
学部

建築社会基盤系学科 機械航空創造系学科 応用理化学系学科
sai総合企画 ANAラインメンテナンステクニクス JAとまこまい広域
シー・イー・サービス ANA新千歳空港 ＪＸエンジニアリング
シビテック ASCe KOYO証券
ダイシン設計 AVCテクノロジー アルプス技研
ドーコン CRE アルプス電気
パナホーム JFEプラントエンジ イワフジ工業
フジタ NOK エヌ・ティ・ティエムイー
メイセイ・エンジニアリング アイシン北海道 キメラ
旭川空港ビル アルファシステムズ コープさっぽろ
伊藤組土建 エｨ・ダブリュ・ソフトウェア サンドラッグプラス
一条工務店 きんでん システム・サイエンス
奥村組 シーヴイテック セロテック
岩田地崎建設 シークス タマポリ
金江 シンセメック ツルハ
熊谷組 スズキ データベース
建設物価調査会 タカキタ テクノプロ
戸田建設 テクノプロ トライアングル
構研エンジニアリング トヨタ自動車北海道 トリドール
三井住友建設 ナカボーテック ニプロ
鹿島建設 メイテック ふらの農業協同組合
西松建設 荏原製作所 みちのく銀行
前田建設工業 熊谷機械設計 ムトウ
大成建設 三ツ星ベルト ロイズコンフェクト
大日本コンサルタント 三機工業 旭化成アミダス
大林組 三菱自動車エンジニアリング 壱番屋
大和ハウス工業 三菱電機エンジニアリング 栗林商会
竹中工務店 新菱冷熱工業 古河AS
中井聖建設 西村製作所 山洋電気
中央設備エンジニアリング 全日本空輸（ANA） 秀英予備校
鉄建建設 大気社 石屋製菓
土屋ホーム 第一システムエンジニアリング 太陽グループ
北海道電力 中央エンジニアリング 大北土建工業
鈴与建設 東亜建設工業 第一鉄鋼
錢高組 東洋紡エンジニアリング 竹村牧場
国土交通省北海道開発局 日精 東光鉄工
国土交通省四国地方整備局 日鉄住金テックスエンジ 東北ヒロセ電機
自衛隊幹部候補生 日本ケミコン 楢崎製作所
北海道庁 日本原燃 日鉄住金セメント
富山県庁 日本除雪機製作所 日鉄住金テックスエンジ
札幌市役所 日本通運 日本セルバン
函館市役所 日本発条 日本原燃
網走市役所 日立建機 日本表面化学

福山市役所 北海道電力 日立キャピタル

北海道文化放送 日糧製パン
国家公務員(一般） 平塚建具製作所
国家公務員（自衛官） 北海道エアウォーター
室蘭市 北海道漁連
北海道立高校教員（物理） 自営業

北海道龍谷学園 双葉高等学校 国土交通省（気象庁）

海上自衛隊
北海道庁
警視庁
伊達市役所
函館市役所

北海道高等学校教員



学部 夜間主

情報電子工学系学科 機械航空創造系学科 情報電子工学系学科
DNP情報システム アルプス技研 コーセル
ＨＤＣ スガテック モビテック
I・TECソリューションズ トヨタ自動車東日本 岡谷岩井北海道
iD 三建設備工業 角館芝浦電子
INDETAIL 第一システムエンジニアリング 四国化工機
ＪＦＥプラントエンジ 楢崎製作所 瑞穂
NTTデータMSE 日鉄住金テックスエンジ 東京パワーテクノロジー
ＮＴＴ東日本グループ会社＜エンジニア＞ 日本除雪機製作所 日立情報通信エンジニアリング
ＰＦＵ 日本防災センター 富士通ゼネラル
ＳＯＣ 萩原工業 北陸電気工事

ＶＳＮ 函館どつく 紋別バイオマス発電

アウトソーシングテクノロジー
アルファシステムズ
エイチ・エル・シー
エスイーシー
エヌイーティ
オムロンフィールドエンジニアリング北海道

キーウェアソリューションズ
クレスソフト
ジーシー
ジェイ・エス・エス
システムソリューション
ジャパンテクニカルソフトウェア
スマート・ソリューション・
テクノロジー（SST）

セントラルソフト
ソフトクリエイトホールディングス
ソフトコム
ダイナックス
タカキタ
ダンテック
つうけん
つうけんアドバンスシステムズ
つぼ八
テクノラボ
デジック
テツゲン
テレビ北海道
ドゥウェル
トーテックアメニティ
ドコモCS北海道
トヨタ自動車北海道
トランスコスモス
ニプロ
ハイテクシステム
ハミューレ
ピー・エス・アイ
ビー・ユー・ジーDGM森精機
プロトコーポレーション
ミライト
メイテック
ユアテック
よつ葉乳業
リコーITソリューションズ
京セミ
工房
三菱製鋼
三菱電機プラントエンジニアリング
山田製作所
蛇の目ミシン工業
新栄クリエイト
新和
神田通信機
図研テック
太平電業
太陽誘電モバイルテクノロジー
池上通信機
中央コンピュータサービス
電制
東芝
東北新社
東洋紡エンジニアリング
日鉄住金セメント
日本IBM・ソリューション・サービス
日本クリエイティブシステム
日本システムデザイン
日本デェイブレイク
日本データコントロール
日本デジタル研究所
日本原燃
日本電設工業
日立パワーソリューションズ
日立交通テクノロジー水戸事業所
日立産業制御ソリューションズ
朋栄
北海道キューブシステム
北海道パワーエンジニアリング
北海道新聞社
北海道総合通信網
北海道電気保安協会
北海道電力
北海道旅客鉄道
北弘電社
北洋システム開発
国土交通省　北海道開発局
室蘭市役所
札幌市役所
北見市役所
釧路の高校の臨時教員

