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Ⅴ　キャリア支援活動

1　デザイン学部

　 1） 概要
　デザイン学部キャリア支援委員会は、デザイン学部の学生を対象としたキャリア支援の取り
組みを図る目的で平成20年4月に設立された。本委員会は、定例会議（毎月1回程度）において
学生の支援方法及び企業へのPR・求人開拓活動などを協議し、コース毎の独自企画と連携し
ながら運営を行った。
　また、キャリア支援室を開設し、教職員による就職相談体制とした。キャリア支援室では、
後援会からの支援を得て、就職関連図書や什器などの備品・設備を整備した。平成21年5月に
は就職相談員1名を配置し、きめ細かく個別指導できる体制を整備した。活動実績の詳細につ
いては、下記のとおりである。

学部4年生への支援

・個別指導（就職相談、面接・履歴書・ES 対策など）
　（平成25年4月～）
・学内企業説明会（平成25年12月）
・求人情報の提供（随時）

学部3年生への支援
大学院1年生への支援

・キャリアガイダンス（平成25年4月～平成26年1月）
・就職活動ハンドブックの配布（平成25年4月）
・進路希望調査（平成25年10月）
・学内企業説明会（平成25年12月）
・求人情報の提供（随時）
・インターンシップ情報の提供（随時）

就職先の開拓 ・企業向けパンフレット作成（平成26年3月）

後援会からの支援

･ 就職模擬筆記試験補助（平成25年6月・11月）
･ 履歴書用証明写真撮影補助（平成25年11月）
・デザイン系就職講話補助（平成25年12月）
・グループディスカッション対策講座（平成25年12月）
・模擬面接、履歴書添削補助（平成26年1月）
・企業情報誌購入補助（平成26年3月）

大学改革推進等事業（ＧＰ）による支援

・1年生対象早期キャリア講習会（平成25年6月）
・OBOG によるポートフォリオワークショップ
　（平成25年7月）
・メディアアーティストによるワークショップ
　（平成25年10月）
・企業のデザイナーによる講演会（平成25年11月）
・企業のデザイナーによるポートフォリオ講習会
　（平成25年12月）

　 2） 支援体制
　デザイン学部のキャリア支援は、デザイン学部キャリア支援委員会の委員、4コースのゼミ
担当教員及び事務局（学生課学生支援係、就職相談員）が行っている。主な役割分担として、
事業の企画・運営は当該委員会の委員が、就職先の開拓は全教員及び学生支援係が、学生相談
のうち専門分野に関わることはキャリア支援室の就職相談員及び学生支援係がそれぞれ行って
いる。
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　 3） 就職・進学結果
　　　平成26年3月卒業生（5期生）

就
　
　
職
　
　
先

■情報通信業（放送・ゲームソフト・インターネット関連・映像制作等）
　エイチ・テー・ビー映像㈱、㈱ギアエイト、㈲クリエイティブアソシエイツボイス、㈱スパイラル、
　㈱ソフトコム、ダンアート㈱、ナスカコンピュータ㈱、㈱ヤフー、㈱ラクシス、㈱ラヴィ
■専門・技術サービス業（デザイン業・広告業等）
　㈱アレンジコンクリート、㈱オズ、㈱札促社、㈱写真工房、㈱ドラフト、
　ハーミットクラブ一級建築士事務所、㈱プロコム北海道、㈱本間利雄設計事務所、㈱三景スタジオ
■製造業
　㈱エール、㈱北一硝子、㈱北の達人コーポレーション、極東高分子㈱、
　㈱ケイシイシイ（LeTAO）、総合商研㈱、東京リスマチック㈱、東洋印刷㈱、ナトコ㈱、
　日崎工業㈱、㈱ファンケル、㈱本田技術研究所、三浦印刷㈱、 
■卸売業・小売業
　㈱アイア、大槻食材㈱、㈱カンディハウス、㈱ドン・キホーテ、ハミューレ㈱、㈱パル、
　北海道マツダ販売㈱、ヨシモト㈱、㈱リンク・セオリージャパン
■建設業
　㈱一条工務店、㈱NTTファシリティーズ、㈱土屋ホーム、㈱土屋ホームトピア、㈱フレンズ、
　ヤマチコーポレーション㈱、㈱ヴァックスラボ
■公務
　 (公財)札幌市芸術文化財団
■サービス業
　アミューズメント北海道㈱、キャリアバンク㈱、㈱ステージ・ループ、㈱セレブリックス、
　㈱ダイナム、㈱テイパーズ
■宿泊業・飲食サービス業
　㈱グランビスタホテル&リゾート（札幌グランドホテル）
■運輸業・郵便業
　北海道旅客鉄道㈱
■教育・学習支援業
　(公財)さっぽろ青少年女性活動協会、㈱秀英予備校、㈱ファミリー
■不動産
　日本グランデ㈱

