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ⅥⅥ．．エエビビデデンンスス集集一一覧覧  

エビデンス集(データ編)一覧

コード タイトル 備考 

【共通基礎】 認証評価共通基礎データ

【表 F－1】 理事長名、学長名等

【表 F－2】 附属校及び併設校、附属機関の概要

【表 F－3】 外部評価の実施概要

【表 2－1】 学部、学科別在籍者数(過去 5 年間) 
【表 2－2】 研究科、専攻別在籍者数(過去 3 年間) 
【表 2－3】 学部、学科別退学者及び留年者数の推移(過去 3 年間) 
【表 2－4】 就職相談室等の状況

【表 2－5】 就職の状況(過去 3 年間) 
【表 2－6】 卒業後の進路先の状況(前年度実績) 
【表 2－7】 短期大学独自の奨学金給付・貸与状況(授業料免除制度)(前年度実績) 
【表 2－8】 学生の課外活動への支援状況(前年度実績) 
【表 2－9】 学生相談室、医務室等の状況

【表 2－10】 附属施設の概要(図書館除く) 
【表 2－11】 図書館の開館状況

【表 2－12】 情報センター等の状況

【表 3－1】 授業科目の概要

【表 3－2】 成績評価基準

【表 3－3】 修得単位状況(前年度実績) 
【表 3－4】 年間履修登録単位数の上限と進級、卒業(修了)要件(単位数) 
【表 4－1】 学科、専攻の開設授業科目における専兼比率

【表 4－2】 職員数と職員構成(正職員・嘱託・パート・派遣別、男女別、年齢別) 
【表 5－1】 財務情報の公表(前年度実績) 
【表 5－2】 消費収支計算書関係比率(法人全体のもの) 
【表 5－3】 事業活動収支計算書関係比率(法人全体のもの) 
【表 5－4】 消費収支計算書関係比率(短期大学単独) 
【表 5－5】 事業活動収支計算書関係比率(短期大学単独) 
【表 5－6】 貸借対照表関係比率(法人全体のもの) 
【表 5－7】 貸借対照表関係比率(法人全体のもの) 
【表 5－8】 要積立額に対する金融資産の状況(法人全体のもの)(過去 5 年間) 
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エビデンス集（資料編）一覧 

基礎資料 

コード 
タイトル  

該当する資料名及び該当ページ 備考 

【資料 F-1】 
寄附行為 

学校法人光星学院寄附行為  

【資料 F-2】 
短期大学案内 

令和 4 年度版八戸学院大学･八戸学院大学短期大学部大学案内  

【資料 F-3】 
短期大学学則 

八戸学院大学短期大学部学則  

【資料 F-4】 

学生募集要項、入学者選抜要綱 

令和 4 年度八戸学院大学･八戸学院大学短期大学部入学者選抜

試験要項 
 

【資料 F-5】 
学生便覧 

2022 年度学修の手引き  

【資料 F-6】 
事業計画書 

令和 4 年度事業計画書  

【資料 F-7】 
事業報告書 

令和 3 年度事業報告書  

【資料 F-8】 

アクセスマップ、キャンパスマップなど 

アクセスマップ 
http://www.hachinohe-u.ac.jp/univ/accessmap.html 
キャンパスマップ 
http://www.hachinohe-u.ac.jp/univ/campusmap.html 

 

【資料 F-9】 
法人及び短期大学の規程一覧(規程集目次など) 

学校法人光星学院諸規程集  

【資料 F-10】 

理事、監事、評議員などの名簿(外部役員・内部役員)及び理事会、評議員会の前年度開催状

況(開催日、開催回数、出席状況など)がわかる資料 

理事会・評議員会名簿 
令和 3 年度理事会開催状況（開催日、理事・監事の出席状況）

令和 3 年度評議員会開催状況（開催日、評議員の出席状況） 

 

【資料 F-11】 

決算等の計算書類(過去 5 年間)、監事監査報告書(過去 5 年間) 

平成 29 年度～令和 3 年度計算書類（資金収支計算書、活動区

分資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表） 
平成 29 年度～令和 3 年度監事監査報告書 

 

【資料 F-12】 
履修要項、シラバス(電子データ) 

