
仙台大学過去の主な就職先

体育学科 健康福祉学科 運動栄養学科 ｽﾎﾟｰﾂ情報ﾏｽﾒﾃﾞｨｱ学科 現代武道学科
▼教員等 ▼教員等 ▼公務員・公的機関 ▼公務員・公的機関 ▼教員等
仙台市立秋保中学校（保健体育） 根室市立根室光洋中学校（養護教諭） 宮城県学校栄養職員 警視庁 登米市立米谷小学校
仙台市立沖野中学校（保健体育） 蔵王町立円田小学校（養護教諭） 宮城県警察 山形県警察
福島県立四倉高等学校（保健体育） 福島県立会津養護学校（特別支援） 警視庁 仙台市消防局 ▼公務員・公的機関
北斗市立上磯中学校（保健体育） 東京都立あきる野学園（特別支援） 秋田県警察 航空自衛隊 北海道警察
新発田市立第一中学校（保健体育） 埼玉県立浦和特別支援学校（特別支援） 岩手県警察 宮城県警察
葛飾区立四ツ木中学校（保健体育） 埼玉県立上尾特別支援学校（特別支援） 埼玉県警察 ▼スポーツ・健康産業 福島県警察
江戸川区立葛西中学校（保健体育） 神奈川県立鎌倉養護学校（特別支援） 栃木県警察 ㈱ミズノ商事上海支社 警視庁
江戸川区立鹿本中学校（保健体育） 江戸川区立東小松川小学校 仙台市消防局 ミズノスポーツサービス㈱ 千葉県警察
立川市立立川第五中学校（保健体育） 北区立滝野川小学校 仙南地域広域行政事務組合消防本部 ㈱ジョイフルアスレティッククラブ 神奈川県警察
学校法人山手英学院（保健体育） 川口市立東領家小学校 塩釜地区消防事務組合 陸上自衛隊
学校法人佐藤栄学園（保健体育） 瑞穂町立瑞穂第二小学校 横手市消防本部 ▼民間企業等 刑務官
学校法人天真林昌学園（保健体育） 学校法人多田学園（福祉） 小千谷市消防本部 ㈱河北新報社
学校法人大和山学園（保健体育） 北見市役所 ㈱三陸河北新報社 ▼民間企業等
練馬区立立野小学校 ▼公務員・公的機関 鶴岡市役所 ㈱福島民報社 東日本旅客鉄道㈱
横浜市立並木第四小学校 宮城県警察 伊達市役所 ㈱トラストネットワーク ㈱仙台銀行
横浜市立藤が丘小学校 警視庁 陸上自衛隊 ㈱共同テレビジョン 日本郵便㈱
川口市立安行小学校 青森県警察 宇都宮ケーブルテレビ㈱ 綜合警備保障㈱
川越市立古谷小学校 岩手県警察 ▼スポーツ・健康産業 ㈱開成スタジオ 綜合警備保障㈱警送宮城支社
八街市立八街北小学校 山形県警察 (公財)体力つくり指導協会 ㈱ブレイン ＡＬＳＯＫ山形㈱
新潟市立下山小学校　　 福島県警察 ㈱こども体育研究所 ㈱きらやか銀行 ＡＬＳＯＫ福島㈱

