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Ⅰ 法人の概要

１．基本情報

(1) 法人の名称  学校法人 北陸大学

(2) 主たる事務所の住所、電話番号、FAX番号、ホームページアドレス

    住所：石川県金沢市太陽が丘１丁目１番地（〒920-1180）

電話番号：076-229-1161（代表）、FAX番号：076-229-1348

ホームページアドレス：https://www.hokuriku-u.ac.jp/

２．建学の精神等

(1) 建学の精神・教育理念

『自然を愛し 生命を尊び 真理を究める人間の形成』

本学の存在意義は「健康」な社会を形成するに足りる人材の養成に尽きます。健康は、人類

が永遠に求め続ける理想像です。本学は、過去、現在、未来も「健康」を担う社会人を養成す

る大学として地域社会に存在を示して行かなければなりません。健康社会実現のために地域に

貢献するグローバル人材を育成してまいります。

(2)  使命・目的

『健康社会の実現』

北陸大学開学式（1975 年 11 月）において、初代林屋亀次郎理事長は「人類の文化の躍進と

福祉の向上に貢献する」とし、初代三浦孝次学長は「本学は、総合大学として発展するもので

あり、（中略）国民の健康に奉仕する目的をもつ」としました。身体の健康のみならず、精神の

健康、健全な生活を営むことのできる社会の健康、つまり、建学の精神にも宿る「健康社会の

実現」が本学の使命・目的です。



３．学校法人の沿革

２月 学校法人松雲学園設置

４月 北陸大学開学　薬学部開設　薬学科（定員80人）・衛生薬学科（定員60人）計140人

４月 薬学部定員増　薬学科（定員120人）・衛生薬学科（定員100人）計220人

４月 大学院薬学研究科修士課程開設（定員20人）

４月 大学院薬学研究科博士課程開設（定員5人）

７月 学校法人北陸大学に法人名称変更

４月 外国語学部開設　英米語学科（定員120人）・中国語学科（定員40人）計160人

４月 外国語学部臨時定員増　英米語学科（定員165人）・中国語学科（定員55人）計220人

４月 法学部開設　政治学科（定員100人・臨時定員50人）・法律学科（定員100人・臨時

定員50人）計300人

４月 留学生別科開設（定員30人）

４月 外国語学部英米語学科編入学定員設定（定員35人）

４月 薬学部定員増　薬学科（定員140人）・衛生薬学科（定員140人）計280人

外国語学部定員減　英米語学科（定員120人・臨時定員15人）・中国語学科

（定員40人）計175人

法学部定員減　政治学科（定員100人・臨時定員15人）・法律学科（定員120人・

臨時定員15人）計250人

外国語学部中国語学科編入学定員設定（定員10人）

４月 法学部編入学定員設定　政治学科（定員40人）・法律学科（定員80人）

留学生別科定員増（定員70人）

４月 外国語学部及び法学部の未来創造学部への改組・入学定員の変更

薬学部定員増　薬学科（定員230人）・衛生薬学科（定員230人）計460人

未来創造学部開設　未来社会創造学科（定員100人・編入学定員120人）・

未来文化創造学科（定員100人・編入学定員45人）計365人

４月 6年制薬学部設置に伴う入学定員及び修業年限の変更

薬学部薬学科（入学定員306人）修業年限6年

４月 未来創造学部　新学科設置

国際教養学科（定員100人・編入学定員45人）・国際マネジメント学科

（定員100人・編入学定員120人）計365人

６月 大学院薬学研究科（4年制）廃止

４月 医療保健学部開設　医療技術学科（入学定員60人）

未来創造学部の改組

未来創造学部国際マネジメント学科を経済経営学部マネジメント学科に名称変更・

入学定員変更（入学定員200人・編入学定員123人）

未来創造学部国際教養学科募集停止　国際コミュニケーション学部開設

国際コミュニケーション学科（入学定員80人・編入学定員20人）

薬学部薬学科入学定員変更（入学定員220人）

４月 薬学部定員減　薬学科（入学定員200人）

経済経営学部定員増　マネジメント学科（入学定員230人・編入学定員123人）

４月 薬学部定員減　薬学科（入学定員160人）

