
卒業者の教員への就職状況

【平成28年度卒業生】

学部 学科 性別 免許教科
勤務先

職種
所在地 勤務校名

文学部 日本文学科 女 国語 石川 金沢市立高岡中学校 臨時任用

文学部 日本文学科 男 国語 石川 私立　日本航空高等学校石川 常勤講師

文学部 日本文学科 男 国語 石川 私立　金沢学院高等学校 非常勤講師

文学部 国際文化学科 女 英語 石川 白山市立鶴来中学校 臨時任用

文学部 国際文化学科 男 英語 石川 私立　金沢学院高等学校 非常勤講師

文学部 歴史文化学科 女 社会 石川 金沢市立城南中学校 臨時任用

文学部 歴史文化学科 男 社会 北海道 仁木町立銀山中学校 臨時任用

美術文化学部 美術学科 女 美術 石川 金沢市立額中学校 臨時任用

文学部 歴史文化学科 男 地理歴史 新潟県 県立西新発田高等学校 非常勤講師

人間健康学部 スポーツ健康学科 女 保健体育 富山 滑川市立早月中学校 教諭

人間健康学部 スポーツ健康学科 男 保健体育 石川 県立津幡高等学校 常勤講師

人間健康学部 スポーツ健康学科 男 保健体育 石川 私立　金沢学院高等学校 常勤講師

人間健康学部 スポーツ健康学科 男 保健体育 石川 県立輪島高等学校 常勤講師

人間健康学部 スポーツ健康学科 男 保健体育 石川 金沢市立港中学校 臨時任用

人間健康学部 スポーツ健康学科 女 保健体育 岐阜 瑞穂市立巣南中学校 常勤講師

人間健康学部 スポーツ健康学科 男 保健体育 山梨 県立中央高等学校 非常勤講師

人間健康学部 スポーツ健康学科 女 保健体育 岡山 県立誕生寺支援学校 常勤講師

人間健康学部 スポーツ健康学科 女 保健体育 滋賀 大津市立瀬田北中学校 常勤講師

人間健康学部 スポーツ健康学科 女 保健体育 岐阜 県立郡上特別支援学校 常勤講師

人間健康学部 スポーツ健康学科 女 保健体育 富山 県立水橋高等学校 非常勤講師

人間健康学部 スポーツ健康学科 女 保健体育 富山 県立滑川高等学校 非常勤講師



スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 女 保健体育 講師静岡 私立　浜松修学舎

非常勤講師岡山 私立　おかやま山陽高等学校

スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 男 保健体育 常勤講師島根 県立出雲養護学校

スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 男 保健体育

講師富山 県立滑川高等学校

スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 女 保健体育 常勤講師石川 金沢市立港中学校

スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 女 保健体育

常勤講師石川 県立加賀高等学校

美術文化学部 美術学科 女 美術 常勤講師石川 金沢市立小将町中学校

スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 女 保健体育

歴史文化学科 男 地理歴史 非常勤講師石川 私立　金沢学院高等学校

文学部 歴史文化学科 女 地理歴史 常勤講師石川 県立錦城特別支援学校

文学部

文学部 国際文化学科 女 英語 教諭石川 県立いしかわ特別支援学校

文学部 日本文学科 女 国語 非常勤講師岐阜 私立　美濃加茂高等学校

文学部 日本文学科 男 国語 常勤講師和歌山 日高川町立丹生中学校

非常勤講師

文学部 日本文学科 男 国語 非常勤講師

石川 私立　星稜高等学校

石川 私立　星稜高等学校

免許教科 職種

文学部 日本文学科 女 国語

【平成27年度卒業生】

学部 学科 性別
勤務先

所在地 勤務校名



社会 新潟

教諭スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 女 保健体育 滋賀 県立水口東高等学校

新潟県内 公立中学校 非常勤講師

美術文化学部 芸術文化学科 女 美術 石川 県立工業高等学校 非常勤講師

非常勤講師スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 女 保健体育 石川 県立飯田高等学校

実習補助

スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 男 保健体育 石川 金沢市立額中学校 非常勤講師

スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 男 保健体育 石川 県立小松工業高等学校

教諭

スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 男 保健体育 石川 金沢市立高岡中学校 非常勤講師

文学部 国際文化学科

文学部 国際文化学科 女 英語 石川 白山市立松任中学校

男 英語 石川 小松市立国府中学校 非常勤講師

文学部 歴史文化学科 男

非常勤講師

文学部 日本文学科 男 国語 石川 私立　遊学館高等学校 非常勤講師

文学部 日本文学科 女 国語 石川 県立伏見高等学校・県立工業高等学校

非常勤講師

文学部 日本文学科 男 国語 石川 かほく市立高松中学校 非常勤講師

文学部 日本文学科 男 国語 石川 白山市立松任中学校

非常勤講師

文学部 日本文学科 女 国語 富山 県立高岡西高等学校 理科実習助手

文学部 日本文学科 女 国語 石川 内灘町立内灘中学校はまなす分校

【平成26年度卒業生】

学部 学科 性別 免許教科
勤務先

職種
所在地 勤務校名