2022 年度シラバス  

【資料 F-13】 
三つのポリシー一覧(策定単位ごと) 

令和 4 年度の三つのポリシー  

【資料 F-14】 
設置計画履行状況等調査結果への対応状況(直近のもの) 

（指摘事項なし）  

【資料 F-15】 
認証評価で指摘された事項への対応状況(直近のもの) 

（指摘事項なし）  
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基準 1．使命・目的等 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

1-2．使命・目的及び教育目的の反映 

【資料 1-2-1】 
八戸学院大学短期大学部公式ホームページ（教育目的・教育理念・

教育目標・三つのポリシー） 
 

【資料 1-2-2】 令和 3(2021)年度以降の中期計画  

【資料 1-2-3】 八戸学院地域連携研究センター規程  

 
基準 2．学生 

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

2-1．学生の受入れ 
【資料 2-1-1】 本学 Web ページ https://jc.hachinohe-u.ac.jp/nyushi/  

【資料 2-1-2】 八戸学院大学短期大学部学則第 40 条 2 項 【資料 F-3】と同じ 

【資料 2-1-3】 
「令和 4 年度大学入学者選抜実施要項について（通知）」（令和 3 年 6
月）  

【資料 2-1-4】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部入学試験運営委員会規程  

【資料 2-1-5】 
八戸学院大学短期大学部学則第 2 条の 3、第 18 条 2 項、第 21 条、第

39 条 2 項 【資料 F-3】と同じ 

【資料 2-1-6】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部入学者選抜委員会規程  

【資料 2-1-7】 

「令和 4 年度大学入学者選抜に係る新型コロナウイルス感染症に対

応した試験実施のガイドライン」（令和 3 年 6 月）大学入学者選抜協

議会決定 
 

2-2．学修支援 

【資料 2-2-1】 幼児保育学科 教職履修カルテ様式・記載例  

【資料 2-2-2】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部障害学生修学支援規程  

【資料 2-2-3】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部学生相談・特別支援室規程  

【資料 2-2-4】 令和 4 年度前期オフィスアワー（一覧表）  

【資料 2-2-5】 
八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部学内ワークスタディ規程（学

修の手引き p49-50）  

【資料 2-2-6】 学内ワークスタディ募集用紙  

【資料 2-2-7】 令和 3 年度学内ワークスタディ採用実績  

【資料 2-2-8】 学内ワークスタディ勤務状況報告書  

【資料 2-2-9】 入学前課題  

【資料 2-2-10】 一般常識調査  

【資料 2-2-11】 令和 3 年度「実践国語表現」（国語力テスト）年間計画  

【資料 2-2-12】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部海外研修プログラム  

【資料 2-2-13】 「海外事情」シラバス  

【資料 2-2-14】 令和 3 年度幼児保育学科会議録抜粋  

【資料 2-2-15】 令和 3 年度幼児保育学科学生出席状況等報告 様式・記載例  

2-3．キャリア支援 

【資料 2-3-1】 八戸学院大学短期大学部就職支援委員会規程  

2-4．学生サービス 

【資料 2-4-1】 八戸学院大学短期大学部学生委員会規程  

【資料 2-4-2】 学校法人光星学院育英・奨学規程  

【資料 2-4-3】 八戸学院大学短期大学部学業特待生規程（学修の手引き p.65-66）  

【資料 2-4-4】 八戸学院大学短期大学部創造育成特待生規程（学修の手引き p.67-68）  
【資料 2-4-5】 八戸学院大学短期大学部修学奨励生規程（学修の手引き p.68-69）  
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【資料 2-4-6】 
八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部教育ローン利子補給奨学金

規程（学修の手引き p.70-71） 
【資料 2-4-7】 八戸学院大学短期大学部授業料等減免規程（学修の手引き p.69-70） 

【資料 2-4-8】 
八戸学院大学短期大学部光星学院系列高等学校関係奨学等に関する

内規

【資料 2-4-9】 学校法人光星学院教職員子女学納金減免規程

【資料 2-4-10】 
八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部外国人留学生学納金等減免規

程

【資料 2-4-11】 八戸学院大学短期大学部学生会規約

【資料 2-4-12】 
八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部学生相談室規程(学修の手引

