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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）において学生へ

の支援方法、学生の就業意欲向上、企業理解につながるための取組等を協議し、コース毎の独自企

画と連携しながら運営を行った。

　平成20年4月には、キャリア支援室を開設し、教職員による就職相談体制を開始した。また、

キャリア支援室は、後援会からの支援により、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月からは就職相談員1名を配置し、きめ細かく個別指導できる体制を整備している。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・エントリーシート対策な

ど）

（平成29年4月～）

・学内企業説明会（随時）

・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29年4月～平成30年2月）

・就職活動ハンドブックの配布（平成29年4月）

・進路希望調査（平成29年10月）

・ビジネスEXPOへの参加（平成29年11月）

・学内業界セミナー（平成29年10月～平成30年3月）

・求人情報の提供（随時）

・インターンシップ・企業実習情報の提供（随時）

学部2・3年生への支援
・スケッチ講習会（平成29年11月）

・ワークショップ型インターンシップ体験（平成29年11月）

後援会からの支援

・模擬面接（平成29年4月）

・エントリーシート個別相談会（平成29年11月）

・履歴書用証明写真撮影補助（平成29年11月～）

2）　支援体制

　デザイン学部のキャリア支援は、本委員会の委員、4コースのゼミ担当教員及び事務局（学生課

キャリア支援担当、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・運営は本委員

会の委員が、就職先の開拓は全教員及びキャリア支援担当が、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キャリア支援担当がそれぞれ行っている。

　　１　デザイン学部
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3）　就職・進学結果

　（9期生）平成29年度卒業生

就　
　
　

職　
　
　

先

■建設業

ARIGATO COMPANY㈱/㈲ZO設計室/㈱一条工務店/㈱オープンハウス/静岡セキスイハイムエクステリ

ア㈱/須藤建設㈱/大鎮キムラ建設㈱/ミサワホーム北海道㈱/㈱リペアハウス

■製造業

川嶋印刷㈱/㈱カンディハウス/クリナップ㈱/㈱工芸カラサワ/㈱コスモ設計/㈱ザボ/サンスター文具㈱/
㈱ロイズコンフェクト

 ■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）

㈲3KG /Klab㈱/㈱NDPマーケティング/㈱NTTデータMSE/㈱OZ/㈱アイ・エム・ジェイ/㈲カイカイキ

キ（スタジオポンコタン）/㈱カヤック/クリプトン・フューチャー・メディア㈱/㈱ジャパンテクニカル

ソフトウェア/㈱セラク/ダイヤモンドヘッド㈱/㈱ティー・ワイ・オー/㈱トップ・クリエーション/トラ

ンスコスモス㈱/㈱ホープス/㈱メンバーズ/ヤフー㈱/起業（アプリ開発）

■卸売業・小売業

㈱FUJI/㈲ウィズ/カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱/佐藤水産㈱/シンコール㈱/㈱セコマ/㈱手紙

