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○調査書の記載における特別対応について
・第３学年の評定欄について
　総合型・学校推薦型選抜への出願に際し、高等学校等の臨時休業により、第３学年の評定を記載できない場合
は、その理由を付して記載不可とすることを可とします。
　（例：「新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休業のため記載不可。」）
・特別活動及び指導上参考となる諸事項欄について
　臨時休業や大会、資格・検定試験等の中止等により、記載できない場合は、その理由を付した上で、当初参加
を予定していた大会名や資格・検定試験名などを記載することを可とします。
　（例；「○○○に参加予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により中止。」）

○出願資格等における特別対応について
総合型・学校推薦型選抜等の出願資格等について、高等学校等の臨時休業および資格・検定試験（英語外部試
験・日本留学試験等）の中止・延期を考慮し、特別対応を行います。
主な特別対応は、次のとおりです。
・学校推薦型選抜において全体の学習成績の状況等を出願資格としている場合、新型コロナウイルス感染症の影響
により第３学年の評定を記載できない場合は、第２学年までで出願資格を満たしていれば、出願を認めます。
・外国人留学生入試において日本留学試験の得点等を出願資格としている場合、新型コロナウイルス感染症の影
響により、受験できなかった場合に限り、日本語学校長等が出願資格に相当する能力を有していると証明する
ことで、出願を認めます。

○緊急事態宣言の発令等による緊急措置について
緊急事態宣言の発令等により、やむを得ず、試験日や選抜方法等を変更する緊急措置を実施する場合がありま
す。緊急措置の内容等については、決定次第、弘前学院大学入試情報サイト（https://www.hirogaku-u.ac.jp/
admission/）等にてお知らせします。

新型コロナウイルス感染症の影響による
2022年度入学試験における対応について

★個別面接は出願者と面接官との距離（ソーシャルディスタンス）を保ち実施する。
★総合型選抜及び学校推薦型選抜において、遠隔地からの出願者は、希望すればオンライン面接を
　実施する（長距離移動による感染回避）。
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■文学部のアドミッションポリシー

　■社会福祉学部のアドミッションポリシー

　■看護学部のアドミッションポリシー

文学部では、「英語圏あるいは日本や地域の言葉、文学、文化に強い関心を持つ人」「それらを
学ぶことを通して人間の営みについて考えを深め、鋭い感受性、論理的な思考力や柔軟な理解
力を持ち、自分の言葉で明快に表現しようとする人」を求めています。具体的には、次のような
学生です。
１　言語・文学・文化を学ぶための基礎的な日本語力・英語力を身に付けた人
２　論理的な思考力と明快な表現力を持つ人
３　多様なバックグラウンドを持つ他の学生と協調して勉学・研究を進めることができる人

社会福祉学部の目的は建学の精神である「畏神愛人」（人間尊重）の立場から「子どもからお年
寄りまであらゆる人が抱える生活課題に強い関心を持ち、その問題解決のために必要な専門知
識を身につけた人材、および健康や美しいもの、崇高なものに対する正しい知識や価値観を持
つ人材」を育成することです。そのために、社会福祉学部は具体的に以下のような学生を求め
ています。

１　高等学校において、学習を通じて基礎的な能力を身に付けた人
２　社会に起こる様々な問題を正しく捉え、その解決に向けて自ら考え、判断し、表現できる力
　  を身に付けた人
３　生活の中で培ってきた人間性や協調性を入学後もさらに発展させ、社会福祉の専門的技術 
　  を習得して社会に貢献したいという意欲を持つ人

弘前学院大学は、建学の精神である「畏神愛人」に基づく教育・研究を行い、豊かな人間性と深
い教養をそなえ、高度の看護知識と技術に基づく科学的な看護実践能力を養い、広く人間社会
の健康に寄与できる篤実有能な人材を育成することを目指しています。
本学では、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）及び教育課程編成・実施の方針（カリキュラ
ム・ポリシー）に定める教育を受けるために必要な、次に掲げる知識・技能や能力、意欲、適正
をそなえた学生を求めています。

―姿勢・態度―
１　人と触れ合うことが好きであり、人々の健康と生活を支える専門職を目指す意欲がある人
２　大学生活を通して様々なことを自ら学ぶ姿勢を有している人

―知識・技能―
３　入学後の学修に必要な基礎学力を有する人
４　看護職として活躍していくためのコミュニケーション能力を身につける素地を有する人

―思考力・判断力・表現力―
５　物事を論理的に考え、自分の考えを説明できる人
６　他者に関心を持ち、多様な価値観を持つ人を尊重することができる人

―主体性・多様性・協働性―
７　自ら力を発揮しながら様々な人と協力し、主体的に問題解決ができる人
８　地域社会、国際社会に関心を持ち、貢献しようとする姿勢を有している人
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入試に関する問合せ先
弘前学院大学　入試広報センター
　電話：0172-34-5211（代表）　　FAX：0172-32-9302　　E-mail：nyushi@hirogaku-u.ac.jp

