
保健体育や養護の先生、
スポーツトレーナー。
地域の人々の心と
身体の健康に寄与するために。

八戸学院大学　健康医療学部

人間健康学科４年生
（スポーツ科学コース 教育職プログラム） 青森県・木造高校出身駒目 透さん

中学・高校の保健体育の先生になりたい人をバッ
クアップします。競技力向上にもつながる学びがで
きます。

人間健康学科は日本トレーニング指導者協会
（JATI）養成校の認定を受けています。日本体育協
会公認「スポーツリーダー」の資格も取得できます。

保健室で子どもたちをサポートする養護の先生に
なりたい人をバックアップします。看護学科とも連
携し、教育環境も充実しています。

所定の単位を取得することによって日本心理学会
が認定する「認定心理士」の資格が得られます。

国家資格「社会福祉士」の受験資格に必要な全て
の指定科目が学べるプログラムです。

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）

社会福祉士プログラム

認定心理士プログラム

保健体育の先生や
スポーツ指導者を目指す

コース

スポーツ
科学

人の心と身体の健康に
寄り添う専門職を目指す

コース
健康科学

教育
目的

こころとからだの健康と医療に
ついての学びをふまえ、幅広い
分野の研究・指導・実践がで
き、地域住民の健康増進と地
域の保健医療の向上に貢献
できる人材を育成する。

学びの注目ポイント

教員を目指す２つのプログラム
本学科には教員免許を取得するための２つのプログラムがあります。

スポーツ科学コースの教育職プログラムは保健体育の教員を目指す

課程で、競技力・指導力を身につけるカリキュラムが充実しています。

健康科学コースの教育職プログラムは保健・看護・養護教諭を目指す

課程で、看護学科との連携が特長です。教育実習や教員採用試験も

きめ細かくサポートします。

東北の大学で唯一のJATI養成校
指グンニーレト本日（ITAJの一唯で学大の北東、は学大院学戸八

導者協会）認定トレーニング指導者養成校です。所定の単位を取得

することにより、認定試験の受験に必要な講習会の受講が免除さ

れます。競技スポーツやフィットネス分野の指導者、インストラクタ

ーを目指す人に注目されています。

大学の先生は気難しい。そんなイメージがあるかもしれませ

ん。でも、八戸学院大学ではそんなイメージは当てはまりま

せん！ 本学の先生たちは学生との距離が近く、親身になって

皆さんを卒業までサポートします。皆さんも入学したら，イチ

オシの先生を見つけて，その先生の研究室を訪ねてみてく

ださい。そこがきっと皆さんの大学時代の思い出の場所に

なるはずです。

人間健康学科を選んだ一番の理由は、保健体育の教員になるため。また、教
員免許に加えて認定心理士やJATIの資格が取れる点も魅力でした。大学
が認定する「健康マイスター」を含めたこれらの資格は、先生になった時に
生徒のために必ず役立つ資格だと思うのです。八戸学院大学の先生方は、
夢に向かって頑張る学生を応援してくれます。私も多くの高校生の夢を叶え
てあげられる教師になりたいと思っています。

体育の教師になって生徒の夢をかなえたい。

先生は頼れるサポ
ーター

イチオシ先生を見つけて

充実の大学生活を。
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人間健康学科 （心理学）山本 雄大講師

学長補佐・
教授
吉田 稔

学部長・
学科長・教授
遠藤 守人

講師
小柳 達也
熊谷 大輔
山本 雄大

助教
工藤 祐太郎
宮澤 君子
嶋崎 綾乃
綿谷 貴志

教授
小澤 昭夫
小林 喜輝
瀧澤 透
木鎌 耕一郎

関川 幸子
熊谷 晶子
赤羽 卓朗
井元 紀子

准教授
渡邉 陵由
浜中 のり子
金地 美知彦
高嶋 渉覧
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教

人間健康学科
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スキー

東北の小・中・高校の多くでスキーの

授業があり、地元で保健体育の教員

になればスキーの指導をする可能性

大。スキーの基礎技術と指導法を宿

泊実習で実践的に学ぶ教育職プログ

ラム〈保健体育〉の授業です。

身体上もしくは精神上の障

害を持つ方への相談・援助

業務を行う「社会福祉士」

は国家資格。全国の合格率

は25.8％（2016年度）と

いう難関ですが、社会福祉

士プログラムで学んだ先輩

が見事合格し、福祉分野で

活躍しています。

［ 2 年 次 ］

スポーツ心理学

スポーツの活動を心理学的な視点か

ら考える授業です。「メンタルトレーニ

ング」「スポーツ場面でのあがり」「ス

ポーツファンの心理」など、スポーツ

心理学の主な領域における知見を紹

介します。

［ 2 年 次 ］

看護学臨床実習

教育職プログラム〈養護・保健・看護〉

の専門教育科目で、医療や看護の実

際を体験する病院実習と、乳幼児期の

子どもへの理解を深める認定こども園

実習を実施。養護教諭としての専門

性、対応力を高めます。

［ 3 年 次 ］

目指せ！
国家資格「社会福祉士」

人間健康学科では、種差

海岸の海岸浴の効果に引

き続き、階上岳の森林浴の

効果を科学的に検証して

います。海と山のある、地

元の豊な自然の中のウォー

キングという、心と身体の

健康増進活動を提案して

いきます。

平成28年度卒業生の中で認定心理士を取得し

たのは11名。また、教員免許を取得した中で北

海道教員採用試験2名（現役合格）、岩手県教員

採用試験1名（現役合格）。

自然に触れる健康増進活動、
階上岳ウォーキング。

授 業 科 目

人間健康学科

Pick up

Topics

●人間健康学科で目指せる資格

■中学校教諭ー種免許（保健体育）
■高等学校教諭ー種免許（保健体育）
■中学校教諭ー種免許（保健）
■高等学校教諭ー種免許（保健）
■高等学校教諭ー種免許（看護）
■養護教諭ー種免許