社/㈱ビックカメラ/㈱ヨシモト

■不動産業

㈱札幌ドーム/新千歳空港ターミナルビルディング㈱/スミタス㈱

■専門・技術サービス業（デザイン業・広告業等）

EDP graphic works㈱/㈱インプロバイド/㈱ウツワニウム/㈲クォーターパッククリエイティブ/㈲三景

スタジオ/㈱ソフトスケープ/㈱ニトリパブリック/㈱ベガコーポレーション/起業（楽曲提供）

■宿泊サービス業

UNTAPPED HOSTEL

■生活・娯楽業

四季㈱

■教育・学習支援業

㈱ブレストインキュベーション

■サービス業

㈱アルトナー/㈱エイジェック/（一社）北海道中小企業家同友会

■公務

札幌市役所（消防士）/北海道警察

進
学
先

札幌市立大学大学院/静岡文化芸術大学大学院/首都大学東京大学院/信州大学大学院//北海道大学大学院国

際広報メディア・観光学院/Tallinn University of Technology

　　１　デザイン学部
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　　１　デザイン学部

（9期生）

札幌市立大学デザイン学部 平成29年度卒業者 就職状況（平成30年7月1日現在）

進路状況 人数（名） 割合（％）

民間就職 70 75.3

進学 14 15.0

公務員 2 2.2

その他 7 7.5

合計 93 －

民間就職
70名
75.3％

進学
14名

15.0％

公務員
2名
2.2％

その他、7名
7.5％

平成29年度卒業者の進路状況

民間就職

進　学

公務員

その他

合計93名

地域別就職先 人数（名） 割合（％）

札幌 33 45.9

道外 32 44.4

道内（札幌以外） 7 9.7

合計 72 －
札幌
33名
45.9％

道内 （札幌以外）
7名9.7％

道外
32名

44.4％

平成29年度卒業者の地域別就職先

札幌

道外

道内（札幌以外）

合計72名

産業分類 人数（名） 割合（％）

建設 10 13.9

製造 8 11.1

情報通信 22 30.6

卸・小売 11 15.3

不動産 3 4.1

専門・技術 10 13.9

宿泊サービス 1 1.4

生活・娯楽 1 1.4

教育・学習支援 1 1.4

サービス 3 4.1

公務員 2 2.8

その他 0 0.0

合計 72 －

建設
10名

13.9％

宿泊サービス 1 名 1.4％
生活 ・ 娯楽 1 名 1.4％

製造
8名

11.1％

卸 ・ 小売
11名

15.3％
情報通信

22名 30.6％

不動産 3 名
4.1％

サービス3名 4.1％

公務員 2名 2.8％

専門・技術
10名

13.9％

平成29年度卒業者の産業分類別就職先

建設
製造
情報通信
卸・小売
不動産
専門・技術
宿泊サービス
生活・娯楽
教育・学習支援
サービス
公務員

合計72名

教育 ・ 学習支援
1 名 1.4％
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4）　コース別概要

　（9期生）平成29年度卒業者（平成30年7月1日現在）

1.コース別進路状況 （単位：名）

コース 卒業生数①
1．就職希望者 就職者（起業含） 2．進学希望者 3．その他

② 内公務員志望 ③ 内公務員 ④ 進学先決定者⑤ ⑥※2

空　間 29 16 1 15 1 11 10 2

製　品 9 9 1 9 1 0 0 0

コンテンツ 25 22 0 21 0 2 2 1

メディア 30 28 0 27 0 2 2 0

合　計 93 75 2 72 2 15 14 3

割　合 80.6% 2.7% 96.0% 2.8% 16.1% 93% 3.2%

②÷① ③÷② ※1 ④÷① ⑤÷④ ※3 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30社33名、道内6社7名、道外30社32名）

コース 道内企業（札幌市内含む） 道外企業

空
間

市内

㈱工芸カラサワ〔製造：製造職〕

札幌市〔公務：消防士〕

㈱札幌ドーム〔不動産：施設保全職〕

スミタス㈱〔不動産：営業職〕

ミサワホーム北海道㈱〔建設：営業職〕

㈱リペアハウス〔建設：設計職〕

㈲ZO設計室 〔建設：設計職〕

㈱一条工務店 〔建設：設計職〕

㈱オープンハウス〔建設：技術職〕

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 
〔卸・小売：企画職〕

静岡セキスイハイムエクステリア㈱ 
〔建設：設計職〕

シンコール㈱〔卸・小売：営業職〕道内
須藤建設㈱〔建設：設計職〕

大鎮キムラ建設㈱〔建設：設計職〕

製
品

市内

㈱OZ〔情報通信：Webデザイナー〕

㈱コスモ設計〔製造：設計職〕

佐藤水産㈱〔卸・小売：総合職〕

北海道警察〔公務：警察官〕

ARIGATO COMPANY㈱〔建設：総合職〕

㈱アルトナー〔サービス：エンジニア〕

クリナップ㈱〔製造：企画職〕

道内
㈱カンディハウス〔製造：製造スタッフ〕

㈱ヨシモト〔卸・小売：総合職〕

　　１　デザイン学部
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コース 道内企業（札幌市内含む） 道外企業

