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掛端 勇次郎 さん

１

八戸学院大学 地域経営学部　地域経営学科
地域経営領域

情報会計領域

地域産業や経営学・経済学・法学・社会学などについて学びます。

教員や公務員を目指す人におすすめ。自由に学識を広げ、資格取得や幅広い業種への就職に備えます。

●経営学系　●地域経営学系　●経済学系　●法学・社会学系

●会計学系　●情報系　●就職学系　●教育科目（商業・情報）

2021年度就職状況

2021年度

就職率

100％

勤務先：八戸市役所
　　　　くらし交通安全課

（青森県・八戸西高等学校出身）
八戸学院大学地域経営学部地域経営学科
2021年卒業

就職勉強した図書館は思い出の場所です。

建設業
18.3％

製造業
8.3％

情報通信業
8.3％

運輸業、郵便業
1.7％

卸売業、小売業
20.0％

金融業、保険業
1.7％

不動産業、物品賃貸業
1.7％

教育、学習支援業
3.3％

医療、福祉
6.7％

複合サービス事業
5.0％

その他サービス業
5.0％

公務
20.0％

地元に恩返しをしたいと考えて役所を志望しました。くらし
交通安全課では、主に消費者トラブルに遭わないための啓発
活動を行っています。就職のために毎日大学の図書館で勉強
していたので、私にとって図書館は思い出の場所です。大学
ではたくさんの出会いがあり、さまざまな経験をして成長し
ます。人とのつながりを大切にして、夢の実現に向けして頑
張ってください。

教員免許
●高等学校教諭第一種免許（商業）
●高等学校教諭第一種免許（情報）

国家資格
●ITパスポート試験　●基本情報技術者
●応用情報技術者
●ファイナンシャル・プランニング技能検定

公的資格
●簿記検定　●簿記能力検定
●リテールマーケティング検定　●介護職員初任者研修

民間資格
●ビジネス文書検定　●Webデザイナー検定
●日本漢字能力検定　●医療事務（メディカルクラーク）
●食生活アドバイザー　●日本語検定

取得可能な資格



田端 ひかるさん

八戸学院大学 健康医療学部　人間健康学科
スポーツ科学コース

健康科学コース

競技経験を活かして保健体育教諭やインストラクターを目指すならこの学科へ。

養護教諭や福祉の専門家を目指す人はこのコースへ。心理学を学びたい学生もたくさんいます。

●教育職プログラム（保健体育）　●トレーニング指導者プログラム

●教育職プログラム（養護・保健・看護）　●認定心理士プログラム　●社会福祉士プログラム

2021年度就職状況

2021年度

就職率

100％

２

勤務先：八戸市立多賀小学校
　　　　養護教諭

（青森県・八戸高等学校出身）
八戸学院大学健康医療学部人間健康学科
2021年卒業

勉強と部活動に取り組み、充実した日々でした。

建設業　4.2％
製造業　4.2％

卸売業、
小売業
22.1％

運輸業、郵便業
2.8％

情報通信業　1.4％

金融業、保険業
2.8％

不動産業、物品賃貸業
2.8％

教育、学習支援業
18.0％

医療、福祉
16.7％

その他サービス業
6.9％

公務
12.5％

複合サービス事業
1.4％

学術研究、専門・技術サービス業
1.4％

生活関連サービス業、娯楽業
2.8％

養護教諭は健康と精神の両面で子どもをサポートする仕事で
す。保健室に来た子どもが笑顔になって教室に戻って行く姿
を見た時、やりがいを感じます。大学では保健体育と養護教
諭、2つの免状を取るために勉強していたので講義がびっし
り。女子ラグビ一部にも所属して、朝は筋トレ、昼は講義、そ
の後に部活という充実した日々を送りました。夢に向かって
粘り強くに努力することが大切だと教えられました。

