就 職 サ ポ ート

入学時から学生一人ひとりの将来を考えて親身にサポートします。
長年の実績から青森県、北東北の豊富な企業情報を持ち、地元就職を支援します。

教員とキャリア支援課スタッフが
連携して支えます。

キャリア支援課スタッフも学生一人ひとりの状況や
思いを聞いてアドバイス。1年生の時から目を配り、
折に触れ進路相談に応じます。時には高校の先生と
もコミュニケーションをとり、最適な支援を行います。

学生は1年次からゼミに所属するので、ゼミ担当の先生とは早くからキャリアプラン

キャリア支援課より
私たち
「キャリア支援課」
は、大学・短期大学部の学生のみなさんのキャリアを一緒に
考え、支援する部署です。みなさんとの出会いは入学前かもしれません。
オープンキ
ャンパスや進学相談会などで、八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部に入ったら

についてコミュニケーション。授業選択や資格取得についても細かいアドバイスがも

何ができるのか、
みなさんの将来のために八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部

らえます。
キャリア支援課は、広いネットワークを駆使して就活イベントを開催したり、

の学びがどのように役に立てるのかをしっかりお話しするところから、私たちの仕事

情報を集めて提供。個別の相談にもきめ細かく対応します。

は始まります。入学してからは、就職合宿やガイダンスなどの就職サポートプログラ
ムを通してみなさんと関わることになりますが、それだけではありません。
みなさんが
このキャンパスで過ごす時間の中で、良い学び、良い経験をたくさん積み上げてい
けるよう、いつでも何でも相談できるスタッフでありたいと考えています。
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即戦力となる人材育成

大学・短期大学部あわせて約11,000人以上の卒業生を輩出してきた実績。
厳しい就職環境の中でも、
きめ細やかな指導で内定まで後押ししていきます。

青森県 内

豊かな人間教育
高度な専門知識
教養やマナーの習得

青い森信用金庫、青森県信用組合、青森スポーツクリ
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ビジネス学科
人間健康学科

東北を中心に全国の求人情報をチェックできる
就職資料室。室内には自由に情報を検索できる

（2017年3月卒業生）

パソコンも設置されています。

求人開拓など

内定率

「キャリアデザイン」１年生から一貫したキャリア教育を行います。

大
学

99％
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平成２６年度から地域経営学科・人間健康学科では、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」
を新規開設しました。
「キャリ

