
１．就職・進学の状況 就職支援部

（１）全　体

学　　科

男 10 男 10 男 0 男 0 男 0

女 79 女 72 女 3 女 4 女 0

男 4 男 4 男 0 男 0 男 0

女 42 女 41 女 0 女 1 女 0

（２）就　職

学　　科

男 10 男 10 男 0

女 72 女 67 女 5 (77 ／ 82) (77 ／ 89)

男 4 男 4 男 0

女 41 女 40 女 1 (44 ／ 45) (44 ／ 46)

（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 (8 44)  ・北海道教員 (0 3)

 ・医療、福祉(保育士以外) (0 7)  ・北海道教員(臨時採用) (0 2)

 ・健康・運動 (0 3)  ・青森県教員(臨時採用) (0 1)

 ・保育士 (1 21)  ・青森県立高校実習助手 (0 1)

 ・一般事務、医療事務 (0 5)  ・幼稚園教諭 (1 4)

 ・営業、販売、サービス (1 4)  ・保育教諭※ (2 10)

  ・公務員 (1 2)

(14 107)

※ 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  ・伊　達
 ・千　葉  ・宮　城  ・七　飯  ・蘭　越
 ・茨　城  ・知　内  ・余　市
 ・京　都  ・八　雲  ・帯　広

 ・江　差  ・清　水
 ・厚沢部  ・中標津
 ・せたな

 ・配属不明
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平成３０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

5月1日令和元年

食物栄養
学 　科

89 82 3 4

保　育
学　科

46 45 0 1 0

0

就 職 希 望 内　　定 活　動　中 就　職　率 卒業者に占める就職者の割合

食物栄養
学 　科

82 77 5
93.9% 86.5%

保　育
学　科

45 44 1
97.8% 95.7%

進 学 希 望 合　　格 合　格　率 　　備　　　　　考

食物栄養
学 　科

3 3 100.0%
盛岡大学・函館大学 編入
札幌ベルエポック製菓調理専門学校

保　育
学　科

0 0

職　種　・　人　数   ( 男 女 ) 職　種　・　人　数   ( 男 女 )

52 3

7 2

3 1

22 1

5 5

3

125

1

合　　　計 121

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

1 1

5 15 53 7
6 3 6

1
1

3 3 3 1
1

2

1 3

1
1

16 (13.2%) 21 (17.4%) 70 (57.9%)

合   　計 121
(11.6%)



