
  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 弘前学院大学 
設置者名 学校法人 弘前学院 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配置

困難 全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

文学部 

英 語・英米文学科 
夜 ・

通信 

２ 

１８ 

０ ２０ １３  

日本語・日本文学科 
夜 ・

通信 
０ ２０ １３  

社会福祉学部 社会福祉学科 
夜 ・

通信 
３１ ６ ３９ １３  

看護学部 看護学科 
夜 ・

通信 
４ ９８ １０４ １３  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

下記の各学部学科シラバスのＵＲＬにて公表 

 

・文学部 英 語・英米文学科 https://www.hirogaku–u.ac.jp/22jitsumuA.pdf 

・文学部 日本語・日本文学科  https://www.hirogaku–u.ac.jp/22jitsumuA.pdf 

・社会福祉学部 社会福祉学科  https://www.hirogaku–u.ac.jp/22jitsumuW.pdf 

・看護学部 看護学科      https://www.hirogaku–u.ac.jp/22jitsumuN.pdf 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 

学部等名 

（困難である理由） 

 

https://www.hirogaku–u.ac.jp/22jitsumu
http://www.hirogaku/
https://www.hirogaku–u.ac.jp/22jitsumu
http://www.hirogaku/


  

 様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 弘前学院大学 
設置者名 学校法人 弘前学院 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 

下記のＵＲＬにて公表 

https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/大学等の設置者の理事(役員)名簿.pdf 

 

 ※本学ホームページ HOME中の「大学についての項目」→「情報公開」→ 

  「法人情報」の項目中に「大学等の設置者の理事(役員)名簿」を掲載 
 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 日本基督教団隠退教師 
2019.2.27 ～

2023.2.26 
総務担当 

非常勤 校友会役員 
2021.9.4 ～

2025.9.3 
総務担当 

非常勤 社会福祉法人 理事長 
2021.9.4 ～

2025.9.3 
総務担当 

非常勤 日本基督教団担任教師 
2020.4.24 ～

2024.4.23 
教学担当 

非常勤 株式会社 代表取締役 
2021.9.4 ～

2025.9.3 
財務担当 

非常勤 株式会社 代表取締役 
2021.10.16～

2025.10.15 
財務担当 

（備考） 

 

 

  

https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/大学等の設置者の理事(役員)名簿.pdf


  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 弘前学院大学 

設置者名 学校法人 弘前学院 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法や基準その

他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表していること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 

① シラバスの作成過程については、別紙シラバス作成ガイドラインを参照 

 ② シラバスの作成・公表時期については、3月作成、4月学生には冊子として 

配布し、かつ、大学ホームページにて公表 

授業計画書   

の公表方法 

各学部・学科のシラバスは、下記のＵＲＬにて公表 
 

・文学部 英語・英米文学科 https://www.hirogaku–u.ac.jp/faculty/bungaku/catE/ 

・文学部 日本語・日本文学科 https://www.hirogaku–u.ac.jp/faculty/bungaku/catJ/ 

・社会福祉学部 

社会福祉学科   https://www.hirogaku–u.ac.jp/faculty/shakaihukushi/catW/ 

・看護学部 看護学科 https://www.hirogaku–u.ac.jp/faculty/kango/catN/ 
 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、学修成果

を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定していること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 

【単位の授与について】 

単位の授与については、本学学則第２章学部通則第３節単位の授与で厳格に定めている。 

 

なお、上記の「成績評価」は、試験・レポート・出席状況等を考慮して、総合的に評価し 

６０点以上であれば当該科目の単位を修得でき、６０点未満であれば未修得となる。単位未 

修得の科目については、原則として次年度以降に再履修することになる。 

 また、「成績評価の基準」は学修成果に基づき、秀（100～90点）・優（89～80点）・良（79～

70点）・可（69～60点）・不可（59～０点）で評価している。 

以上の詳細は下記の①～②の項目に記載してある。 

 

 

① 弘前学院大学学則  

   単位の授与、卒業及び学士の学位の授与、卒業の要件については、下記のＵＲＬにて公表   

 https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/2022gakusoku.pdf 

 

  ② 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の設定に当たっての基準は、下記のＵＲＬにて 

公表 

https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/hyoka2021.pdf 

 

 

http://www.hirogaku/
http://www.hirogaku/
http://www.hirogaku/
http://www.hirogaku/
http://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/2020gakusoku.pdf
https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/hyoka2021.pdf