経済経営学部定員増　マネジメント学科（入学定員290人・編入学定員123人）

留学生別科定員増　（入学定員150人）

４月 薬学部定員減　薬学科（入学定員125人）

医療保健学部定員増　医療技術学科（入学定員65人）

経済経営学部定員減　マネジメント学科（編入学定員108人）

国際コミュニケーション学部定員増　国際コミュニケーション学科（編入学定員40人）

国際コミュニケーション学部　新学科設置　心理社会学科（定員45人）

３月 未来創造学部国際教養学科廃止
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４．設置する学校・学部・学科等

別科

◆所在地

　太陽が丘キャンパス

　　経済経営学部、医療保健学部、国際コミュニケーション学部、未来創造学部、留学生別科

　　　石川県金沢市太陽が丘１丁目１番地（〒920-1180）

　薬学キャンパス

　　薬学部

　　　石川県金沢市金川町ホ３番地（〒920-1181）

５．学校・学部・学科等の学生数の状況

（2021年５月１日現在） （単位 ： 人）

学校 入学定員 入学者数 収容定員 現員数

薬学科 125 72

（編入学） ‐ 0

マネジメント学科 290 260

（編入学） 123 54

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科 80 62

（編入学） 20 21

心理社会学科 45（注1） 46 45 46

医療保健学部　 医療技術学科 65（注1） 65 245 257

未来創造学部 0 0 0 1

748 580 3,137 2,436

150 0（注3） 150 0

　　 　2021年４月１日から医療保健学部の入学定員を変更しました。（60人→65人）

（注3）新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、留学生が入国できなかったため入学者数に影響がありました。

６．収容定員充足率

（毎年度５月１日現在） 　

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

68.2% 72.5% 78.1% 80.7% 77.7%北陸大学（留学生別科を除く）

370
北陸大学

学校名

1,256 1,200

360

（注2）2017年４月に未来創造学部国際教養学科は募集停止しています。

（注1）2021年４月１日から国際コミュニケーション学部に心理社会学科を新設しました。（入学定員45人）
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経済経営学部　マネジメント学科

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部　国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

2017年４月北陸大学

1994年４月

学部・学科等

薬学部　薬学科

未来創造学部　国際教養学科

2021年４月 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部　心理社会学科

合計
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（2021年５月１日現在）
常勤・非常

勤の別
役職名 氏名

常勤 理事長・学長 小倉　勤
常勤 理事 泉　洋成 労務、大学評価、渉外、学校法人出資法人
常勤 理事 大桑　和雄 広報、国際交流
常勤 理事 南野　茂 総務、人事、財務
常勤 理事 三浦　雅一 教育、研究、地域連携、情報
常勤 理事 木下　雅之 企画

非常勤 理事 野村　卓三 社会連携、同窓会
非常勤 理事 西能　徹 産学連携
常勤 監事 周　航

非常勤 監事 石原　多賀子
（理事　８人、監事　２人）

　ア．責任免除

◆定員数：　15人以上25人以内
（2021年５月１日現在）

小田原　実 桧森　隆一 山澤　千尋
加藤　孝治 本田　吉夫 油野　友二
木下　雅之 南野　茂 横山　亮一
朽木　浩志 三浦　雅一 吉田　稔
五味　一成 光本　泰秀 渡辺　久恭
髙橋　達雄 山﨑　充浩

