 札幌トヨタ⾃動⾞㈱
北ガスフレアスト㈱ 
㈱アインホールディングス 
⽣活協同組合 コープさっぽろ
えりも⾷品㈱
㈱アブ・アウト

サービス ㈱トヨタレンタリース新札幌 
JAとうや湖
(株)太陽グループ
㈱⼭本ビル
㈱マルハン 

不動産 ㈱常⼝アトム
運輸 ＪＲ北海道㈱ 

北海道⻄濃運輸㈱
教育・学習⽀援 NPO法⼈さっぽろこどもサポート
建設 ㈱テクノプロコンストラクション

その他 合同会社Reform
ワイゼンラージ㈱

進学 北翔⼤学⼤学院 ⼈間福祉学研究科  



教育⽂化学部 教育学科

就職先⼀覧
学校教育（正規） 旭川市⽴永⼭南⼩学校（⼩学校教諭）

厚岸町⽴太⽥⼩学校（⼩学校教諭）
網⾛市⽴中央⼩学校（養護教諭）
⼩樽市⽴潮⾒台⼩学校（⼩学校教諭）
⾳更町⽴鈴蘭⼩学校（⼩学校教諭）
帯広市⽴清川中学校（養護教諭）
帯広市⽴⻄⼩学校（⼩学校教諭）
北⾒市⽴上仁頃⼩学校（養護教諭）
共和町⽴東陽⼩学校（⼩学校教諭）
釧路市⽴桜ケ丘⼩学校（⼩学校教諭）
札幌市⽴有明⼩学校（⼩学校教諭）
札幌市⽴新札幌わかば⼩学校（⼩学校教諭）
札幌市⽴太平⼩学校（⼩学校教諭）
札幌市⽴⻄宮の沢⼩学校（⼩学校教諭）
札幌市⽴栄北⼩学校（⼩学校教諭）
札幌市⽴篠路⼩学校（養護教諭）
札幌市⽴⽩⽯⼩学校（⼩学校教諭）
⼠別市⽴朝⽇中学校（中学校教諭）
新得町⽴屈⾜南⼩学校（養護教諭）
砂川市⽴⽯⼭中学校（養護教諭）
苫⼩牧市⽴北星⼩学校（⼩学校教諭）
中標津町⽴計根別学園（⼩学校教諭）
名寄市⽴名寄⼩学校（⼩学校教諭）
⽇本体育⼤学附属⾼等⽀援学校
根室市⽴成央⼩学校（⼩学校教諭）
登別市⽴鷲別⼩学校（⼩学校教諭）
函館市⽴あさひ⼩学校（養護教諭）
美唄市⽴美唄中央⼩学校（⼩学校教諭）
美幌町⽴美幌⼩学校（⼩学校教諭）
弘前市⽴船沢⼩学校（⼩学校教諭）
北海道阿寒⾼等学校（養護教諭）
北海道美幌⾼等学校（⾼校教諭）
北海道羅⾅⾼等学校（養護教諭）
北海道芦別⾼等学校（⾼校教諭）
真狩村⽴御保内⼩学校（養護教諭）
むかわ町⽴穂別中学校（養護教諭）
芽室町⽴芽室⼩学校（⼩学校教諭）



湧別町⽴富美⼩学校（養護教諭）
留寿都村⽴留寿都⼩学校（⼩学校教諭）

学校教育（臨時） 帯広市⽴明星⼩学校（⼩学校教諭）
川崎市⽴平間⼩学校（⼩学校教諭）
清⾥町⽴清⾥⼩学校（⼩学校教諭）
札幌市⽴中央⼩学校（⼩学校教諭）
札幌市⽴⻄岡⼩学校（特⽀・⼩学校教諭）
札幌市⽴みどり⼩学校（⼩学校教諭）
札幌市⽴鴻城⼩学校（⼩学校教諭）
札幌市⽴藤野南⼩学校（養護教諭）
登別市⽴幌別⼩学校（養護教諭）
別海町⽴中春別⼩学校（⼩学校教諭）
北海道中標津⽀援学校（養護教諭）
北海道紋別養護学校ひまわり学園分校（養護教諭）

地⽅公務 ⿅追町役場（⼀般⾏政）
教育・学習⽀援 (公財)札幌市⻘少年⼥性活動協会

㈱ 敬
練成会グループ

学校教育（正規） (学)近代学園 発寒にこりんこども園
(学)創成学園 そうせい幼稚園
(学)北海⼤⾕学園 ⼤⾕第⼆幼稚園

社会福祉 (社福)花⼭福祉会 花⼭認定こども園
(社)札幌東川下福祉会 東川下ポッポ保育園
ライクアカデミー㈱
特定⾮営利活動法⼈ ひなた
児童発達⽀援・放課後等デイサービス リズムアート⾳の森
児童発達⽀援・放課後等デイサービス パレッタ
㈱3eee（児童デイサービス ラブアリス）
グリーンサポートシステム㈱

