
事業所の皆様方には、日頃より本学の研究・教育活動、就

職支援につきまして、ご理解とご協力をいただき、誠にあ

りがとうございます。おかげさまで、昨年度3月の卒業生は

コロナ禍にもかかわらず95.6%と、昨年を上回る就職率を達

成することができました。これも、事業所の皆様のご協力

があればこそと、厚く感謝を申し上げます。

令和2年春から続く新型コロナウイルス感染症の世界的蔓

延も、ワクチンの複数回接種が進み、すこし落ち着く傾向

が見られるようですが、依然として感染者が無くならない

状況が続いており、皆様方も、いまださまざまな困難に直

面しておられるのではないかとお察し申し上げます。

本学は、理論や学問と実践の両方を大切にして行動する

「行学一如」を学是としており、大学教育の中で、座学を

中心とした講義だけでなく、学外でのさまざまな実習、実

学や地域社会と結びついたボランティア活動も積極的に取

り入れてきました。今年度に入り、このような活動も対策

を講じながらようやく実施できるようになりました。また、

講義もほぼ全面的に対面で行って

います。

キャリアセンターでは、コロナ

禍による一様でない変化に対応し

ながら、さまざまな制限があるな

かでも、一人ひとりの学生に向き

合い、個に即した就職活動ができ

るよう、これまでのやり方にとら

われない手段で教職員一同、努力してきました。これから

も新しい日常に適応しながら、多くの事業所の皆様と学生

との結びつきを維持するだけでなく、さらに密に深化させ

るため、一緒に手を取り合い、学生のより良い将来の基礎

を提供するとともに、皆様方の発展に貢献できるよう努力

してまいりますので、今後とも、一層のご理解ご指導、ご

親睦を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

キャリアセンター長 梶 原 洋
(教育学部教育学科 教授)
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既卒者・障がい者対象求人

就職支援を希望する学生のために、就職情報の提供・相談
を行っております。対象の求人がございましたら情報の提
供をお願いいたします。
求人受付方法は新卒求人と同様です。

求人情報について

求人情報は、インターネットを活用した【学校向け求人情
報配信システム(キャリタスUC)】（運営・管理：株式会社
ディスコ）を通じて、受付しております。配信先に「東北
福祉大学」をご選択いただき、情報登録をお願いいたしま
す。

東北福祉大学 求人 検索詳細はHPにてご確認ください ▸

卒業生在職者名簿

学生の就職支援の一環として、卒業生の調査を実施し、データ管理を行っております。いただいた資料は、学生の就職支援
の目的（在職者の有無・OB・OG訪問等の参考資料／閲覧・コピー不可）のみに使用し、本学キャリアセンターで厳重に管理
いたします。卒業生在職者名簿のご恵贈にご協力くださいますよう、お願いいたします。

単独学内説明会

学生のより良いキャリア形成・就職支援の為に、本学学生の採用意欲をお持ちの事業所様
（企業・団体様）からの単独学内説明会を受け付けております。

開催方法

原則、対面での実施といたします。会場は、キャリアセンター内のセミナー室をご用意しております。
事業所様の希望により、オンライン形式のビデオ会議（ZoomまたはGoogle meet）での実施も可能です。
また、以下の場合はオンラインでの実施とさせていただきます。
※学生の申し込み人数が8名を超えた場合。（密を避けるため）
※まん延防止等重点措置や緊急事態宣言等、構内への立ち入りに制限が設けられた場合。

開催日時
時間帯は、平日の下記時間帯よりお選びください。
①10：30～11：30 ／ ②12：30～13：30 ／ ③14：30～15：30 ／ ④16：30～17：30

申し込み方法

単独学内説明会申込用紙に必要事項を記入し、専用メールアドレスよりお申し込みをお願いいたします。
お申し込みいただく際は、キャリタスUCに求人情報の登録をお願いしております。企業データ・求人票データ
が入力されていることをご確認ください。
学生への告知の都合上、ご希望の開催日より3週間前までにお申込みください。

