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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 北陸大学 
設置者名 学校法人北陸大学 

 

 

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 

薬学部 薬学科  

 

 67.5 67.5 19  

経済経営学部 

（未来創造学部） 
マネジメント学科 
（国際マネジメント学科）   126 126 13  

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 
  91 91 13  

医療保健学部 医療技術学科   79 79 13  

（備考） 
・薬学部：１・２年次は新課程、３～６年次は現課程 
・経済経営学部（未来創造学部国際マネジメント学科より名称変更）：１・２年次は
新課程、３・４年次は現課程 

・未来創造学部国際マネジメント学科：４年次のみ 

 

 

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 
大学ホームページ  

https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/education.html 

「実務経験のある教員による授業科目一覧」から確認 

 

 

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.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/education.html
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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 北陸大学 
設置者名 学校法人北陸大学 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 

大学ホームページ 
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/disclosure/HU_officerlist.pdf 

 

 

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 会社役員 
2019.4.23～

2021.4.22 
社会連携・同窓会 

非常勤 会社役員 
2019.4.23～

2021.4.22 
産学連携 

（備考） 
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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 北陸大学 

設置者名 学校法人北陸大学 

 

○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） 

 

【薬学部】 

・学部教授会で「2020薬学部シラバス作成指針」配布 

・シラバス作成の学部 FD研修会開催 

・担当教員によるシラバス原案作成 

・「セルフチェックリスト」に基づき、担当教員が確認後、提出 

・作成指針に基づき第三者チェック（各系主任教員、副主任教員、主任教員が指名す

る 2～3 人の教員で編成された原稿確認チームが中心となり原稿内容の確認、修正に

関する助言並びに項目間の調整を行う。選択科目については当該分野の教務委員が確

認。また語学科目についても教務委員が確認する。） 

・第三者チェック後、担当教員が修正等を行い、主任教員に再度提出。主任教員がチ

ェック内容の最終確認を行い、シラバスが確定 

・新年度当初に教務システム上で電子シラバスを公開 

シラバスの項目は以下のとおりとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 

科目名 

ナンバリング 

配当学年 

開講期 

必修・選択 

単位数 

担当教員名 

講義・演習・実習 

所属 

授業の目的と概要 

実務経験のある教員による授業科目 

学修の目標、学習の目標、到達目標 

授業方法 

成績評価方法 

準備学習（予習・復習等） 

受講生への指示 

他科目との関連 

教科書 

参考書 

授業計画 

キーワード 
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【経済経営学部（未来創造学部国際マネジメント学科）】 

・学部教授会で「2020年度経済経営（未来創造）学部シラバス作成指針」を決定 

・シラバス作成の学部 FD研修会開催 

・担当教員によるシラバス原案作成 

・「セルフチェックリスト」に基づき、担当教員が確認後、提出 

・2月教授会終了後、作成指針に基づき相互チェック〔第三者による点検〕 

・担当教員による修正等を行い、シラバスを確定 

・新年度当初に教務システム上で電子シラバスを公開 

シラバスの項目は以下のとおりとなっている。 

 

 

項目 

科目名 

ナンバリングコード 

配当年次 

開講期 

授業方法分類 

科目分類 

単位数 

担当教員名 

所属 

授業の目的と概要 

到達目標 

準備学習（予習・復習等） 

授業方法 

成績評価の基準・方法【評価項目】【割合（％）】 

評価項目の具体的内容 

実務経験のある教員による授業科目 

履修条件・受講生へのアドバイス 

他の科目との関連 

教科書 

参考書・参考文献 

授業計画 
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【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】 

・学部教授会で「2020 年度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・

未来創造学部国際教養学科シラバス作成指針」を決定 

・シラバス作成の学部 FD研修会開催 

・担当教員によるシラバス原案作成 

・「セルフチェックリスト」に基づき、担当教員が確認後、提出 

・学部教務委員会で選出した点検担当者が作成指針に基づき第三者チェック 

・担当教員による修正等を行い、シラバスを確定 

・新年度当初に教務システム上で電子シラバスを公開 

シラバスの項目は以下のとおりとなっている。 

 

 

 

 項目 

科目名 

ナンバリングコード 

配当年次 

開講期 

授業方法分類 

科目分類 

単位数 

担当教員名 

所属 

授業の目的と概要 

到達目標 

準備学習（予習・復習等） 

授業方法 

成績評価の基準・方法【評価項目】【割合（％）】 

評価項目の具体的内容 

実務経験のある教員による授業科目 

履修条件・受講生へのアドバイス 

他の科目との関連 

教科書 

参考書・参考文献 

授業計画 
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【医療保健学部】 

・学部教授会で「2020年度医療保健学部シラバス作成指針」を決定 

・シラバス作成の学部 FD研修会開催 

・担当教員によるシラバス原案作成 

・「セルフチェックリスト」に基づき、担当教員が確認後、提出 

・学部教務委員会で選出した点検担当者が作成指針に基づき第三者チェック 

・担当教員による修正等を行い、シラバスを確定 

・新年度当初に教務システム上で電子シラバスを公開 

シラバスの項目は以下のとおりとなっている。 

 

 

 

 項目 

科目名 

配当年次 

開講期 

必修・選択 

講義・演習・実習 

単位数 

担当教員 

授業の目的と概要 

授業の到達目標 

準備学習（予習・復習等） 

授業方法 

成績評価の基準・方法【評価項目】【割合（％）】 

実務経験関連 

受講生へのアドバイス 

他の科目との関連 

教科書 

参考書 

授業計画 

ナンバリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業計画書の公表方法 

大学ホームページ 教務システム 学生支援システム 

【全学部】 

https://hokuriku-unv.hokuriku-

u.ac.jp/up/faces/login/Com00504A.jsp 

各学部のシラバスは「ゲストユーザー」から検索 

https://hokuriku-unv.hokuriku-u.ac.jp/up/faces/login/Com00504A.jsp
https://hokuriku-unv.hokuriku-u.ac.jp/up/faces/login/Com00504A.jsp
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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） 

【全学部】 

 担当教員が、厳格かつ適正に、客観的な方法・基準に基づき、単位の授与・履修の認定

を行うために、毎年度「全学的な教育編成・実施の方針」「授業のガイドライン」を全教

員に周知している。 

あらかじめ学生に示したシラバスに記載されている成績評価の基準・方法に基づき、各

科目の学修成果の評価を行い、単位の授与・認定を行っている。 

また、科目の成績評価に関して疑義が生じた場合に対応する成績疑義照会制度を導入

している。 

成績評価の基準は以下のとおりである。 

判 

定 
成績評価 成績評価基準 

合 

格 

Ｓ（秀） 
９０点 ～ 

１００点 
特に優れた成績を修めたことを表します。 

Ａ（優） 
８０点 ～  

８９点 
優れた成績を修めたことを表します。 

Ｂ（良） 
７０点 ～  

７９点 
妥当と認められる成績を修めたことを表します。 

Ｃ（可） 
６０点 ～  

６９点 

合格と認められる最低限の成績を修めたことを表しま

す。 

不

合

格 

Ｆ（不可） ５９点以下 
合格と認められる最低限の成績を修めることができな

かったことを表します。 

Ｆ１ 

（試験欠席） 
試験欠席により、不合格となったことを表します。 

Ｆ２ 

（受験停止） 
授業欠席過多等により、不合格となったことを表します。 

対

象

外 

ＴＣ  
（認定） 

他大学等での履修により修得した単位であることを表します。 

Ｒ 
(合格認定) 

資格取得等により認定された単位、もしくは、学部において点数によ

る評価を行わず、合格又は不合格による判定を行うと定めた科目（合

否判定科目）で合格と認定された単位であることを表します。 
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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） 

【全学部】 

全学部でＧＰＡ（Grade Point Average）を取り入れており、学生一人ひとりの学修成果

を総合的、かつ客観的に確認できる指針としている。ＧＰＡの計算方法は、各履修科目の

成績評価（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｆ・Ｆ１・Ｆ２）をそれぞれ数値化（４、３、２、１、０）

し、その数値化した評点に単位数を乗じた総評点を履修登録科目の総単位数で割って算

出し、不合格の科目も含んでいる。ＧＰＡについては、「履修の手引」に記載されており、

全学生に配布、ホームページにも公表している。 

学生及び保護者には、各学期末の成績通知書に学期ごとのＧＰＡ、通算のＧＰＡを記載し

て周知している。 

【薬学部・医療保健学部】 

学年毎の成績の分布状況（ＧＰＡ分布状況）及び科目毎の成績の分布（科目ＧＰＡ分布）

は学部教授会で報告している。 

【経済経営学部・国際コミュニケーション学部・未来創造学部】 

学年毎の成績の分布状況（ＧＰＡ分布状況）は学部教授会で報告している。 

  