函館短期大学　食物栄養学科　平成３１年３月卒業生の進路一覧

◆進学
盛岡大学 栄養科学部　編入
函館大学 商学部　編入
ベルエポック製菓調理専門学校　進学

◆栄養士／給食調理員
＜函館・道南＞

日清医療食品株式会社 稜北病院 函館市 栄養士

日清医療食品株式会社　 竹田病院 函館市 栄養士

日清医療食品株式会社 瀬棚養護老人ホーム 三杉荘 せたな町 栄養士

日清医療食品株式会社 なるかわ病院 七飯町 栄養士

シダックス株式会社 西堀病院 函館市 栄養士

シダックス株式会社 老人保健施設ゆとりろ 函館市 栄養士

株式会社LEOC 北海道支社　 函館リハビリセンター 函館市 栄養士

株式会社LEOC 北海道支社 函館協会病院 函館市 栄養士

株式会社LEOC 北海道支社 ハーモニーハイツみなと 函館市 栄養士

株式会社MMP　 介護老人保健施設 いなほ 北斗市 栄養士

株式会社イチイ 養護老人ホームまろにえ 函館市 栄養士

社会福祉法人 侑愛会 星が丘寮 北斗市 調理員

＜ほか北海道内＞
株式会社LEOC 北海道支社 桜台明日佳病院 札幌市 栄養士

株式会社LEOC 北海道支社 西成病院 札幌市 栄養士

株式会社LEOC 北海道支社 特別養護老人ホーム愛輪園 札幌市 栄養士

株式会社LEOC 北海道支社 聖ヶ丘病院 伊達市 栄養士

株式会社MMP 仁楡会病院 札幌市 栄養士

生活協同組合コープさっぽろ 札幌市 栄養士

保育園 キッズプラス 札幌市 調理師

社会福祉法人 徳風会　ほうりゅうじ保育園 余市町 調理員

＜青森県＞
株式会社グリーンハウスヘルスケア 青森新都市病院 青森市 栄養士

医療法人 赤心会 十和田病院 十和田市 栄養士

社会福祉法人 信和会 クローバーズ・ピア 八戸市 栄養士

日清医療食品株式会社 北東北支店 八戸市民病院 八戸市 栄養士

三八五フーズ株式会社 青南病院 八戸市 栄養士

社会福祉法人 長老会 南部町 栄養士

株式会社魚国総本社 東北支社 日本原燃株式会社 再処理部 社員食堂 六ヶ所村 栄養士

株式会社メフォス 東北事業部 ケアプラザさざなみ 八戸市 栄養士

社会福祉法人 心輝会　ほなみ保育園 十和田市 調理員

＜岩手県＞
日清医療食品株式会社 盛岡赤十字病院 盛岡市 栄養士

株式会社メフォス 東北事業部 盛岡支店 株式会社ケミコン岩手 社員食堂 北上市 栄養士
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◆栄養士／給食調理員
＜宮城県＞

特別養護老人ホーム　ラスール泉 仙台市 栄養士

株式会社LEOC 東北支社 有料老人ホーム グランダ上杉雨宮弐番館 仙台市 栄養士

＜首都圏＞
社会福祉法人 多摩福祉会　こぐま保育園 多摩市 栄養士

社会福祉法人 あざみ会　どんぐり保育園 第1分園 品川区 栄養士

株式会社ミールケア こころころころ保育園、こころ中野坂上保育園 中野区 栄養士

日清医療食品(株) 東京支店 島村記念病院 練馬区 栄養士

株式会社　藤江　 栄養士

社会福祉法人さがみ愛育会　 しいのき保育園 相模原市 栄養士

株式会社　東洋水産 船橋市 栄養士

日清医療食品株式会社 多古中央病院 多古町 栄養士

富士産業株式会社 神栖済生会病院 神栖市 栄養士

◆調理師／調理師見習
＜函館・道南＞

トーホーリゾートしおさい亭 函館市 調理師

レストラン　バスク 函館市 調理師

＜青森県＞
株式会社　W＆W 青森市 厨房業務

◆フィットネスクラブ・スポーツクラブ（インストラクタ）
＜函館・道南＞

株式会社　布目　ハイ・スタンダード　カーブス戸倉店 函館市 スポーツインストラクタ

株式会社　サンスポーツクラブ 函館市 スポーツインストラクタ

函館市文化・スポーツ振興財団職員（市民プール監視業務） 函館市 スポーツインストラクタ

◆介護職
＜函館・道南＞

社会福祉法人 函館共愛会　愛泉寮 函館市 介護員

◆学校教員等
＜北海道＞

北海道教員採用試験（栄養教諭）合格　 函館市立巴中学校　栄養教諭 函館市 教員

北海道教員採用試験（中学校教諭(家庭)）合格 厚沢部町立鶉小学校 小学校教諭（臨時採用） 厚沢部町 教員

北海道教員採用試験（中学校教諭(家庭)）合格　 清水町立御影中学校　中学校教諭（家庭） 十勝清水町 教員

北海道教員採用試験（中学校教諭(家庭)）合格 中標津町立中標津中学校　中学校教諭（家庭） 中標津 教員

北海道教育局　栄養教諭（臨時採用） 函館市立椴法華中学校 函館市 教員

＜青森県＞
青森県教育委員会　小学校教諭（臨時採用） 五所川原市立東峰小学校 五所川原市 教員

青森県立高校　実習助手 青森県立青森商業高等学校 青森市 実習助手
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◆事務職
＜函館・道南＞

株式会社　ハンダ 函館市 一般事務

ネッツトヨタ道南株式会社 函館市 一般事務

日本レンタカー 函館市 総合職

株式会社　アイズ 函館市 受付事務

＜青森県＞
有限会社　鎌田屋商店 弘前市 一般事務

＜首都圏＞
西山歯科医院 横浜市 医療事務

◆営業職／販売職
＜函館・道南＞

株式会社　函館山ロープウェイ 函館市 販売員

株式会社　MARK STYLER 函館市 販売員

六花亭製菓株式会社　五稜郭店 函館市 販売員

◆制作（カメラマン）
＜青森県＞

株式会社フォトニコム 青森市 カメラマン

◆公務
自衛隊 配属地不明 自衛隊一般職

海上自衛隊 舞鶴市 自衛官

海上自衛隊 横須賀市 自衛官候補生

ほか
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函館短期大学　平成３1年３月卒　保育学科　卒業生の進路一覧