北星学園余市高校(期限付き）



大学院

環境創生工学系専攻 生産システム工学系専攻 情報電子工学系専攻
ANA新千歳空港 ASI総研 ＡＶＣテクノロジー
JA全農 DOWA ＨＢＡ
ＪＸエンジニアリング IHI KDDI
UG都市建築 JFEテクノリサーチ NECソリューションイノベータ
アイビー化粧品 JFE条鋼 NECプラネットフォームズ
あい設計 KYB NTTデータ・アイ
アトリエブンク NEGENT NTTデータ北海道
エコニクス SUBARU OKIソフトウェア
オリエント工業 アルパイン PCIソリューションズ
オルガノ アルプス電気 Visso
シン技術コンサル いすゞ自動車 アクセンチュア
スタッフサービスエンジニアリング インフォコム アララ
データベース エイチ・アイ・ディ エイチ・アイ・ディ
テクノプロＲ＆Ｄ クボタ キーウェアソリューションズ
ドーコン コア北海道カンパニー クオリサイトテクノロジーズ
ニプロ コベルコ建機 クレスコ
ホクレン肥料 シーズ・ラボ コベルコ建機
ロキテクノ スズキ シーエスアイ
ロッテ セイコーエプソン シャープ
安藤ハザマ ダイナックス ソフトクリエイトホールディングス
奥村組 トーカロ ソフトコム
関東グリコ ナブテスコ テクノラボ
丸善石油化学 ニプロ ドコモCS北海道
希松 ファナック トランスコスモス
計画情報研究所 マキノジェイ ニプロ
建設技術研究所 ミネベアミツミ パナソニックITS
戸田建設 ヤマハ発動機 ビッグツリーテクノロジー＆コンサルティング

五洋建設 よつ葉乳業 ファナック
高砂熱学工業 リケン ほくでん情報テクノロジー
高野ランドスケープ 釜屋電機 ミツトヨ
三機工業 月島機械 ミネベアミツミ
三菱日立パワーシステムズ 古河機械金属 ヤスダファインテ
山栄化学 三井造船 ユードム
寺岡北海道 鹿島建設 沖電気工業
鹿島建設 守谷商会 釜屋電機
昭和電工 住友重機械工業 吉野石膏
上山試錐工業 新光商事LSI開発センター 三菱スペース・ソフトウエア
新日鐵住金 陣上工業 太陽誘電モバイルテクノロジー
清水建設 雪印メグミルク 大学生活協同組合北海道事業連合

西松建設 千代田システムテクノロジーズ 大気社
千住金属 川重岐阜エンジニアリング 大昌電子
太平洋セメント 大阪特殊合金 電源開発
大阪サニタリー 大豊工業 東芝キヤリア
大昌電子 東邦亜鉛 東芝メモリシステムズ
大日精化工業 楢崎製作所 日鉄住金テックスエンジ
大和ハウス工業 日鋼検査サービス 日本オクラロ
長大 日本IBM・ソリューション・サービス 日本クロージャー
東日本高速道路 日本ケミコン 日本ケミコン
東洋建設 日本原子力研究開発機構 日本製鋼所
楠山設計 日本原燃 日本電気
日鉄住金テックスエンジ 日本除雪機製作所 日立INSソフトウェア
日本エアリキード 日本製鋼所　室蘭製作所 日立ハイシステム21
日本クロージャー 日本発条 日立ハイテクフィールディング
日本ケミコン 日本飛行機 日立産業制御ソリューションズ
日本ユニシス 日立ニコトランスミッション 朋栄
日本血液製剤機構 日立パワーソリューションズ 北海道NSソリューションズ
日本都市設計 菱友システムズ 北海道ジェイ・アールシステム開発
日立建築設計 富士テクニカ宮津 北海道総合通信網
巴商会 北海道エア・ウォーター・エンジニアリング 北海道地図
八千代エンジニアリング 北海道電力 北海道電力
複合技術研究所 北海道旅客鉄道（JR) 明電エンジニアリング
北海道エア•ウオーターズ 牧野フライス製作所 明電舎

北海道電力 幌清 警察庁　北海道警察情報通信部

北海道保険企画 本田技研工業

北開水工コンサルタント 経済産業省（北海道産業保安監督部）

北電興業
北電総合設計
北海道庁
北海道立総合研究機構北方建築総合研究所

高校教員　青森
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