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

大学ホームページ 履修の手引 

 

（薬学部） 

https://www.hokuriku-

u.ac.jp/doc/department/pharmacy_guidance.pdf 

 

（経済経営学部） 

https://www.hokuriku-

u.ac.jp/doc/department/management_guidance.pdf 

 

（国際コミュニケーション学部） 
https://www.hokuriku-

u.ac.jp/doc/department/communication_guidance.pdf 

 

（医療保健学部） 
https://www.hokuriku-

u.ac.jp/doc/department/medical_guidance.pdf 

 

（未来創造学部） 
https://www.hokuriku-

u.ac.jp/doc/department/future_guidance.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/pharmacy_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/pharmacy_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/management_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/management_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/communication_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/communication_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/medical_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/medical_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/future_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/future_guidance.pdf
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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） 

 

本学の使命・目的及び建学の精神に基づき各学部の「教育理念」を定め、各学部の教育

理念に基づき、教育・研究上の目的を「人材養成の目的」として定めている。それらをも

とに大学全体及び各学部の「卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」を策

定し、学生便覧、履修の手引、大学案内並びに大学ホームページに明示し、広く公表して

いる。 

大学全体及び学部の卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー：ＤＰ） 

は以下のとおり。 

 

【2019年度以降入学生用】 

■大学全体  

本学は、「自然を愛し 生命を尊び 真理を究める人間の形成」を建学の精神・教育理

念とし、大学の使命である「健康社会の実現」のために、グローバルな視点を持ちつつ地

域に貢献する人材を育成することを目的としている。本学の各学位プログラムの課程を

修了し、以下の資質・能力を備えた者に学位を授与する。 

（知識・技能） 

(1) 健康社会の実現のため、社会の一員としての使命感、責任感、倫理観を持ち、幅広

い教養を身につけている。 

(2) 専攻する学位プログラムにおける基本的な知識・技能を修得し、現実社会の中で適

切に活用できる。 

（思考力・判断力・表現力） 

(3) 知識・技能や他者の意見に基づき、自らの考えを組み立て、効果的なコミュニケー

ションを通して表現・伝達できる能力を身につけている。 

(4) 自分のおかれている状況から課題を発見・分析し、解決方法について客観的・多面

的に考察できる能力を身につけている。 

（主体性・多様性・協働性） 

(5) 多様な文化・価値観を持つ他者に対して理解と共感を示し、ともに目標を達成しよ

うとする協働力を身につけている。 

(6) 自らを律し、主体的に考え、積極的に行動しようとする態度を身につけている。 

 

【2015年度～2018年度入学生用】 

■大学全体  

 本学の教育課程においては、厳格な成績評価を行い、所定の単位を修め、次の能力を備

えた者に卒業認定し、学位を授与する。 

（1）修得した知識や知見により、自らが課題を発見し解決する力 

（2）社会で求められるコミュニケーション力と適格な判断力 

（3）自らを律し、他者と協調して行動でき、社会の発展に寄与できる力 

 

【2014年度以前入学生用】 

本学の教育課程においては、厳格な成績評価を行い、所定の単位を修め、次の能力を備

えた者に卒業を認定し、学位を授与する。 

■大学全体 

(1）修得した知識や知見により、自らが課題を発見し解決する力 

(2）社会で求められるコミュニケーション力と的確な判断力 

（3）自らを律し、他者と協調して行動でき、社会の発展に寄与できる力 
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□薬学部 

【2019年度以降薬学部入学生用】 

■学部 

人材養成の目的に基づき、以下の能力（知識・技能・態度）を身につけ、本学部の所

定の単位を修得した者に対して、卒業を認定し、学士（薬学）の学位を授与する。 

（1） 医療や人の健康に携わる専門家として幅広い教養を身につけている。 

（2） 医療人としての自覚を持ち、倫理観、使命感、責任感を有している。 

（3）薬の専門家として必要な科学力を身につけている。 

（4） 患者・生活者本位の視点に立ち、薬剤師として最善を尽くす信念と態度を有して

いる。 

（5）薬剤師として、チーム医療及び地域の保健・医療に参画するために必要な実践的な

能力とコミュニケーション能力を有している。 

（6）薬剤師として、個々の患者に適した安全で有効な薬物療法を実践する能力を有し

ている。 

（7）論理的思考に基づく問題発見・解決能力を有している。 

（8）薬学・医療の進歩に対応するために、生涯にわたり自己研鑽し続けるとともに次世

代を担う人材を育成する意欲と態度を有している。 

 

■卒業要件 

６年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 190単

位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定す

る。学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 

 

薬学部 薬学科  

総合教養教育科目 

薬学準備教育、実習系科目 
必修科目 

５単位  

12.5単位  
計17.5単位  

薬学専門教育科目 

実習系科目 
必修科目 

113.5単位 

40単位  
計153.5単位  

総合教養教育科目 

薬学専門教育科目 
選択科目 

10単位以上  

９単位以上  
計19単位以上  

合計  190単位以上 

 

【2015年度～2018年度薬学部入学生用】 

■学部  

 人材育成の目的に沿って、以下の要件を満たし、所定の単位を修得した者に、学士（薬

学）の学位を授与する。 

 （1）医療人としての倫理観を身につけていること 

 （2）医療の一翼を担う人材として、確かな知識・技能、コミュニケーション力を身に

つけていること 

 （3）諸問題の解決に向けて、修得した知識・技能等を実践的に活用できること 

 

■卒業要件 

６年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 189.5

単位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定す

る。学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 
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薬学部 薬学科  

総合教養教育科目（語学・運動） 

薬学準備教育、実習系科目 
必修科目 

５単位  

10単位  
計15単位  

薬学専門教育科目 

実習系科目 

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ教育専門ｺｰｽ演習科目 

必修科目 

113単位 

44.5単位 

５単位  

計162.5単位  

総合教養教育科目・１～３年次 

薬学専門教育科目 

４年次薬学専門教育科目 

選択科目 

 

８単位以上 
  

４単位以上  
計12単位以上  

合計  189.5単位以上 

 

【2014年度以前薬学部入学生用】 

■学部 薬学科：学士（薬学） 

(1)医療人としての倫理観を身につけていること 

(2)医療の一翼を担う人材として、確かな知識・技能、コミュニケーション力を身に 

つけていること 

(3)諸問題の解決に向けて、修得した知識・技能等を実践的に活用できること 

 

■卒業要件 

６年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 188単

位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定す

る。学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 

 

薬学部 薬学科  

英語 

教養演習科目 

基礎科目、教養演習科目 

必修科目 

必修科目 

選択科目 

８単位 

２単位  

10単位以上  

計20単位以上  

専門科目 

実習系科目 

専門科目 

コース科目 

必修科目 

必修科目 

選択科目 

選択科目 

112単位 

43単位 

８単位以上 

５単位  

計168単位以上  

合計  188単位以上 
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□経済経営学部（未来創造学部国際マネジメント学科） 

【2019年度以降経済経営学部入学生用】 

■学部 

人材養成の目的に沿って、以下の要件を満たし、所定の単位を修得した者に、学士（マ

ネジメント学）の学位を授与する。 

（1）知識・技能 

① 社会の一員として必要となる幅広い知識と技能を身につけている。 

② マネジメント関連分野の専門知識と技能を身につけている。 

（2）思考力・判断力・表現力 

③ 課題や解決策を見いだし、論理的に表現する力を身につけている。 

④ 経験から学び、成長する力を身につけている。 

（3）主体性・多様性・協働性 

⑤ 自ら進んで他者と協働し、課題を解決する力を身につけている。 

⑥ 多様性や国際性を理解し、行動する力を身につけている。 

 

■卒業要件 

４年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 124単

位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定す

る。学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 

 

経済経営学部 マネジメント学科 

一般教育科目群 

教養科目 
必修 1 単位 

選択 9 単位以上 

外国語科目（※1） 
必修 4 単位 

選択 6 単位以上 

汎用的技能科目群 
リテラシー科目 

必修 2 単位 

選択 10 単位以上 

キャリア科目 6 単位 

専門教育科目群 

演習科目（※2） 必修 22 単位 

マネジメント科目及び 

マネジメント実践科目 

必修 8 単位 

選択（※3） 40 単位以上 

自由科目群を除く全ての科目群 16 単位以上 

合   計 124 単位以上 

 