  

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとともに、成績

の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

① GPAの算出方法 

  ・各科目の成績評価（得点）に対する GPに科目の単位数を掛けた数の総和を、履修登録を

した科目の単数の総和で割ったものが GPAである。 

② GPの基準  評点  100～90 点     評価  秀   GPポイント  ４ 

         〃    89～80 点    〃    優     〃     ３ 

                〃     79～70 点    〃    良     〃     ２ 

                〃     69～60 点    〃    可     〃    １ 

         〃    59～ 0 点    〃    不可      〃      0 

               未受験・履修放棄                   〃       0 

       以上の詳細は、下記の項目にて公表している。 

客観的な指標の算

出方法の公表方法 

下記のＵＲＬにて公表 

【GPAなど客観的な指標の算出方法等】 

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

【各学部・学科の 2021年度 GPA成績の分布状況】 
・文学部 英 語・英米文学科 https://www.hirogaku–u.ac.jp/pdf/2021_A_GPA.pdf 

・文学部 日本語・日本文学科 https://www.hirogaku–u.ac.jp/pdf/2021_A_GPA.pdf 

・社会福祉学部 

社会福祉学科       https://www.hirogaku–u.ac.jp/pdf/2021_W_GPA.pdf                  

・看護学部 看護学科    https://www.hirogaku–u.ac.jp/pdf/2021_N_GPA.pdf 

 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施していること。 
（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

【本学の卒業認定】 
本学に４年以上在学し、各学部学科が定める卒業に必要な単位をすべて修得し、スクールモ

ットーである「畏神愛人」の姿勢が備わり、豊かな人間性を有し、文学・福祉・看護に関する

高度な専門性を身に付け、地域や国際社会に積極的に貢献することができる学生に学位を授与

する。 

・文学部…「基礎科目」４単位、「一般教育科目」２８単位以上、「外国語科目・保健体育科目」 

１０単位以上、「専門教育科目」７２単位以上、「キャリアサポート科目・単位互換科目」１

４単位以上の計１２８単位を修得し、文学部で掲げた能力を身につけた者に学位を授与して

いる。 

・社会福祉学部…「基礎領域科目」２８単位以上、「総合領域科目」１８～３８単位以上、「専門

実践領域科目」４０～６０単位以上、「自由選択科目」１８単位以上のそれぞれについて示さ

れた単位数を満たして総計１２４単位を修得し、社会福祉学部で掲げた能力を身につけた者

に学位を授与している。 

・看護学部…「教養科目」２０単位以上、「看護基礎科目」２９単位以上、「看護実践科目」５５

単位以上、「臨地実習」２３単位以上の計１２７単位以上を修得し、看護学部で掲げた能力を

身につけた者に学位を授与している。 

   以上の詳細は、下記の項目にて公表している。 

卒業の認定に関す

る方針の公表方法 

下記のＵＲＬにて公表 

https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/2022dipuro.pdf 

https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/2022gakusoku.pdf 

  

  

http://www.hirogaku/
http://www.hirogaku/
http://www.hirogaku/
https://www.hirogaku–u.ac.jp/pdf/2021_N_GPA.pdf
https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/2022dipuro.pdf
https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/2022gakusoku.pdf


  

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名 弘前学院大学 

設置者名 学校法人 弘前学院 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/R3 貸借対照表.pdf 
収支計算書又は損益計算書 https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/R3 資金収支計算書.pdf 
財産目録 https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/R3 財産目録.pdf 
事業報告書 https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/R3 事業報告書.pdf 
監事による監査報告（書） https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/R3 監査報告書.pdf 

 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

中長期計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 

公表方法：下記のＵＲＬにて公表 
https://www.hirogaku-u.ac.jp/about/evaluate/ 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法：下記のＵＲＬにて公表 

             https://www.hirogaku-u.ac.jp/ninsyou/index.html 

 

  

https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/R3貸借対照表.pdf
https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/R3資金収支計算書.pdf
https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/R3財産目録.pdf
https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/R3事業報告書.pdf
https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/R3


  

