
平成25.26.27年度卒業生の就職・進学先一覧

（株）エイジェック （有）マグリット
建設業 （株）ジャストエージェント （株）トラベル・エー

石友ホーム（株） （株）セドナエンタープライズ 東野会計事務所
（有）ベストワーク 石川県中小企業団体中央会 （株）丸藤

製造業 日光リネンサプライ（株） 公務
石川製麺（株） （株）ニナックス 燕市役所
（有）ビーオーエス食品 （株）オークス 陸上自衛隊
アイオーティカーボン（株） （株）ネイション
三共フーズ（株） 公務 建設業
㈱オンワード技研㈱ 金沢市役所 小柳建設（株）

飲食店・宿泊業 陸上自衛隊 ＵＴエイム（株）
（株）アジアル 海上自衛隊 ㈱日本海コンサルタント
（株）ホテル・アローレ 進学 安藤組グループ
（株）エムアンドケイ 金沢学院大学大学院 ㈱アーキジョン
（株）フォー・シーズン・ズ 製造業
（株）ぶどうの木 製造業 川田ニット（株）
辰口観光（株）　まつさき ☆コマニー（株） 辰巳化学（株）

社会保険・社会福祉・介護事業 （株）創味食品 志貴野金属工業（株）
（医）博友会　かないわ （株）アスコム 大島産業（株）
（社福）ハスの実の家 （株）文教スタヂオ わらべや東海(株)

学習支援業 （株）ピーエイ 小松プラント(株)
アイドゥー（株） 山岡石材工業（株） スズミ(株)
能力開発センター・金沢校 （株）ストアインク 飲食店，宿泊業
㈱日本エルディアイ （株）富山陽成社 （株）加賀屋

運輸業 クリナップ(株) 富山第一ホテル　富山観光開発（株）

北陸貨物運輸（株） 飲食店・宿泊業 （株）アジアル
☆ヤマト運輸（株） アートフード（株） 社会保険・社会福祉・介護事業

二本松物流（株） （株）アジアル (株)サンウェルズ
☆日本郵便㈱ （株）金太郎温泉 (社福）南陽園

情報通信業 （株）ぶどうの木 学習支援業
（株）北國新聞社 ホテルせくみ屋 （株）新潟関屋自動車学校
（株）ジェネス ㈱金沢ニューグランドホテル 運輸業

卸売業・小売業 よろづや観光㈱ ☆（株）サカイ引越センター
（株）昭和堂 マンテンホテル㈱ （株）北陸航空
双日インフィニティ（株） 社会保険・社会福祉・介護事業 （株）ヴァケーション

☆アークランドサカモト（株） Ｋ２　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（株） 情報通信業
☆アルビス（株） 安心生活（株） （株）ジェネス

（株）大阪屋ショップ 聖霊愛児園 （株）ネクストワン
（株）かなざわ総本舗 学習支援業 （株）パイオン
（株）神島リビング アイドゥー（株） （株）ＤＭＭ．ｃｏｍラボ
北村電機産業（株） ㈱ニチイ学館 卸売業・小売業
（株）示野薬局 運輸業 ☆アルビス（株）

☆（株）バロー 日本郵便（株） （株）大阪屋ショップ
（株）ピア （株）ハマツーリスト企画 （株）クスリのアオキ
（株）ひだインテリア 若松梱包運輸倉庫（株） （株）コスモス薬品
（株）フェニックス 情報通信業 （株）島石油店
（株）べネフレックス （株）パイオン ☆（株）バロー
北陸スバル自動車（株） （株）ジェネス （株）メガネのハラダ
ダイコー通産（株） （株）ＤＭＭ．ｃｏｍラボ （株）金銀箔工芸さくだ
チューリップ調剤（株） (株)アスプコミュニケーションズ （株）明文堂プランナー
（株）マルヰ 卸売業・小売業 ☆青山商事(株)
（株）メープルハウス （株）西原商会 （株）森八
（株）メガネのハラダ （株）相互移動通信 ☆ゲンキー㈱
（株）ユウワ （株）歯愛メディカル ㈱相互移動通信(株)
（株）モリワン 大宗 金融業
（株）レナウン ☆（株）バロー ☆岡三証券㈱
（株）ゲンキー （株）ホンダ四輪販売北陸 複合サービス事業
石川日産自動車(株) （株）モリワン ＪＡえちご上越
ジュングループ （株）モリタ ＪＡ白山
（株）アミング ☆東邦ホールディングス（株） 不動産業
（株）アイ・シィー・ピー ☆（株）レナウン （有）徳常不動産商事
アクシアルリテイリング(株) （株）文苑堂書店 医療業，保健衛生