※1 外国人留学生の修得した留学生特例科目の単位は、必修科目を含む外国語科目の単

位とすることができる。 

※2 卒業論文を作成しない場合、卒業研究の単位は 6単位とし、演習科目における 

卒業に必要な単位数は 18単位とする。 

※3 卒業論文を作成しない場合、マネジメント科目及びマネジメント実践科目（選択）
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における卒業に必要な単位数は 44単位とする。 

※4 自由科目群科目は、卒業要件単位に含まない。 

【2018年度以前経済経営学部（未来創造学部国際マネジメント学科）入学生用】 

■学部 

人材養成の目的に沿って、以下の要件を満たし、所定の単位を修得した者に、学士（マ

ネジメント学）の学位を授与する。 

 

(1)広い視野、豊かな教養と社会人としてのモラルを兼ね備え、諸課題に柔軟に対応する

ことのできる学生 

 (2)経営・経済、法律、スポーツ等の幅広い分野で活躍できる総合的マネジメント能力

を有する学生 

 

■卒業要件 

４年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 128単

位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定す

る。学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 

 

経済経営学部（未来創造学部国際マネジメント学科） 

学部共通基礎教育科目群 

健康科目    ２単位以上 

未来創造科目  ４単位 

演習科目   １６単位 

情報科目    ２単位以上 

一般教養科目  ４単位以上  

 ※キャリア科目の一部、シティカレッジ科目、留学

科目は卒業要件修得単位数に算入する。 

計２８単位以上 

外国語科目群 １言語    １２単位以上 

国際マネジメント科目群 ６０単位以上（必修 10 単位含む） 

自由科目以外の全ての科目から ２８単位以上（必修 2 単位含む） 

合計 １２８単位以上 
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□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 

■学科 

人材養成の目的に沿って、以下の要件を満たし、所定の単位を修得した者に、学士（文

学）の学位を授与する。 

〈知識・理解〉  

(1) 英語又は中国語の実践的な運用・コミュニケーション能力を身につけ、国際情勢

と日本、特に北陸の魅力と強みを理解することができる。 

(2) 獲得した知識を活用することによって、経験したことのない状況においても物事

の本質を捉えるための判断基準、すなわち知識の枠組みを身につける。 

〈態度・思考〉  

(1) 留学や海外研修、海外インターンシップなどを通して、グローバル社会に飛び出

そうとするチャレンジ精神を身につける。 

(2) 異文化を尊重し、違いを許容して、よりよい社会を目指して共生しようとする思

考を身につける。 

〈汎用的能力〉  

(1) 留学生との交流やフィールドワークでの協働体験、海外留学や海外研修、海外イ

ンターンシップを通じて、多様な文化的社会的背景を持つ人々と共生し、協働できる

力を身につける。 

〈総合的な学修経験と創造的思考力〉  

(1) 課題解決型学習（PBL；Problem Based Learning）やフィールドワークなどを通し

て、地域社会のリアルな課題に取り組み、正解のない問題に対しても獲得した知識を

活用して考え抜く力を身につける。 

 

■卒業要件 

４年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 124単

位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定す

る。学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 

 
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 

専門教育科目 

基礎科目 ８単位以上 

語学科目  40 単位以上（必修 20 単位含む） 

言語理解科目  40 単位以上 

※言語理解科目から４単位以上かつ、日本・

国際理解科目から必修２単位を除く４単

位以上修得する。 

日本・国際理解科目 

専門演習科目 

 12 単位以上 

 ※海外留学Ａ～Ｄを修得した当該学期中の

専門演習科目の単位修得は免除する。 

海外留学科目 

 ※海外留学Ａ～Ｄを修得し場合は当該学期

中の専門演習科目の単位修得を免除し、修

得した単位は卒業件修得単位とする。 

計 100 単位以上 

一般教育科目  ８単位以上 

キャリア科目  ４単位以上 

合 計 

 124 単位以上 

 ※教職に関する科目に開講される「英語科教

育法Ⅰ～Ⅳ」８単位を上限に含めることが

できる。 
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□医療保健学部 

■学部 

人材養成の目的に沿って、以下の要件を満たし、所定の単位を修得した者に、学士（医

療技術学）の学位を授与する。 

〈知識・理解〉  

(1)医療技術者としての知識と技能を理解している。  

(2)医療人としての倫理観、使命感、責任感と幅広い教養を身につけている。  

〈思考・判断〉  

(1)医療技術者として、個々の事例に対して的確に判断ができる。  

〈関心・意欲〉  

(1)日々進歩し続ける医療機器、医療技術の変化に対応して、さらなる知識や技術を積

極的に吸収することができる。  

〈態度〉  

(1)医療技術者としての使命感や責任感を持ち、他者を思いやり協調して行動すること

ができる。  

〈技能・表現〉  

(1)修得した医療技術を安全に実施することができる。  

(2)医療チームの一員としてコミュニケーション力が発揮できる。  

 

■卒業要件 

４年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 130単

位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定す

る。学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 

 

医療保健学部 医療技術学科 

一般教養科目 
必修科目  

選択科目  

12単位  

8単位以上  
計20単位以上  

専門基礎科目 必修科目  45単位  計45単位  

専門科目 
必修科目  

選択科目  

63単位  

2単位以上  
計65単位以上  

合計  130単位以上 
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卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

大学案内 大学ホームページ 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook 

 

学生便覧 大学事務局に問合せること 

 

履修の手引  

（薬学部） 

https://www.hokuriku-

u.ac.jp/doc/department/pharmacy_guidance.pdf 

 

（経済経営学部） 
https://www.hokuriku-

u.ac.jp/doc/department/management_guidance.pdf 

 

（国際コミュニケーション学部） 
https://www.hokuriku-

u.ac.jp/doc/department/communication_guidance.pdf 

 

（医療保健学部） 
https://www.hokuriku-

u.ac.jp/doc/department/medical_guidance.pdf 

 

（未来創造学部） 

https://www.hokuriku-

u.ac.jp/doc/department/future_guidance.pdf 

 

大学ホームページ 

（大学全体） 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html 

 

（薬学部） 

https://www.hokuriku-

u.ac.jp/department/pharmacy/policy.html 

 

（経済経営学部） 

https://www.hokuriku-

u.ac.jp/department/management/policy.html 

 

（国際コミュニケーション学部） 

https://www.hokuriku-

u.ac.jp/department/communication/policy.html 

 

（医療保健学部） 

https://www.hokuriku-

u.ac.jp/department/medical/policy.html 

 

（未来創造学部） 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/future/ 

 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/pharmacy_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/pharmacy_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/management_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/management_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/communication_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/communication_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/medical_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/medical_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/future_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/future_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/pharmacy/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/pharmacy/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/management/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/management/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/communication/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/communication/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/medical/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/medical/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/future/
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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 北陸大学 

設置者名 学校法人北陸大学 

 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
大学ホームページ 

https://www.hokuriku-

u.ac.jp/about/disclosure/houjin.html 

収支計算書又は損益計算書 
大学ホームページ 

https://www.hokuriku-

u.ac.jp/about/disclosure/houjin.html 

財産目録 
大学ホームページ 

https://www.hokuriku-

u.ac.jp/about/disclosure/houjin.html 

事業報告書 
大学ホームページ 

https://www.hokuriku-

u.ac.jp/about/disclosure/houjin.html 

監事による監査報告（書） 
大学ホームページ 

https://www.hokuriku-

u.ac.jp/about/disclosure/houjin.html 

 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：事業計画書 対象年度：2020 年度 ） 

公表方法：大学ホームページ 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/houjin.html 

中長期計画（名称：北陸大学 Vision50 by2025 第 1期中期計画 対象年度：2017～2020） 

公表方法：大学ホームページ 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/vision.html 

 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 
公表方法：公表方法：大学ホームページ 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/jabpe.html 

 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 
公表方法：公表方法：大学ホームページ 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/jihee.html 

 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/jabpe.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/jihee.html
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（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 薬学部 

教育研究上の目的（公表方法：                    ） 

大学案内 大学ホームページ https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook 

 

学生便覧 大学事務局に問合せること 

 

履修の手引 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/pharmacy_guidance.pdf 

大学ホームページ 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/education.html 

（概要） 

■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』 

■大学の使命・目的 

 『健康社会の実現』 

■学部の教育理念 

人の命と健康を守る、医療の担い手としての薬剤師の養成をもって社会に貢献する。 

■人材養成の目的 

 学部の教育理念に基づき、教育・研究上の目的を「人材養成の目的」として、次のとお

り定める。 

医療人としての倫理観、使命感、責任感及び高度な薬学の知識・技能を身につけ、臨床の

現場で実践的な能力を発揮できる薬剤師を養成する。 

卒業の認定に関する方針（公表方法：                     ） 

大学案内 大学ホームページ https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook 

 