埼玉県警察 ㈱河合楽器製作所カワイ体育教室 ㈱大東銀行 ＡＬＳＯＫ埼玉㈱
▼公務員・公的機関 名取市消防本部 ㈱会津ゼネラルホールディングス 水沢信用金庫 ＡＬＳＯＫ東京㈱
苫小牧市役所 岩沼市消防本部 ミズノスポーツサービス㈱ 大田原信用金庫 セコム㈱
長井市役所 塩釜地区消防事務組合 住友不動産エスフォルタ㈱ 白石商工会議所 ㈱セノン
宮城県警察 静岡市消防局 日本体育施設㈱ ㈱かんぽ生命保険 ㈱全日警
警視庁 北部上北広域事務組合消防本部 ㈱グラン・スポール ㈱トラストライフ 石井ビル管理㈱
北海道警察 七戸町役場 ㈱ユースポーツライフ 第一生命保険㈱ ㈱千葉薬品
青森県警察 横浜町役場 ㈱アクトス 岡三証券㈱ ㈱薬王堂
岩手県警察 新地町役場 ㈱東祥 東日本電信電話㈱ ㈱アーク館ヶ森アーク牧場
秋田県警察 陸上自衛隊 スポーツコミュニティ㈱ ㈱バイタルネット ㈱八幡自動車商会
山形県警察 (社福)宮城県社会福祉協議会 仙台ジュニア体育研究所 ホシザキ東北㈱
福島県警察 (社福)大崎市社会福祉協議会 ㈱総合体育研究所 ㈱レオパレス２１
栃木県警察 ㈱ニスポ ㈱ノジマ
埼玉県警察 ▼スポーツ・健康産業 ㈱ベンチャーバンク キリンビバレッジ㈱
茨城県警察 ヴァンラーレ八戸ＦＣ ㈱乗馬クラブクレイン 健栄製薬㈱
神奈川県警察 (公財)体力つくり指導協会 ㈱ボディワークホールディングス ㈱東北マツダ
新潟県警察　　 (一財)日本健康財団 ㈱ファクトリージャパングループ 岩手トヨタ自動車㈱
仙台市消防局 ㈱こども体育研究所 トヨタカローラ岩手㈱
栗原市消防本部 ㈱ティエフシー ▼民間企業等 トヨタカローラ山形㈱
登米市消防本部 ㈱ピュアスポーツ ㈱北都銀行 日産プリンス山形販売㈱
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部 ㈱ユースポーツライフ 須賀川信用金庫 山形日産自動車㈱
石巻地区広域行政事務組合消防本部 ㈱ＴＨＩＮＫフィットネス 二本松信用金庫 ダンロップタイヤ東北㈱
仙南地域広域行政事務組合消防本部 ㈱井上　カーブス事業部 古川信用組合 ㈱ヨコハマタイヤジャパン
亘理地区行政事務組合消防本部 山形第一信用組合 ㈱みちのくオートバックス
東京消防庁 ▼民間企業等 新ふくしま農業協同組合 ㈱センチュリーホーム
横浜市消防局 ㈱きらやか銀行 みやぎ生活協同組合 ㈱金太郎ホーム
福島市消防本部 ㈱みちのく銀行 いわて生活協同組合 ㈱アドコーポレーション
郡山地方広域消防組合 杜の都信用金庫 ㈱やまや ㈱ピーアンドエフ
陸上自衛隊 石巻信用金庫 ㈱ヨークベニマル コーセー化粧品販売㈱東北グループ
航空自衛隊 稚内信用金庫 ㈱薬王堂 ㈱ジェイアール西日本フードサービスネット
刑務官 北郡信用組合 ㈱仙台水産 サントリービバレッジサービス㈱

花王㈱ 仙都魚類㈱ イシイ㈱
▼スポーツ・健康産業 ㈱藤崎 丸果秋田県青果㈱ ㈱玉澤総本店
横浜ＤｅＮＡベイスターズ 丸木医科器械㈱ 全農物流㈱ ㈱いわせ食品
ベガルタ仙台 みやぎ生活協同組合 ㈱玉澤総本店 ㈱アトム
ＦＣ岐阜 ㈱レオパレス２１ 服部コーヒーフーズ㈱ ㈱物語コーポレーション
ブラウブリッツ秋田 ㈱星野リゾート・マネジメント 那須高原ハム㈱ ㈱とみひろ
グルージャ盛岡 ㈱トイカード イオンベーカリー㈱ ㈱ケーヨー
福島ユナイテッドＦＣ 京王観光㈱ ㈱パンセ ㈱薬王堂
ソニー仙台ＦＣ 積水ハウス㈱ ㈱キャメル珈琲 ㈱ヨドバシカメラ
ヴァンラーレ八戸ＦＣ 宮城トヨタ自動車㈱ ㈱タリーズコーヒージャパン ミドリ安全宮城㈱
ラインメール青森ＦＣ ㈱スズキ自販宮城 ㈱上原園 ㈱スタジオアリス
㈱ヴォスクオーレ仙台 トヨタカローラ宮城㈱ ㈱叙々苑 東武トップツアーズ㈱
㈱コナミスポーツクラブ 宮城ダイハツ販売㈱ 日本マグドナルド㈱ ＤＣＭホーマック㈱
セントラルスポーツ㈱ 青森トヨペット㈱ ㈱アトム 宮城県読売会
㈱ルネサンス ダンロップタイヤ東北㈱ ㈱カルラ ㈱ここみケア
㈱ティップネス ㈱あさひ ㈱物語コーポレーション ㈱ジョイン
㈱ティエフシー ㈱ステップ ㈱ＪＴＢ東北 (医社)青葉会牧野記念病院
㈱グラン・スポール 渡辺パイプ㈱ ㈱江東微生物研究所
㈱ピュアスポーツ 三甲㈱ 大和ハウス工業㈱
ミズノスポーツサービス㈱ 日東イシダ㈱ 東北ミサワホーム㈱
㈱会津ゼネラルホールディングス 丸井産業㈱ セキスイファミエス東北㈱
㈱ボディワークホールディングス ㈱鈴乃屋 ブリヂストンタイヤジャパン㈱
㈱ファクトリージャパングループ ㈱ヰセキ東北 ㈱清月記
㈱こども体育研究所 綜合警備保障㈱ ㈱サンドラック
㈱河合楽器製作所カワイ体育教室 日本郵政㈱ ㈱ツルハ
幼児活動研究会㈱ 新ふくしま農業協同組合 ㈱ヤマザワ薬品
リーフラス㈱ 秋田県厚生農業協同組合連合会 ㈱キタムラ
㈱フクシ・エンタープライズ こまち農業協同組合 テクノ・マインド㈱