卸売・⼩売 ㈱アインホールディングス 
㈱ヨドバシカメラ
㈱オルゴール堂
国分北海道㈱
㈱ドン・キホーテ
フクダ電⼦㈱
北海道マツダ販売㈱
㈱ガモウ北海道
㈱パル

サービス ANA新千歳空港㈱
イオン北海道㈱



⽇本郵便㈱
南幌町農業協同組合
JA岩⾒沢
JA美幌
ニューオオタニイン
㈱レブニーズ

保険 住友⽣命保険相互会社
第⼀⽣命保険㈱
太陽⽣命保険㈱

情報通信 アイコムシステック㈱
中央コンピュータ―サービス㈱

建設 共同エンジニアリング㈱
㈱ワールドコーポレーション
㈱アウトソーシングテクノロジー

その他 ㈱シンコーハイウェイサービス
ピーフォート㈱
カインドデンタルクリニック
Hair finery Janx

進学 北翔⼤学 ⼈間福祉学研究科 
北翔⼤学 ⽣涯学習学研究科

教育⽂化学部 芸術学科

就職先⼀覧
地⽅公務 江別保健所（臨時職員）
建設 ㈱ジョンソンホームズ（ヤマチユナイテッドグループ）

住研ハウス㈱
㈱中原建築設計事務所

広告 ㈲デジタルプラネッツ
卸売・⼩売 佐藤⽔産㈱

㈱アインホールディングス 
㈱富⼠メガネ
㈱パル
フォーデイズ㈱
㈱ガモウ北海道
㈱EBM

サービス ㈱ステージアンサンブル
その他 ㈱グリーンリボン



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)健⼼会 桑園病院

(特医)朋友会 ⽯⾦病院
(特社)千寿会 三愛病院
(医)旭川圭泉会 旭川圭泉会病院

社会福祉 児童養護施設 北海愛星学園 
(医)杏林会 地域⽣活⽀援センターハートステーション

卸売・⼩売 ダイハツ北海道販売㈱ 
トヨタカローラ札幌㈱ 
㈱アインホールディングス 
㈱バーニッシュカンパニー
㈱パル（Latticeパセオ店）
㈱ロバパン 
⻑⾕川産業㈱
⼩⽥島商事㈱

サービス 中道リース㈱
㈱トヨタレンタリース新札幌
アリさんマークの引越社
ワタミ㈱
㈱みづほ野

運輸 ⽇本通運㈱
共同交通㈱

教育・学習⽀援 (公財)さっぽろ⻘少年⼥性活動協会
(学)北翔⼤学

進学 北翔⼤学 ⼈間福祉学研究科

北翔⼤学短期⼤学部

ライフデザイン学科

就職先⼀覧
卸売・⼩売 ㈱アインファーマシーズ

㈱パル
㈱もりもと
㈱ダイコク



⾦融 北海道⺠共済⽣活協同組合
縫製 ボン・シャルル㈱ 

創和プロジェクト㈱ 
サービス 北海道中央バス㈱

アリさんマークの引越社
ダンス所属事務所EXPG

その他 ㈱エイジェック
進学 北翔⼤学⽣涯スポーツ学部 スポーツ教育学科編⼊

⻘⼭ファッションカレッジ

こども学科

就職先⼀覧
学校教育(正規) 苫⼩牧市⽴ウトナイ⼩学校（⼩学校教諭）

登別市⽴登別⼩学校（⼩学校教諭）
倶知安町⽴北陽⼩学校（⼩学校教諭）
七飯町⽴七重⼩学校（⼩学校教諭）

学校教育(臨時) 札幌市⽴東園⼩学校（特別⽀援）
社会福祉 (社福)愛敬園 ⼿稲東保育所

(社福)岩⾒沢トネベツ保育会 岩⾒沢トネベツひまわり保育園
(社福)⼩樽四ツ葉学園 中央保育所
(社福)清光会 双葉こども園
(社福)札幌正栄会 菊⽔すずらん保育園
(社福)札幌東川下福祉会 東川下ポッポ保育園
(社福)札幌光陽会 ⻄岡⾼台保育園
(社福)札幌福祉会 札幌北野保育園 
(社福)札幌報恩会 まごころ保育園
(社福)札幌ポプラ会 栄保育園
(社福)賛美会 こひつじ認定こども園
(社福)新札幌福祉会 ひばりが丘あすなろ保育園
(社福)新札幌福祉会 ひばりが丘保育園
(社福)新樹の会 アンデルセン保育園
(社福)新樹の会 アンデルセン第⼆保育園
(社福)太陽育⽣会 星置ピノキオ認定こども園
(社福)滝川市社会福祉事業団 ⼀の坂保育所
(社福)伊達睦会 うす保育所
(社福)華園福祉会 ⼭⿐華園保育園
(社福)星光福祉会 北の星⽩⽯保育園
(社福)⽔の会 開成いちい保育園