◆認定こども園 保育教諭

＜函館・道南＞

学校法人桔梗学園　認定こども園ききょう幼稚園 函館市 保育教諭

学校法人高龍寺学園　認定こども園 国の華幼稚園 函館市 保育教諭

学校法人和順学園　認定こども園綜合施設  函館若葉幼稚園 函館市 保育教諭

社会福祉法人 函館カトリック社会福祉会　認定こども園 うみの星保育園 函館市 保育教諭

社会福祉法人 函館共愛会　赤川認定こども園 函館市 保育教諭

社会福祉法人 函館松英会　認定こども園 旭岡保育園 函館市 保育教諭

社会福祉法人 貞信福祉会　認定こども園 函館上湯川保育園 函館市 保育教諭

社会福祉法人 貞信福祉会　認定こども園 函館深堀保育園 函館市 保育教諭

＜青森県＞

社会福祉法人 北心会　小さな森こども園 十和田市 保育教諭

＜宮城県＞

社会福祉法人幸生会　新田すいせんこども園 仙台市 保育教諭

◆幼稚園

＜函館・道南＞

学校法人白百合学園　函館白百合学園幼稚園 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

学校法人中村学園　七飯南幼稚園 七飯町 幼稚園教諭

学校法人八雲キリスト教学園　八雲幼稚園 八雲町 幼稚園教諭
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◆保育所

＜函館・道南＞

社会福祉法人 育栄会　神山保育園 函館市 保育士

社会福祉法人函館つくしっこ会　つくしの子保育園 函館市 保育士

NPO法人道南育児支援ネットありす ななえ大川保育所 七飯町 保育士

社会福祉法人立栄会　あかしや保育園 八雲町 保育士

野田生こばと保育園 八雲町 保育士

社会福祉法人 しあわせの家　知内保育園 知内町 保育士

＜ほか道内＞

蘭越町立 蘭越保育所 蘭越町 保育士

株式会社日本保育サービス　アスク白石保育園 札幌市 保育士

＜岩手県＞

社会福祉法人鶴山記念会　りんごの森保育園 滝沢市 保育士

＜首都圏＞

社会福祉法人 恵寿福祉会　ゆうゆうきっず新子安 神奈川県横浜市 保育士

株式会社グリーンネット　横浜あんじゅ保育園 神奈川県横浜市 保育士

株式会社こどもの森　まなびの森保育園飯山満 千葉県船橋市 保育士

◆児童養護施設

＜函館・道南＞

社会福祉法人函館厚生院　児童養護施設くるみ学園 函館市 保育士

◆乳児院

＜函館・道南＞

社会福祉法人函館聖パウロ会　さゆり園 函館市 保育士
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◆児童発達支援

＜函館・道南＞

株式会社スマイルキッズクラブ　放課後等ディサ－ビスりずむ 函館市 生活指導員(ﾊﾟｰﾄ)

＜ほか道内＞

社会福祉法人 慧誠会　帯広児童療育センタ－ 帯広市 保育士

◆児童自立生活援助

＜函館・道南＞

NPO法人 青少年の自立を支える道南の会　青少年自立援助ホ－ム ふくろうの家 函館市 保育士

◆児童福祉事業

＜函館・道南＞

株式会社グローバル・コミュニケーションズ　きっずばーく桔梗園 函館市 保育士

＜首都圏＞

NPO法人大倉山　つばき駅前保育園 神奈川県横浜市 保育士

◆学童保育所

＜函館・道南＞

学童保育所　にっこにこクラブ 函館市 学童保育指導員

◆障がい児(者)福祉

＜函館・道南＞

社会福祉法人侑愛会　おしま学園 北斗市 保育士（臨時）

社会福祉法人侑愛会　ねお・はろう 北斗市 保育士（臨時）

社会福祉法人 侑愛会　明生園 北斗市 保育士（臨時）

社会福祉法人 育栄会　よつば学園 函館市 支援員
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◆老人福祉

＜函館・道南＞

医療法人 やわらぎ会　介護老人保健施設 やわらぎ苑西桔梗 函館市 介護職員

ほか
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