
平成29年５月1日現在

健康福祉学科 運動栄養学科 スポーツ情報マスメディア学科 現代武道学科
教員等 石巻市立稲井小学校 涌谷町立涌谷第一小学校（常勤講師） 岩手県立一関清明支援学校 山形県立鶴岡工業高等学校(保健体育・常勤講師) 盛岡市立永井小学校 長岡市立岡南中学校(保健体育・常勤講師)

小山市立羽川小学校 二本松市立原瀬小学校（常勤講師） 仙台育英学園高等学校(保健体育・常勤講師) 福島県北教育事務所　小学校(常勤講師) 明成高等学校(情報・常勤講師) 大崎市立鬼首小学校(常勤講師)

草加市立氷川小学校 棚倉町立棚倉小学校（常勤講師） 三春町立三春中学校(保健体育・常勤講師） 那須塩原市塩原小中学校(栄養教諭・常勤講師） 市原市辰巳台西小学校(常勤講師) 福島県立白河高等学校(保健体育・非常勤講師)

市川市八幡小学校 桑折町立伊達崎小学校（常勤講師） 宮城県立利府支援高等学校（常勤講師） 宮城県大河原商業高等学校(保健体育・非常勤講師)

宮城県三桜高等学校(保健体育・常勤講師) 新発田市立東豊小学校（常勤講師） 青森県立青森第二養護学校(常勤講師) 網走市立第二中学校(保健体育・非常勤講師）

仙台育英学園高等学校(保健体育・常勤講師) 宮城県多賀城高等学校(保健体育・非常勤講師) 福岡市教育事務所　特別支援学校（常勤講師）

岩手県立大船渡東高等学校(保健体育・常勤講師) 聖和学園高等学校(保健体育・非常勤講師) 石巻市立石巻小学校(常勤講師)

山形県立酒田西高等学校（保健体育・常勤講師） 福島県立耶麻農業高等学校(保健体育・非常勤講師) 名取市立不二が丘小学校(常勤講師)

山形県内高等学校(保健体育・常勤講師) 盛岡中央高等学校（保健体育・非常勤講師） 名取市増田小学校(常勤講師)

柴田町立船岡中学校（保健体育・常勤講師） 弘前学院聖愛中学高等学校（保健体育・非常勤講師） 南三陸町立入谷小学校(常勤講師)

水戸市立第三中学校(保健体育・常勤講師) 北海道稲雲高等学校（保健体育・非常勤講師） 南会津町田島小学校(常勤講師)

弘前学院聖愛中学高等学校（保健体育・非常勤講師） 北海高等学校(保健体育・非常勤講師) 宮城県富谷高等学校(養護教諭・常勤講師）

京都橘中学校・高等学校（保健体育・常勤講師） 日本学園中学校・高等学校（保健体育・非常勤講師） 宮城県名取北高等学校(養護教諭・常勤講師）

大崎市立三本木中学校(保健体育・常勤講師） 箕面自由学園高等学校(保健体育・非常勤講師) 宮城県登米教育事務所(養護教諭・常勤講師）

仙台市立四郎丸小学校(常勤講師) 開智望小学校(養護教諭・常勤講師）

仙台市高砂小学校（常勤講師）　 宮城県古川高等学校(保健体育・非常勤講師)

白石市大平小学校（常勤講師） 宮城教育大学付属特別支援学校(非常勤講師)

名取市立愛島小学校（常勤講師） 福島県立湯本高等学校(養護教諭・非常勤講師)

大崎市立三本木小学校（常勤講師）

公務員 陸上自衛隊　３名 埼玉県央広域消防本部　２名 宮城県警 陸上自衛隊 陸上自衛隊 陸上自衛隊

公的機関 警視庁　５名 ＮＰＯ法人　石巻市体育協会 福島県警　 埼玉県警 大崎地域広域行政事務組合 刑務官

宮城県警 岩手県葛巻町役場 千葉県警　２名 仙台市消防局 山形県酒田地区広域行政組合消防本部 北海道警

福島県警　２名 青森県七戸町役場 福島県田村市役所 仙南地域広域行政事務組合 宮城県警

山形県警 北海道七飯町役場　２名 仙台市子供未来局　子供相談支援センター(臨時) 福島県古殿町役場

茨城県警 北海道八雲町役場 太白区中央市民センター(臨時) 大船渡市役所(臨時)

群馬県警 北海道八雲町教育委員会 登米市教育事務所　学習補助員(臨時) 陸前高田市役所(臨時)

岐阜県警 北海道新冠町役場 新潟県立佐渡特別支援支援学校(事務職員) ＮＰＯ法人　矢巾町体育協会(契約)