教員免許

■社会福祉士　■介護福祉士※1

■精神保健福祉士※2

国家資格

■介護職員初任者研修
■社会福祉主事任用資格（任用資格）

公的資格

■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
■日本体育協会公認スポーツリーダー　■認定心理士

民間資格

93% 100%100%

2014
（平成26）年度

2015
（平成27）年度

2016
（平成28）年度

鹿追町立瓜幕小学校

洋野町立角浜小学校

湧別町立湧別中学校

学校法人舘田学園五所川原第一高等学校

三戸町役場

東北町役場

北部上北広域事務組合

株式会社ＴＨＩＮＫフィットネス

社会福祉法人ライフサポート協会

社会福祉法人光林会

社会福祉法人みやぎ会

株式会社ユニバース

株式会社日立ビルシステム
※詳しくはP32をご覧ください。

●主な就職先

就職 内定率

%

人間健康学科

健康医療総論
生命と倫理
人間発達学

学科必修

学科選択
［2］卒業研究Ⅰ

［2］看護実践論

［2］健康心理学

［2］看護技術演習

［2］卒業研究Ⅱ

フットボールスポーツ

［◎2］地域文化論

［2］数学
［◎2］

［◎2］健康栄養学

目
科
育
教
門
専

カリキュラム
資格・免許につながるプログラム。ゼミ単位の少人数教育と

体験学習型のアクティブラーニングで意欲的に学ぼう。

祖母が介護老人保健施設に入所する際、社会
福祉士の方がとても親身に相談に乗ってくれた
ことから、私も社会福祉士になって誰かの役に
立ちたいと思いました。試験勉強は大変でしたが、
週２回の対策講座が役に立ちました。また、先生の
研究室を勉強の場としてお借りできたのもあり
がたかったですね。卒業後は介護職に就き、社会
福祉士として経験を積んでいずれは介護支援専
門員の資格も取得して活動の幅を広げたいです。

人間健康学科
2017年3月卒業

向 亜季 さん

［岩手県・久慈高校出身］

社会福祉士（国家資格）

合格しました!

アドミッション・ポリシー 入学者受け入れの方針と判定方法

カリキュラム・ポリシー 教育課程編成・実施の方針

ディプロマ・ポリシー 卒業認定・学位授与の方針

【健康医療学部人間健康学科の具体的な受け入れ方針】
1.深い教養とリテラシー、こころとからだに関する学問領域に強い興味と関心を持って、主体的に学ぶ意欲を有している。
2.現代人の健康ニーズに先駆的に取組んでいこうという強い意志を持っている。

。るいてし指目を得取格資の」士祉福会社「、」士理心定認「、」ーダーリツーポス「、」者導指グンニーレト「、」）護看・健保・護養（）育体健保（職育教「.3
4.高等学校における｢国語｣、「数学」、「外国語（英語）」の基礎科目のほかに、「科学と人間生活」、「生物基礎」、「生物」のいずれか１科目を学習し、十分な基礎学力を身につけている。
【入学者選抜における判定方法】
1.深い教養とリテラシー、こころとからだに関する学問領域に強い興味と関心を持って主体的に学ぶ意欲を有していることについては、書類審査と面接により判定する。
2.現代人の健康ニーズに先駆的に取組んでいこうという強い意志を持っていることについては、書類審査と面接により判定する。

。るす定判りよに接面と査審類書、はていつにとこるいてし指目を得取格資の」士祉福会社「、」士理心定認「、」ーダーリツーポス「、」者導指グンニーレト「、」）護看・健保・護養（）育体健保（職育教「.3
4.高等学校における｢国語｣、「数学」、「外国語（英語）」の基礎科目のほかに、「科学と人間生活」、「生物基礎」、「生物」のいずれか１科目を学習し、十分な基礎学力を身につけていることについては、書類審査と学力検査により判定する。

深い教養とリテラシーを身につける意欲と、こころとからだに関する学問領域に強い興味と関心を持って主体的に学ぶ意欲を
有し、医学・体育・心理・看護・福祉・環境・栄養等の幅広い分野の学びを通じて、将来において、現代社会が求める健康ニーズに
先駆的に取り組んでいこうという強い意志を持っている人を受け入れる。

1.豊かな人間性と高い倫理観、主体的な判断力、行動力、コミュニケーション
能力を身につけ、地域の文化や特性について理解している。

2.こころとからだの健康に関する学問の基礎を理解し、将来の進路を踏まえて
自主的に課題を探究し、対応できる能力を身につけている。

3.医学・体育・心理・看護・福祉・環境・栄養等の幅広い分野において、
現代社会が求める健康ニーズに対応できる能力を身につけている。

1.豊かな人間性と高い倫理観、主体的な判断力、行動力、コミュニケ
ーション能力、地域文化の理解を養うために、建学の精神に関する
科目、基礎演習、日本語リテラシー、情報処理基礎、語学、地域文化
論等の必修科目を含む多様なリベラルアーツ科目を配置する。

2.こころとからだに関する健康科学の教養を獲得するための学科
必修科目と、医学・体育・心理・看護・福祉・環境・栄養等の幅広い
分野の基礎と実践力を身につける学科選択科目、将来の進路に
ついて自主的に考えるためのキャリアデザイン科目を配置する。

3.現代社会の健康ニーズに対応できる能力の育成を目指し、「スポーツ科学コース」と「健康科
学コース」の２コースをおき、資格・免許の取得のために「スポーツ科学コース」には「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」、「健康科学コース」には「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」をおく。

※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。

人間健康
学科で

目指せる

資格
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