（1）高等学校もしくは中等教育学校を2021年３月卒業した者及び2022年3月卒業見込みの者
（2）通常の課程による12年の学校教育を2021年3月修了した者及び２０２２年３月修了見込みの者

出願資格

学　　部 入学定員

50 若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

若干名

50

50

70

募集人員（Ⅲ期） 募集人員（Ⅳ期）学　　科

英 語 ・ 英 米 文 学 科

日 本 語 ・日 本 文 学 科

社　会　福　祉　学　科

看 　 　 護 　 　 学 　 　 科

文　　学　　部

社 会 福 祉 学 部

看　護　学　部

募集人員（学校推薦型選抜Ⅲ期・Ⅳ期）

身体に障がいを有し、受験時または入学後に特別の配慮を必要とする受験生は、出願前に本学入試広報センターにご相談ください。

身体に障がいがある場合の受験について

出願手続
すべてインターネットより出願してください。（従来の紙の志願票による出願はできません。）
インターネットによる出願方法はP1（概要）、P12～13（インターネット出願の流れ、注意事項）をご確認ください。なお、インターネット
出願の詳しい手順については、「2022（令和4）年度学生募集要項」のP19～25にてご確認ください。本学ＨＰにも掲載中です（https://
www.hirogaku-u.ac.jp/2022nyushiguide.pdf）。
※PDFを閲覧するためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
★インターネットによる出願登録⇒検定料の支払い⇒出願書類の送付で出願は完了します。

入試に関する個人情報の取り扱いについて

○文　 学　 部　 英語・英米文学科、日本語・日本文学科
○社会福祉学部　 社会福祉学科
○看 護 学 部　 看護学科

入試日程（学校推薦型選抜Ⅲ期・Ⅳ期）

試験区分 試験日 合格発表 入学手続締切出願期間

１月４日（火）～１月17日（月） １月22日（土）

３月８日（火）

１月29日（土）

３月11日（金）

２月12日（土）

３月22日（火）２月14日（月）～３月２日（水）

学校推薦型
選　抜

Ⅲ期

Ⅳ期

※出願締切日：ネット出願登録及び検定料納付は出願期間最終日12：00迄。出願提出書類の郵送は出願期間最終日消印有効。
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学校推薦型選抜〈Ⅲ期・Ⅳ期〉

Ⅲ期

2/12（土） 3/22（火）

1/29（土） 3/11（金）

1/22（土） 3/8（火）

1/4（火）～ 1/17（月）12：00まで 2/14（月）～ 3/2（水）12：00まで

Ⅳ期

1/4（火）～ 1/17（月）消印有効 2/14（月）～ 3/2（水）消印有効

※出願締切日：ネット出願登録及び検定料納付は出願期間最終日12：00迄。出願提出書類の郵送は出願（書類提出）期間最終日消印有効。
※試験会場への地図は10ページをご参照ください。

※面接は、対面式（本学へ来校して受験）またはオンライン面接のいずれかを選択してください。
　オンライン面接を希望された方には、別途ご連絡いたします。（11ページ『オンライン面接の流れ』参照）

小論文（８００字程度、事前提出）（40点）、面接（30点）、
調査書（30点）＜学習成績の状況25点／自己PR5点＞

小論文（８００字程度、事前提出）（30点）、面接（40点）、
調査書（30点）＜学習成績の状況25点／自己PR5点＞

小論文（８００字程度、事前提出）（40点）、面接（30点）、
調査書（30点）＜学習成績の状況25点／自己PR5点＞

小論文（８００字程度、事前提出）（30点）、面接（40点）、
調査書（30点）＜学習成績の状況25点／自己PR5点＞

小論文（８００字程度、事前提出）（40点）、面接（30点）、
調査書（30点）＜学習成績の状況25点／自己PR5点＞

小論文（８００字程度、事前提出）（30点）、面接（40点）、
調査書（30点）＜学習成績の状況25点／自己PR5点＞

学力の3要素の評価（多面的・総合的な評価）について
【アドミッションポリシー】

【学校推薦型選抜】＜公募制／指定校＞（専願）

学力の３要素 知識・技能（基礎学力） 思考力・判断力・表現力 主体性・多様性・協働性

選考科目

推薦書（参考） 推薦書（参考） 推薦書（参考）

調査書（全体の学習成績の状況の基準の得点化） 小論文（３学部とも基礎学力確認問題を含む） 面接（個別）

小論文（３学部とも基礎学力確認問題を含む、
800 字程度） 面接（個別） 調査書（自己PR＝特別活動、ボランティア活動、

資格等）

面接（個別）

　本学を第一志望として、本学との信頼関係において高等学校から推薦を受けた高校生を対象とする。＜公募制・指定校制＞ともに、基
礎学力判断のための調査書に加えて、思考力・表現力重視として小論文、主体性・協調性重視として面接を課す。
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※オンライン面接を希望された方には、面接
　開始時刻について別途ご連絡いたします。