（３）学校教育法施行規則第 172条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関する

方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名  文学部・社会福祉学部・看護学部 

教育研究上の目的（公表方法：https://www.hirogaku-u.ac.jp/faculty/)全学部共通 URL使用） 

（概要）下記のＵＲＬにて公表 

①文学部 https://www.hirogaku-u.ac.jp/faculty/bungaku/characteristic/ 

    ・文学部 英 語・英米文学科  

        https://www.hirogaku-u.ac.jp/faculty/bungaku/eibun/ei/index.html 

    ・文学部 日本語・日本文学科 

        https://www.hirogaku-u.ac.jp/faculty/bungaku/nichibun/nichi/index.html 

 

②社会福祉学部 社会福祉学科 

https://www.hirogaku-u.ac.jp/faculty/shakaihukushi/characteristic/ 

 

③看護学部 看護学科 

        https://www.hirogaku-u.ac.jp/faculty/kango/nursing_introduction/ 
 

卒業の認定に関する方針（公表方法：下記の全学部共通ＵＲＬにて公表） 

https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/2022dipuro.pdf 

 

（概要） 

ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針） 

   ・大学、文学部、社会福祉学部、看護学部の卒業認定・学位授与に関する方針 
 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：下記の全学部共通ＵＲＬにて公表） 

https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/2021poricurri.pdf 

 

（概要） 

カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

  ・大学、文学部、社会福祉学部、看護学部の教育課程編成・実施に関する方針 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：下記の全学部共通ＵＲＬにて公表） 

          https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/2019Admpolicy.pdf 

 

（概要） 

アドミッション・ポリシー（入学者受入れの方針） 

・大学、文学部、社会福祉学部、看護学部の入学者受入れに関する方針 
 

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 

公表方法：下記のＵＲＬにて公表 

https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/R4%20soshiki.pdf 

 

  

http://www.hirogaku-u.ac.jp/faculty/
http://www.hirogaku-u.ac.jp/faculty/bungaku/
http://www.hirogaku-u.ac.jp/faculty/bungaku/
http://www.hirogaku-u.ac.jp/faculty/bungaku/
http://www.hirogaku-u.ac.jp/faculty/shakaihukushi/
https://www.hirogaku-u.ac.jp/faculty/kango/nursing_introduction/
https://www.hirogaku-u.ac.jp/pdf/2022dipuro.pdf


  

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ １人 － １人 

文学部 － １１人 １人 ５人 人 人 １７人 

社会福祉学部 － １０人 ３人 ３人 １人 人 １７人 

看護学部 － ７人 ７人 ２人 ４人 ２人 ２２人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

０人 ９１人 ９１人 

各教員の有する学

位及び業績（教員デ

ータベース等） 

公表方法：下記のＵＲＬにて公表   
文学部        https://www.hirogaku-u.ac.jp/faculty/bungaku/teacher/  

社会福祉学部 https://www.hirogaku-u.ac.jp/faculty/shakaihukushi/teacher/ 
看護学部      https://www.hirogaku-u.ac.jp/faculty/kango/teacher/ 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

 例）２０２１年９月２４日に「学生による授業評価」と題して、全学 FD（SD）研修会を実施。その他、 

各学部 FD 委員会で企画して実施。 

 

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

文学部 １００人 ８１人 81.0％ ４００人 ３２６人 81.5％ 若干名 ０人 

社会福祉学部 ５０人 ５５人 110.0％ ２００人 １８２人 91.0％ 若干名 １人 

看護学部 ７０人 ７０人 100.0％ ２８０人 ２４２人 86.4％ 若干名 ０人 

合計 ２２０人 ２０６人 93.6％ ８８０人 ７５０人 85.2％ 若干名 １人 

（備考）２０２２年５月１日現在のデータ。 

 

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

文学部 
58 人 

（100％） 

2 人 

（3.4％） 

51 人 

（88.0％） 

5 人 

（8.6％） 

社会福祉学部 41 人 

（100％） 

1 人 

（2.4％） 

31 人 

（75.6％） 

９人 

（22.0％） 

看護学部 
66 人 

（100％） 

0 人 

（0.0％） 

62 人 

（93.9％） 

4 人 

（6.1％） 

合計 
165 人 

（100％） 

３人 

（1.8％） 

144 人 

（87.3％） 

18 人 

（10.9％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項）弘前学院大学大学院、弘前市役所、八戸市役所、㈱みちのく銀

行、東奥信用金庫、㈱北日本銀行、㈱陸奥新報社、札幌市公立中教員、東北農政局、東京都立児童相談

所、（社）七峰会、㈱ベネッセスタイルケア、弘前大学医学部附属病院、聖マリアンナ医科大学病院 

http://www.hirogaku-u.ac.jp/faculty/bungaku/teacher/
https://www.hirogaku-u.ac.jp/faculty/shakaihukushi/teacher/
https://www.hirogaku-u.ac.jp/faculty/kango/teacher/