学生便覧 大学事務局に問合せること 

 

履修の手引 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/pharmacy_guidance.pdf 

 

大学ホームページ 

（大学全体）https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html 

（学部）https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/pharmacy/policy.html 

（概要）【2019 年度以降薬学部入学生用】 

■大学全体 

本学は、「自然を愛し 生命を尊び 真理を究める人間の形成」を建学の精神・教育理念

とし、大学の使命である「健康社会の実現」のために、グローバルな視点を持ちつつ地域

に貢献する人材を育成することを目的としている。本学の各学位プログラムの課程を修了

し、以下の資質・能力を備えた者に学位を授与する。 

（知識・技能） 

(1) 健康社会の実現のため、社会の一員としての使命感、責任感、倫理観を持ち、幅広い教

養を身につけている。 

(2) 専攻する学位プログラムにおける基本的な知識・技能を修得し、現実社会の中で適切

に活用できる。 

（思考力・判断力・表現力） 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/pharmacy_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/education.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/pharmacy_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/pharmacy/policy.html
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(3) 知識・技能や他者の意見に基づき、自らの考えを組み立て、効果的なコミュニケーショ

ンを通して表現・伝達できる能力を身につけている。 

(4) 自分のおかれている状況から課題を発見・分析し、解決方法について客観的・多面的に

考察できる能力を身につけている。 

（主体性・多様性・協働性） 

(5) 多様な文化・価値観を持つ他者に対して理解と共感を示し、ともに目標を達成しよう

とする協働力を身につけている。 

(6) 自らを律し、主体的に考え、積極的に行動しようとする態度を身につけている。 

 

■学部 

人材養成の目的に基づき、以下の能力（知識・技能・態度）を身につけ、本学部の所定の

単位を修得した者に対して、卒業を認定し、学士（薬学）の学位を授与する。 

（1）医療や人の健康に携わる専門家として幅広い教養を身につけている。 

（2）医療人としての自覚を持ち、倫理観、使命感、責任感を有している。 

（3）薬の専門家として必要な科学力を身につけている。 

（4）患者・生活者本位の視点に立ち、薬剤師として最善を尽くす信念と態度を有している。 

（5）薬剤師として、チーム医療及び地域の保健・医療に参画するために必要な実践的な能

力とコミュニケーション能力を有している。 

（6）薬剤師として、個々の患者に適した安全で有効な薬物療法を実践する能力を有してい

る。 

（7）論理的思考に基づく問題発見・解決能力を有している。 

（8）薬学・医療の進歩に対応するために、生涯にわたり自己研鑽し続けるとともに次世代

を担う人材を育成する意欲と態度を有している。 

 

■卒業要件 

６年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 190

単位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定

する。学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 

 

 

【2015年度～2018 年度薬学部入学生用】 

■大学全体 

 本学の教育課程においては、厳格な成績評価を行い、所定の単位を修め、次の能力

を備えた者に卒業認定し、学位を授与する。 

(1)修得した知識や知見により、自らが課題を発見し解決する力 
(2)社会で求められるコミュニケーション力と適格な判断力 

(3)自らを律し、他者と協調して行動でき、社会の発展に寄与できる力 

■学部 

 人材育成の目的に沿って、以下の要件を満たし、所定の単位を修得した者に、学士（薬

薬学部 薬学科 

総合教養教育科目 

薬学準備教育、実習系科目 
必修科目 

５単位  

12.5単位  
計17.5単位  

薬学専門教育科目 

実習系科目 
必修科目 

113.5単位 

40単位  
計153.5単位  

総合教養教育科目 

薬学専門教育科目 
選択科目 

10単位以上  

９単位以上  
計19単位以上  

合計  190単位以上 



  

20 

 

学）の学位を授与する。 

(1)医療人としての倫理観を身につけていること 

(2)医療の一翼を担う人材として、確かな知識・技能、コミュニケーション力を身に 

つけていること 

(3)諸問題の解決に向けて、修得した知識・技能等を実践的に活用できること 

 

■卒業要件 

６年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 189.5

単位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定する。

学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 

 

 

【2014年度以前薬学部入学生用】 

本学の教育課程においては、厳格な成績評価を行い、所定の単位を修め、次の能力

を備えた者に卒業を認定し、学位を授与する。 

■大学全体 

(1)修得した知識や知見により、自らが課題を発見し解決する力 

(2)社会で求められるコミュニケーション力と的確な判断力 

 (3)自分を律し、他者と強調して行動でき、社会の発展に寄与できる力 
 

■学部 薬学部：学士（薬学） 

(1)医療人としての倫理観を身につけていること 

(2)医療の一翼を担う人材として、確かな知識・技能、コミュニケーション力を身に 

つけていること 

(3)諸問題の解決に向けて、修得した知識・技能等を実践的に活用できること 

 

■卒業要件 

６年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 188 単

位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定する。

学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 

 

 

 

 

 

薬学部 薬学科 

総合教養教育科目（語学・運動） 

薬学準備教育、実習系科目 
必修科目 

５単位  

10単位  
計15単位  

薬学専門教育科目 

実習系科目 

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ教育専門ｺｰｽ演習科目 

必修科目 

113単位 

44.5単位 

５単位  

計162.5単位  

総合教養教育科目・１～３年次 

薬学専門教育科目 

４年次薬学専門教育科目 

選択科目 

 

８単位以上 
  

４単位以上  
計12単位以上  

合計  189.5単位以上 
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薬学部 薬学科 

英語 

教養演習科目 

基礎科目、教養演習科目 

必修科目 

必修科目 

選択科目 

８単位 

２単位  

10単位以上  

計20単位以上  

専門科目 

実習系科目 

専門科目 

コース科目 

必修科目 

必修科目 

選択科目 

選択科目 

112単位 

43単位 

８単位以上 

５単位  

計168単位以上  

合計  188単位以上 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：              ） 

大学案内 大学ホームページ https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook 

 

学生便覧 大学事務局に問合せること 

 

履修の手引 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/pharmacy_guidance.pdf 

大学ホームぺージ 

（大学全体）https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html 

（学部）https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/pharmacy/policy.html 

 

（概要） 

【2019年度以降薬学部入学生用】 

■大学全体 

（教育課程編成） 

本学では、ディプロマ・ポリシーに掲げる人材を養成するため、幅広い教養や専

門教育の基盤となる一般教育科目、専門分野を体系的に学ぶ専門教育科目、その他

必要となる科目を設置し、順次性のある体系的な教育課程を編成する。授業は、双

方向の講義、演習、実験、実習や実技等を適切に組み合わせて行う。 

なお、上級年次で展開する専門分野の知識・技能などを学ぶために、初年次では、

設定した目標に向かって、主体的に行動できる習慣と自己管理能力を身につけられ

る教育を行う。 

学生の履修を支援するため、シラバスとともに、科目間の関連や学修の順序を履

修系統図、ナンバリングや履修モデル等で明示する。 

（学修方法） 

(1) 全科目で、主体的・対話的で深い学びが実現されるように、能動的学修を取り入

れる。 

(2) 現実社会で活用できる知識・技能を修得し、社会の一員としての役割を自覚する

ために、地域・社会・海外等において、教室外学修プログラムを提供する。 

(3) 主体的な学びの確立のために、すべての授業において、授業時間外学修を促進す

る。 

（学修成果の評価） 

(1) 授業科目のシラバスに評価基準を具体的かつ多面的に明示し、学生の成長を促進

するための厳格な成績評価を行う。 

(2) ディプロマ・ポリシーで示された資質・能力の達成状況については、学修到達度

調査や卒業論文、卒業研究の成果物等によって評価する。 

 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/pharmacy_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/pharmacy/policy.html
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■学部 