コ
ン
テ
ン
ツ

市内

㈱FUJI〔卸・小売：企画職〕

㈲ウィズ〔卸・小売：販売職〕

クリプトン・フューチャー・メディア㈱

 〔情報通信：デザイナー〕

㈱ジャパンテクニカルソフトウェア〔情報通信：SE〕

㈱セコマ〔卸・小売：デザイナー〕

㈱ホープス〔情報通信：SE〕

㈱ロイズコンフェクト〔製造：総合職〕

起業（アプリ開発）〔情報通信：エンジニア〕

Klab㈱〔情報通信：デザイナー〕

㈱NTTデータMSE〔情報通信：SE〕

㈱アイ・エム・ジェイ〔情報通信：ディレクター〕

㈱エイジェック〔サービス：オフィスワーク職〕

㈲カイカイキキ（スタジオポンコタン）

 〔情報通信：デザイナー〕

㈱ティー・ワイ・オー

 〔情報通信：制作アシスタント〕

㈱ビックカメラ〔卸・小売：総合職〕

㈱メンバーズ〔情報通信：デザイナー〕

起業（楽曲提供）〔専門・技術：作曲家〕道内

メ
デ
ィ
ア

市内

㈲3KG〔情報通信：デザイナー〕

㈱NDPマーケティング

 〔情報通信：コンサルティングアシスタント〕

UNTAPPED HOSTEL〔飲食・宿泊：スタッフ〕

㈱インプロバイド〔専門・技術：デザイナー〕

㈱ウツワニウム〔専門・技術：デザイナー職〕

㈲クォーターパッククリエイティブ

 〔専門・技術：コピーライター〕

㈱ザボ〔製造：デザイナー〕

㈱ソフトスケープ〔専門・技術：企画・調査職〕

㈱トップ・クリエーション〔情報通信：制作職〕

㈱ニトリパブリック〔専門・技術：総合職〕

㈱ベガコーポレーション

 〔専門・技術：Webデザイナー〕

（一社）北海道中小企業家同友会〔サービス：総合職〕

EDP graphic works㈱
〔専門・技術：モーショングラフィックデザイ

ナー〕

川嶋印刷㈱〔製造：総合職〕

㈱カヤック〔情報通信：デザイナー〕

サンスター文具㈱〔製造：企画職〕

四季㈱〔生活・娯楽：総合職〕

㈱セラク〔情報通信：技術職〕

ダイヤモンドヘッド㈱〔情報通信：デザイナー〕

㈱手紙社〔卸・小売：販売職〕

トランスコスモス㈱

 〔情報通信：アドクリエイティブ職〕

㈱ブレストインキュベーション

 〔教育・学習支援：総合職〕

㈱メンバーズ〔情報通信：デザイナー〕

ヤフー㈱〔情報通信：デザイナー〕

道内

㈲三景スタジオ〔専門・技術：フォトグラファー〕

新千歳空港ターミナルビルディング㈱ 
 〔不動産：総合職〕

小　計 36社　40名 30社　32名

合　計 66社　72名

3. 進学状況（大学院12名）

コース 進学先

空　間

大学院
札幌市立大学大学院 7名、静岡文化芸術大学大学院 1名、首都大学東京大学院 1名、信州大学

大学院 1名
研究生

その他

製　品

大学院

研究生

その他

コンテンツ

大学院 札幌市立大学大学院 2名

研究生

その他

メディア

大学院 北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院 1名、Tallinn University of Technology 1名

研究生

その他

合計 大学院　13名　　研究生　0名　　その他　1名

　　１　デザイン学部
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　　２　看護学部（助産学専攻科含む）

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、次のような活動の企画・運営を行っている。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各種就職・進学説明会の開催、⑤国家試験自主ゼミの組織化、⑥国家試験受験に向

けたガイダンスの実施。

　学生のニーズ調査に基づき、経験豊富な看護管理者を模擬面接官として招聘した「模擬面接プロ

グラム」を追加実施し、参加学生から好評価を得ている。

　また、卒業生を対象としたシャトル研修を実施し、卒後のキャリア支援を行った。

　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、進路希望調査の結果など学生の声を重視し、計画立案に反映させながら支援を

行っている。

2）　支援体制

　看護学部キャリア支援委員9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

キャリアハンドブック配布（専攻科生）

進路希望調査

キャリアハンドブック配布（編入生）

5月

6月 模試①（看護師）

模擬面接①

7月 模擬面接②③④⑤

8月 再学修セミナー（5回）

9月 後期ガイダンス

模試②（保健師） 進路活動ガイダンス

10月 模試③（看護師）

模試④（助産師）

シャトル研修（札幌）

国家試験対策自主ゼミ結成

11月 模試⑤（保健師）

国家試験説明会

12月

1月 模試⑥（看護師）

模試⑦（助産師）

模試⑧（保健師）

進路希望調査

2月 国家試験受験事前説明会

スキルアップトレーニング

特別講義（就職活動準備）

学内キャリア説明会

低学年用国家試験模試

3月 特別講義（労務支援）

卒業・修了前ガイダンス
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　　２　看護学部（助産学専攻科含む）