⑤写真

⑥入学検定料

⑦志願者アンケート

④小論文

①出願確認票

②推薦書

③調査書

インターネット出願の入力完了時に印刷したもの

出身学校長が作成したもの

本学指定のもの。ネット出願サイトからダウンロードして使用してください。
★指定校推薦の関係書類は、当該高等学校長宛に別途通知します。

30,000円
インターネット出願の手順に沿って支払ってください。（検定料の他に事務手数料が必要です。）

出願登録後、出願マイページに明示される小論文課題と小論文解答用紙をダウンロードし、小論文を作成してください。
縦４ｃｍ×横３ｃｍ、脱帽上半身正面無背景、3ヶ月以内に撮影したものを①『出願確認票』に貼り付けしてください。

ネット出願サイトからダウンロードしてご記入ください。

インターネットによる出願方法はP1（概要）、P12～13（インターネット出願の流れ、注意事項）をご確認ください。
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弘南鉄道（大鰐線）中央弘前駅より乗車
→「弘前学院大前」駅下車→【徒歩約4分】

オンライン面接の流れ
1　オンライン面接の事前確認
「オンライン面接」を希望された場合、受験生ご本人様及び出身高等学校に本学から電話確認いたします。
電話確認時に、面接会場（高校か自宅、その他）、使用されるデバイス、OS、アプリについて確認いたします。
なお、オンライン面接実施にあたって誓約書を提出していただきます。誓約書は、ネット出願サイト「提出書類」ページよりダウンロードして
印刷していただき、自署したものを他の出願書類と一緒に提出してください。

3　面接開始時刻のお知らせと接続テスト及びURLの送信
出願締切日以降に、本学から受験生ご本人様のメールアドレス宛に面接開始時刻のお知らせと接続テスト用URL及び本番用のURLをお送り
します。
※試験前々日までにメールが届かない場合は、入試広報センター（0172‒34‒5211（代表））にお電話にてご連絡ください。

2　オンライン面接手順書の送付・手順書の確認
本学から、オンライン面接手順書を送付しますので、必ず確認してください。

4　《出願締切日翌日～試験前日》接続テスト
本学が指定した日時で接続テストを行います。指定の開始時刻になりましたら、事前に本学から送信したメールに記載されている接続テスト
用URLをクリックし、接続してください。
※接続テスト当日に不具合が生じた場合は、入試広報センター（0172‒34‒5211（代表））にお電話にてご連絡ください。

5　《試験当日》面接開始
面接開始10分前になりましたら、事前に本学から送信したメールに記載されている本番用のＵＲＬをクリックし、接続してください。接続
後、担当職員よりアナウンスをいたします。
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オンライン面接の流れ
1　オンライン面接の事前確認
「オンライン面接」を希望された場合、受験生ご本人様及び出身高等学校に本学から電話確認いたします。
電話確認時に、面接会場（高校か自宅、その他）、使用されるデバイス、OS、アプリについて確認いたします。
なお、オンライン面接実施にあたって誓約書を提出していただきます。誓約書は、ネット出願サイト「提出書類」ページよりダウンロードして
印刷していただき、自署したものを他の出願書類と一緒に提出してください。

3　面接開始時刻のお知らせと接続テスト及びURLの送信
出願締切日以降に、本学から受験生ご本人様のメールアドレス宛に面接開始時刻のお知らせと接続テスト用URL及び本番用のURLをお送り
します。
※試験前々日までにメールが届かない場合は、入試広報センター（0172‒34‒5211（代表））にお電話にてご連絡ください。

2　オンライン面接手順書の送付・手順書の確認
本学から、オンライン面接手順書を送付しますので、必ず確認してください。

4　《出願締切日翌日～試験前日》接続テスト
本学が指定した日時で接続テストを行います。指定の開始時刻になりましたら、事前に本学から送信したメールに記載されている接続テスト
用URLをクリックし、接続してください。
※接続テスト当日に不具合が生じた場合は、入試広報センター（0172‒34‒5211（代表））にお電話にてご連絡ください。

5　《試験当日》面接開始
面接開始10分前になりましたら、事前に本学から送信したメールに記載されている本番用のＵＲＬをクリックし、接続してください。接続
後、担当職員よりアナウンスをいたします。
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インターネット出願の流れ