 人材養成の目的に基づき、薬学教育モデル・コアカリキュラムに準拠した

以下の教育課程を編成する。 

(1)医療や人の健康に携わる者として幅広い教養を学ぶため、人文科学系科目、社

会科学系科目、語学系科目等を開講し、さらに１・２年次にアクティブラーニン

グを主体とした「基礎ゼミⅠ・Ⅱ」「医療人」等の科目を提供することで薬学を

学ぶ土台づくりをする。  

(2)医療人である薬剤師としての倫理観、使命感、責任感を醸成するため、低学年

では「医療人」等を、上級学年では「薬剤師倫理」等の科目を設ける。 

(3)薬の専門家として必要な科学力を身につけるため、全学年で薬学基礎系、衛生

薬学系、医療薬学系の薬学専門科目を、１～４年次で各種の実習科目を開講す

る。 

(4)患者・生活者本位の視点に立ち、薬剤師として最善を尽くす信念と態度を醸成

するため、低学年では「早期体験学習」を、また、上級学年では「臨床薬学実

習」「実務実習事前学習Ⅰ・Ⅱ」等の体験型学習を展開する。 

(5)薬剤師としてチーム医療及び地域の保健・医療に参画する上で必要な実践的能

力とコミュニケーション能力を身につけるため、「基礎ゼミⅠ・Ⅱ」を中心とし

たアクティブラーニング型授業に始まり、「実務実習事前学習Ⅰ・Ⅱ」「病院・薬

局実務実習」「卒業研究」に至る体系的なプログラムを展開する。 

(6)薬剤師として個々の患者に適した安全で有効な薬物療法を実践する能力を身に

つけるため、医療薬学系、薬学臨床系科目を配置する。 

(7)論理的思考に基づく問題発見・解決能力を身につけるため、臨床薬学コースと

薬科学コースからなる「卒業研究」を実施する。 

(8)生涯にわたり自己研鑽し続けるとともに、次世代を担う人材を育成する能力・

素養を身につけるため、「基礎ゼミⅠ・Ⅱ」から「総合薬学演習」に至る体系的

なプログラムを展開する。 

 

なお、これらのポリシーに基づき編成したカリキュラムの全容はカリキュラムマッ

プに示し、個々の授業の目的と概要、学習目標、妥当性・信頼性のある成績評価方

法、授業計画をシラバスに記載することによりカリキュラムの体系性を担保し可視化

する。 

また、質保証の観点から学修成果の評価は、教育プログラム（またはユニット）の

終了後もしくは終盤においてパフォーマンス課題を用いて行う。 

 

【2018 年度以前薬学部入学生用】 

■大学全体 

本学では、基礎教育科目、外国語科目及び専門教育科目の三つを柱とし、各学部学

科の教育目標にあわせた教育課程を編成する。また、課外教育においても、充実した

各種教育プログラムを展開し、全教職員で本学学生の人間的成長を促し、全人教育を

実現する。 

１ 基礎教育科目を通して、専門性にとらわれない広い視野と豊かな人間性を持つ

人材を育成する。 

２ 外国語科目を通して、グローバルに活躍できる外国語によるコミュニケーショ

ン力を身につけた人材を育成する。 

３ 専門教育科目を通して、専門的な知識を修め、社会の進歩や変革に応え得る深

い学識を有する人材を育成する。 

４ 各種課外教育プログラムを通して、国際性と地域性を兼ね備えた 21世紀に求め

られる人材を育成する。 
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■学部 

 「薬学教育モデル・コアカリキュラム平成２５年度改訂版」(＊１)に準拠した教育

を行うとともに、以下のとおり幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、医療人と

しての豊かな人間力を育てることを第一とした薬学教育を行う。 

(1) 医療人としての自覚と人間性（倫理観、使命感、責任感）を持ち、人としての

優しさや思いやりの心、豊かな人間力を育てるための教養教育を行う。 

(2) 薬を理解するために、最新の科学に基づいた薬学教育を行う。 

(3) 全人的な医療を目指す統合医療に精通した医療人を養成するため、西洋医薬学

と東洋医薬学の正確な知識・技能を培う教育を行う。 

(4) 実践的な能力を持つ薬剤師を育成するための薬学教育を行う。 

(5) コース別科目「高度医療薬剤師演習」「東洋医薬学演習」「健康医療薬学演

習」を設け、各自の進路に応じた高度な演習を行う。 

(6) 科学的根拠に基づいた問題解決能力を養うため、各研究室に学生を配属し、研

究課題を通して、少人数による卒業研究(＊２)を行う。 

(7) 薬剤師として必要な知識・技能、態度を総合して発揮できるよう総合薬学演習

を行う。 

  

＊１．2014年度以前入学者は「薬学教育モデル・コアカリキュラム」及び「実務実

習モデル・コアカリキュラム」 

＊２．2014年度以前入学者は「総合薬学研究」 
 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：                  ） 

大学案内 大学ホームページ https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook 

 

学生便覧 大学事務局に問合せること 

 

履修の手引 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/pharmacy_guidance.pdf 

大学ホームぺージ 

（大学全体）https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html 

（学部）https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/pharmacy/policy.html 

（概要） 

【2019年度以降薬学部入学生用】 

■大学全体 

本学では、ディプロマ・ポリシーに示した資質・能力を総合的に身につけている学生

の育成を目指し、以下のような資質・能力・意欲を持った人を広く受け入れるため、多

様な選抜方法により、多面的・総合的な評価を行う。 

(1) 専攻する学位プログラムの教育内容が理解できるために必要な基礎学力を身に

つけている人 

(2) 自らの考えを順序立てて伝えることができる人 

(3) 多様な文化・価値観を持つ人々に対して理解と共感を示し、他者と協力して何事

にも積極的に取り組む意欲のある人 

 

■学部 

本学の建学の精神に共感し、以下の能力・意欲を持った人を受け入れる。 

(1) 薬学を学ぶにあたり、高等学校卒業程度の知識を修得し、活用する力を有する

人 

(2) 薬学に興味を持ち、薬剤師として健康社会の実現に貢献しようとする強い意欲

を有する人 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/pharmacy_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/pharmacy/policy.html
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(3) 人とのコミュニケーションを大切にし、多様な人々と協働する態度を有する人 

(4) 基礎的科学力を身につけ、薬学分野での研究を志す人 

 

【2018年度以前薬学部入学生用】 

■大学全体 

建学の精神に基づき、21世紀に必要とされる幅広い教養を身につけ、社会で即戦

力となる人材育成を目標とした実学教育を実践し、学生一人ひとりに深い愛情と情

熱を注ぎ、親身な指導を通して学生の人格を形成することを教育理念とし、学ぶ意

欲のある者を広く受け入れる。 

・本学が求める学生像 

１ 心身ともに、未来に生きるたくましさに満ちた人 

２ 明るくさわやかに、学ぶ大切さと喜びを知り、行動する人 

３ 人の痛みが分かり、心優しく思いやりのある豊かな人 

４ 礼節を重んじ、正直で誠実に何事にも真摯に取り組む人 

５ 豊かな教養、優れた外国語能力とコミュニケーション力、的確な判断力を持ち、

世界の発展に貢献できる人 

６ 自らの生活を律し、人間形成に努める人 

■学部 

人材養成の目的を達成するために主体性をもって勉学に励むことができる以下の

ような学生を広く求める。 

１ 自然や生命への強い関心と探究心を持つ人 

２ 人を思いやる心と協調性を持って取り組むことができる人 

３ 薬剤師として医療福祉や健康増進に国内外で貢献したいという熱意のある人 

４ 何事にも積極的に取り組むことができる人 
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学部等名 経済経営学部（未来創造学部国際マネジメント学科） 

教育研究上の目的（公表方法） 

大学案内 大学ホームページ https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook 

 

学生便覧 大学事務局に問合せること 

 

履修の手引 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/management_guidance.pdf 

大学ホームぺージ 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/education.html 

                     

（概要） 

■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』 

■大学の使命・目的 

 『健康社会の実現』 

■学部の教育理念 

組織や社会で活かされるマネジメント力で、誰もが安心して暮らせる社会の実現を

目指す。 

■人材養成の目的 

 学部の教育理念に基づき、教育・研究上の目的を「人材養成の目的」として、次のと

おり定める。 

健康な地域社会、企業や組織及び自己の形成と発展に寄与するために、「マネジメ

ント力」を持った人材を養成する。すなわち、社会・組織・自己のマネジメントに関連

する知識と技能を身につけ、グローバルな視野と責任感をもって、自ら進んで他者と

協働し課題を解決する力と、生涯学び成長し続けられる力を持つ人材を養成する。 
 

卒業の認定に関する方針（公表方法） 

大学案内 大学ホームページ https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook 

 

学生便覧 大学事務局に問合せること 

 

履修の手引 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/management_guidance.pdf 

 

大学ホームぺージ 

（大学全体）https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html 

（学部）https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/management/policy.html 

                     

