
◆2020-2022年卒（短大）　就職・進学先一覧表

社会保険・社会福祉・介護事業

農業・林業 社会福祉法人　陽風園 製造業 建設業

三条土地改良区 株式会社サンウェルズ 株式会社スギヨ 株式会社アクシス

建設業 サンケアホールディングス株式会社 株式会社柴舟小出 製造業

株式会社さくら 複合サービス事業 株式会社金沢大地 高桑美術印刷株式会社

島屋建設株式会社 日本郵便株式会社 株式会社松兼 株式会社有川製作所

石友ホーム株式会社 おおぞら農業協同組合 株式会社中山昇陽堂 医療業，保健衛生

第一電機工業株式会社 いみず野農業協同組合 株式会社メタルエンジニア 医療法人　平谷こども発達クリニック

CI建設株式会社 佐渡農業協同組合(ＪＡ佐渡） 電気・ガス・熱供給・水道業 社会保険・社会福祉・介護事業

製造業 学校教育・学習支援業 寿電設株式会社 社会福祉法人みなと保育園　みなとこども園

株式会社ボン・リブラン 株式会社石川県宇ノ気自動車教習所　太陽自動車学校 卸・小売業 社会福祉法人　愛光会　あかしあこども園

有限会社　茶菓工房たろう 株式会社ニチイ学館 ケービーエフ株式会社 社会福祉法人向陽会　向陽台保育園

創和テキスタイル株式会社 サービス業 日清医療食品株式会社　中部支店 社会福祉法人粟崎善隣館　認定粟崎こども園

株式会社ミヤモリ ウイルフラップ株式会社 株式会社ニッコクトラスト 社会福祉法人　希望が丘

株式会社ナルミヤインターナショナル 株式会社エイジェック 株式会社ニチダン 社会福祉法人ひろびろ福祉会

株式会社収納アパレル 株式会社かづ美 日清医療食品株式会社　近畿支店 社会福祉法人諸江校下福祉会　弓取保育園

株式会社ジーンズ・カジュアルダン 株式会社ザ・フォウルビ　ジェイエステティック 株式会社浦田甘陽堂 株式会社モニカ

辰巳化学株式会社 株式会社プレステージインターナショナル 株式会社ニチダン　北陸営業所 学校法人羽咋白百合学院　千里浜保育所

株式会社コーセー 株式会社クールプロジェクト 日本ゼネラルフード株式会社 社会福祉法人魚津保育会　魚津保育園

株式会社メタルエンジニア 松任トマトクラブ 富士産業株式会社　北陸事業部 株式会社アルバ

共和産業株式会社 株式会社ブルーム 株式会社ジャコム石川 ライクアカデミー株式会社　にじいろ保育園

株式会社アクセス 株式会社マーキュリー 株式会社メフォス東日本　北陸事業部 社会福祉法人　　こすもす保育園

株式会社キムラ電機 北陸電力労働組合 株式会社魚国総本社　北陸支社 社会福祉法人　　西田地方保育園

株式会社トランテックス 株式会社エージント（アップル車検能美） 日本海給食株式会社 社会福祉法人　　ななお乳児園

クリナップ株式会社 株式会社ソラスト 株式会社メフォス　富山事業部 社会福祉法人　　やまなみ保育園

株式会社プラスト 江戸税理士事務所 株式会社メフォス 社会福祉法人　　大野町保育園

電気・ガス・熱供給・水道業 公務 ゲンキー株式会社 社会福祉法人陽風園　みずきこども園

株式会社ELワークス 防衛省　航空自衛隊 シダックスフードサービス株式会社北陸事務所 社会福祉法人　　わじまミドリ保育園

増山電業株式会社 北陸スバル自動車株式会社　富山支店 社会福祉法人久楽会　のびのびこども園

情報通信業 日清医療食品株式会社　名古屋支店 社会福祉法人鷹寺福祉会　小杉東部保育園

株式会社ジェイ・エス・エス 株式会社LEOC 社会福祉法人犀川保育園　犀川保育園

株式会社アスプコミュニケーションズ 株式会社ミールケア 社会福祉法人鮫城親和会　城西保育園

エン・ジャパン株式会社 株式会社さくら 株式会社FUCHA

兼松コミュニケーションズ株式会社 富士産業株式会社　神奈川事業部 学校教育・学習支援業

iA LINK株式会社 株式会社塩梅 社会福祉法人わかば保育園　わかばこども園

マック株式会社 ルナ調剤株式会社 社会福祉法人額小鳩保育園　額小鳩こども園

ITX株式会社 飲食店，宿泊業 社会福祉法人鳳凰児童福祉会　高岡保育園

コネクシオ株式会社 株式会社アジアル 社会福祉法人　　ひばりキッズガーデン

テレ通株式会社 株式会社ぶどうの木 社会福祉法人崎浦福祉会　わくなみこども園

株式会社ヒスコム 株式会社加賀屋 社会福祉法人さいび園　さいび園

株式会社TDモバイル 株式会社オールダッシュレストランシステムズ 学校法人　馬場幼稚園

株式会社ルーデンス 株式会社パンチャン 学校法人同朋学園　同朋認定こども園