仙台市消防局 石巻市役所　(臨時）

仙南地域広域行政事務組合 （公財）仙台ひと・まち交流財団　(臨時）

会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部　２名 福島県いわき海浜自然の家　(臨時)

須賀川地方広域消防組合　２名 苫小牧市立東中学校　特別指導支援員

北上地区消防組合 前橋市まちづくり公社

青森地域広域事務組合　消防本部　２名 越前市体育協会　越前体操クラブ

民間企業 （株）大東銀行 綜合警備保障（株）　２名 新庄信用金庫 (株)楽天野球団 商品販売部 (株)きらやか銀行 綜合警備保障（株）

（株）北海道銀行 ＡＬＳＯＫ福島（株）　２名 みやぎ登米農業協同組合 福島民報社 カメイ（株） 青森綜合警備保障(株)　２名

千葉信用金庫 北関東警備保障（株） （株）マキタ （株）ベイクルーズ (株)加美町振興公社 （株）セノン

鶴岡信用金庫 (株)キステム コマツリフト(株) （株）サザビーリーグアイビーカンパニー 日産プリンス宮城（株） (株)シムックス

福島縣商工信用組合 みやぎ生活協同組合　２名 （株）スズキ自販宮城 綜合警備保障（株） 秋田トヨタ自動車（株） (株)マイナビ

空知商工信用組会 （株）寺岡システム　２名 栃木スバル自動車(株) (株)トヨタカローラ宮城 ＪＦＥ鋼板(株) みやぎ生活協同組合

全国農業協同組合連合会岩手県本部 （株）ジェイアイエヌ　２名 （株）ネクステージ　３名 丸大堀内(株) (株)すかいらーく 日東イシダ(株)

東西しらかわ農業協同組合 (株)ベイクルーズ 阿部勝自動車（株）　２名 (株)利久 (株)リスコンス 吉岡幸（株）

ふくしま未来農業協同組合 杉沢薬品(株) (株)小泉 (株)セゾンファクトリー （株）イデアル (株)岩城

東日本旅客鉄道（株） 丸井産業（株） （株）ベルーナ (株)やまや (株)ローソン ダンロップ東北（株）

本田技研工業（株）鈴鹿製作所 (有)リボリューション （株）八幡自動車商会 （株）ハブ (株)ユアシス・ワン 木組庵

（株）鷺宮製作所 太三機工(株) とちぎコープ生活協同組合 ルートインジャパン(株) アークランドサービスホールディングス(株) ホテル法華クラブ仙台

（一財） 公園財団　国営みちのく杜の湖畔公園 ルートインジャパン(株) 三進金属工業（株） (株)セントメディア テルウェル東日本（株） センコー（株）

宮城トヨタ（株）　２名 青殻 青山商事（株） ２名 （株）米沢食肉公社 (株)Geniee インテックソリューションパワー

仙台トヨペット（株） (株)エイネット NOKメタル（株） (株)マツキ （株）ピーシーデポコーポレーション

宮城日産自動車（株） （株）仙台銘鈑 （株）レオパレス21 （株）兵藤フードサービス （株）一の坊

日産プリンス宮城販売（株） (株)ダイユーエイト （株）ジャパンビバレッジホールディングス （株）八幡自動車商会 (株)テレ・マーカー

ネッツトヨタノヴェルふくしま（株） （株）プライマリーステップ (株)ヨークベニマル （株）でん六

（株）スズキ自販福島 (株)マルト 永大小名浜（株） （株）HIS

トヨタカローラ山形（株）　４名 (株)南東北クボタ 森本工業(株) （株）スカイパレスアソシエイツ

山形日産自動車（株） （株）メディアステーション　ソフトバンクショップ ジャパンビルシステム(株) （株）東祥

（株）スズキ自販青森 (株)ヨークベニマル （株）仙台冷蔵倉庫 (株)サイゼリア

栃木スバル自動車(株) （株）ヨドバシカメラ （株）ジャパンクリエイト （株）シリウス

栃木トヨタ自動車（株） シンコール(株) 森建設工業(株) ＡＬＳＯＫ岩手(株)

日産プリンス東京販売(株) JR東日本フードサービス（株） トヨタウッドユーホーム（株） (株)ツルハ

（株）ネクステージ　４名 （株）ENEOSフロンティア (株)クラ・ゼミ 東建コーポレーション（株）

阿部勝自動車（株） ＥＮＥＯＳグローブエナジー(株) 仙台ターミナルビル（株）

（株）ビックモーター （一財）日本ボディセラピスト協会　２名 （株）深谷組

（株）宮田自動車商会 (株)ボディワークホールディングス　２名 （株）ドン・キホーテ

（株）良和ハウス （株）マイナビ (株)サン･ベンディング東北

積水ハウス（株） （株）日本ドリコム 日本食研ホールディングス（株）

(株)カワチ薬品
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平成２８年度（２９年３月卒） 卒業生の就職先一覧
民間企業 （有）御前屋 明治安田生命保険相互会社　２名