（23人）

青野　縣一

７．役員の概要　

◆定員数：　理事　７人以上12人以内、監事　２人

担当する職務内容

法人の業務の監査、法人の財産の状況の監査、
理事の業務執行状況の監査

◆責任免除・責任限定契約、役員賠償責任保険契約の状況

　責任免除に関しては寄附行為第46条に規定しています。本年度はこの定めに従って免除した事
実はありません。

　イ．責任限定契約

　私立学校法に従い、2020年４月１日より責任限定契約を締結しました。責任限定契約に関しては、
寄附行為第47条に規定しています。

　ウ．役員賠償責任保険制度への加入
　2020年４月１日から私大協役員賠償責任保険に加入し、2021年度も継続して加入しました。

８．評議員の概要

９．教職員の概要

泉　洋成
浦　正明
魚　直樹
小倉　勤
大桑　和雄

（2021年５月１日現在）
専任教員数 （単位　人）

教授 准教授 講師 助教 助手
薬学部 48 22 14 7 3 2
経済経営学部 23 12 5 3 3

国際コミュニケーション学部 22 7 4 10 1
医療保健学部 20 10 3 4 2 1
国際交流センター 10 2 3 3 2
高等教育推進センター 1 1

留学生別科 2 2
合計 126 54 31 27 11 3

※専任教員の平均年齢　　50歳
非常勤教員数 89

職員数 （単位　人）
区分 合計

専任職員 78

非常勤職員 7
※専任職員の平均年齢　　47歳

所属
職位

合計
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10．その他

(1)大学等との連携の状況 （2022年３月31日現在）

北陸大学は、下記の世界61校、日本３校の大学等とパートナーシップを結んでいます。

国・地域 学校名 国・地域 学校名
中国 北京大学 日本 金沢医科大学

北京中医薬大学 金沢大学
北京語言大学 北陸先端科学技術大学院大学
北京第二外国語学院 アメリカ カリフォルニア大学リバーサイド校
蘇州大学 オハイオ大学
上海外国語大学 ジョージタウン大学
常熟理工学院 ハワイ・パシフィック大学
安徽三聯学院 オーストラリア ウーロンゴン大学カレッジ
西安外国語大学 フリンダース大学英語学研究所
天津外国語大学 ニュージーランド マッセー大学
青島科技大学 イギリス ロンドン・メトロポリタン大学
四川外国語大学 リージェンツ大学ロンドン
瀋陽薬科大学 ドイツ ハインリッヒ・ハイン大学デュッセルドルフ
東北師範大学 スペイン マドリッド自治大学
瀋陽航空航天大学 ロシア 極東連邦大学
瀋陽師範大学 ハバロフスク経済法科大学
瀋陽化工大学 タイ ランシット大学
北華大学 ウォンチャワリックン大学
吉林華橋外国語学院 インドネシア ビナ・ヌサンタラ大学
延辺大学 スラバヤ国立大学
大連外国語大学 マレーシア トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学
遼寧師範大学 カンボジア パンニャサストラ大学シェムリアップ校
大連大学 パンニャサストラ大学バッタンバン校
大連民族学院 モンゴル モンゴル人文大学
大連東軟信息学院 韓国 慶熈大学校
大連工業大学芸術與信息工程学院 慶南大学校
南京大学 東国大学校
江蘇師範大学 祥明大学校
広東外語外貿大学 台湾 中国文化大学
温州医科大学 建國科技大学
南京農業大学 淡江大学
首都体育学院 国立高雄第一科技大学

(2)自治体、高校等との連携の状況

北陸大学は、下記の自治体、高校等と連携協定を締結しています。

区分 連携先 区分 連携先

金沢市 石川県薬剤師会
加賀市 福井県薬剤師会
輪島市 富山県薬剤師会
小矢部市 金沢青年会議所

協同組合兼六園観光協会
区分 連携先 卯辰山麓地区まちづくり協議会

富山県立滑川高校 石川県臨床工学技士会
石川県立金沢辰巳丘高校 石川県臨床衛生検査技師会
富山県立伏木高校
私立金沢高校 大学コンソーシアム石川
私立富山第一高校 金沢市近郊私立大学等の特色化推進プラットフォーム

自
治
体

高
校

大学間連携

団
体
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