運輸業、郵便業 株式会社バルニバービ 社会福祉法人末広保育園　すえひろこども園

若松梱包運輸倉庫株式会社 株式会社オープンソース 学校法人みはる学園　みはる幼稚園

富山地方鉄道株式会社 生活関連サービス・娯楽 社会福祉法人　龍雲寺学園・バウデア学舎

トナミ運輸株式会社 株式会社インターステイト 社会福祉法人材木善隣館　兼六こども園

株式会社スリーティ運輸 株式会社ｂ diamond 社会福祉法人　　キッズランドいなみえん

日本通運株式会社　金沢航空支店　 医療業，保健衛生 社会福祉法人　わかばにしかるみこども園

日本通運株式会社　富山支店 学校法人　金沢医科大学 社会福祉法人みどり福祉会　西柏こども園

卸・小売業 医療法人社団城南会 社会福祉法人町屋福祉会　認定こども園花園

中部薬品株式会社 公立能登総合病院 社会福祉法人　　やまむろこども園

泰和ゴム興業株式会社 高田整形外科内科医院 学校法人田中学園　ちよの幼稚園

株式会社辻さく 医療法人社団愛康会　小松ソフィア病院 学校法人若草幼稚園

石川ヤナセ株式会社 まなぶ産科婦人科クリニック 社会福祉法人　　ふなはしこども園

大木産業株式会社 社会保険・社会福祉・介護事業 学校法人伏見幼稚園

株式会社ヤマダ電機 社会福祉法人　あさかわこども園 社会福祉法人　ピノキオナースリースクール

株式会社中央コンタクト　金沢支店　 株式会社清泉の宿 社会福祉法人　みやこのもりこども園

株式会社大和　富山店 社会福祉法人まがえ福祉会　額扇台保育園 学校法人マリア学園　カトリック幼稚園

富山いすゞ自動車株式会社 社会福祉法人　富山城南会　敬寿苑 社会福祉法人　すばる幼稚園

株式会社八幡 社会福祉法人射水万葉苑 社会福祉法人　　ふたばこども園

株式会社北越ケーズ 社会福祉法人　眉丈会 社会福祉法人　　かみいいの認定こども園

ニュースポイント株式会社 社会福祉法人　大和善隣館　大和こども園 社会福祉法人　　あけぼのこども園

アルビス株式会社 サンケアホールディングス株式会社 サービス業

オートバックス　ピューマグループ 社会福祉法人　中央福祉会　寿晃園 株式会社Kids Smile Project

トヨタカローラ福井株式会社 特別養護老人ホーム　福増苑 公務

ゲンキー株式会社 社会福祉法人希清軒傳六会　彦三きらく園 金沢市

箔座株式会社 社会福祉法人伏見台保育園 珠洲市

株式会社大和　香林坊店 社会福祉法人　石川県鳳寿荘 高岡市

株式会社エービーシー・マート 株式会社あぷり 小矢部市

和希株式会社　（オートバックス） 社会福祉法人あいの風福祉会 尼崎市

株式会社クスリのアオキ 社会福祉法人第三善隣館　愛育保育園

株式会社スズキ自販北陸 複合サービス事業

生活協同組合コープいしかわ 富山県厚生農業協同組合連合会

株式会社ホンダ四輪販売北陸 学校教育・学習支援業

マックスバリュ北陸株式会社 社会福祉法人　わかばこども園

株式会社メガネのハラダ 社会福祉法人　かさまいこども園

株式会社ビッグモーター 社会福祉法人　認定こども園ひまわり

さいだ花店 学校法人　　　みはる幼稚園

金融業 社会福祉法人　とりやのの子ども園

砺波信用金庫 社会福祉法人　みやこのもりこども園

富山県信用組合 学校法人鶴来学園　ナナイロ保育園

株式会社北陸カード サービス業

保険業 株式会社スポーツクラブヴィテン

日本生命保険相互会社　金沢職域営業部 ウイルフラップ株式会社

不動産取引・賃貸・管理業 株式会社エイジェック

Life ＆ Style株式会社 株式会社ニジイロクリエイト

飲食店，宿泊業 エバーグリーン株式会社

有限会社白崎シーサイドホテル多田屋 公務

よろづや観光株式会社 防衛省　自衛隊石川地方協力本部

金沢白鳥路 ホテル山楽 公立能登総合病院

株式会社エムアンドケイ 市立砺波総合病院

株式会社金沢東急ホテル

株式会社味一番フード

ルートインジャパン株式会社

ビジョンクリエイツ株式会社

株式会社金沢彩の庭ホテル

株式会社池の平ホテル＆リゾーツ

株式会社石橋商店

医療業，保健衛生

ヒラ歯科医院

キタイチ歯科医院

白石歯科クリニック

社団医療法人若林眼科

長山耳鼻咽喉科医院

金沢歯科医院

医療法人社団四誓会　尾崎矯正歯科クリニック

生活関連サービス・娯楽

日本海ツーリスト株式会社

株式会社セドナエンタープライズ

食物栄養学科 幼児教育学科現代教養学科