KeePer技研(株) (株)ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング　２名

秋田共同印刷（株） ディップ(株)

エーセイエネルギー（株） ファインリゾート（株）ブランニューキタカミ

カナフレックスコーポレーション（株） 北海道エア・ウォーター（株）

（株）Impression (株)大塚商会

（株）USEN （株）サイコー

(株)アルビオン ベストパーツ(株)

（株）エフアンドエム (株)寺岡システム

（株）コプロ・エンジニアード （株）渡辺パイプ

（株）サイゼリア 積和不動産東北（株）

（株）サカイ引越センター 東建コーポレーション（株）

(株)埼玉園芸市場 大東建物管理(株)

（株）高儀 (株)日立ライフ

(株)ハート引越しセンター Life&Style(株)

（株）バイタルネット トヨタウッドユーホーム（株）

（株）マツキ　２名 アエラホーム（株）

（株）山元 南光運輸(株)

(株)ユニマットライフ (株)マキテック

（株）タカカツホールディングス 空調企業（株）

(株)夢真ホールディングス 古川工業(株)

九五基礎工業(株) （株）キノシタ

泰昌建設(株) （株）ＩＨＳ　大洗ホテル

スポーツ産業 INAC神戸レオネッサ 東松島市健康増進センター　ゆぷと ノルディーア北海道 コバルト―レ女川 （株）楽天野球団　楽天イーグルスアカデミー

ソニー仙台FC　３名 カーブス (株)河合楽器製作所　カワイ体育教室 リーフラス(株) （株）ルネサンス

ヴォスクオーレ仙台 （株）BSCバディースポーツクラブ （株）会津ゼネラルホールディングス (株)globeコーポレーション (株)ファジアーノ岡山スポーツクラブ

つくばユナイテッドSunGAIA （株）LAVA International （株）ダイヤプラザ　秋田アスレティッククラブ

（株）ドーム　アンダーアーマー　２名 （株）川村コーポレーション　カーブス （株）ファクトリージャパン

ゼビオ（株）　４名 （株）ケイ・ティー　タートルスポーツクラブ （株）川村コーポレーション　カーブス

スポーツ&メディカルフィットネス リ・バース （株）東祥　ホリデースポーツクラブ （株）会津ゼネラルホールディングス

(株)こども体育研究所　２名 (株)パティナス （株）Ｂｉｒｔｈ47

（株）河合楽器製作所　カワイ体育教室　２名 (株)バディ企画研究所　

幼児活動研究会(株) 仙台スイミングスクール

リーフラス(株)　３名 徳洲会体操クラブ

(株)グラン・スポール みずふね体操クラブ

（株）THINKフィットネス　ゴールドジム 山交ビル総合スポーツクラブトップロード

(株)セントラルスポーツ 特定非営利活動法人　札幌NFC

（社法）三矢会　体育指導 とよまスポーツクラブ蔵っこ　(契約)

オイスカ日本語幼稚園　体育指導

仙台市スポーツ振興事業団　(臨時)

医療・福祉 (株)ケイズグループ 丸森町社会福祉協議会 和泉市鶴山台北小学校　栄養士（臨時）

清山会医療福祉グループ 千葉小動物クリニック （株）アスモフードサービス

および (株)ベネッセスタイルケア (株)オーカ （医法）平成会　介護老人保健施設ファンコート泉２名

(株)ビアヒロ （株）アースサポート （財法）金森和心会　雲雀ヶ丘病院

栄養士 障がい児通所支援事業所　アイデイ 湖山医療福祉グループ （社法）侑愛会

（医法）特真会グループ （株）ベネッセスタイルケア （株）センダン

（医社）慶成会　青梅慶友病院 （社法）仙台市手をつなぐ育成会 （株）グリーンハウス

(株)住センター （医社）慶成会　青梅慶友病院 （株）カワチ薬品

(社法) ロザリオの聖母会 児童養護施設 仙台天使園 （社法）仙台ビーナス会　白東苑 れいんぼーなーさりー原ノ町館

(医財）明理会　仙台青葉ロイヤルケアセンター （株）東洋食品

（医法）仁泉会　グループホームしろいし

(株)インターネットインフィニティ

その他 キンダー保育園(養護教諭) 仙台大学新助手

進学等 仙台大学大学院　６名 タンデムケルン語学学校（ドイツ） 仙台大学大学院 仙台大学大学院 瀋陽師範大学(中国)

ＥＬＳボストン(アメリカ) 国際テクニカル理容美容専門学校 仙台工科専門学校

東京ネットウェイブ ハワイ大学大学院