進
学
先

札幌市立大学大学院、北海道大学教育学部、産業技術大学院大学、ヒューマンアカデミー
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（5期生）
札幌市立大学デザイン学部 平成26年3月卒業者 就職状況（平成26年5月15日現在）

民間就職
71%

進学
14%

その他
15%

平成26年3月卒業生の進路決定状況

民間就職

進　学

公務員

その他

札幌
57%

道外
27%

道内
（札幌以外）
16%

平成26年3月卒業生の地域別就職先

札幌

道外

道内（札幌以外）

製造
21%

情報通信
22%卸・小売

16%
不動産
2%

専門・技術
14%

教育・学習支援
5%

サービス
14%

建設
5%

運輸・郵便
1%

平成26年3月卒業生の産業分類別就職先

建設業

製造業

情報通信業

運輸・郵便業

卸売業・小売業

不動産業

専門・技術業

教育・学習支援業

サービス業

進路状況 人　数 割　合

民間就職 63名 70.8%

進　学 13名 14.6%

公務員 0名 0.0%

その他 13名 14.6%

合　計 89名 ―

地域別就職先 人　数 割　合

札幌 36名 57.1%

道外 17名 27.0%

道内（札幌以外） 10名 15.9%

合計 63名 ―

産業分類別就職先 人　数 割　合

建設 3名 4.8%

製造 13名 20.6%

情報通信 14名 22.2%

運輸、郵便 1名 1.6%

卸・小売 10名 15.9%

不動産業 1名 1.6%

専門・技術 9名 14.3%

教育・学習支援 3名 4.8%

サービス業 9名 14.3%

合　計 63名 ―
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　 4） コース別概要

（5期生）
札幌市立大学デザイン学部　平成26年3月卒業生 進路決定状況（概要）

1．コース別進路状況

コース 卒業生数① 1．就職希望 就職者（起業含）※1 2．進学希望 3．その他
② 内公務員志望 ③ 内公務員 ④ 進学先決定者⑤※3 ⑥ ※2

空　間 14 8 0 8 0 5 5 1
製　品 19 15 0 14 0 3 3 1

コンテンツ 23 17 0 13 0 3 3 3
メディア 33 30 0 28 0 2 2 1
合　計 89 70 0 63 0 13 13 6
割　合 100.0% 78.7% 0 90.0% 0 14.6% 100.0% 6.7%

①÷① ②÷① ③÷② ④÷① ⑤÷④ ⑥÷①

（備考）
　※1：就職希望者に対する就職者の割合
　※2：就職希望・進学希望以外の者（アルバイト・公務員浪人等、将来的な就職に関する進路選択をしたもの）
　※3：進学希望者に対する進学先決定者の割合

2．内定先の内訳（市内35社37名、道内9社9名、道外17社17名）
コース 道内企業（札幌市内含む） 道外企業

空
　
間

市内

土屋ホーム㈱〔建設業：設計職〕
土屋ホームトピア㈱〔建設業：営業職〕
㈱ NTT ファシリティーズ北海道〔専門・技術サービス業 : 設計職〕
㈱札促社〔情報通信業：営業職〕