き p.44-45) 
【資料 2-4-13】 学生相談・特別支援室利用ガイド

【資料 2-4-14】 
八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部「令和 3 年度 学生相談・特

別支援室研修会」資料

【資料 2-4-15】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部「令和 3   年度 学生相談・特
別支援室研修会」アンケート集計結果 

【資料 2-4-16】 
学校法人光星学院ハラスメント防止等に関する規程(学修の手引き

p.46-48)
【資料 2-4-17】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部学生相談・特別支援室規程

【資料 2-4-18】 学校法人光星学院ハラスメント防止等に関する規程

【資料 2-4-19】 平成 29 年度よりの「学内全面禁煙化」への移行 

【資料 2-4-20】 
八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部車両通学規程（学修の手引き

p.51）
【資料 2-4-21】 令和 2 年度キャンパス巡回指導について 
【資料 2-4-22】 令和 2 年度キャンパス巡回指導の集計結果 
【資料 2-4-23】 令和 3 年度交通事故状況一覧

2-5．学修環境の整備

【資料 2-5-1】 八戸学院図書館規程 

【資料 2-5-2】 八戸学院図書館規程細則 

【資料 2-5-3】 2021(令和 3)年度第 3 回図書委員会議事録 
【資料 2-5-4】 国境なき医師団からの感謝状

【資料 2-5-5】 図書館利用統計（過去 5 年） 
【資料 2-5-6】 自動体外式除細動器（AED）賃貸借契約書 

2-6．学生の意見・要望への対応

【資料 2-6-1】 
2021 年度学生授業アンケート結果に対する担当教員コメント記入用

紙

【資料 2-6-2】 令和 3 年度八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部 FD 報告書 
【資料 2-6-3】 令和 4 年度前期オフィスアワー（一覧表） 【資料 2-2-4】と同じ 

【資料 2-6-4】 教育プログラム編成に係る学生との意見交換会報告

【資料 2-6-5】 学生相談・特別支援室利用ガイド 【資料 2-4-13】と同じ 

【資料 2-6-6】 教務学生課のキャンパスライフ 110 番 
【資料 2-6-7】 令和 3 年度学生生活調査結果 

基準 3．教育課程

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

3-1．単位認定、卒業認定、修了認定

【資料 3-1-1】 八戸学院大学短期大学部公式ホームページ 

【資料 3-1-2】 八戸学院大学短期大学部履修規程 

【資料 3-1-3】 八戸学院大学短期大学部試験規程 

八戸学院大学短期大学部

94 

【資料 2-4-6】 
八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部教育ローン利子補給奨学金

規程（学修の手引き p.70-71） 
【資料 2-4-7】 八戸学院大学短期大学部授業料等減免規程（学修の手引き p.69-70） 

【資料 2-4-8】 
八戸学院大学短期大学部光星学院系列高等学校関係奨学等に関する

内規

【資料 2-4-9】 学校法人光星学院教職員子女学納金減免規程

【資料 2-4-10】 
八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部外国人留学生学納金等減免規

程

【資料 2-4-11】 八戸学院大学短期大学部学生会規約

【資料 2-4-12】 
八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部学生相談室規程(学修の手引

き p.44-45) 
【資料 2-4-13】 学生相談・特別支援室利用ガイド

【資料 2-4-14】 
八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部「令和 3 年度 学生相談・特

別支援室研修会」資料

【資料 2-4-15】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部「令和 3   年度 学生相談・特
別支援室研修会」アンケート集計結果 

【資料 2-4-16】 
学校法人光星学院ハラスメント防止等に関する規程(学修の手引き

p.46-48)
【資料 2-4-17】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部学生相談・特別支援室規程

【資料 2-4-18】 学校法人光星学院ハラスメント防止等に関する規程

【資料 2-4-19】 平成 29 年度よりの「学内全面禁煙化」への移行 

【資料 2-4-20】 
八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部車両通学規程（学修の手引き

p.51）
【資料 2-4-21】 令和 2 年度キャンパス巡回指導について 
【資料 2-4-22】 令和 2 年度キャンパス巡回指導の集計結果 
【資料 2-4-23】 令和 3 年度交通事故状況一覧