(社福)桃の花メイト会 ⼿稲桃の花保育園
(社福)陽光福祉会 ひかりのこ さっぽろ
合同会社トリプルエー ⼿稲中央あんびしゃす保育園
㈱タスクフォース ポポラー琴似保育園
㈱札幌協和 えすけーきっずクラブ
㈱スマイルクルー おひさまのっぽろ保育園
㈱アンジェリカ アンジェリカ保育園
ライクアカデミー㈱
㈱グローバルブリッジ あい・あい保育園
㈱アートチャイルドケア
(社福)⽺ケ丘養護園 児童養護施設⽺ケ丘養護園内定
(社福)扶荘苑 柏葉荘
(社福)扶荘苑 柏葉保育園
(社福)光が丘学園
(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)札幌緑花会 花園学院
(社福)北ひろしま福祉会
(社福)札親会 知的障がい者更⽣施設札北荘
児童デイサービスきらきら
北部たんぽぽクラブ

社会福祉（臨時ほか） (社福)厚別共栄福祉会 厚別共栄保育園
(社福)愛和福祉会 ⻄野中央保育園

学校教育 (学)⻘⽊学園 緑苑台認定こども園
(学)あけぼの学園 認定こども園あけぼの
(学)あけぼの学園 認定こども園もりのひだまり
(学)浅井学園 ⼤⿇まんまるこども園
(学)浅利教育学園 認定こども園苫⼩牧もも花幼稚園
(学)幌北学園  ⻄野そらいろ保育園
(学)幌北学園 幌⻄そらいろ保育園
(学)札幌慈恵学園 札幌慈恵保育園
(学)千歳栄光学園 認定こども園千歳第２幼稚園
(学)⼿稲学園 おおぞら幼稚園
(学)中標津ひかり学園 中標津ひかり幼稚園
(学)北海⼤⾕学園 認定こども園⼤⾕オアシス保育園
(学)北海道カトリック学園 ⼤⿇藤認定こども園
(学)マーガレット学園 認定こども園マーガレット幼稚園・保育園
(学)松⽥学園 認定こども園三笠まつばの杜
(学)有和学園 サンクパール幼稚園
(学)⼤藤学園 本郷幼稚園
(学)柏学園 第２かしわ幼稚園



(学)柏学園 南幌みどり野幼稚園
(学)坂本学園 ピノキオ幼稚園
(学)札幌⼤蔵学園 札幌幼稚園
(学)札幌学園 真駒内幼稚園
(学)聖公会北海道学園 岩⾒沢聖⼗字幼稚園
(学)⾼陽学園 クラーク幼稚園
(学)つくし学園 千歳つくし幼稚園
(学)天明学園 篠路光真幼稚園
(学)⽇本メノナイト学園 中標津愛光幼稚園
(学)沼ノ端学園 認定こども園第2はくちょう幼稚園
(学)ふしこ学園 ふしこ幼稚園
(学)星置学園 星の⼦幼稚園
(学)北邦学園 認定こども園札幌⾃由の森幼稚園・保育園
(学)松本学園 よいこのくに幼稚園
(学)室橋学園 平岸幼稚園

地⽅公務 標茶町（保育⼠）
⾚平市（保育⼠）
岩内町（保育⼠）
佐呂間町（保育⼠）
苫⼩牧市（保育⼠）
湧別町（保育⼠）

⾦融 釧路信⽤組合 
サービス ホテルアルコ

㈲浜っこ
㈱城⼭コミュニケーション
常呂町漁業組合 
㈱平成観光
北東商事㈱
㈱オンザコート
㈱クラフティ 札幌営業所
㈱TMJ
㈱テレポートモバイル

映像 アトリエデザインクー
その他 ㈱Buzzsolu

㈱エイジェック
進学 北翔⼤学教育⽂化学部 教育学科 

北翔⼤学⽣涯スポーツ学部 スポーツ教育学科
星槎⼤学共⽣科学専攻