専用メールアドレス：career5@tfu.ac.jp

申し込み後のご連絡
お申し込み後、2日以内（土日休日を除く）にご連絡いたします。3日を経過しても回答がない場合は、恐れ入
りますが、お電話にてお問い合わせください。
また、お申し込みいただきましても、日時などご希望に添えない場合がございますので、予めご了承ください。

お問合せ先 キャリアセンター 担当：清水・安重・斉藤

採用ご担当者様へ

TFUパートナーズ

本学では、TFUパートナーズ制度［大学と事業所様の連携により、学生と事業所様の相互理解を深めるための支援制］を事業
所様とともに取り組んでおります。ご賛同いただきました事業所様には、就労実習（インターンシップ）をお受け入れいた
だくほか、事業所様の広報活動の一助として、キャリアカフェの開催を行っております。

東北福祉大学 学内説明会 検索詳細はHPにてご確認ください ▸



学部生合計 1,472名

本籍地別卒業予定者
（宮城県668名／山形県151名／福島県180名／岩手県150名／秋田県106名／青森県75名／北海道9名／その他133名）

学部学科／取得可能資格（2023年3月卒業生）

2023年3月卒業予定者（2022年6月1日現在）

学部 学科 ※人数は入学定員 主な取得可能な資格 主な就職先

総

合

福

祉

学

部

社会福祉学科
400名

◎社会福祉士国家試験受験資格［定員制］
◎精神保健福祉士国家試験受験資格［定員制］
●社会福祉主事（任用）
◎身体障害者福祉司（任用）
●児童指導員（任用）
○介護福祉士国家試験受験資格［定員制］
◇介護職員初任者研修［定員制］
▲スクールソーシャルワーカー［定員制］ ※2

福祉心理学科
120名

福祉行政学科
100名

□福祉用具専門相談員［定員制］
◎保育士［定員制］
◎高等学校教諭一種免許状（福祉）
◎学校図書館司書教諭
★社会教育主事（任用）
◎図書館司書
◎博物館学芸員 など

◎精神保健福祉士国家試験受験資格［定員制］
◆公認心理師国家試験受験資格［定員制］
◎養護教諭一種免許状［定員制］
△認定心理士
☆認定健康心理士
△福祉心理士
●心理判定員（任用）
○社会福祉士国家試験受験資格［定員制］

○社会福祉主事（任用）
○身体障害者福祉司（任用）
●児童指導員（任用）
◇介護職員初任者研修［定員制］
□福祉用具専門相談員［定員制］
★社会教育主事（任用）
○図書館司書
○博物館学芸員 など

◎社会福祉士国家試験受験資格［定員制］
○社会福祉主事（任用）
○身体障害者福祉司（任用）
●児童指導員（任用）
◇介護職員初任者研修［定員制］

○救急救命士国家試験受験資格［定員制］
■防災士
□福祉用具専門相談員［定員制］
★社会教育主事（任用）
▼図書館司書 など

協議会／福祉施設／
病院・クリニック／
精神科病院／
保育所／一般企業／公務員／
高等学校（福祉科） など

精神科病院／
病院・クリニック／心理職／
小学校、中学校、高等学校など
の養護教諭／
公務員／一般企業 など

公務員／団体／一般企業／
協議会／福祉施設 など

総
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
部

産業福祉マネジメント学科
100名

◎第一種衛生管理者免許
▼社会福祉士国家試験受験資格［定員制］
○社会福祉主事（任用）
○身体障害者福祉司（任用）
○児童指導員（任用） ※1
■防災士

◇介護職員初任者研修［定員制］
□福祉用具専門相談員［定員制］
★社会教育主事（任用）
▼図書館司書
▼博物館学芸員 など

情報福祉マネジメント学科
100名

■ＩＴパスポート
■基本情報技術者
■マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト（ＭＯＳ）
△デジタルコンテンツアセッサ（2・3級）
▼社会福祉士国家試験受験資格［定員制］
○社会福祉主事（任用）
○身体障害者福祉司（任用）