2-5．学修環境の整備

【資料 2-5-1】 八戸学院図書館規程 

【資料 2-5-2】 八戸学院図書館規程細則 

【資料 2-5-3】 2021(令和 3)年度第 3 回図書委員会議事録 
【資料 2-5-4】 国境なき医師団からの感謝状

【資料 2-5-5】 図書館利用統計（過去 5 年） 
【資料 2-5-6】 自動体外式除細動器（AED）賃貸借契約書 

2-6．学生の意見・要望への対応

【資料 2-6-1】 
2021 年度学生授業アンケート結果に対する担当教員コメント記入用

紙

【資料 2-6-2】 令和 3 年度八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部 FD 報告書 
【資料 2-6-3】 令和 4 年度前期オフィスアワー（一覧表） 【資料 2-2-4】と同じ 

【資料 2-6-4】 教育プログラム編成に係る学生との意見交換会報告

【資料 2-6-5】 学生相談・特別支援室利用ガイド 【資料 2-4-13】と同じ 

【資料 2-6-6】 教務学生課のキャンパスライフ 110 番 
【資料 2-6-7】 令和 3 年度学生生活調査結果 

基準 3．教育課程

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

3-1．単位認定、卒業認定、修了認定

【資料 3-1-1】 八戸学院大学短期大学部公式ホームページ 

【資料 3-1-2】 八戸学院大学短期大学部履修規程 

【資料 3-1-3】 八戸学院大学短期大学部試験規程 
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【資料 3-1-4】 八戸学院大学短期大学部公認欠席取扱規程  

【資料 3-1-5】 
令和 4 年度八戸学院大学短期大学部オリエンテーション教務関係資

料  

【資料 3-1-6】 八戸学院大学短期大学部履修規程  

【資料 3-1-7】 八戸学院大学短期大学部履修規程  

【資料 3-1-8】 
八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部グレード・ポイント・アベ

レージ（GPA）規程  

【資料 3-1-9】 
令和 4 年度八戸学院大学短期大学部オリエンテーション教務関係資

料  

【資料 3-1-10】 八戸学院大学短期大学部学位規程  

【資料 3-1-11】 令和 3(2021)年度卒業判定準備会議資料  

【資料 3-1-12】 
令和 3(2021)年度八戸学院大学短期大学部卒業判定および修了判定

資料  

3-2．教育課程及び教授方法 

【資料 3-2-1】 八戸学院大学短期大学部公式ホームページ  

【資料 3-2-2】 八戸学院大学短期大学部履修規程（別表 1～2）  

【資料 3-2-3】 八戸学院大学短期大学部履修規程  

【資料 3-2-4】 八戸学院大学短期大学部履修規程  

【資料 3-2-5】 八戸学院大学短期大学部履修規程(第 6 条、第 7 条)  

【資料 3-2-6】 八戸学院大学短期大学部履修規程(第 8 条)  

【資料 3-2-7】 令和 3(2021)年度実習指導・学科指導日程  

【資料 3-2-8】 令和 3(2021) 年度実践国語表現（国語力テスト）実施要項  

【資料 3-2-9】 令和 4(2022)年度八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部 FD 報告書  

3-3．学修成果の点検・評価 

【資料 3-3-1】 
令和 3(2021)年度八戸学院大学短期大学部卒業判定および修了判定

資料  

【資料 3-3-2】 令和 4(2022)年度科目等履修生一覧  

【資料 3-3-3】 令和 3(2021)年度「卒業生に関するアンケート」結果  

【資料 3-3-4】 卒業時アンケート（ホームページ教育情報公開）  

【資料 3-3-5】 2021 年度八戸学院大学短期大学部「学修成果の把握」調査報告  

 

基準 4．教員・職員 
基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

4-1．教学マネジメントの機能性 

【資料 4-1-1】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部学長選考規程  

【資料 4-1-2】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部運営会議 2 月配布資料  

【資料 4-1-3】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部運営会議規程  

【資料 4-1-4】 八戸学院大学短期大学部教授会規程  

【資料 4-1-5】 学校法人光星学院運営組織規程  

【資料 4-1-6】 学校法人光星学院運営組織事務分掌細則  

【資料 4-1-7】 令和 4(2022)年度八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部校務分掌  