金融業 （株）ピア ヒラ歯科医院
☆（株）北陸銀行 ☆（株）ゲンキー 学校教育

複合サービス事業 ☆（株）平和堂 新潟県教育委員会
ＪＡとなみ野 金融業 石川県教育委員会
ＪＡ高岡 金沢信用金庫 金沢学院高等学校
ＪＡ金沢市 福井信用金庫　本店営業部 (学）美濃加茂学園
ＪＡいなば ☆（株）北陸銀行 サービス業

不動産業 ☆（株）北國銀行 ウイルフラップ（株）
（株）エールサービス 複合サービス事業 （株）エイジェック
（株）絹川商事 ＪＡ松任 （株）サンレー　北陸本社

医療業，保健衛生 （株）ＪＡライフサービス越後中央 （株）宮内測量設計事務所
（医）徳真会 ＪＡひすい 富山県綜合警備保障（株）

学校教育 ＪＡ福井市 （株）アクティオ
石川県教育委員会 不動産業 （株）ダイナム
金沢学院東高等学校 （株）アーバンホーム (株)プレステージインターナショナル

埼玉県教育委員会 学校教育 ジェイコムグループ
富山県教育委員会 石川県教育委員会 公務
（学）金城学園遊学館高等学校 金沢学院大学 穴水町役場
和歌山県教育委員会 富山県教育委員会 高岡市役所
星稜高等学校 国際協力機構 陸上自衛隊

サービス業 サービス業 石川県金沢城調査研究所
（財）金沢文化振興財団 (株)キュービックス 加賀市役所
（株）シリウス (株)アクトス 石川県警察本部
（株）スターシップホールディングス オークス（株） 進学

☆（株）スタジオアリス (株)ダイナム 金沢学院大学大学院

文学部 日本文学科

文学部 国際文化学科

文学部 歴史文化科
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（株）オレンジマート 輪島市役所 金融業
建設業 （株）金沢名鉄丸越百貨店 高岡市役所 三条信用金庫

（株）サプラ （株）ガレージフィックス 埼玉県警察本部 複合サービス事業
（株）玉家建設 ☆（株）クスリのアオキ JA富山市
ニューハウス工業（株） （株）ゲオ 建設業 JA野々市
（株）ハウジングスタッフ （株）古城モータース 相澤建設（株） 不動産業
石友ホーム（株） （株）三幸 玉田工業（株） ☆大東建託（株）
（株）オリバー シルバーボックス 松下管工業（株） 学校教育
（株）豊蔵組 （株）スズキ自販北陸　福井支店 キンキ道路（株） （学）金沢学院大学
ホクシン工業（株） 生活協同組合コープとやま 田辺工業（株） サービス業
（株）丸栄製作所 （株）相互移動通信 （株）パンセ 玉川物産（株）
（株）水上商会 チューリップ調剤（株） 北陸通信工業（株） 東洋検査工業（株）
（株）かな和工業 （株）ナカヤマ （株）クロダハウス （株）アックス
（株）クロダハウス （株）日本レストランエンタプライズ 製造業 （株）エイジェック

製造業 ネッツトヨタノヴェルとやま（株）品川グループ 中川産業（株） （株）サンレー　北陸本社
能任絹（株） ☆（株）バロー 株式会社佐藤アンプル製作所 （株）ダイナム
（株）ショセキ （株）ピア 中菱テクニカ（株） （株）テクノプロ・エンジニアリング

☆（株）チューエツ プリモ・ジャパン（株） マルエツ電機（株） 西原物産（株）
ディーエーピーネットワーク（株） 北陸デジタルホン（株） 和歌山ノーキョー食品工業（株） 北陸綜合警備保障（株）
（株）丸米製菓 石川電材（株） （株）シー・エー・ピー （有）平島商会
テックワン（株） 伊丹産業（株） （株）河道製作所 イベントシェア(株)
（株）アートウィン トヨタ部品石川共販（株） 日本海調温（株） （株）平成観光
（株）アカギ （株）朝日ホンダ ワコー（株） 公務