○児童指導員（任用） ※1
◇介護職員初任者研修［定員制］
□福祉用具専門相談員［定員制］
★社会教育主事（任用）
▼図書館司書
▼博物館学芸員
■防災士 など

教
育
学
部

教育学科
250名

初等教育専攻
210名

健

康

科

学

部

保健看護学科
80名

リハビリテーション学科
80名

医療経営管理学科
70名

中等教育専攻
40名

作業療法学専攻
40名

理学療法学専攻
40名

◎保育士［定員制］
◎幼稚園教諭一種免許状
◎小学校教諭一種免許状
◎特別支援学校教諭一種免許状

◎中学校教諭一種免許状（社会）
◎高等学校教諭一種免許状（地理歴史）
◎高等学校教諭一種免許状（公民）
◎特別支援学校教諭一種免許状
◎学校図書館司書教諭

●児童指導員（任用）
★社会教育主事（任用）
◎図書館司書
◎博物館学芸員
■防災士 など

◎学校図書館司書教諭
●児童指導員（任用）
★社会教育主事（任用）
■防災士 など

一般企業／公務員／団体／
福祉施設／
病院・クリニック など

ＩＴ業界などの一般企業／
福祉施設／公務員／団体／
病院・クリニック など

総合病院／公務員保健師 など

小学校／特別支援学校／
幼稚園／公務員保育士／
保育所／企業 など

中学校／高等学校／
特別支援学校／
企業／公務員 など

病院・クリニック／
老人保健施設 など

病院・クリニック／
医療機器・医薬品メーカーなど
の一般企業／
公務員／団体／福祉施設 など

●作業療法士国家試験受験資格

●理学療法士国家試験受験資格

●看護師国家試験受験資格
☆保健師国家試験受験資格［定員制］
☆助産師国家試験受験資格［定員制］

■診療情報管理士
■医療情報技師
■メディカルクラーク2級
■ドクターズクラーク
◎救急救命士国家試験受験資格［定員制］
■防災士
■ＩＴパスポート
■基本情報技術者

■マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト
（ＭＯＳ）
△デジタルコンテンツアセッサ（2・3級）
◇介護職員初任者研修［定員制］
□福祉用具専門相談員［定員制］
○社会福祉主事（任用）
▼図書館司書
▼博物館学芸員 など

●…卒業することによって得られる資格・受験資格
▲…所定の科目単位などを取得し、得られる資格
○…所定の科目単位を充足し、卒業することで得られる資格
☆…所定の科目単位を充足し、卒業することによって得られる受験資格
■…学外の講座などを受講して得られる資格、または本学において所定の科目単位を充足し、

学外の試験を受験し合格して得られる資格
◆…学部で省令の定める科目を修めて卒業し、その後、大学院で省令の定める科目を修めて

修了するか、省令で定める施設で所定の年数以上の業務を行うことで得られる資格

◎…所定の科目単位を充足し、卒業することによって得られ、学科の特徴から比較的取得しやすい資格
◇…所定の科目単位をすべて3年次までに取得することによって得られる資格
□…所定の科目単位をすべて2年次に取得することによって得られる資格
▼…所定の科目を充足するには他学部・他学科の科目を受講する必要がある資格
△…所定の科目単位を充足し、個人申請によって得られる資格
★…卒業後、1年以上社会教育主事補にあった者が得られる資格
※1 社会福祉士の国家試験受験資格取得を前提とします。
※2  社会福祉士または精神保健福祉士の国家試験受験資格取得を前提とします。