事前
準備

STEP1
出願サイトに
アクセス

STEP2
利用者
情報登録

STEP3
パスワード
設定

STEP4
『マイページ』
へログイン

STEP5
出願登録

STEP6
入学検定料
支払い

STEP7
必要書類印刷

STEP8
出願提出
書類送付

出願完了
WEB受験票を
印刷し試験当日
持参する

パソコンやスマートフォン等のインターネットに接続できる端末をご用意ください。登録・入金完了後などに確認メールを送信しま
すので、以下のメールアドレスを受信できるように設定してください。なお、従来型の携帯電話は、確認メールの受信はできますが、
Web サイトを正しく表示できない場合があります。

★★★★@hirogaku-u.ac.jp（＠マーク以下を指定してください）

また、各種のアクセス制限サービスを利用されている場合は、設定を変更してください。

［docomo］ https://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/domain/
［au］  https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/mail/email/filter/detail/domain/
［Softbank］ https://www.softbank.jp/mobile/support/mail/antispam/mms/whiteblack/

ネット出願の詳しい手順については、「2022（令和4）年度学生募集要項」のP19～25にてご確認ください。本学HPにも掲載中です
（https://www.hirogaku-u.ac.jp/2022nyushiguide.pdf）。
※PDFを閲覧するためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。

●出願サイトへのアクセス方法

本学ホームページからアクセスしてください。

出願完了までの流れは、以下の通りです。

↑こちらのバナーをクリックしてください。

弘前学院大学

https://www.hirogaku-u.ac.jp/

◀弘前学院大学 HP
　QRコード

検 索

●事前準備
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●出願登録をやり直したい場合（例：入力情報の間違い等）

登録済みの入試種別で、まだ入学検定料のお支払いが済んでいない場合は、出願受付期間内に何度でも再登録が可能です。入学検定
料支払い済みの出願内容の変更はできません。変更が必要な場合は、入試広報センターまでご連絡ください。
※「入学検定料支払い方法」でクレジットカードを選択した場合は、出願登録と同時に支払いが完了しますので、注意してください。

●登録データの有効期限について

入学検定料の「支払期限」までに入学検定料のお支払いがない場合は登録データが無効となります。

●支払期限および手数料について

入学検定料の支払期限は、出願登録日の2日後（出願締切前日登録は翌日、出願最終日登録は当日12時まで）となっております。
※支払期限を過ぎた場合は支払いができなくなり、登録データは無効となりますのでご注意ください。
※事務手数料が必要となります（下表をご参照ください）。

＜出願完了について＞
出願サイトでの登録完了後、入学検定料を支払い、出願提出書類を郵送して出願完了となります。出願提出書類は、出願締
切日（消印有効）までに本学入試広報センターにご郵送ください。提出された書類を大学で確認し、受理されると『出願マ
イページ』でWEB受験票のダウンロード・印刷が可能になります。

コンビニエンスストア／
銀行ATM／ネットバンキング

クレジットカード

検 定 料

5万円未満

550円

990円

770円

1,540円

5万円以上
入学金

990円

6,200円

支払方法

事務手数料

出願の注意事項
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Adobe Acrobat Reader

「総合型選抜」「学校推薦型選抜」の小論文課題はどうしたら見ることができますか？

出願期間内に、出願登録をすることで「出願マイページ」にて見ることができます。
「出願マイページ」に表示された「小論文課題」のボタンをクリックし、受験したい学部学科の小論文課題を確認してください。
解答用紙（本学所定用紙）は全学部共通です。ダウンロードしてお使いください。

なお、小論文課題は出願期間後は見ることができなくなります。
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【参考】2022（令和4）年度　入試日程（令和4年1月以降）

○文　 学 　部　英語・英米文学科、日本語・日本文学科
○社会福祉学部　社会福祉学科

○文　 学 　部　英語・英米文学科、日本語・日本文学科
○社会福祉学部　社会福祉学科
○看 護 学 部　看護学科

試験区分 出願期間 試験日 合格発表 入学手続締切

総合型選抜 1月22日（土） 1月29日（土） 2月12日（土）1月4日（火）～1月17日（月）Ⅲ期

試験区分 出願期間 試験日 合格発表 入学手続締切

一般入試

大学入学共通テスト
利用入試

2月4日（金）

2月14日（月） 2月25日（金）1月11日（火）～1月31日（月）

Ⅰ期

A 日程 共通テスト実施日

一
般
選
抜

一般入試

大学入学共通テスト
利用入試

3月8日（火）

3月11日（金） 3月22日（火）2月14日（月）～3月2日（水）

Ⅱ期

B 日程 共通テスト実施日

一
般
選
抜

大学入学共通テスト
利用入試 3月26日（土） 3月30日（水）3月3日（木）～3月21日（月）C 日程 共通テスト実施日

一
般
選
抜
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