
基準⽇ 令和3年5⽉1⽇現在

学校名 ⻘森中央短期⼤学

学部（科）名 ⾷物栄養学科

 1.卒業者数及び卒業⽣進路状況 2.職業別就職者数 3.産業別就職者
男 ⼥ 男 ⼥ 男 ⼥

進学者 ⼤学院研究科 研究者 農業、林業 1
⼤学学部 1 農林⽔産技術者 1 漁業
短期⼤学本科 製造技術者（開発） 機械 鉱業、採⽯業、砂利採取業
専攻科 電気 建設業
別科 化学 製造業 ⾷料品・飲料・たばこ・製造業

就職者 正規の職員・従業員、⾃営業主等 6 38 その他 繊維⼯業
正規の職員ではない者 5 製造技術者（開発除く） 機械 印刷・同関連業

臨床研修医（予定者を含む） 電気 化学⼯業、⽯油・⽯炭製品製造業
専修学校・外国の学校等の⼊学者 1 化学 鉄鋼業、⾮鉄⾦属・⾦属製品製造業
⼀時的な仕事に就いた者 その他 はん⽤・⽣産⽤・業務⽤機械器具製造
上記以外の者 進学準備中の者 建築・⼟⽊・測量技術者 電⼦部品・デバイス・電⼦回路製造業

就職準備中の者 2 情報処理・通信技術者 電気・情報通信機械器具製造業
その他 その他の技術者 輸送⽤機械器具製造業

不詳・死亡の者 教員 幼稚園 その他の製造業
7 46 ⼩学校 電気・ガス・熱供給・⽔道業

上記、進学者のうち就職している者（再掲） 中学校 情報通信業 1
就職希望者数 6 45 ⾼等学校 輸送業、郵便業

短期⼤学 卸売業、⼩売業 卸売業
⼤学 ⼩売業 2 4
特別⽀援学校 ⾦融業、保険業 ⾦融業
その他 保険業
医師・⻭科医師 不動産業、物品賃貸業 不動産取引・賃貸・管理業
獣医師 物品賃貸業
薬剤師 学術研究、専⾨・技術サービス業 学術・開発研究機関

保健師・助産師・看護師 法務
医療技術者 その他の専⾨・技術サービス業
その他保険医療従事者 栄養⼠ 4 34 宿泊業、飲⾷サービス業 2 29

その他 ⽣活関連サービス業、娯楽業
美術・写真・デザイナー・⾳楽・舞台 教育、学習⽀援業 学校教育 3
その他 その他の教育、学習⽀援業
管理的職業従事者 医療、福祉 医療業、保健衛⽣ 1
事務従事者 3 社会保険・社会福祉・介護事業 2 3
販売従事者 2 4 複合サービス事業
サービス職業従事者 1 サービス業（他に分類されないもの） 宗教
保安職業従事者 その他のサービス業
農林漁業従事者 農林業従事者 公務（他に分類されるものを除く） 国家公務

漁業従事者 地⽅公務 1
⽣産⼯程従事者 上記以外のもの
輸送・機械運転従事者 6 43
建設・採掘従事者
運搬・清掃等従事者
上記以外

6 43

計

計

令和３年度 職業別および産業別就職者数

進路先 職業名 産業名

計

医師、⻭科医師、獣医師、
薬剤師



基準⽇ 令和3年5⽉1⽇現在

学校名 ⻘森中央短期⼤学

学部（科）名 幼児保育学科

 1.卒業者数及び卒業⽣進路状況 2.職業別就職者数 3.産業別就職者
男 ⼥ 男 ⼥ 男 ⼥

進学者 ⼤学院研究科 研究者 農業、林業
⼤学学部 1 農林⽔産技術者 漁業
短期⼤学本科 製造技術者（開発） 機械 鉱業、採⽯業、砂利採取業
専攻科 5 電気 建設業
別科 化学 製造業 ⾷料品・飲料・たばこ・製造業

就職者 正規の職員・従業員、⾃営業主等 6 60 その他 繊維⼯業
正規の職員ではない者 製造技術者（開発除く） 機械 印刷・同関連業

臨床研修医（予定者を含む） 電気 化学⼯業、⽯油・⽯炭製品製造業
専修学校・外国の学校等の⼊学者 化学 鉄鋼業、⾮鉄⾦属・⾦属製品製造業
⼀時的な仕事に就いた者 その他 はん⽤・⽣産⽤・業務⽤機械器具製造
上記以外の者 進学準備中の者 建築・⼟⽊・測量技術者 電⼦部品・デバイス・電⼦回路製造業

就職準備中の者 1 情報処理・通信技術者 電気・情報通信機械器具製造業
その他 2 その他の技術者 輸送⽤機械器具製造業

不詳・死亡の者 教員 幼稚園 10 その他の製造業
6 69 ⼩学校 電気・ガス・熱供給・⽔道業

上記、進学者のうち就職している者（再掲） 中学校 情報通信業
就職希望者数 6 61 ⾼等学校 輸送業、郵便業

短期⼤学 卸売業、⼩売業 卸売業
⼤学 ⼩売業
特別⽀援学校 ⾦融業、保険業 ⾦融業
その他 9 保険業
医師・⻭科医師 不動産業、物品賃貸業 不動産取引・賃貸・管理業
獣医師 物品賃貸業
薬剤師 学術研究、専⾨・技術サービス業 学術・開発研究機関

保健師・助産師・看護師 法務
医療技術者 その他の専⾨・技術サービス業
その他保険医療従事者 栄養⼠ 宿泊業、飲⾷サービス業

その他 ⽣活関連サービス業、娯楽業
美術・写真・デザイナー・⾳楽・舞台 教育、学習⽀援業 学校教育 19
その他 6 40 その他の教育、学習⽀援業
管理的職業従事者 医療、福祉 医療業、保健衛⽣
事務従事者 1 社会保険・社会福祉・介護事業 6 40
販売従事者 複合サービス事業
サービス職業従事者 サービス業（他に分類されないもの） 宗教
保安職業従事者 その他のサービス業
農林漁業従事者 農林業従事者 公務（他に分類されるものを除く） 国家公務

漁業従事者 地⽅公務 1
⽣産⼯程従事者 上記以外のもの
輸送・機械運転従事者 6 60
建設・採掘従事者
運搬・清掃等従事者
上記以外

6 60

計

計

令和３年度 職業別および産業別就職者数

進路先 職業名 産業名

計

医師、⻭科医師、獣医師、
薬剤師