㈱本間利雄設計事務所〔専門・技術サービス業：設計職〕
㈱セレブリックス〔サービス業：営業支援〕
㈱ラクシス〔情報通信業：デザイナー職〕

道内 ㈱ケイシイシイ〔製造業：デザイナー職〕

製
　
品

市内

㈱北の達人コーポレーション〔製造業：企画職〕
㈱ドン・キホーテ〔卸・小売業：総合職〕
キャリアバンク㈱〔サービス業〕 

㈱本田技術研究所〔製造業：デザイナー職〕
㈱ヤフー〔情報通信業：総合職〕
㈱ファンケル〔製造業：総合職〕
ナトコ㈱〔製造業：デザイナー職〕
㈱アレンジコンクリート〔専門・技術サービス業：技術職〕
㈱ ドラフト〔専門・技術サービス業：デザイナー職〕
ハーミットクラブ一級建築士事務所〔専門・技術サービス業：デザイナー職〕
ダンアート㈱〔情報通信業：総合職〕
日崎工業㈱〔製造業：技術職〕

道内

ヨシモト㈱〔卸・小売業：総合職〕
㈱カンディハウス〔製造業：デザイナー職〕

コ
ン
テ
ン
ツ

市内

大槻食材㈱〔卸・小売業：営業職〕
㈱ラヴィ〔情報通信業：デザイナー職〕
㈱オズ〔情報通信業：デザイナー職〕
㈱リンク・セオリージャパン〔卸・小売業：販売職〕
ナスカコンピュータ㈱〔情報通信業：ＳＥ職〕
㈱ヴァックスラボ〔情報通信業：総合職〕
㈱スパイラル〔情報通信業：企画職〕
㈲クリエイティブアソシエイツボイス〔情報通信業：デザイナー職〕
㈱ギアエイト〔情報通信業：ディレクター職〕

東京リスマチック㈱〔製造業：総合職〕
一条工務店㈱〔建設業：営業職〕

道内 ㈱ファミリー〔教育・学習支援業：一般職〕
東洋印刷㈱〔製造業：デザイナー職〕
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コース 道内企業（札幌市内含む） 道外企業

メ
デ
ィ
ア

市内

㈱ソフトコム〔情報通信業：ＳＥ職〕
ハミューレ㈱〔卸・小売業：総合職〕
ヤマチコーポレーション㈱〔建設業：企画職〕
総合商研㈱〔製造業：デザイナー職〕
㈱アイア〔卸・小売業：販売職〕
㈱三景スタジオ〔専門・技術サービス業：フォトグラファー〕
㈱秀英予備校〔教育・学習支援業：小中学部教師〕
( 公財 ) さっぽろ青少年女性活動協会〔教育・学習支援業：総合職〕
㈱ダイナム〔サービス業：総合職〕
( 公財 ) 札幌市芸術文化財団〔専門・技術サービス業：総合職〕
北海道旅客鉄道㈱〔運輸、郵便業：デザイナー職〕
日本グランデ㈱〔Ｋ不動産業：広告ディレクター〕
アミューズメント北海道㈱〔サービス業：総合職〕
㈱フレンズ〔情報通信業：デザイナー職〕
エイチテービー映像㈱〔情報通信業：アシスタントディレクター〕
北海道マツダ販売㈱〔卸・小売業：事務職〕
三浦印刷㈱〔製造業：営業職〕
キャリアバンク㈱〔サービス業〕
㈱写真工房〔専門・技術サービス業：デザイナー職〕
㈱ｸﾞﾗﾝﾋﾞｽﾀ＆ﾘｿﾞｰﾄ（札幌ﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ）〔サービス業：カメラマン〕