教員免許
●高等学校教諭一種免許（保健体育）　 ●中学校教諭一種免許（保健体育）

●高等学校教諭一種免許（保健） 　　●中学校教諭一種免許（保健）

●高等学校教諭一種免許（看護）　　 ●養護教諭一種免許

国家資格
●社会福祉士　●介護福祉士※1 　●精神保健福祉士※2

※1社会福祉士の国家試験受験資格のある者は養成校に進学可能。
※2指定科目の一部が履修可能。卒業後、短期養成校へ進学可能。

公的資格
●介護職員初任者研修　●社会福祉主事任用資格（任用資格）

民間資格
●JATIトレーニング指導者　●健康管理士一般指導員
●医療事務（メディカルクラーク） 　●食生活アドバイザー
●日本スポーツ協会公認コーチングアシスタント　●認定心理士

取得可能な資格



３

八戸学院大学 健康医療学部　看護学科
看護職の経験豊かな先生が揃い、学内演習の設備も充実。臨時実習での学びも多く、看護師・保健師になるための国家試験受験の
際も力強くサポートします。

2021年度就職状況

2021年度

就職率

100％

関川 真衣 さん
勤務先：八戸市立市民病院
　　　　急患室

（青森県・八戸東高等学校出身）
八戸学院大学健康医療学部看護学科
2020年卒業

患者さんの「ありがとう」が仕事のエネルギー。

青森
50.0％

岩手
8.1％

北海道　1.6％

神奈川
37.1％

千葉　1.6％

東京　1.6％

●看護師国家試験受験資格
●保健師国家試験受験資格※１

●養護教諭二種免許※2

※1保健師課程は選択・選抜制
※2保健師免許取得後申請資格

取得可能な資格

100％
※全国平均合格率93.0%

保健師国家試験合格率

100％
※全国平均合格率96.5%

看護師国家試験合格率

看護実習では講義で得た知識や演習で学んだ技術を実践で活
かすことの難しさを実感しましたが、就職して２年目となっ
て少しずつスキルアップし、毎日できることが増えていくの
が嬉しいです。患者さんからの「ありがとう」は仕事へのエ
ネルギーであり「初心忘るべからず」の気持ちで、これからも
学ぶ姿勢を大切にしていきたいです。



八戸学院大学 短期大学部　幼児保育学科

2021年度就職状況

2021年度

就職率

100％

幼稚園教諭と保育士の資格、両方が取得できるカリキュラム。実習の機会が多く設けられ、地元就職者も多く輩出しています。

４

西塚 桜 さん
勤務先：ひばりこども園

（青森県・三本木高等学校出身）
八戸学院大学短期大学部幼児保育学科
2021年卒業

実習や日々の学びから、子どもの幸せを考えました。

保育所
21.4％

認定こども園
65.8％

幼稚園　4.3％

福祉施設　5.7％

民間企業・団体　1.4％ 公務　1.4％

教員免許
●幼稚園教諭二種免許

国家資格
●保育士資格

任用資格
●社会福祉主事任用資格

民間資格
●日本サッカー協会公認
　キッズリーダー(U-6)

取得可能な資格

中高と保育園に職場体験に行き、子どもと接する時のワクワ
クする気持ちから保育に興味を持つようになりました。大学
では実習がトライアンドエラーの日々で、より良いものにし
ていこうと毎日が学びでした。「子ども家庭福祉」の授業で
は、両親がいることが当たり前でないことや子どものさまざ
まな家庭環境を知り、子どもの幸せのために自分の立場から
何ができるのかを深く考えることができました。



八戸学院大学 短期大学部　介護福祉学科

2021年度就職状況

2021年度

就職率

100％

2019年４月に新設。卒業時に、介護福祉士の受験資格と社会福祉主事任用資格を得ることができます。

５

川口 朋美 さん
勤務先：社会福祉法人同伸会
　　　　小規模多機能ホームにいだ
　　　　介護福祉士
（青森県・八戸水産高等学校出身）
八戸学院大学短期大学部介護福祉学科
2021年卒業