  

青森県庁・東京都足立区（保健師）等 

備考）卒業者数等は、２０２２年３月卒業生のデータ。 

 

c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 

 

入学者数 
修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

文学部 
７５人 

（100％） 

５６人 

（74.7％） 

４人 

（5.3％） 

１１人 

（14.7％） 

４人 

（5.3％） 

社会福祉学部 
５８人 

（100％） 

４１人 

（70.7％） 

１人 

（1.7％） 

１６人 

（27.6％） 

０人 

（0.0％） 

看護学部 
７０人 

（100％） 

６４人 

（91.4％） 

０人 

（0.0％） 

４人 

（5.7％） 

２人 

（2.9％） 

合計 
２０３人 

（100％） 

１６１人 

（79.3％） 

５人 

（2.5％） 

３１人 

（15.2％） 

６人 

（3.0％） 

（備考）２０１８年４月１日入学生のデータ。その他の項は、休学・転学である。 

 

 

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要） 

様式第２号の３【（３）厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】の１項目に 

  提示した内容と同様である 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

様式第２号の３【（３）厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】の１項目に 

  提示した内容と同様である 

学部名 学科名 
卒業に必要となる 

単位数 

ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 

履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

文学部 
英 語・英米文学科 １２８単位 ○有 ・無 GPA3.0 以上５４単位 

日本語・日本文学科 １２８単位 ○有 ・無 GPA3.0 以上５４単位 

社会福祉学部 社会福祉学科 １２４単位 ○有 ・無 GPA3.0 以上５４単位 

看護学部 看護学科 １２７単位 ○有 ・無 GPA3.0 以上５４単位 

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 公表方法： 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 
公表方法： 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 
公表方法：下記のＵＲＬにて公表 

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

 

  

http://www.hirogaku-u.ac.jp/about/campusmap/


  

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

文学部 
英 語・英米文学科 650,000 円 280,000 円 280,000 円  

日本語・日本文学科 650,000 円 280,000 円 280,000 円  

社会福祉学部 社会福祉学科 700,000 円 280,000 円 280,000 円  

看護学部 看護学科 1,100,000 円 280,000 円 280,000 円  

 

⑨大学等が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること 
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

(概要)下記のＵＲＬにて公表 

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

 

  大学生活を円滑に送れるように、様々な側面から支援できるよう体制を整えている。(各

種奨学金、学生相談、キャンパスハラスメント、オフィスアワー、サークル、学祭、大学年

間行事等) 

 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

(概要)下記のＵＲＬにて公表 

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

 

学生一人ひとりのキャリアプランを実現するためにきめ細やかな就職支援体制を確立。

（就職支援スケジュール、就職状況、採用担当者の皆様等） 

 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

 (概要)下記のＵＲＬにて公表 

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

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

 

チューター・オフィスアワー・相談員などを利用し、勉学上の疑問や問題点、学生生活で

の悩みなどを相談できるようになっている。また、申し込みにより専門知識をもつ学外専門

カウンセラー（学校医・専門カウンセラー・精神科医）に相談することができる。 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 
公表方法：下記のＵＲＬにて公表 

 ①「地域総合文化研究所」 ・講演会、研究会案内  ・毎年「地域学」を発刊 

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

  

  ②「社会福祉教育研究所」 ・毎年「研究所所報」を発刊 

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

 

   ③文学部・社会福祉学部・看護学部の「研究紀要」を毎年発行(学術情報リポジトリ参照) 

https://www.hirogaku-u.ac.jp/auxiliary_organs/library/kiyo/ 

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

 

    （上記、並びに他の刊行物の入手については、大学事務室に問い合わせ  

TEL 0172-34-5211 FAX 0172-32-8768） 

    

 

http://www.hirogaku-u.ac.jp/campuslife/
http://www.hirogaku-u.ac.jp/career/
http://www.hirogaku-u.ac.jp/campuslife/consult/
http://www.hirogaku-u.ac.jp/campuslife/officehour/
http://www.hirogaku-u.ac.jp/
http://www.hirogaku-u.ac.jp/auxiliary_organs/social_research/
https://www.hirogaku-u.ac.jp/auxiliary_organs/library/kiyo/