☆コマニー（株） アズミエステール（株） （株）北上製作所 石川県警察本部
中越合金鋳工（株） ☆アルビス（株） （株）ベスト 大阪府警察本部
高田産業（株） （株）エーコープ京都中央 （株）プラスト 和歌山県警察本部
（株）日本パーツセンター （株）大阪屋ショップ 飲食店・宿泊業 兵庫県警察本部
絹川工業（株） ゲンキー（株） （株）アジアル 進学
（株）シグマ （株）光神 （株）味一番フード 金沢学院大学大学院
（株）メタルエンジニア （株）スズキ自販北陸 （株）あきんどスシロ－
ウッドリンク（株） 富山トヨタ自動車（株） （株）ゴーゴーカレーグループ

☆日医工㈱ （株）日産プリンス金沢 （株）梅の花
（株）ハシモト 株式会社バンザイ 社会保険・社会福祉・介護事業
KANAMORI SYSTEM Inc. 福井トヨタ自動車（株） （株）サンウェルズ
（株）ホリ乳業 北陸スバル自動車（株） （社福）サンライフ　（社福）サンビジョン

（株）山口技研 （株）ホンダカーズ高岡 （社福）松原愛育会
ジェイバス(株) （株）ホンダ四輪販売北陸 （医）千木会

飲食店・宿泊業 （株）ホンダカーズ石川南 運輸業
（株）こげたん （株）ホンダ自販タナカ トナミ運輸（株）
ちゃんこ江戸沢小松店 （株）マルエー 濃飛西濃運輸（株）
（株）なん・なん亭 （株）メガネのハラダ 北陸大池運送（株）
焼肉　山こし （株）モリワン 若松梱包運輸倉庫（株）
（株）アジアル （株）リバー 情報通信業
（株）味一番フード （株）山田商会 アリーナシステム（株）

社会保険・社会福祉・介護事業 （株）丸菱 （株）ＡＴ情報研
サンケア杜の里 （株）西原商会 新興サービス（株）
（社福）　南陽園 山宗（株） （株）パイオン
（社福）　陽風園 （株）トゥディック （株）ジェネス

学習支援業 富山中央青果㈱ 卸売業・小売業
こまつ自動車学校 （株）タッセイ　金沢支店 （株）コーシン
蝶屋児童館 カナカン（株） （株）ジャパンビバレッジホールディングス

北陸自動車興業（株）　北鉄自動車学校 富山石油（㈱） セントラルメディカル（株）
北國文化センター 石川トヨペット（㈱） （株）西原商会

電気・ガス・熱供給・水道業 富山トヨペット（㈱） 日本産業（株）
昌和官工（株） （株）まるため 北菱電興（株）
北日本物産（株） 兼松コミュニケーションズ(株) （株）大阪屋ショップ
石川浄水機販(株) 金融業 （株）オレンジマート

運輸業 枚方信用金庫 （株）クスリのアオキ
（株）アクティー 複合サービス事業 三幸（株）

☆（株）サカイ引越センター ＪＡ能美 （株）ジャコム石川
佐川急便（株）　中部支社 不動産業 （株）スズキ自販富山
（株）シーワンヤマヤ イーソーコ(株) （株）スズキ自販北陸
（株）ダイセーエブリー二十四 サービス業 砂山商事（株）
若松梱包運輸倉庫（株） （株）アルト トヨタカローラ和歌山（株）

☆トナミ運輸㈱ オークス（株） フェデラルエクスプレスコーポレーション

☆日本郵便(株) （株）オカベ 北村電機産業（株）
情報通信業 シオタニ（株） （株）コムラ

日本特殊軽電（株） （株）ジャストエージェント ダンロップタイヤ北陸（株）
（株）ジェネス （株）セオリー （株）山田商会
フィールセーフ（株） 浦島会計事務所 ☆アルビス（株）
（株）パイオン （税）宮田会計 石川トヨタ自動車（株）
ＮＴＴデータカスタマサービス㈱ （株）エイジェック （株）かあてんや
（株）アイティリンク （株）ファクトリージャパングループ （株）クスリのアオキ
（株）ＡＬＬ　ＣＯＮＮＥＣＴ （株）平成観光 （株）黒田永一商店