【資料 4-1-8】 運営会議・教授会・各委員会議事録  

4-2．教員の配置・職能開発等 

【資料 4-2-1】 八戸学院大学短期大学部教員採用・昇任規程  

【資料 4-2-2】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部任期付教育職員任用規程  

【資料 4-2-3】 令和 3 年度八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部 FD 報告書  

【資料 4-2-4】 授業アンケート集計結果  

【資料 4-2-5】 2021 年度授業参観の実施状況  
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【資料 3-1-4】 八戸学院大学短期大学部公認欠席取扱規程  

【資料 3-1-5】 
令和 4 年度八戸学院大学短期大学部オリエンテーション教務関係資

料  

【資料 3-1-6】 八戸学院大学短期大学部履修規程  

【資料 3-1-7】 八戸学院大学短期大学部履修規程  

【資料 3-1-8】 
八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部グレード・ポイント・アベ

レージ（GPA）規程  

【資料 3-1-9】 
令和 4 年度八戸学院大学短期大学部オリエンテーション教務関係資

料  

【資料 3-1-10】 八戸学院大学短期大学部学位規程  

【資料 3-1-11】 令和 3(2021)年度卒業判定準備会議資料  

【資料 3-1-12】 
令和 3(2021)年度八戸学院大学短期大学部卒業判定および修了判定

資料  

3-2．教育課程及び教授方法 

【資料 3-2-1】 八戸学院大学短期大学部公式ホームページ  

【資料 3-2-2】 八戸学院大学短期大学部履修規程（別表 1～2）  

【資料 3-2-3】 八戸学院大学短期大学部履修規程  

【資料 3-2-4】 八戸学院大学短期大学部履修規程  

【資料 3-2-5】 八戸学院大学短期大学部履修規程(第 6 条、第 7 条)  

【資料 3-2-6】 八戸学院大学短期大学部履修規程(第 8 条)  

【資料 3-2-7】 令和 3(2021)年度実習指導・学科指導日程  

【資料 3-2-8】 令和 3(2021) 年度実践国語表現（国語力テスト）実施要項  

【資料 3-2-9】 令和 4(2022)年度八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部 FD 報告書  

3-3．学修成果の点検・評価 

【資料 3-3-1】 
令和 3(2021)年度八戸学院大学短期大学部卒業判定および修了判定

資料  

【資料 3-3-2】 令和 4(2022)年度科目等履修生一覧  

【資料 3-3-3】 令和 3(2021)年度「卒業生に関するアンケート」結果  

【資料 3-3-4】 卒業時アンケート（ホームページ教育情報公開）  

【資料 3-3-5】 2021 年度八戸学院大学短期大学部「学修成果の把握」調査報告  
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【資料 4-1-1】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部学長選考規程  

【資料 4-1-2】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部運営会議 2 月配布資料  

【資料 4-1-3】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部運営会議規程  

【資料 4-1-4】 八戸学院大学短期大学部教授会規程  

【資料 4-1-5】 学校法人光星学院運営組織規程  

【資料 4-1-6】 学校法人光星学院運営組織事務分掌細則  

【資料 4-1-7】 令和 4(2022)年度八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部校務分掌  