東北福祉大学 キャリアセンター

〒981-8522 宮城県仙台市青葉区国見一丁目8番1号
（国見キャンパス1号館地下1階）

TEL 022-717-3316 ／ E-mail syusyoku@tfu.ac.jp

https://www.tfu.ac.jp/career/index.html

東北福祉大学 ＞ 進路・就職

卒業生の主な就職先（過去3年間・順不同）

2022年3月卒業生 進路割合

ご連絡先

福祉施設 12.5%

保健医療

16.2%

企業 35.5%

福祉企業 5.7%

公務員 9.3%

団体 2.3%

教員 10.6%

講師 4.4%

その他 0.6%
進学 2.9% 北海道 1.3%

青森県 2.1%

岩手県 4.9%

宮城県 49.7%

秋田県 3.2%

山形県 5.6%

福島県 7.5%

関東 20.5%

中部 3.1%

近畿 1.4%

中国・四国 0.4%

九州・沖縄 0.2% 海外 0.1%

地域別分野別

建設業 東北アルフレッサ 東建コーポレーション ベネッセスタイルケア 菅原学園

オノヤ 東日本フード 日建リース工業 セントケア・ホールディング 公務

積水ハウス ブリヂストンタイヤジャパン アクティオ ピジョンハーツ 国家一般職（仙台地方検察庁/福島地方裁判

セキスイハイム東北 丸木医科器械 同仁社 クラ・ゼミ 所/防衛省東北防衛局/国土交通省東北地方

タカラスタンダード ヤンマーアグリジャパン サービス業 チャレンジドジャパン 整備局/国土交通省東北運輸局/宮城労働局/

東北ミサワホーム シバタインテック ウィズソル ツクイ 厚生労働省東北厚生局/厚生労働省仙台検疫

日本住宅 アオバサイエンス 仙台農業協同組合 ニチイ学館 所/法務省東北地方更生保護委員会）

ＴＴＫ エラン 山形農業協同組合 ミツイ 国税専門官（仙台国税局/東京国税局）

日本ハウスホールディングス 小泉 セコム ぴあいんく 法務教官（仙台矯正管区）

ユアテック バイタルネット 綜合警備保障 アスイク 刑務官（仙台矯正管区）

製造業 仙台銘板 ディーピーティー 日本赤十字社福島県支部 保護観察官（法務省北海道地方更生保護委員

伊藤ハムデイリー 三菱電機住環境システムズ 東洋ワーク 秋田大学医学部附属病院 会）

でん六 ダイキンHVACソリューション東北 宿泊・飲食業 石巻赤十字病院 海上保安官（海上保安庁）

ヤマハ 小売業 ルートイングループ 東北公済病院 自衛官（陸上自衛隊/航空自衛隊）

ミキハウス ＪＲ東日本東北総合サービス 岩手ホテルアンドリゾート 仙台赤十字病院 行政職（青森県庁/宮城県庁/秋田県庁/山形

弘進ゴム イオン東北 ジェイグループホールディングス 東京女子医科大学病院 県庁/福島県庁/根室市/八戸市/十和田市/

ラピスセミコンダクタ宮城 イオンリテール 教育業 東北医科薬科大学病院 一関市/宮古市/花巻市/仙台市/石巻市/富谷

アイリスオーヤマ ウエルシア薬局 GlobalAssist 東北大学病院 市/名取市/栗原市/登米市/白石市/岩沼市/

三菱重工業 ツルハ 明光ネットワークジャパン 名古屋市立大学病院 角田市/大崎市/横手市/大仙市/にかほ市/

三菱電機 トヨタカローラ山形 福祉・医療 日本赤十字社医療センター 大館市/東根市/米沢市/長井市/伊達市/いわ

トヨタ自動車東日本 ブルームヒアリング 宮城県社会福祉協議会 山形大学医学部附属病院 き市/本宮市/那須塩原市/銚子市/利府町/

ジェー・シー・アイ みやぎ生活協同組合 仙台市社会福祉協議会 イムス明理会仙台総合病院 女川町/亘理町/新宿区/中央区/荒川区）

エーザイ 宮城トヨタ自動車 大崎市社会福祉協議会 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 福祉職（宮城県庁/山形県/福島県/東京都/