3）　就職・進学結果

　　①　進路状況
（単位：名）

卒業者数
就職希望者数

（a） 進学者数 就職者数（b） 内定率（％）

（b/a）
看護学部 89 79 8 78 98.7

助産学専攻科 9 9 0 9 100.0

　　②　就職者の職種

（単位：名）

看護師 70

保健師 7

助産師 9

その他 1

合計 87

　平成30年3月卒業生・修了生

　看護学部

　助産学専攻科

進路状況 人数（名） 割合（％）

就職 78 87.6

進学 8 9.0

その他 3 3.4

合計 89 －

就職
78 名
87.6％

進学　8 名 9.0％

その他 3 名 3.4％

〔看護学部〕平成30年3月卒業生の進路状況

就職者数

進学者数

その他

合計89名

地域別就職先 人数（名） 割合（％）

就職 9 100.0

進学 0 0.0

その他 0 0.0

合計 9 －

就職者数

進学者数

その他
就職  9 名 100.0％

〔助産学専攻科〕平成30年3月修了生の進路状況

合計9名
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　　２　看護学部（助産学専攻科含む）

　看護学部・助産学専攻科

　4）　国家試験の結果

（単位：名）

出願者数 受験者数 合格者数 合格率（％）

看護師 80 80 80 100.0

保健師 32 32 30 93.7

助産師 9 9 9 100.0

看護師 70 名 80.5％

保健師
7 名 8.0％

助産師
9 名 10.3％

〔看護学部 ・ 助産学専攻科〕 就職者の職種

看護師

保健師

助産師

その他

その他 1 名 1.1％

合計87名

職種 人数（名） 割合（％）

看護師 70 80.5

保健師 7 8.0

助産師 9 10.3

その他 1 1.1

合計 87 －
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　　３　デザイン研究科

３　デザイン研究科
1）　就職・進学結果

（7期生）博士前期課程　平成29年度修了生

就　

職　

先

■建設業

　㈱スペース/㈱平成建設

■製造業

　㈱イチムラ/㈱カンディハウス

■情報通信業

　㈱イメージナビ/㈱ファイバーゲート

■学術研究・専門・技術

　㈱インプロバイド/㈱トータルデザインサービス/（地独）北海道立総合研究機構

■医療・福祉

　(福)クピド・フェア

■公務

　石狩市（技術職：建築）、当別町（技術職：建築）
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（7期生）博士前期課程　平成29年度修了生

進路状況 人数（名） 割合（％）

民間就職 10 58.8

進学 0 0.0

公務員 2 11.8

その他 5 29.4

合計 17 －

民間就職
10 名
58.8％

その他
5名
29.4％

公務員
2名
11.8％

平成29年度修了生の進路状況

民間就職

進　学

公務員

その他

合計17名

地域別就職先 人数（名） 割合（％）

札幌 5 41.7

道外 3 25.0

道内（札幌以外） 4 33.3

合計 12 － 札幌
5名
41.7％

道内
（札幌以外）
4 名
33.3％

道外 3名
25.0％

平成29年度修了生の地域別就職先

札幌

道外

道内（札幌以外）

合計12名

産業分類 人数（名） 割合（％）

建設 2 16.7

製造 2 16.7

情報通信 2 16.7

学術研究・専門・技術 3 25.0

医療・福祉 1 8.2

公務 2 16.7

合計 12 －

建設
2名
16.7％

製造
2名
16.7％

情報通信
2名 16.7％

学術研究 ・
専門 ・技術
3名 25.0％

医療 ・福祉
1名 8.2％

公務 2名
16.7％

平成29年度修了生の産業分類別就職先

建設

製造

情報通信

学術研究・専門・技術

医療・福祉

公務

合計8名

　　３　デザイン研究科
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　2）　進路決定状況概要

1.進路状況

（7期生）博士前期課程　平成29年度修了生 （単位：名）

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

② 内公務員志望 ③ 内公務員 ④ 進学先決定者⑤※3 ⑥※2

人　数 17 12 2 12 2 1 0 4

割　合 100.0% 70.6% 16.7% 100.0% 16.7% 5.9% 0.0% 23.5%

①÷① ②÷① ③÷② ④÷① ⑤÷④ ⑥÷①

（4期生）博士後期課程　平成29年度修了生 （単位：名）

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

② 内公務員志望 ③ 内公務員 ④ 進学先決定者⑤※3 ⑥※2

人　数 1 0 0 0 0 0 0 1

割　合 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%

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。また、社

会人学生も含む。）

※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4社4名、道外3社3名）

専攻 道内企業（札幌市内含む） 道外企業

デザイン
専攻

市内

㈱イチムラ〔製造：制作職〕

㈱イメージナビ

〔情報通信：Webデザイナー〕

㈱インプロバイド

〔専門・技術：デザイナー〕

㈱トータルデザインサービス

〔専門・技術：設計職〕

（地独）北海道立総合研究機構

〔学術研究：研究職〕

㈱スペース〔建設：設計職〕

㈱ファイバーゲート〔情報通信：総合職〕

㈱平成建設〔建設：技術職〕

道内

石狩市〔公務：建築職〕

㈱カンディハウス〔製造：営業職〕

(福)クピド・フェア

〔医療・福祉：設計職〕

当別町〔公務：建築職〕

小　計 9社　9名 3社　3名

合　計 12社　12名

3. 進学状況

課　程 進学先（名） 小計（名）

博士前期

課程

大学院

研究生

その他

合計 大学院博士後期課程　0名　研究生　0名　その他　0名 0

　　３　デザイン研究科


