
１．就職・進学の状況 就職支援部

（１）全　体

学　　科

男 12 男 12 男 0 男 0 男 0

女 68 女 64 女 3 女 1 女 0

男 9 男 5 男 0 男 4 男 0

女 71 女 70 女 0 女 1 女 0

（２）就　職

学　　科

男 12 男 10 男 2

女 64 女 62 女 2 (72 ／ 76) (72 ／ 80)

男 5 男 5 男 0

女 70 女 70 女 0 (75 ／ 75) (75 ／ 80)

（３）進　学

学　　科

男 0 男 0

女 3 女 3

男 0 男 0

女 0 女 0

２．就職内定先の概要

（１）職種別

 ・栄養、調理 (6 43)  ・一般事務、総合事務 (0 3)

 ・食品開発、検査、製造 (0 2)  ・営業、販売、サービス (2 10)

 ・医療、福祉(保育士以外) (0 4)  ・北海道教員 (0 5)

 ・健康・運動 (1 1)  ・幼稚園教諭 (1 20)

 ・保育士 (3 35)  ・保育教諭※ (1 6)

 ・農業 (1 0)  ・公務員 (0 3)

(15 132)

※ 幼稚園教諭・保育士の両免許・資格を条件とした採用

（２）地域別

 ・東　京  ・青　森  ・函　館  ・札　幌
 ・神奈川  ・岩　手  ・北　斗  ・恵　庭
 ・埼　玉  ・宮　城  ・七　飯  ・上士幌
 ・茨　城  ・木古内  ・伊　達

 ・知　内  ・千　歳
 ・砂　原  ・積　丹
 ・松　前  ・黒松内
 ・森  ・苫小牧
 ・せたな  ・鶴　居
 ・八　雲  ・美　深

 ・北　見
 ・留　萌
 ・配属未定

14

就 職 希 望 内　　定

3

12

5

食物栄養
学 　科

保　育
学　科

0

100.0%

1

1
3

76

5

3

0

1

　　備　　　　　考

卒業者に占める就職者の割合

100.0%

90.0%

平成２８年度　就職・進学状況総括表

卒 　　業 就 職 希 望 進 学 希 望 自営・その他 自己開拓

平成29年5月1日 現在

93.8%

4

0

94.7%

就　職　率活　動　中

食物栄養
学 　科

保　育
学　科

80 75

職　種　・　人　数   ( 男 女 )

合　　格

80 0

3 3

食物栄養
学 　科

保　育
学　科

75 75 0

76 72

進 学 希 望

7 12 75 3

道　　　　　　外 道　　　　　　内
首  都  圏  ほか 東　北　圏 渡島・檜山 

1

1 1
1 1 9 1

2

1

合   　計 147
(7.5%) (10.9%) (72.1%) (9.5%)10616

2 3 11

そ　の　他 

1

1

合　　　計 147

1

11

1
1

1
0

49

合　格　率

21

北翔大学 生涯スポーツ学部編入
函館大学 商学部編入

0

2

4

職　種　・　人　数   ( 男 女 )

0.0%

1
1

2

38 7

1

31

2



函館短期大学　食物栄養学科 平成２９年３月卒業生の進路一覧

◆進学
北翔大学 生涯スポーツ学部 スポーツ教育学科 3年次編入
函館大学 商学部 3年次編入

◆栄養士／給食調理員
＜函館・道南＞

社会福祉法人　函館国の子寮 認定根崎こども園 函館市 栄養士
有料老人ホーム　ほおずき 有料老人ホーム　ほおずき 函館市 栄養士
社会福祉法人　函館共愛会 高齢者総合福祉施設　知内しおさい園 知内町 栄養士
日清医療食品株式会社北海道支店 松前町立松前病院 松前町 栄養士
日清医療食品株式会社北海道支店 瀬棚養護老人ホーム三杉荘 瀬棚町 栄養士
日清医療食品株式会社北海道支店 後志リハビリセンター 黒松内 栄養士
エームサービス株式会社 函館渡辺病院 函館市 栄養士
シダックス株式会社 高橋病院 函館市 栄養士
シダックス株式会社 協立消化器循環器病院 函館市 栄養士
シダックス株式会社 函館厚生院 高丘寮 函館市 栄養士
富士産業株式会社北海道事業部 函館厚生院 函館中央病院 函館市 栄養士
富士産業株式会社北海道事業部 北斗市 栄養士
株式会社LEOC 函館協会病院 函館市 栄養士
株式会社LEOC おおむら整形外科 函館市 栄養士
株式会社LEOC 社会福祉法人 敬聖会 ケアハウス センテナリアン 函館市 栄養士
株式会社LEOC ジョイウェルス桔梗 函館市 栄養士
株式会社LEOC 美ヶ丘　敬楽荘 北斗市 栄養士
株式会社LEOC ふじの学園 北斗市 栄養士
株式会社LEOC ハーモニーハイツななえ 七飯町 栄養士
株式会社LEOC 渡島養護老人ホーム　好日園 七飯町 栄養士
株式会社LEOC 八雲町 栄養士
(株)日総 ももハウス 函館市 栄養士
(株)日総 特別養護老人ホーム　つれづれの郷 北斗市 栄養士
道南MMP 新都市砂原病院 砂原町 栄養士
協立管財株式会社　北海道支社 函館市 栄養士
株式会社ワイエスフーズ 森町 栄養士
ニチイケアセンター松陰 函館市 調理員
森町国民健康保険病院 森町国民健康保険病院 森町 調理員



