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進路状況報告

■ 平成25年度卒業生の進路状況（就職希望者70名中）
私立保育所・幼稚園24名（34％）、公立保育職等34名（49％）、社会福祉施設10名（14％） 、医療機関２名（3％）

■ 平成25年度卒業生の公立保育職等の進路状況（現役正規職員合格のみ）

■ 公立保育職等合格者数と合格率の推移

1
医療保育科だからこそできた公務員ネットワークです。3
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1期生から７期生までの　　　　　　が公務員として活躍しています！104名卒業生 保育職等正規

N u r s i n g  C h i l d c a r e

川崎医療短期大学

川崎医療福祉大学

川崎医科大学附属病院

川崎医科大学 合格率 =のべ合格者数
卒業生

（注）幼･保とは幼稚園教諭･保育士の一体採用の意味。卒業生を含めると、30名以上合格しているが、現役生のみを表示している。　補欠･繰り上げ合格3名を含む。

市町村等 職種 受験者 合格者 実質倍率 医療保育科合格者

岡山県

岡山市 幼 ･ 保 215 44 4.9 3名
倉敷市 保 育 士 73 14 5.2 3名
瀬戸内市 保 育 士 30 4 7.5 ２名
高梁市 幼 ･ 保 16 6 2.7 １名
岡山県 学 校 事 務 80 15 5.3 1名

香川県

高松市 保 育 士 81 22 3.7 ２名
坂出市 保 育 士 11 不明 不明 １名
小豆島町 幼 ･ 保 12 2 6.0 １名
三木町 保 育 士 22 3 7.3 1名

広島県
福山市 保 育 士 97 24 4.0 ２名
三原市 幼 ･ 保 20 6 3.3 １名

山口県

周南市 幼 ･ 保 37 8 4.6 １名
山陽小野田市 幼 ･ 保 33 3 11.0 1名
岩国市 幼 ･ 保 11 3 3.7 １名
長門市 保 育 士 10 3 3.3 1名

鳥取県 境港市 保 育 士 5 2 2.5 1名
高知県 高知市 保 育 士 102 14 7.3 1名

国立病院機構 中国四国 保 育 士 ５名
合計 29名
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※平成26年3月現在（ただし、平成26年4月1日採用予定者を含む）
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市町村等 期生 職種
岡山市職員 1期生 保育士
岡山市職員 1期生 幼・保
岡山市職員 1期生 幼・保
岡山市職員 1期生 幼・保
岡山市職員 2期生 保育士
岡山市職員 2期生 保育士
岡山市職員 2期生 保育士
岡山市職員 2期生 保育士
岡山市職員 2期生 保育士
岡山市職員 2期生 保育士
岡山市職員 3期生 幼・保
岡山市職員 3期生 幼・保
岡山市職員 3期生 幼・保
岡山市職員 4期生 幼・保
岡山市職員 5期生 幼・保
岡山市職員 5期生 幼・保
岡山市職員 6期生 幼・保
岡山市職員 6期生 幼・保
岡山市職員 6期生 幼・保
岡山市職員 7期生 幼・保
岡山市職員 7期生 幼・保
岡山市職員 7期生 幼・保
倉敷市職員 1期生 保育士
倉敷市職員 2期生 保育士
倉敷市職員 2期生 保育士
倉敷市職員 3期生 保育士
倉敷市職員 3期生 保育士
倉敷市職員 3期生 保育士
倉敷市職員 4期生 保育士
倉敷市職員 4期生 保育士
倉敷市職員 4期生 保育士
倉敷市職員 4期生 保育士
倉敷市職員 5期生 保育士
倉敷市職員 6期生 保育士
倉敷市職員 6期生 保育士

市町村等 期生 職種
倉敷市職員 7期生 保育士
倉敷市職員 7期生 保育士
倉敷市職員 7期生 保育士
総社市職員 3期生 保育士
総社市職員 4期生 保育士
高梁市職員 3期生 幼稚園教諭
高梁市職員 3期生 幼・保
高梁市職員 7期生 幼・保
赤磐市職員 3期生 保育士
赤磐市職員 3期生 保育士
赤磐市職員 4期生 保育士
瀬戸内市職員 7期生 保育士
瀬戸内市職員 7期生 保育士
玉野市職員 4期生 保育士
笠岡市職員 4期生 保育士
備前市職員 3期生 保育士
備前市職員 6期生 保育士
真庭市職員 2期生 保育士
新見市職員 6期生 保育士
鏡野町職員 1期生 保育士
和気町職員 3期生 保育士
岡山県職員 3期生 学校事務
岡山県職員 4期生 学校事務
岡山県職員 7期生 学校事務
広島市職員 5期生 保育士
福山市職員 7期生 保育士
福山市職員 7期生 保育士
三原市職員 3期生 幼・保
鳥取県職員 3期生 保育士
鳥取県職員 5期生 保育士
鳥取市職員 5期生 保育士
米子市職員 1期生 保育士
境港市職員 7期生 保育士
出雲市職員 5期生 幼稚園教諭
山陽小野田市職員 6期生 幼・保

市町村等 期生 職種
山陽小野田市職員 7期生 幼・保
岩国市職員 7期生 保育士
周南市職員 7期生 保育士
長門市職員 5期生 保育士
長門市職員 7期生 保育士
高松市職員 3期生 保育士
高松市職員 6期生 保育士
高松市職員 7期生 保育士
高松市職員 7期生 保育士
坂出市職員 3期生 幼稚園教諭
さぬき市職員 4期生 保育士
三木町職員 6期生 幼稚園教諭
土庄町職員 2期生 保育士
小豆島町職員 6期生 幼稚園教諭
小豆島町職員 7期生 幼・保
西条市職員 5期生 幼・保
高知市職員 5期生 保育士
高知市職員 7期生 保育士
土佐清水市 1期生 保育士
土佐清水市 1期生 保育士
国立病院機構 2期生 保育士
国立病院機構 2期生 保育士
国立病院機構 3期生 保育士
国立病院機構 3期生 保育士
国立病院機構 3期生 保育士
国立病院機構 4期生 保育士
国立病院機構 4期生 保育士
国立病院機構 5期生 保育士
国立病院機構 5期生 保育士
国立病院機構 6期生 保育士
国立病院機構 6期生 保育士
国立病院機構 6期生 保育士
国立病院機構 7期生 保育士
国立病院機構 7期生 保育士

合計 104名