㈱一の坊
▼民間企業等 ▼医療・福祉 ㈱東横イン
北海道旅客鉄道㈱ （医社）慶成会青梅慶友病院
東日本旅客鉄道㈱ （医社）輝生会初台ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 ▼栄養関連
九州旅客鉄道㈱ （医社）輝生会船橋市立ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 シダックス㈱
東京急行電鉄㈱ （医社）清山会 ㈱ＬＥＯＣ
東日本電信電話㈱ （医法）松田会 エームサービス㈱
㈱七十七銀行 （医財）明理会 ㈱ＡＢＣ　Cooking Studio 
㈱仙台銀行 （医法）平成会 日本給食サービス㈱
㈱青森銀行 （社医）将道会 ㈱東洋食品
㈱山形銀行 （医法）杏林会 ㈱グランディック
㈱北都銀行 （医法）蔵王会 富士産業㈱
㈱東邦銀行 （医法）ときわ会 フジフーズ㈱
㈱きらやか銀行 （社福）仙台ビーナス会 ㈱紅谷
㈱大東銀行 （社福）柏松会 日清医療食品㈱
杜の都信用金庫 （社福）日就会 一冨士フードサービス㈱
宮城第一信用金庫 （社福）愛泉会 ㈱マルタマフーズ
仙南信用金庫 （社福）陽光福祉会 ㈱レパスト
ゼビオ㈱ （社福）創生会 ハーベスト㈱
㈱アルペン （社福）ウエル千寿会 ㈱トータル・メディカルサービス
弘進ゴム㈱ （社福）栗原秀峰会 ㈱日本保育サービス
㈱高速 （社福）福島県社会福祉事業団 ㈱カワチ薬品
小松物産㈱ （社福）仙台市手をつなぐ育成会 木の実保育園
㈱仙台水産 （社福）石巻祥心会 第二光の子保育園
㈱バイタルネット （社福）けやきの村 泉中央保育園
タキヒヨー㈱ （社福）慶和会 佐沼保育園
みやぎ生活協同組合 アースサポート㈱ （社福）仙台市手をつなぐ育成会
㈱ヨークベニマル ㈱ベネッセスタイルケア （医法）松田会
サントリービバレッジサービス㈱ ㈱ここみケア （医法）本多友愛会
ジャパンビバレッジグループ ㈱ツクイ （社福）愛泉会
宮城トヨタ自動車㈱
ネッツトヨタ仙台㈱
宮城日産自動車㈱
㈱日産サティオ宮城
㈱スズキ自販宮城
㈱八幡自動車商会
㈱あさひ
㈱カワチ薬品
㈱サンドラック
㈱ツルハ
㈱ダイユーエイト
積水ハウス㈱
㈱四季工房
㈱レオパレス２１
㈱近畿日本ツーリスト東北
㈱日本旅行東北
綜合警備保障㈱

▼医療・福祉
（医社）慶成会青梅慶友病院
アースサポート㈱
㈱ベネッセスタイルケア
（社福）仙台市手をつなぐ育成会
特定非営利活動法人札幌ＮＦＣ