◆栄養士／給食調理員
＜ほか北海道内＞

エームサービス株式会社 王子総合病院 苫小牧 栄養士
富士産業株式会社北海道事業部 五輪橋病院 札幌市 栄養士
株式会社LEOC 積丹町 栄養士
MMP あしりべつ病院 札幌市 栄養士
ディカス株式会社 きんれんかの里 鶴居村 栄養士

＜青森県＞
社会福祉法人 昭壽会 あかしや寮 あかしや寮 三沢市 栄養士
社会福祉法人天寿園会 特別養護老人ホーム　天寿園 七戸市 栄養士
株式会社メフォス　北東北事業部秋田支店 朝光苑 五所川原市 栄養士
青森県健生病院 青森県健生病院 弘前市 調理師

＜岩手県＞
富士産業株式会社東北事業部 岩手大学付属病院 盛岡市 栄養士
富士産業株式会社東北事業部 いわてリハビリテーションセンター 滝沢市 栄養士

＜宮城県＞
エームサービス株式会社 東北医科薬科大学病院 仙台市 栄養士

＜首都圏＞
日清医療食品株式会社東京支店 西東京ケアセンター 東京都 栄養士
日清医療食品株式会社東京支店 信愛病院 東京都 栄養士
株式会社メフォス東日本 東京都 栄養士
株式会社　レクトン 茨城県 栄養士

◆食品開発／検査／製造
＜函館・道南＞

(株)弁釜 函館工場 北斗市 食品開発

＜首都圏＞
株式会社　関東ダイエットクック 関東ダイエットクック 富士見市 食品開発

◆調理師／調理師見習
＜函館・道南＞

トーホウリゾート株式会社 しおさい亭 函館市 調理師



◆フィットネスクラブ・スポーツクラブ（インストラクタ）
＜青森県＞

有限会社　ウイング フィットネスクラブ　ウィング 五所川原市 スポーツインストラクタ
株式会社　スポーツクラブ五所川原 スポーツクラブ五所川原 五所川原市 スポーツインストラクタ

◆学校教員
北海道教育局 亀田中学校特別支援学級 函館市 教員
北海道教育局 七飯中学校 七飯町 教員
北海道教育局 知内中学校 知内町 教員
北海道教育局 鹿部中学校 鹿部町 教員
北海道教員採用試験合格（中学校家庭科） 美瑛町 中学校家庭科教諭