卸売業・小売業 北陸東和冷暖房（株） ☆（株）ドン・キホーテ
（株）キョー・エイ 永森商事（株） ☆（株）バロー
北村電機産業（株） 八木税務会計事務所 （株）マルエー
小松鋼機（株） 山口造園（株） ホンダカーズ藤枝東
（株）ジャパンビバレッジホールディングス （株）リアルゲート （株）メガネのハラダ
（株）北陸モンベル （株）ポテンシアエンタープライズ （株）モリワン
明祥（株） （株）ダスキン北陸 （株）ユース
ヨコハマタイヤ中部販売（株） ☆綜合警備保障㈱ 中部薬品(株)

☆アークランドサカモト（株） （有）ミツワ開発本社 ＹＫＫＡＰ(株)
（株）イーピーエム・コーポレーション 公務 (株)イーピーエム・コーポレーション

石川ダイハツ販売（株） 陸上自衛隊 ブリヂストンタイヤジャパン
石川トヨタ自動車（株） 大阪府警察本部 （株）森八

（株）大越仏壇店 金沢市役所 アルビス(株)

経営情報学部 経営ビジネス学科

経営情報学部 情報ビジネス学科
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石川中央魚市（株）
建設業 建設業 建設業 伊丹産業（株）

（株）クロダハウス (株)たくみ工務店 北川ヒューテック(株) （株）昭和堂
（株）日本美装 (株)谷口美装 カナフレックスコーポレーション(株) （株）ニッカネ

製造業 (株)向川外樹園 北陸東和冷暖房(株) 富源商事（株）
（株）柴舟小出 製造業 オダケホーム（株） （株）丸菱
（株）小松総合印刷 ☆クリナップ(株) （株）寺島コンサルタント アルビス（株）
（株）高田製作所 （株）山越 東洋通信工業（株） エムアイシー２１（株）
（株）板尾鉄工所 （株）森こん ホクシン工業（株） 金融業
（株）イワサキ （株）アイドマ ☆ＵＴホールディングス㈱ 金沢信用金庫

☆昭栄（株） （株）共同印刷 製造業 群馬県信用組合
社会保険・社会福祉・介護事業 木場ファーム印刷（株） （株）ショセキ 複合サービス事業

（株）サンウェルズ 前田印刷（株） テックワン(株) ＪＡ能美
運輸業 大村印刷（株） 天龍工業㈱ ＪＡたまな

（株）スリー・ティー （株）日野ヒューテック 朝日印刷㈱ ＪＡ黒部
卸売業・小売業 （株）ウイル・コーポレーション 新新薬品工業㈱ 医療業，保健衛生

コシノ(株) （株）ショセキ (株)富士薬品 （医）徳真会グループ
うるすす （株）金沢シール 東亜外業(株) （医）コスモス
（有）ビーンズ ＢＲＥＳＴ ☆ソレキア(株) 学校教育
（株）ピーシーシー 飲食店・宿泊業 （株）コマクソン 富山県教育委員会
アークランドサカモト（株） （株）エムアンドケイ ☆（株）チューエツ 島根県教育委員会
（株）アィ・シィ・ピー （株）松屋フーズ ヨシダ印刷（株） おかやま山陽高等学校
（株）いちやまマート 社会保険・社会福祉・介護事業 （株）ＴＪＭデザイン 浜松修学舎高等学校
（株）大阪屋ショップ （株）サンウェルズ （株）坂内セメント工業所 石川県教育委員会
（株）相互移動通信 学習支援業 東和（株） 金沢学院大学
ファンカパニー 北陸中部自動車学校 北陸精機 滋賀県教育委員会
（株）フェニックス 運輸業 ☆大和冷機工業（株） サービス業

☆イオンリテール（株）北陸信越カンパニー 若松梱包運輸倉庫(株) 南那須精工（株） （株）南都おきなわワールド
（株）神島リビング 情報通信業 飲食店・宿泊業 （株）メビウス
（株）まるため （株）地域力活性化研究室 （株）十右エ門 （株）トラステック