学生会では学園祭やクリスマス会などを運営。

青森
94.4％

東京
5.6％

同伸会瑞光園で介護実習があり、職員の皆さんの丁寧な指導
が心に残ったことがきっかけで就職を希望しました。仕事で
は、利用者さんからの「ありがとう」が嬉しく、どんな場面で
も臨機応変に対処できるよう知識と技術を身につけていくこ
とが目標です。大学では学生会の執行委員長として学園祭や
クリスマス会などの運営にあたりました。勉強も学生会の活
動も懸命に行い、悔いのない学生生活を送ったと思います。

受験資格（国家資格）
●介護福祉士国家試験

国家資格
●社会福祉主事任用資格

民間資格
●レクリエーションインストラクター
　（日本レクリエーション協会認定）

取得可能な資格



キャリア支援事業
　本学では、1年次から学生をサポートするキャリア支援事業を用意しています。就職活動が始まる前の段階から、卒業後の進路を考
える機会を設け、学生生活の目標を見つけ出し、学生自身が目標に向けたキャリアプランの構築を行います。多様なキャリア支援プロ
グラムを通して、コミュニケーション能力や自らの力で問題を解決する能力を身につけ、就職への高い意識を育みます。
　また、地域経営学科・人間健康学科では、平成26年度から学生のキャリア意識を明確にするために「キャリアデザインⅠ～Ⅷ」を開設
し、キャリア教育の充実に努めています。

HACHIGAKUナビ

就職活動サポートサイト

６

　就職活動が本格化する大学３年次に就職活動に必要な情報
を取得できるよう、就職活動支援業者様に依頼をして学内で就
職セミナーを開催しております。本学学生の特徴に合わせた
インターンシップ講座や就職活動直前対策講座等で学生の内
定確保に向け、採用試験本番に備えます。卒業生講話等を開催
している学科もあります。

　内定を得ている４年生の学生が、就職活動をこれから始める
後輩たちに自身の体験や成功のポイント、失敗談をリアルに話
をしてくれる会となっております。

　公務員・教員を目指す学生のため、試験対策講座を
特別に学内で格安で開催しております。５月～６月に
かけて計10回の講座を毎年開催しており、近年では本
学からの公務員の採用数も増加しております。

　学生のニーズに合わせ厳選された約40社の企業等にご参加
いただき、採用担当者様と学生が個別に面談できる就職説明会
を開催しております。本学の学生のための説明会ですので、仕
事の内容や福利厚生等の知りたい情報を得ることができる、と
ても有意義な機会となっております。
※各学科別の説明会も並行して開催しております。

　就職活動に活かすため、自らの将来に活かすために各学科に
合わせた資格取得を目指す学生のために学内で講座を開催して
おります。

　今年度から運用開始された本学学生用の就職支援サイトです。
八戸学院大学キャリア支援課が運営し、本学に寄せられている
求人票をスマホからチェックすることができたり、就職に関す
るイベントもチェックできます！
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■お問い合わせ先（求人票送付先）■
八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部
学務部　キャリア支援課

〒031-8566　青森県八戸市美保野13-98
Tel 0178-30-1700　Fax 0178-30-1702
E-mail　career@hachinohe-u.ac.jp
八 戸 学 院 大 学　https://www.hachinohe-u.ac.jp/
八戸学院大学短期大学部　https://jc.hachinohe-u.ac.jp/
 

■本学までのaccess■
八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部は八戸市街地から車で約20分

JR東北新幹線「八戸駅」から車で約40分
JR八戸線「本八戸駅」から車で約20分
JR八戸線「鮫駅」から車で約10分
八戸久慈自動車道種差海岸階上岳I.Cから車で約５分
八戸I.Cから車で約30分
八戸フェリー埠頭から車で約30分
三沢空港から車で約60分