【資料 4-1-8】 運営会議・教授会・各委員会議事録  

4-2．教員の配置・職能開発等 

【資料 4-2-1】 八戸学院大学短期大学部教員採用・昇任規程  

【資料 4-2-2】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部任期付教育職員任用規程  

【資料 4-2-3】 令和 3 年度八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部 FD 報告書  

【資料 4-2-4】 授業アンケート集計結果  

【資料 4-2-5】 2021 年度授業参観の実施状況  



－ 96 －

八戸学院大学短期大学部

－ 96 －

八戸学院大学短期大学部
八戸学院大学短期大学部

96 

【資料 4-2-6】 第 27・28 回 FD ネットワーク“つばさ”報告書 
【資料 4-2-7】 WebClass 説明会用テキスト 教員の方向け 

4-3．職員の研修

【資料 4-3-1】 学校法人光星学院スタッフ・ディベロップメント（SD）委員会規程 
【資料 4-3-2】 学校法人光星学院一般職員研修規程

【資料 4-3-3】 
令和 3(2021)年度第 5 回 理事会・評議員会資料 令和 4 年度辞令交

付式・ＳＤ研修会について

【資料 4-3-4】 令和 3(2021)年度学校法人光星学院 SD 研修会実施要項 

【資料 4-3-5】 令和 3(2021)年度日本私立大学協会東北支部事務研修会実施要項 

【資料 4-3-6】 
令和 3(2021)年度日本私立大学協会東北支部事務研修会（講演会）実

施要項

4-4．研究支援

【資料 4-4-1】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部研究倫理委員会規程

【資料 4-4-2】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部研究倫理委員会運営細則

【資料 4-4-3】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部 FD 委員会規程 

【資料 4-4-4】 
八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部公的研究費の管理・監査に

関する規程

【資料 4-4-5】 八戸学院大学短期大学部専任教員研究経費助成金取扱規程

【資料 4-4-6】 令和 3 年度八戸学院大学短期大学部研究費取扱要領 

【資料 4-4-7】 令和 3 年度八戸学院大学短期大学部特別研究費取扱・申請要領 

【資料 4-4-8】 
八戸学院大学短期大学部後援会特別助成にかかる研究計画の公募要

項

【資料 4-4-9】 
学校法人光星学院イノベーションプログラム（基金）研究等補助金

交付申請に係る公募要領

基準 5．経営・管理と財務

基準項目 

コード 該当する資料名及び該当ページ 備考 

5-1．経営の規律と誠実性

【資料 5-1-1】 学校法人光星学院寄附行為施行細則

【資料 5-1-2】 学校法人光星学院公益通報に関する規程

【資料 5-1-3】 学校法人光星学院運営組織規程

【資料 5-1-4】 学校法人光星学院寄附行為施行細則

【資料 5-1-5】 第 1 次経営改善計画書 
【資料 5-1-6】 第 2 次経営改善計画書 
【資料 5-1-7】 第 3 次中期 5 ヵ年計画書 
【資料 5-1-8】 令和 3(2021)年度以降の中期計画書 
【資料 5-1-9】 令和 3(2021)年度法人運営協議会議事録 
【資料 5-1-10】 学校法人光星学院個人情報保護規程

【資料 5-1-11】 八戸学院図書館個人情報保護規程

【資料 5-1-12】 学校法人光星学院ハラスメント防止等に関する規程

【資料 5-1-13】 学校法人光星学院危機管理規程

【資料 5-1-14】 八戸学院大学短期大学部危機管理マニュアル

【資料 5-1-15】 交通安全講習会に関する資料

【資料 5-1-16】 八戸学院大学短期大学部防火管理規程

【資料 5-1-17】 令和 3 年度消防訓練実施計画書 
【資料 5-1-18】 令和 3 年度八戸地域防災協会事業所研修会の開催案内 
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【資料 5-1-19】 学校法人光星学院教職員安全衛生管理規程  

【資料 5-1-20】 衛生管理者職場パトロールのチェックリスト  

【資料 5-1-21】 ストレスチェックの案内および調査票  

5-2．理事会の機能 

【資料 5-2-1】 学校法人光星学院寄附行為施行細則  

【資料 5-2-2】 学校法人光星学院運営組織規程  

【資料 5-2-3】 令和 3 年度理事会議事録  

5-3．管理運営の円滑化と相互チェック 

【資料 5-3-1】 八戸学院大学・八戸学院大学短期大学部運営会議規程  

【資料 5-3-2】 八戸学院大学短期大学部教授会規程  

【資料 5-3-3】 令和 3 年度理事会議事録、令和 3 年度常任理事会議事録  

【資料 5-3-4】 令和 3 年度評議員会議事録  

【資料 5-3-5】 令和 3 年度監事会記録  

【資料 5-3-6】 令和 3 年度会計監査人・監事・監査室との情報交換会記録  

【資料 5-3-7】 令和 3 年度監事監査記録  

【資料 5-3-8】 令和 3 年度内部監査記録  

5-4．財務基盤と収支 

【資料 5-4-1】 第 3 次中期 5 ヵ年計画  

【資料 5-4-2】 令和 3 年度事業活動収支実績  
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