金融業 （株）アースリンク 炭火焼鶏　Ｒｙｏ メイクス(株)
☆(株)北陸銀行 （株）ディック電子 （有）やました （財）秋田県体育協会

不動産業 （株）ＤＭＭ．ｃｏｍラボ 社会保険・社会福祉・介護事業 （株）ヴァーデックス
積和不動産中部(株) （有）サイバースクエア （社福）帯広太陽福祉会 （株）オーイング

医療業，保健衛生 （株）パオン・ディーピー （社福）先学会 （株）東洋コンツェルン
（医）徳真会グループ （株）パイオン 正栄ウェルフェア(株) （株）一創

サービス業 （株）ツーテック （株）サンウェルズ 西尾レントオール(株)
（株）エイジェック （株）東京サウンド・プロダクション （社福）白百合福祉会　白百合荘 （株）サニクリーン
（株）高岡市衛生公社 （株）北國新聞社 （有）ビースタイルケア （株）スポーツクラブヴィテン

（株）セオリー 卸売業・小売業 （社福）北伸福祉会 綜合警備保障（株）
（株）ことぶき （株）森八 （社福）陽風園 公益財団法人尼崎市スポーツ振興事業団

（株）松本日光舎 ☆（株）ＰＬＡＮＴ 学習支援業 共和観光（株）
学校教育 福井トヨペット(株) （株）カートウィール （株）東祥

石川県教育委員会 （株）三城 （株）スポーツアカデミー 北陸綜合警備保障（株）
公務 （有）ファンファーレ 電気・ガス・熱供給・水道業 （株）レアール

南砺市役所 ☆（株）ドン・ホーテ 北日本物産（株） 公務
進学 soil(株) 運輸業 名古屋矯正管区

金沢美大大学院（絵画専攻） 山成商事(株) （株）ニホンパッケージ 岐阜県警察本部
女子美術大学大学院 カネ美食品(株) 九州旅客鉄道(株) 大阪府警察本部
金沢学院大学専攻科 ☆（株）ゲンキー 越前観光㈱ 岡山県警察本部

☆（株）バロー ＡＮＡ沖縄空港(株) 大垣市大垣消防組合
☆アルビス（株） エムアールテクノサービス（株） 陸上自衛隊

（有）サン・フラワー・マリヤマ （株）浜庄運輸 警視庁
（株）相互移動通信 情報通信業 自衛隊体育学校
（株）北越ケーズ （株）パイオン 石川県警察本部
京都きもの友禅（株） （株）北國新聞社 奥能登広域圏事務組合（消防署）

（株）ピア 卸売業・小売業 京都府警察本部
複合サービス事業 （株）ナンバースリー 埼玉県警察本部

JA氷見 （株）ハシノメディカル 進学
サービス業 ☆東邦ホールディングス(株) 金沢大学大学院

（株）エイジェック （株）タッセイ 米田柔整専門学校
スタンドアドサービス(株) （株）大山 金沢学院大学大学院
（株）ヴォイス 北村電機産業(株) 福井大学大学院
オークス（株） （株）ジャパンビバレッジホールディングス

（株）オトムラ ダンロップタイヤ北陸(株)
（株）バルデザイングループ 石川トヨタ自動車(株)
（株）プレステージインターナショナル 石川トヨペット自動車(株)
ミヤモトデザイン トヨタカローラ石川(株)
（有）モトノ 富山トヨタ自動車(株)
ヨシダ宣伝（株） 神奈川ダイハツ販売(株)
（株）イノセンス 神奈川トヨタ自動車(株)
（株）エイチツーオー 名古屋トヨペット(株)

公務 （株）ツルヤ
村上市役所 （株）日本レストランエンタプライス

進学 （株）芝寿し
金沢学院大学専攻科 ☆（株）ＰＬＡＮＴ

（株）西原商会
☆青山商事（株）

（株）大阪屋ショップ
グリーンサポートシステムズ（株）　

（株）サンコーすまいる
（株）太陽スポーツ
（株）トヨタレンタリース群馬

（株）ハナテン
（株）北陸マツダ
兼松コミュニケーションズ(株)

日本特殊軽電（株）

美術文化学部 芸術文化学科 美術文化学部 ﾒﾃﾞｨｱﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 スポーツ健康学部 スポーツ健康学科