■JR駅からのアクセス…　

■その他…………………

地域経営学部 地域経営学科
〈青森県内〉
青森県商工会連合会、エプソンア
トミックス株式会社、有限会社小
沢土木、株式会社川賢、株式会社
香月園、医療法人青仁会、太子食
品工業株式会社、有限会社千葉塗
装、十和田おいらせ農業協同組合、
株式会社ドン・キホーテ、南部建
設株式会社、株式会社フォリウム、
株式会社福萬組、文化シャッター
株式会社、株式会社マツダアンフ
ィニ青森、株式会社ライフスタイ
ルカンパニー、リコージャパン株
式会社、株式会社IGAメックス
〈青森県外〉
株式会社アーネストワン、イオン
東北株式会社、株式会社エコ・ト
ライ、株式会社エフコム、株式会
社きらやか銀行、株式会社クレオ、
黒崎播磨株式会社、株式会社江東
ケアフル、こうのす共生病院、サ
ントリービバレッジサービス株式
会社、学校法人聖マリアンナ医科
大学、全国農業協同組合連合会秋
田県本部、大陽ステンレススプリ
ング株式会社、東北アルフレッサ
株式会社、トヨタ自動車東日本株
式会社、株式会社トラストネット
ワーク、株式会社東日本地所、フ
ァイブエージャパン株式会社、フ
ォース株式会社、株式会社ブリッ
ジ、株式会社ベルジョイス、ミタ
カHD株式会社、株式会社ヤマカ
ミ、株式会社C-mind、IMF株式
会社、株式会社shabell
〈公 務 員〉
青森県警察、青森地域広域事務組
合消防本部、十和田市役所、二戸
市役所、階上町役場、福岡国税局、
防衛省海上自衛隊、防衛省航空自
衛隊、防衛省陸上自衛隊、由利本
荘市役所
〈教　　員〉
八戸学院野辺地西高等学校

健康医療学部 人間健康学科

〈青森県内/民間企業・団体〉
青森綜合警備保障株式会社、株式
会社アスマーク、株式会社ヴァン
ラーレ八戸、ジブラルタ生命保険

株式会社、株式会社青南商事、ゼ
ビオ株式会社、株式会社セントラ
ルパートナーズ、株式会社司食品
工業、トヨタカローラ青森株式会
社、トヨタカローラ八戸株式会社、
日本原燃分析株式会社、八戸港湾
運送株式会社、プライフーズ株式
会社、紅屋商事株式会社、有限会
社丸井新聞店、株式会社丸大サク
ラヰ薬局、みなと興業株式会社、
株式会社吉田産業、株式会社Ｆ・
Aクルーズ、学校法人光星学院
〈公 務 員〉
青森県警察、五戸町役場、鶴田町
役場、防衛省航空自衛隊、三沢
市役所、むつ市役所、大槌町役場、
八潮市役所
〈青森県外/民間企業・団体〉
株式会社秋田新電元、株式会社ア
スクルパートナーズ、岡三リビ
ック株式会社、株式会社グリット、
小松物産株式会社、ソニーピープ
ルソリューションズ株式会社、大
福物流株式会社、株式会社ドッ
トコムホールディングス、日本郵
便株式会社、ネッツトヨタ多摩株
式会社、一建設株式会社、株式会
社ファクトリージャパングループ、
株式会社マーキュリー、ヤンマー
アグリジャパン株式会社、リベラ
ルソリューション株式会社、渡辺
パイプ株式会社、ASハリマアル
ビオン株式会社、JAPAN HOME 
WAND株式会社
〈教　　員〉
岩手県立種市高等学校、向陵高等
学校、八戸市立豊崎中学校、今別
町立今別中学校、佐井村立佐井中
学校、軽米町立軽米中学校、八戸
市立青潮小学校、八戸市立豊崎小
学校、十和田市立高清水小学校、
六戸町立開知小学校、大間町立奥
戸小学校、北秋田市立阿仁合小学
校
〈青森県内/福祉施設〉
有限会社ケア・ユニーク、社会福
祉法人五戸町社会福祉協議会、公
益財団法人シルバーリハビリテー
ション協会、社会福祉法人つつじ
会、有限会社バーム、社会福祉法
人八戸市社会福祉事業団、社会福
祉法人豊寿会
〈青森県外/福祉施設〉