ステージループ㈱〔サービス業：オペレーター〕
㈱パル〔卸・小売業：販売職〕
㈱テイパーズ〔サービス業〕

道内

㈱北一硝子〔製造業：販売〕
㈱プロコム北海道〔専門・技術サービス業：デザイナー職〕
㈱エール〔製造業〕
極東高分子㈱〔製造業：技術職〕

小　計 44社　46名 17社　17名

合　計 61社　63名

3．進学状況（大学院11名、研究生0名、その他1名）

空　間

大学院 札幌市立大学大学院（４）、北海道大学大学院（１） 5名

研究生

その他

製　品

大学院 産業技術大学院大学（１）、札幌市立大学大学院（１） 2名

研究生

その他 ヒューマンアカデミー（１） 1名

コンテンツ

大学院 札幌市立大学大学院（３） 3名

研究生

その他

メディア

大学院 札幌市立大学大学院（１）、北海道大学大学院（１） 2名

研究生

その他

合　計 大学院　12名　　　研究生　0名　　　その他　1名 13名
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2　看護学部（助産学専攻科含む）

　 1） 概要
　看護学部キャリア支援委員会は、学生の進路相談や就職活動、国家試験への支援だけでなく、
就職後の支援も視野に入れ、学生を支援する体制を整えている。
　看護学部における支援体制には、①進路相談、②就職活動支援、③国家資格試験対策、④卒業
後のキャリア支援の4つの取組を軸に、次のような活動計画を定めた。①看護学部キャリア支援
相談室の管理・運営、②進路希望調査の実施、③看護学部キャリア支援・進路活動ガイダンスの
実施、④進路相談日の定期化、⑤各種就職・進学説明会の開催、⑥国家試験自主ゼミの組織化、
⑦国家試験受験に向けたガイダンスの実施。
　また、上記に加え平成24年度から引き続き文部科学省の「産業界のニーズに対応した教育改
善・充実体制整備事業」の支援を受けて2期生、3期生、4期生を対象としたシャトル研修を実施
するなど、卒後のキャリア支援も行った。
　これらの活動が学生のニーズに適う内容であること及び学生の将来に有用な指針を示すもので
あることを念頭におき、進路希望調査の結果や進路相談などにおける学生の声を重視するととも
に、これらを計画立案に反映させながら支援することに努めている。

　 2） 支援体制
　看護学部キャリア支援委員7名により、次の表のとおり年間活動計画及び進路相談などを行っ
た。また、学生による国家試験対策自主ゼミグループを組織し、自主ゼミリーダー会議を定期的
に開催した。

月 4年次生・助産学専攻科生 3年次生

4月 ・前期ガイダンス
・国家試験受験ガイダンス
・キャリアハンドブック配布（専攻科生）
・進路希望調査

・前期ガイダンス
・キャリアハンドブック配布（編入生）

5月

6月 ①看護師模試

7月

8月 ・再学修セミナー（5回）
・後期ガイダンス（専攻科生）

9月 ②保健師模試
・後期ガイダンス ・後期ガイダンス

10月 ③看護師模試 ・国家試験対策自主ゼミ結成
・進路活動ガイダンス

11月 ④助産師模試
⑤保健師模試
・国家試験説明会

12月

1月 ⑥看護師模試
⑦助産師模試
⑧保健師模試

・進路希望調査

2月 ・国家試験受験事前説明会 ・学内就職説明会

3月 ・労務支援特別講義 ①低学年用国家試験模試

Ⅴ キャリア支援活動　　2　看護学部 （助産学専攻科含む）
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　 3） 就職・進学結果
　　①　進路状況