◆事務職
＜函館・道南＞

地方公務員　木古内町役場 木古内町役場 木古内町 事務
函館自動車学校 函館自動車学校 函館市 事務職員

＜ほか北海道内＞
室蘭スバル 伊達市 事務

＜青森県＞
スズキ自動車販売 スズキ自販　青森 青森市 事務

◆営業職／販売職
＜函館・道南＞

北信テレック株式会社 八雲町 販売・営業
株式会社テクノスコーワ おごし薬局　いなり店 北斗市

＜首都圏＞
株式会社タイムマシン 東京都 販売・営業

◆サービス職
＜函館・道南＞

ホテル・ラ・ジュント・プラザ函館北斗 ホテル・ラ・ジュント・プラザ函館北斗 北斗市 接客サービス
牛角上磯店 牛角上磯店 北斗市 接客サービス

＜首都圏＞
株式会社プリンスホテル 東京都 接客サービス
株式会社　東横商事 横浜市 接客サービス



◆警備・保安職
＜ほか北海道内＞

株式会社　セノン 千歳支社 千歳市 警備

ほか



函館短期大学　保育学科 平成２９年３月卒業生の進路一覧

◆保育士
＜函館・道南＞

社会福祉法人 育星園 函館保育所 函館市 保育士
社会福祉法人 育栄会 神山保育園 函館市 保育士
社会福祉法人 ドルカス福祉会 函館三育保育園 函館市 保育士
社会福祉法人 函館市民生事業協会 函館高砂保育園 函館市 保育士
社会福祉法人 函館市民生事業協会 函館桔梗保育園 函館市 保育士
社会福祉法人 函館市民生事業協会 はこだて高砂保育園 函館市 保育士
青い鳥保育園 青い鳥保育園 函館市 保育士
社会福祉法人 函館国の子寮 認定根崎こども園 函館市 保育士
社会福祉法人 貞信福祉会 函館上湯川保育園 函館市 保育士
社会福祉法人 貞信福祉会 函館深堀保育園 函館市 保育士
株式会社　リズムア－ト 音の森はこだて花園 函館市 保育士
社会福祉法人　ななえ福祉会 藤城保育園 七飯町 保育士
社会福祉法人　ななえ福祉会 みどり保育園 七飯町 保育士
社会福祉法人　ななえ福祉会 大沼保育所 七飯町 保育士（支援員）
野田生こばと保育園 野田生こばと保育園 八雲町 保育士
社会福祉法人 函館カトリック社会福祉協議会 児童発達支援センター　うみのほし 函館市 保育士
函館厚生院 くるみ学園 函館市 保育士
社会福祉法人 函館一条 函館市 保育士（支援員）
株式会社　よしずみ 函館市 保育士（支援員）
七飯町社会福祉協議会 七飯町 保育士（支援員）
社会福祉法人 侑愛会 おしま学園 函館市 保育士
社会福祉法人 侑愛会 第二おしま学園 函館市 保育士
社会福祉法人 侑愛会 浜分保育園 北斗市 保育士
社会福祉法人 侑愛会 侑ハウス 北斗市 保育士

＜ほか北海道内＞
社会福祉法人 はるにれの里 児童発達支援センター　さんりんしゃ 札幌市 保育士
社会福祉法人 水の会 島松いちい保育園 恵庭市 保育士

＜青森県＞
社会福祉法人　ゆきのこ保育園 ゆきのこ保育園 むつ市 保育士
社会福祉法人　みちのく福祉会 小川町第二白百合保育園 小川町 保育士



◆保育士
＜首都圏＞

株式会社こどもの森 府中北プチクレイシュ 東京都 保育士
長谷川キッズライス株式会社 大泉学園保育園 東京都 保育士
サクセスアカデミ－（関東） にじいろ保育園綱島 横浜市 保育士

◆幼稚園教諭・保育教諭
＜函館・道南＞

学校法人 遺愛学院(幼稚園) 遺愛旭岡幼稚園 函館市 幼稚園教諭
学校法人 桔梗学園 ききょう幼稚園 函館市 幼稚園教諭
学校法人 函館明照学園 高丘幼稚園 函館市 幼稚園教諭
学校法人 藤学園 函館藤幼稚園 函館市 幼稚園教諭
学校法人 北海道キリスト教学園 函館ちとせ幼稚園 函館市 幼稚園教諭
学校法人 めぐみ学園 函館めぐみ幼稚園 函館市 幼稚園教諭
学校法人 木村学園 函館ひかり幼稚園 函館市 幼稚園教諭
学校法人 真宗大谷学園 函館大谷幼稚園 函館市 幼稚園教諭
学校法人 野又学園 函館短期大学付属幼稚園 函館市 幼稚園教諭
社会福祉法人 侑愛会 ゆうあい幼稚園 北斗市 幼稚園教諭
学校法人 上磯立正学園 上磯立正幼稚園 北斗市 幼稚園教諭
学校法人 中村学園 七飯南幼稚園 七飯町 幼稚園教諭
学校法人 函館カトリック学園 七飯マリア幼稚園 七飯町 幼稚園教諭
学校法人 函館龍谷学園 認定こども園　龍谷幼稚園 函館市 保育教諭
社会福祉法人 育星園 いづみ認定こども園 函館市 保育教諭
函館共愛会 高盛認定こども園 函館市 保育教諭

＜ほか北海道内＞
公益財団法人　北海道YMCA北見市職員 YMCA　joy 北見市 保育教諭
十勝　上士幌町認定こども園　ほろん 上士幌町認定こども園　ほろん 上士幌町 保育教諭

＜青森県＞
学校法人　下田学園 しもだ幼稚園 おいらせ町 幼稚園教諭
学校法人　春日台学園 いちい幼稚園 六戸町 幼稚園教諭
学校法人　小檜山学園 認定こども園三沢第一幼稚園 三沢市 保育教諭

＜岩手県＞
社会福祉法人　旭町福祉会 くじあさひ認定こども園 久慈市 保育教諭



◆学童保育／児童厚生員
＜函館・道南＞

函館市学童保育の会 たんぽぽクラブ 函館市 学童保育
函館市嘱託職員　児童厚生員 市内の児童館 函館市 児童厚生員

＜ほか北海道内＞
留萌市（児童厚生員） 留萌市 児童厚生員

◆母子支援員
＜函館・道南＞

社会福祉法人　函館市民生事業協会 函館高砂母子ホーム 函館市 臨時母子支援員

◆介護職員
＜函館・道南＞

あかまつの里　ななえ 健和会 七飯町 介護職員

◆営業職／販売職
＜函館・道南＞

ソフトバンク湯川店 ソフトバンク湯川店 函館市 販売員
北信テレック株式会社 本社 函館市 販売員

◆サービス職
＜函館・道南＞

ホテルテトラ函館駅前 函館市 接客サービス
ルートイン株式会社 ホテルルートイン 函館市 接客サービス

ほか
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