株式会社明日葉、社会福祉法人紫
波町社会福祉協議会、社会福祉法
人カシオペア障連、株式会社ノア
コンツェル
〈進　　学〉
日本大学通信教育部

健康医療学部 看護学科
〈青森県内/病院〉
五戸総合病院、三戸中央病院、十
和田市立中央病院、南部町医療セ
ンター、八戸市立市民病院、八戸
赤十字病院、八戸平和病院、三沢
市立三沢病院、村上病院
〈青森県外/病院〉
イムス横浜狩場脳神経外科病院、
岩手県立病院、川崎市立多摩病院、
済生会横浜市南部病院、昭和大学
江東豊洲病院、新松戸中央総合病
院、聖マリアンナ医科大学病院、
手稲渓仁会病院、湯河原胃腸病院、
横浜市西部病院、横浜市立みなと
赤十字病院、横浜南共済病院
〈青森県内／保健師〉
八戸西健診プラザ
〈青森県外／保健師〉
二戸市役所

短期大学部 幼児保育学科
〈青森県内/幼稚園•保育園•こども園〉
あかね幼稚園、旭ヶ丘こども園、
乙供文化保育園、上田面木こども
園、かもめ幼稚園、河原木中央こ
ども園、小中野保育園、こばとこ
ども園、駒沢幼稚園、こもれびの
もり幼稚園、是川保育園、さくら
保育園、下長こども園、すぎのこ
保育園、第二友愛保育園、竹の子
保育園、千葉幼稚園、轟木保育園、
なんぶこども園、新井田こども園、
根岸保育園、根城こども園、白鴎
保育園、ハッピー保育園、ひばり
こども園、ひまわり保育園、福地
こども園、松園幼稚園、マリアン
ハウス幼稚園、三川目保育園、南
売市保育園、美野原保育園、みん
なの森のはらキッズ、もりのか保
育園、類家南保育園、八戸学院幼
稚園
〈青森県外/幼稚園・保育園•こども園〉
あい•あい保育園豊四季園、アン

ジェリカ品川園、いちのへじょう
もんの里こども園、岩手保健医療
大学附属認定こども園、おおひら
万葉こども園、柏の葉はぐくみこ
ども園、木下の保育園江ヶ崎、木
下の保育園センター南、久慈幼稚
園、くじあさひ認定こども園、心
羽えみの保育園石神井台、にじい
ろ保育園王子、ミアヘルサ保育園
ひびき、みどりが丘保育園、門前
保育園
〈公 務 員〉
三戸町役場
〈青森県内/福祉施設〉
うみねこ学園、白山台放課後等デ
イサービスみゅ～みゅ～、児童発
達支援センター桂堂学園
〈青森県外/福祉施設〉
すみれ乳児院
〈進　　学〉
八戸学院大学健康医療学部人間健
康学科

短期大学部 介護福祉学科

〈青森県内〉
医療法人仁泉会 介護老人保健施
設しもだ、医療法人仁泉会 妙水
苑デイサービスセンター、社会福
祉法人スプリング 特別養護老人
ホーム福寿草インスプリング、社
会福祉法人素心の会特別養護老人
ホーム素心苑、社会福祉法人同神
会 あんずの里小規模多機能ホー
ムおりあい、社会福祉法人友の会 
特別姜護老人ホームほっとハウス、
社会福祉法人ファミリー 特別養
護護老人ホームハピネスやくら、
社会福祉法人みやぎ会介護老人保
健施設とわだ、社会福祉法人みろ
く会 特別養護老人ホーム光葉園、
社会福祉法人楽晴会 特別養護老
人ホーム三沢老人ホーム、株式会
社リブライズ かっこうの森
〈青森県外〉
医療法人社団白寿会 介護老人保
健施設玉川すばる
〈進　　学〉
八戸学院大学地域経営学部地域経
営学科
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