凸版印刷 ニトリ 能代市社会福祉協議会 太田綜合病院 仙台市/福島市/世田谷区/品川区）

アルビオン パル 上山市社会福祉協議会 いわてリハビリテーションセンター 心理職（岩手県）

イビデン ヤマザワ 福島市市社会福祉協議会 仙台オープン病院 警察事務（青森県/山形県）

電気・ガス 薬王堂 岩手県社会福祉事業団 公立黒川病院 学校事務（宮城県）

大阪ガス アインファーマシーズ 秋田県社会福祉事業団 康陽会 中嶋病院 保健師（大船渡市/仙台市/大崎市/塩釜市/

ＥＮＥＯＳホールディングス コジマ 山形市社会福祉事業団 仁明会 齋藤病院 栗原市/角田市/川崎市/最上町/川崎町/柴田

情報通信業 東北マツダ 横浜市社会事業協会 松田会 町/大河原町/大郷町/北区）

ＮＥＣネットイノベーション フジ・コーポレーション 仙台市手をつなぐ育成会 公徳会 保育教諭・保育士・幼稚園教諭（一関市/

アンドロボティクス ヤマダデンキ 善き牧者会 小百合園 明和会 中通リハビリテーション病院 仙台市/石巻市/名取市/角田市/酒田市/東根

エヌ・デーソフトウェア やまや なのはな会 恩賜済生会 山形済生病院 市/郡山市/世田谷区役所）

ドコモCS東北 ヨドバシカメラ 幸生会 清山会医療福祉グループ 児童指導員（千葉県庁/長岡市役所）

サイバーコム 金融・証券業 仙台はげみの会 秋田県立病院機構 警察官（岩手県/宮城県/秋田県/山形県/茨城

トランスコスモス 東北労働金庫 仙台キリスト教育児院 宮城県立こども病院 県/埼玉県/警視庁/神奈川県）

パーソルプロセス＆テクノロジー 杜の都信用金庫 安積愛育園 昭和大学病院 消防士（一関市/盛岡地区広域消防組合/仙台

ＮＴＴ東日本-東北 七十七銀行 宮城厚生福祉会 国立病院機構 北海道東北グループ 市/大崎地域広域行政事務組合/秋田市/大曲

Wiz 青森銀行 創生会 国立病院機構 関東信越グループ 仙北広域市町村圏組合/山形市/天童市/横浜

エフアンドエム 北日本銀行 千代福祉会 ＪＣＨＯ仙台病院 市）

トインクス きらやか銀行 青葉福祉会 労働者健康安全機構 看護師（八戸市立市民病院/岩手県医療局/

ナナイロ 仙台銀行 あおば厚生福祉会 教育 仙台市立病院/大崎市民病院/山形県病院事業

ビッツ 東北銀行 湖星会 高等学校教諭[地歴]（宮城県） 局/公立藤田総合病院/千葉県立こども病院/

ワイズマン 福島銀行 埼玉聴覚障害者福祉会 高等学校教諭[公民]（宮城県/神奈川県） 横浜市立市民病院）

運輸業 山形銀行 愛泉会（宮城） 中学校教諭[社会]（北海道/宮城県/仙台市/ 作業療法士（岩手県医療局/みやぎ県南中核

北海道旅客鉄道 東邦銀行 愛泉会（山形） 福島県/栃木県/埼玉県/新潟県） 病院/羽後町立羽後病院）

東日本旅客鉄道 保険業 つどいの家 小学校教諭（北海道/青森県/岩手県/宮城県/ 理学療法士（つがる総合病院/みやぎ県南中

日本交通 住友生命保険 北信福祉会 埼玉県/さいたま市/東京都/神奈川県/横浜市 核病院/市立横手病院）

日本郵便 第一生命保険 ライフの学校 /新潟県/新潟市/富山県/京都府/堺市） 社会福祉士（三戸中央病院/岩手県医療局/

福山通運 日本生命保険 安積福祉会 特別支援学校教諭（北海道/青森県/岩手県/ 大崎市民病院/米沢市民病院）

卸売業 明治安田生命保険 緑愛会 宮城県/秋田県/山形県/福島県/茨城県/栃木 精神保健福祉士（八戸市立市民病院）

東北日立 AIG損害保険 社会保険診療報酬支払基金 県/群馬県/埼玉県/千葉県/神奈川県/横浜市/ 診療情報管理士(春日部市立医療センター)

カメイ 不動産業・物品賃貸業 日本年金機構 岡山県） 事務職（十和田市立中央病院）

キヤノンシステムアンドサポート 住友不動産販売 高齢・障害・求職者雇用支援機構 養護教諭（岩手県/秋田県/山形県/福島県/

国分東北 大和リビングマネジメント SOMPOケア 茨城県/栃木県/神奈川県/横浜市/相模原市）

サンセイ医機 三井不動産リアルティ東北 アースサポート 東北外語学園

シャープマーケティングジャパン 積水ハウス不動産東北 アサヒサンクリーン 宮城明泉学園

※2022年3月卒就職内定率95.6％