在籍数（名） 就職希望者数（名） 進学者数（名） 就職者数（名） 内定率（％）

学生数 89 81 7 81 100.0

（うち編入学） 8 7 0 7 100.0

助産学専攻科 10 10 0 10 100.0

　　②　就職者の職種
看護師 75

保健師 5

助産師 10

その他 1

合　計 91

　 4 ）国家試験の結果

出願者数（名） 受験者数（名） 合格者数（名） 合格率（％）

看護師 81 81 81 100.0%

保健師 89 89 87 97.7%

助産師 10 10 10 100.0%

（単位：名）

就職
91%

進学
8%

その他1%

平成 25年度卒業生の進路状況（看護学部）

就職者数

進学者数

その他

就職  100%

平成 25 年度卒業生の進路状況（助産学専攻科）

就職者数

看護師 82%

保健師
6%

保健師
6%

保健師
6%

助産師
11%

就職者の職種

看護師

保健師

助産師

その他 1%
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3　デザイン研究科

　 1） 就職・進学結果

（3期生）
札幌市立大学（デザイン研究科）　平成26年3月修了生

就
　
　
職
　
　
先

■情報通信業（放送・ゲームソフト・インターネット関連・映像制作等）
　㈱パブリックリレーションズ 
■製造業
　㈱金星/東リ㈱ 
■建設業
　㈱建築設備設計研究所/上海現代設計院（中国）
■公務
　札幌市役所（技術職：建築）
■サービス業
　㈱ダーウィンズ/㈱ジェイティービー

　 2） 進路決定状況概要
1．コース別進路状況

コース 修了生数①
1．就職希望 就職者（起業含）※1 2．進学希望 3.その他

　　⑥※2② 内公務員志望 ③ 内公務員 ④ 進学先決定者⑤※3

デザイン専攻 11 8 1 8 1 0 0 3
合　計 11 8 1 8 1 0 0 3
割　合 100.0% 72.7% 0 100.0% 0 0 27.3%

①÷① ②÷① ③÷② ④÷① ⑤÷④ ⑥÷①

（備考）
　※1：就職希望者に対する就職者の割合
　※2：就職希望・進学希望以外の者（アルバイト・公務員浪人等、将来的な就職に関する進路選択をしたもの）
　※3：進学希望者に対する進学先決定者の割合

2．内定先の内訳（市内5社5名、道内0社0名、道外3社3名）
コース 道内企業（札幌市内含む） 道外企業

デ
ザ
イ
ン
専
攻

市内

㈱ダーウィンズ〔サービス業：総合職〕
札幌市役所〔公務：建築職〕
㈱金星〔製造業：企画営業職〕
JTB 北海道〔サービス業：総合職〕
㈱パブリックリレーションズ〔情報通信業：ＳＥ職〕

上海現代設計院（中国）〔建設業：設計職〕
東リ㈱〔製造業：企画職〕
㈱建築設備設計研究所〔建設業：設計職〕

道内 ㈱カンディハウス〔卸・小売〕

小　計 5社　5名 3社　3名

合　計 8社　8名

3．進学状況

進学者なし
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（3期生）
札幌市立大学（デザイン研究科）　平成26年3月修了生　就職・進学結果

民間就職
64%

公務員
9%

その他
27%

平成25年度修了生の進路状況

民間就職

進　学

公務員

その他

札幌
62%

道外
38%

平成25年度修了生の地域別就職先

札幌

道外

道内（札幌以外）

建設
25%

製造
25%情報通信

12%

公務
13%

サービス
25%

平成25年度修了生の産業分類別就職先

建設業

製造業

情報通信業

サービス業

公務

進路状況 人　数 割　合

民間就職 7名 63.6%

進　学 0名 0.0%

公務員 1名 9.1%

その他 3名 27.3%

合　計 11名 ―

地域別就職先 人　数 割　合

札幌 5名 62.5%

道外 3名 37.5%

道内（札幌以外） 0名 0.0%

合計 8名 ―

産業分類別就職先 人　数 割　合

建設 2名 25.0%

製造 2名 25.0%

情報通信 1名 12.5%

サービス業 2名 25.0%

公務 1名 12.5%

合　計 8名 ―

Ⅴ キャリア支援活動　　3　デザイン研究科