（概要） 

【2019年度以降経済経営学部入学用】 

■大学全体 

本学は、「自然を愛し 生命を尊び 真理を究める人間の形成」を建学の精神・教育

理念とし、大学の使命である「健康社会の実現」のために、グローバルな視点を持ちつ

つ地域に貢献する人材を育成することを目的としている。本学の各学位プログラムの

課程を修了し、以下の資質・能力を備えた者に学位を授与する。 

（知識・技能） 

(1)健康社会の実現のため、社会の一員としての使命感、責任感、倫理観を持ち、幅広

い教養を身につけている。 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/management_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/education.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/management_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/management/policy.html


  

26 

 

(2)専攻する学位プログラムにおける基本的な知識・技能を修得し、現実社会の中で適

切に活用できる。 

（思考力・判断力・表現力） 

(3)知識・技能や他者の意見に基づき、自らの考えを組み立て、効果的なコミュニケー

ションを通して表現・伝達できる能力を身につけている。 

(4)自分のおかれている状況から課題を発見・分析し、解決方法について客観的・多面

的に考察できる能力を身につけている。 

（主体性・多様性・協働性） 

(5)多様な文化・価値観を持つ他者に対して理解と共感を示し、ともに目標を達成しよ

うとする協働力を身につけている。 

(6)自らを律し、主体的に考え、積極的に行動しようとする態度を身につけている。 

 

■学部 

人材養成の目的に沿って、以下の要件を満たし、所定の単位を修得した者に、学士

（マネジメント学）の学位を授与する。 

（1）知識・技能 

① 社会の一員として必要となる幅広い知識と技能を身につけている。 

② マネジメント関連分野の専門知識と技能を身につけている。 

（2）思考力・判断力・表現力 

③ 課題や解決策を見いだし、論理的に表現する力を身につけている。 

④ 経験から学び、成長する力を身につけている。 

（3）主体性・多様性・協働性 

⑤ 自ら進んで他者と協働し、課題を解決する力を身につけている。 

⑥ 多様性や国際性を理解し、行動する力を身につけている。  

 

■卒業要件 

４年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 124

単位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定

する。学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 

 

経済経営学部 マネジメント学科 

一般教育科目群 

教養科目 
必修 1 単位 

選択 9 単位以上 

外国語科目（※1） 
必修 4 単位 

選択 6 単位以上 

汎用的技能科目群 
リテラシー科目 

必修 2 単位 

選択 10 単位以上 

キャリア科目 6 単位 

専門教育科目群 

演習科目（※2） 必修 22 単位 

マネジメント科目及び 

マネジメント実践科目 

必修 8 単位 

選択（※3） 40 単位以上 

自由科目群を除く全ての科目群 16 単位以上 

合   計 124 単位以上 
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※1 外国人留学生の修得した留学生特例科目の単位は、必修科目を含む外国語科目の 

単位とすることができる。 

※2 卒業論文を作成しない場合、卒業研究の単位は 6単位とし、演習科目における 

卒業に必要な単位数は 18単位とする。 

※3 卒業論文を作成しない場合、マネジメント科目及びマネジメント実践科目（選択）

における卒業に必要な単位数は 44単位とする。 

※4 自由科目群科目は、卒業要件単位に含まない。 

 

【2018年度以前経済経営学部（未来創造学部国際マネジメント学科）入学生用】 
■大学全体 

本学の教育課程においては、厳格な成績評価を行い、所定の単位を修め、次の能力

を備えた者に卒業認定し、学位を授与する。 

(1)修得した知識や知見により、自らが課題を発見し解決する力 

(2)社会で求められるコミュニケーション力と適格な判断力 

(3)自らを律し、他者と協調して行動でき、社会の発展に寄与できる力 
 

■学部 

人材養成の目的に沿って、以下の要件を満たし、所定の単位を修得した者に、学士

（マネジメント学）の学位を授与する。 

(1) 広い視野、豊かな教養と社会人としてのモラルを兼ね備え、諸課題に柔軟に対

応することのできる学生 

(2) 経営・経済、法律、スポーツ等の幅広い分野で活躍できる総合的マネジメント能

力を有する学生 

(3) リーダーとして、地域社会と国際社会に積極的に係わることのできる学生 

 

■卒業要件 

４年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 128

単位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定

する。学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 
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経済経営学部（未来創造学部国際マネジメント学科） 

学部共通基礎教育科目群 

健康科目    ２単位以上 

未来創造科目  ４単位 

演習科目   １６単位 

情報科目    ２単位以上 

一般教養科目  ４単位以上  

 ※キャリア科目の一部、シティカレッジ科目、

留学科目は卒業要件修得単位数に算入する。 

計２８単位以上 

外国語科目群 １言語    １２単位以上 

国際マネジメント科目群 ６０単位以上（必修 10 単位含む） 

自由科目以外の全ての科目から ２８単位以上（必修 2 単位含む） 

合計 １２８単位以上 

 

 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法） 

大学案内 大学ホームページ https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook 

 

学生便覧 大学事務局に問合せること 

 

履修の手引  

https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/management_guidance.pdf 

大学ホームぺージ 

（大学全体）https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html 

（学部）https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/management/policy.html 

 

（概要） 

【2019年度以降経済経営学部入学生用】 

■大学全体 

（教育課程編成） 

本学では、ディプロマ・ポリシーに掲げる人材を養成するため、幅広い教養や専

門教育の基盤となる一般教育科目、専門分野を体系的に学ぶ専門教育科目、その他

必要となる科目を設置し、順次性のある体系的な教育課程を編成する。授業は、双

方向の講義、演習、実験、実習や実技等を適切に組み合わせて行う。 

なお、上級年次で展開する専門分野の知識・技能などを学ぶために、初年次では、

設定した目標に向かって、主体的に行動できる習慣と自己管理能力を身につけられ

る教育を行う。 

学生の履修を支援するため、シラバスとともに、科目間の関連や学修の順序を履

修系統図、ナンバリングや履修モデル等で明示する。 

 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/management_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/management/policy.html
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（学修方法） 

(1)全科目で、主体的・対話的で深い学びが実現されるように、能動的学修を取り入

れる。 

(2)現実社会で活用できる知識・技能を修得し、社会の一員としての役割を自覚する

ために、地域・社会・海外等において、教室外学修プログラムを提供する。 

(3)主体的な学びの確立のために、すべての授業において、授業時間外学修を促進す

る。 

（学修成果の評価） 

(1)授業科目のシラバスに評価基準を具体的かつ多面的に明示し、学生の成長を促進

するための厳格な成績評価を行う。 

(2)ディプロマ・ポリシーで示された資質・能力の達成状況については、学修到達度

調査や卒業論文、卒業研究の成果物等によって評価する。 

 

■学部 

（1）科目分類 

経済経営学部のカリキュラムは、学生が「マネジメント力」を身につけるために、

学問的知識の修得を重視する科目から社会での学修経験を積む科目まで幅広い領域

の科目で構成される。 

① 「一般教育科目群」は、視野を広げ、知識への好奇心を高めることを通じて、

生涯にわたって自己を支え、健康社会の実現に寄与するための科目で構成される。 

② 「汎用的技能科目群」は、あらゆる仕事で必要となる力（汎用的技能、ジェネ

リックスキル）を育成する科目で構成される。 

③ 「専門教育科目群」は、社会科学を基盤として身につく知識と深い思考力、及

び簿記会計や情報(IT)等の社会的ニーズの高いスキルを身につけるための「マネ

ジメント科目」、並びに実社会等での実践的な学修を行う「マネジメント実践科

目」で構成される。 

④ 「自由科目群」は、教職に関する科目及び資格に関する科目、並びにリメディ

アル科目で構成され、卒業要件単位数には含めない。 

（2）履修の方針 

  本カリキュラムは、「専門教育科目群」と併せて「一般教育科目群」と「汎用的技

能科目群」から科目を段階的に履修し、視野の広さと汎用的技能に支えられた専門

的知識・技能を身につけるという方針をとる。 

  「専門教育科目群」においては、まずは「マネジメント科目」の主要５分野を横断

的に履修し、その後、複数分野についての専門性を深め、単一分野の学部では身に

つけられない学際的な専門知識・技能の修得を目指す。 

（3）教育方法・評価方法 

① カリキュラムマップと連動した授業を実現するために、シラバスの科目概要、

ねらい及び到達目標は、学部として組織的に管理する。 

② 複数クラスによって開講される科目は、授業設計及び教材の作成を担当教員が

協働で行うよう努め、授業の質的向上をはかる。 

③ 「基礎ゼミナール・キャリアデザインⅠ」「専門基礎ゼミナール・キャリアデ

ザインⅡ」「専門ゼミナール・キャリアデザインⅢ」は、それぞれ同一担当者

による連続開講とし、キャリア教育も併せて行う。なお、キャリアデザインⅠ

～Ⅲの 1回の授業時間は 45分とする。 

④ 授業の到達目標に対応した評価方法を導入し、教育方法の改善及び成績評価の

厳格化を目指す。 

（4）カリキュラムの点検と評価 

本カリキュラムについては、質保証の観点にもとづき、履修状況や学修成果等に

関して、毎年度点検と評価を行う。 
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【2018年度以前経済経営学部（未来創造学部国際マネジメント学科）入学生用】  