エイション株式会社、青森綜合警備保障株式会社、青

同組合、株式会社エヌ・エス・アイ、遠藤商事株式会社、
カ

秋田県立五城目高等学校、酒

森トヨタ自動車株式会社、
あかぼう青森県赤帽ミノル運

ネ美食品株式会社、株式会社共栄薬品、株式会社ケア

田南高等学校、鹿追町立瓜幕

送、株式会社岩岡、AOE株式会社、有限会社金澤新聞

パートナー、株式会社公楽、社会福祉法人光林会、医療法

小学校、学校法人仙台育英学

輸送、社会福祉法人杏林会、株式会社グローバルワー

人社団桐和会グループ、
コネクシオ株式会社、
小松物産株

園仙台育英学園高等学校、学

クス、社会福祉法人宏仁会、株式会社近田会計事務

式会社、
株式会社児湯食鳥、
庄内みどり農業協同組合、
株

校法人舘田学園五所川原第

所、社会福祉法人俊公会、新生メディカル株式会社、第

式会社ＴＨＩＮＫフィットネス、
株式会社セントラル、
ソレキア

一高等学校、八戸市立図南小

一青果株式会社、太平ビルサービス株式会社、株式会

株式会社、
株式会社タカヤナギ、
学校法人伊達育英学園、

学校、平内町立小湊小学校、

社テクノル、社会福祉法人東幸会、株式会社ドラゴン

タプロス株式会社、株式会社ツクイ、東京ガスリビングラ

洋野町立角浜小学校、湧別町

キューブ、十和田青果株式会社、南部地域農業協同組

イン株式会社、株式会社東北丸和ロジスティクス、
トラン

立湧別中学校

合、
ニッコーテクノ株式会社、株式会社日本ハウスホー

スコスモス株式会社、株式会社ニチイケアパレス、
日栄イ

ルディングス、
ノーザンライツ株式会社、八戸液化ガス

ンテック株式会社、日神不動産株式会社、株式会社ノジ

公務員

株式会社、八戸農業協同組合、八田グループ、株式会

マ、株式会社ノムラ、一建設株式会社、株式会社帆風、株

青森県警察本部、海上自衛隊

社はるやまホールディングス、
プライフーズ株式会社、

式会社日立ビルシステム、
日野自動車株式会社、
株式会社

呉基地、航空自衛隊熊谷基

株式会社ホンダ四輪販売八戸、株式会社丸大サクラヰ

ヒューエンス、
有限会社フィールドプロテクト、
株式会社フ

地、三戸町役場、東北町役場、

薬局、有限会社まるはちビジネスサービス、社会福祉

ルタイムシステム、
平成観光株式会社、
株式会社ホンダ四

北部上北広域事務組合、六ヶ

法人みやぎ会、三八五観光株式会社、社会福祉法人や

輪販売北・東北、
マックスバリュ東北株式会社、株式会社

所村役場

すらぎ会、
株式会社ユニバース、株式会社吉田産業、社

マルハン、株式会社丸和運輸機関、南山形小学校杉の子

会福祉法人楽晴会、
株式会社ラグノオささき

クラブ、宮崎精密株式会社、
ミヤリサン製薬株式会社、社

進学

会 福 祉 法 人 ライフ サ ポ ート協 会 、R E E R A C O E N

国立大学法人福井大学大学

HOLDINGS CO., LTD.、
六花亭製菓株式会社

院教育学研究科

青森県 内

看護学科

（2017年3月卒業生）

の進路が異なることから、学科別の授業を展開します。
また、キャリア教育の重要性を鑑み、
３年生配当までの「キャリアデザインⅠ〜Ⅵ」は必修科目と

内定率

100％

し、卒業後の進路について考える
「キャリアデザインⅦ・Ⅷ」
については選択科目としています。
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教員
青森県立弘前実業高等学校、

る座学の他、
グループワークによる自己分析、学習意識の明確化、働くことの意義の確認等を行い、学生の学ぶ動機付けを行っており、外部講師を
期以降自分の希望進路に応じた学びを明確化する取り組みを行うことになっています。
２年生以降の「キャリアデザインⅢ〜Ⅷ」は、学科により将来

青森県外
株式会社アステム、株式会社磯辺工務店、いわて生活協

アデザインⅠ〜Ⅱ」
は１年生の両学科合同で行われます。大学の学びと将来の進路についての講義や就職活動の実態に関する説明等キャリアに関す
招いての職業講話も授業に盛り込んでいます。学期の最後に学生はキャリアシートを完成させ、学期ごとに自分の希望進路と学びを振り返り、次学

2017/3/31現在

青森県外

進学

青森労災病院、五戸総合病院、一般社団法人信愛会、

上尾中央総合病院、岩手県立病院、川崎市立多摩病院

青森県立保健大学健康科学

さくら病院、十和田市立中央病院、南部病院、公立野辺

（指定管理者：聖マリアンナ医科大学）、聖マリアンナ

部看護学科、大阪大学医学

地病院、八戸市立市民病院、八戸赤十字病院、八戸西

医科大学病院、聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院、

病院、国立病院機構八戸病院、三沢市立三沢病院、
む

東京医科大学八王子医療センター、
日本大学病院、横浜

つ総合病院

南共済病院、
米沢市立病院

部保健学科看護学専攻

（八戸学院大学短期大学部 実績）

青森県 内

八戸市 内

まほろば幼稚園、旭ヶ丘保育園、いちのさわ保育園、
う
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就職合宿

就 職 説明会

内定者報告会

大学３年生が参加する１泊２日の合宿です。就

５０〜６０社の採用担当者が来学し、学生と個別

内定を得た大学４年生が、
これから就職活動を

職活動のスタートを切るきっかけにもなる合宿

に面談する就職説明会です。業界や会社、仕事

始める後輩たちに成功のポイントなど体験談を

で、模擬面接などは本番のような緊張感の中で

の内容について直接話を聞くことができる、
と

語ります。短期大学部でも学科ごとに同様の報

行われます。

ても有意義な機会です。

告会が開かれています。

短
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幼児保育学科

（2017年3月卒業生）

内定率

100

％

主
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青森県内

八戸市外

あかね幼稚園、いずみ幼稚園、江渡幼稚園、
さつき幼稚

青森県外
久慈幼稚園、あっぷる池上保

ぐいす保育園、河原木中央保育園、
しみず保育園、すぎ

園、
しもだ幼稚園、おおぞら保育園、春日台保育園、中央

育園、
あっぷる保育園鶴ヶ峰、

のこ保育園、たいなか保育園、浜市川保育園、湊保育

保育園、チェリー保育園、菜の花保育園、福地保育園、三

アンソレイユ保育園、
越谷レイ

園、芽生保育園、おおくきこども園、中居林こども園、明

田保育園、わんぱく広場保育園、榎林こども園、小さな森

クタウンどろんこ保育園、
こど

星こども園、認定こども園桔梗野保育園、認定こども園

こども園、
こども園えがお、
こども園もがわ、認定こども園

もの森、札幌市二十四軒南保

木の実園、認定こども園こばと保育園、認定こども園さ

石鉢保育園、
認定こども園さつき保育園、
認定こども園三

育園、小学館アカデミーしん

えずりの森、認定こども園白銀台保育園、認定こども園

沢第一幼稚園、
認定こども園百石幼稚園

とよす保育園、杉並区立保育

根岸保育園、認定こども園一日市保育園、認定こども
園マリアンハウス幼稚園、認定こども園三島保育園、
認定こども園むつみ保育園

所、杉並元氣保育園、
トイボッ

福祉施設

クス山下町園、
なかの保育園、

〈青森県内 八戸市内〉
サポートセンター虹、
のぞみ園、
妙光園

なるせ保育園、
ｂａｂｙｈｏｍｅ、

あけぼの学園、
ひまわり乳児院
〈青森県内 八戸市外〉

保育ルームフェリーチェ西船

進学
ワタナベエンターテイメントカレッジ

橋園、
ゆうゆうきっず新子安、
ゆうゆうきっず横浜、
りんごの
森保育園、
わかば保育園
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