■大学全体 

本学では、基礎教育科目、外国語科目及び専門教育科目の三つを柱とし、各学部学

科の教育目標にあわせた教育課程を編成する。また、課外教育においても、充実した

各種教育プログラムを展開し、全教職員で本学学生の人間的成長を促し、全人教育を

実現する。 

１ 基礎教育科目を通して、専門性にとらわれない広い視野と豊かな人間性を持つ

人材を育成する。 

２ 外国語科目を通して、グローバルに活躍できる外国語によるコミュニケーショ

ン力を身につけた人材を育成する。 

３ 専門教育科目を通して、専門的な知識を修め、社会の進歩や変革に応え得る深

い学識を有する人材を育成する。 

４ 各種課外教育プログラムを通して、国際性と地域性を兼ね備えた 21世紀に求め

られる人材を育成する。 

 

■学部 

人材養成の目的達成のため、幅広く豊かな教養を培う人間力教育、時代の変革に対

応し社会が求める実践力を身につける実学教育、及びグローバル時代に活躍できる国

際人教育を三つの柱として教育課程を編成する。 

以下の四点を基本として教育課程を編成する。 

（1） マネジメントに必要な経営・経済及び法律知識の修得 

（2） 広い視野と豊かな教養に基づき、現代社会に生起する多様な問題に対して円滑

に対応できるコミュニケーション力の養成 

（3） 自ら問題を発見し、的確な判断によって解決できる能力の養成 

（4） 国際社会で活用することができる基礎的な英語・中国語力の養成 
 

入学者の受入れに関する方針（公表方法） 

大学案内 大学ホームページ https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook 

 

学生便覧 大学事務局に問合せること 

 

履修の手引  

https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/management_guidance.pdf 

 

大学ホームぺージ 

（大学全体）https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html 

（学部）https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/management/policy.html 

 

（概要） 

【2019年度以降経済経営学部入学生用】 

■大学全体 

本学では、ディプロマ・ポリシーに示した資質・能力を総合的に身につけている学

生の育成を目指し、以下のような資質・能力・意欲を持った人を広く受け入れるため、

多様な選抜方法により、多面的・総合的な評価を行う。 

(1)専攻する学位プログラムの教育内容が理解できるために必要な基礎学力を身に

つけている人 

(2)自らの考えを順序立てて伝えることができる人 

(3)多様な文化・価値観を持つ人々に対して理解と共感を示し、他者と協力して何事

にも積極的に取り組む意欲のある人 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/management_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/management/policy.html
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■学部 

健康な地域社会、企業や組織及び自己の形成と発展に寄与し、「マネジメント力」を

持った人材を養成するために、以下の能力・意欲を持った人を広く受け入れる。 

（1）経済経営学部が求める学生像 

① 高校３年間を通じて幅広い学習を行なっており、特に、英語・国語に関して

基礎的な知識・技能を身につけている人 

② 自分の考えや意見を述べることができる人 

③ 経験をふりかえり、自分の言葉で表現できる人 

④ 目標を達成するために、他者と協力して行動できる人 

⑤ 本学部でマネジメント力を身につけようとする明確な意思を持っている人 

（2）評価方法 

① 調査書の評定値または筆記試験で評価する。 

② 小論文試験または論述問題で評価する。 

③ 調査書、エントリーシート及び面接で評価する。21 世紀型スキル AO 入試に

おいては、ふりかえりシート及び面談で評価する。 

④ エントリーシート及び面接で評価する。21世紀型スキル AO入試においては、

アドベンチャープログラムを通じた自己評価、観察評価及び面談等を通じて

総合的に評価する。 

⑤ エントリーシート及び面接で評価する。 
 

（3）入試形態との関連性 

評価方法 

入試区分 
① ② ③ ④ ⑤ 

21 世紀型スキル AO 入試 ○  ◎ ◎ ◎ 

スポーツ推薦入試 ○  ○ ○ ◎ 

指定校推薦入試 ○  ○ ○ ◎ 

一般推薦入試 ○ ◎ ○ ○ ◎ 

専門高校・総合学科推薦 ○  ○ ○ ◎ 

一般入試 ◎ ○    

センター入試 ◎     

帰国子女・社会人入試 ○ ◎ ○ ○ ◎ 

留学生入試 ○  ○ ○ ◎ 

 ◎当該入試で特に重点的に評価する項目  ○当該入試で評価する項目 

 

【2018年度以前経済経営学部（未来創造学部国際マネジメント学科）入学生用】 

■大学全体 

建学の精神に基づき、21世紀に必要とされる幅広い教養を身につけ、社会で即戦力

となる人材育成を目標とした実学教育を実践し、学生一人ひとりに深い愛情と情熱を

注ぎ、親身な指導を通して学生の人格を形成することを教育理念とし、学ぶ意欲のあ

る者を広く受け入れる。 

・本学が求める学生像 

１ 心身ともに、未来に生きるたくましさに満ちた人 

２ 明るくさわやかに、学ぶ大切さと喜びを知り、行動する人 

３ 人の痛みが分かり、心優しく思いやりのある豊かな人 

４ 礼節を重んじ、正直で誠実に何事にも真摯に取り組む人 
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５ 豊かな教養、優れた外国語能力とコミュニケーション力、的確な判断力を持ち、

世界の発展に貢献できる人 

６ 自らの生活を律し、人間形成に努める人 

■学部 

人材養成の目的を達成するために主体性をもって勉学に励むことができる以下のよ

うな学生を広く求める。 

経済経営学部で学ぼうとする明確な意欲を持ち、行動力や意欲・熱意に富んでいる

人、現代社会の動きに興味と関心を抱き、知的好奇心旺盛な人、国際社会での活躍を

志している人を求める。 
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学部等名  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 

教育研究上の目的（公表方法） 

大学案内 大学ホームページ https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook 

 

学生便覧 大学事務局に問合せること 

 

履修の手引 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/communication_guidance.pdf 

 

大学ホームぺージ 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/education.html 

           

（概要） 

■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』 

■大学の使命・目的 

 『健康社会の実現』 

■学部の教育理念 

コミュニケーションをとおして、平和で豊かな多文化共生社会の実現を目指す。 

■人材養成の目的 

 学部の教育理念に基づき、教育・研究上の目的を「人材養成の目的」として、次のと

おり定める。 

【国際コミュニケーション学部】 

地域社会及び地域産業のグローバル化に貢献し、世界と地域をつなぐことのでき

る語学力と国際感覚を持ったグローバル人材を養成する。 

 【国際コミュニケーション学科】 

  実践的な語学運用能力・コミュニケーション能力を基盤とし、世界の多様な価値

観、及び日本そして地域の魅力と強みを理解し、世界と地域をつなぐことのできる

語学力と国際感覚を持ったグローバル人材を養成する。 

 

卒業の認定に関する方針（公表方法） 

大学案内 大学ホームページ https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook 

 

学生便覧 大学事務局に問合せること 

 

履修の手引 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/communication_guidance.pdf 

 

大学ホームぺージ 

（大学全体）https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html 

（学部）https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/communication/policy.html 

（概要） 

■大学全体 

本学は、「自然を愛し 生命を尊び 真理を究める人間の形成」を建学の精神・教育

理念とし、大学の使命である「健康社会の実現」のために、グローバルな視点を持ちつ

つ地域に貢献する人材を育成することを目的としている。本学の各学位プログラムの

課程を修了し、以下の資質・能力を備えた者に学位を授与する。 

（知識・技能） 

(1)健康社会の実現のため、社会の一員としての使命感、責任感、倫理観を持ち、幅広

https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/communication_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/education.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/communication_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/communication/policy.html
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い教養を身につけている。 

(2)専攻する学位プログラムにおける基本的な知識・技能を修得し、現実社会の中で適

切に活用できる。 

（思考力・判断力・表現力） 

(3)知識・技能や他者の意見に基づき、自らの考えを組み立て、効果的なコミュニケー

ションを通して表現・伝達できる能力を身につけている。 

(4)自分のおかれている状況から課題を発見・分析し、解決方法について客観的・多面

的に考察できる能力を身につけている。 

（主体性・多様性・協働性） 

(5)多様な文化・価値観を持つ他者に対して理解と共感を示し、ともに目標を達成しよ

うとする協働力を身につけている。 

(6)自らを律し、主体的に考え、積極的に行動しようとする態度を身につけている。 

 

■学部 

 人材養成の目的に沿って、以下の要件を満たし、所定の単位を修得した者に、学士

（文学）の学位を授与する。 

〈知識・理解〉  

(1) 英語又は中国語の実践的な運用・コミュニケーション能力を身につけ、国際情

勢と日本、特に北陸の魅力と強みを理解することができる。 

(2) 獲得した知識を活用することによって、経験したことのない状況においても物

事の本質を捉えるための判断基準、すなわち知識の枠組みを身につける。 

〈態度・思考〉  

(1) 留学や海外研修、海外インターンシップなどを通して、グローバル社会に飛び

出そうとするチャレンジ精神を身につける。 

(2) 異文化を尊重し、違いを許容して、よりよい社会を目指して共生しようとする

思考を身につける。 

〈汎用的能力〉  

(1) 留学生との交流やフィールドワークでの協働体験、海外留学や海外研修、海外

インターンシップを通じて、多様な文化的社会的背景を持つ人々と共生し、協働

できる力を身につける。 

〈総合的な学修経験と創造的思考力〉  

(1) 課題解決型学習（PBL；Problem Based Learning）やフィールドワークなどを通

して、地域社会のリアルな課題に取り組み、正解のない問題に対しても獲得した

知識を活用して考え抜く力を身につける。 

 

■卒業要件 

４年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たしたうえで、卒業単位 124

単位以上を修得したものと定めている。 
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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 

専門教育科目 

基礎科目 ８単位以上 

語学科目  40単位以上（必修 20単位含む） 

言語理解科目  40単位以上 

※言語理解科目から４単位以上かつ、

日本・国際理解科目から必修２単位

を除く４単位以上修得する。 

日本・国際理解科

目 

専門演習科目 

 12単位以上 

 ※海外留学Ａ～Ｄを修得した当該学

期中の専門演習科目の単位修得は

免除する。 

海外留学科目 

 ※海外留学Ａ～Ｄを修得し場合は当

該学期中の専門演習科目の単位修

得を免除し、修得した単位は卒業件

修得単位とする。 

計 100 単位以上 

一般教育科目  ８単位以上 

キャリア科目  ４単位以上 

合 計 

 124単位以上 

 ※教職に関する科目に開講される「英

語科教育法Ⅰ～Ⅳ」８単位を上限に

含めることができる。 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法） 

大学案内 大学ホームページ https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook 

 

学生便覧 大学事務局に問合せること 

 

履修の手引 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/communication_guidance.pdf 

大学ホームぺージ 

（大学全体）https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html 

（学部）https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/communication/policy.html 

 

（概要） 

■大学全体 

（教育課程編成）  

本学では、ディプロマ・ポリシーに掲げる人材を養成するため、幅広い教養や専

門教育の基盤となる一般教育科目、専門分野を体系的に学ぶ専門教育科目、その他

必要となる科目を設置し、順次性のある体系的な教育課程を編成する。授業は、双

方向の講義、演習、実験、実習や実技等を適切に組み合わせて行う。 

なお、上級年次で展開する専門分野の知識・技能などを学ぶために、初年次では、

設定した目標に向かって、主体的に行動できる習慣と自己管理能力を身につけられ

る教育を行う。 

学生の履修を支援するため、シラバスとともに、科目間の関連や学修の順序を履

修系統図、ナンバリングや履修モデル等で明示する。 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/communication_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/communication/policy.html
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（学修方法） 

(1)全科目で、主体的・対話的で深い学びが実現されるように、能動的学修を取り入 

れる。 

(2)現実社会で活用できる知識・技能を修得し、社会の一員としての役割を自覚する 

ために、地域・社会・海外等において、教室外学修プログラムを提供する。 

(3)主体的な学びの確立のために、すべての授業において、授業時間外学修を促進す 

る。 

（学修成果の評価） 

(1)授業科目のシラバスに評価基準を具体的かつ多面的に明示し、学生の成長を促進 

するための厳格な成績評価を行う。 

(2)ディプロマ・ポリシーで示された資質・能力の達成状況については、学修到達度 

調査や卒業論文、卒業研究の成果物等によって評価する。 

 

■学部 

国際コミュニケーション学部では、国際的視野と異文化への理解を涵養し、実践的

な語学運用能力・コミュニケーション能力を獲得させ、日本及び外国の文化に対する

専門的な知識を修得することにより、地域社会及び地域産業のグローバル化に貢献し、

語学力を通じて地域と世界をつなぐ人材育成を図るため、次の６点を基本として教育

課程を編成する。 

(1) 初年次には英語・中国語二言語を学修し、２年次以降はいずれかの言語を集中的

に学ぶことで実践的な外国語の運用・コミュニケーション能力を段階的に向上さ

せる体系的な教育課程とするとともに、外国語学修を通して異文化への知識と理

解を積み上げて学修させる。 

(2) 地域の活性化に寄与する文化・観光及び国際関係の専門知識と理解を積み上げて

学修する。さらに領域間の関連性があり、学生の興味関心が深まるよう工夫され

た教育課程とする。 

(3) 初年次を中心としてリテラシー（知識活用力、日本語リテラシー）を養成する科

目を配置するとともに、アクティブラーニングを重点的に導入する。  

(4) 実践的な語学運用能力を高めるため、卒業までに全員が海外留学や海外研修に参

加可能な教育課程とする。 

(5) 課題解決能力の向上と協働経験のため、地域や国際社会をフィールドに、各領域

が連係するプロジェクト型科目を配置する。 

(6) 社会とのつながりを意識しつつ学修経験を振り返り、将来の目標を立てられるよ
うになるためにキャリア科目を配置するとともに、社会人の素養として求められる基

礎的な人文科学、社会科学、自然科学の科目を教養科目として配置する。 

 

入学者の受入れに関する方針（公表方法） 

大学案内 大学ホームページ https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook 

 

学生便覧 大学事務局に問合せること 

 

履修の手引 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/communication_guidance.pdf 

大学ホームぺージ 

（大学全体）https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html 

（学部）https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/communication/policy.html 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/communication_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/communication/policy.html
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（概要） 

■大学全体 

本学では、ディプロマ・ポリシーに示した資質・能力を総合的に身につけている学

生の育成を目指し、以下のような資質・能力・意欲を持った人を広く受け入れるため、

多様な選抜方法により、多面的・総合的な評価を行う。 

(1)専攻する学位プログラムの教育内容が理解できるために必要な基礎学力を身に

つけている人 

(2)自らの考えを順序立てて伝えることができる人 

(3)多様な文化・価値観を持つ人々に対して理解と共感を示し、他者と協力して何事

にも積極的に取り組む意欲のある人 

■学部 

地域社会及び地域産業のグローバル化に貢献し、世界と地域をつなぐことのできる

語学力と国際感覚を持ったグローバル人材の養成を目指し、以下のような資質・能力・

意欲を持った人を広く受け入れる。  

・国際コミュニケーション学部が求める学生像 

(1)大学で学ぶことで、自らが成長し、将来の目標や展望を持ち、主体性を持つ自立し

た社会人になりたいという意思を持つ人 

(2)人とのコミュニケーションを大切にし、多様な人々との協働等によるさまざまな学

修を通じて、地域の活性化に積極的に貢献したいと考える人 

(3)英語・中国語など外国語学修及び海外経験等に関心を持っている人 

(4)基礎的な学習を行っており、大学の授業を理解できるための日本語リテラシーを持

つ人 

(5)基礎的な英語や中国語の外国語運用能力を持つ人  

 

入学者選抜では、大学入試センター試験、個別学力検査、調査書、面接及び小論

文などを組み合わせて志願者の能力や資質を総合的に評価する。 

  入学後のコミュニケーション教育に十分に対応できる資質として、国際的な広い

視野と外国語によるコミュニケーション能力を備えていることを重視する。そのた

め、外国語の基礎的な能力と文系科目（社会、国語等）の考え方や知識が必要であ

り、高等学校段階においてこれらの教科の履修が望ましい。 
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学部等名  医療保健学部 

教育研究上の目的（公表方法） 

大学案内 大学ホームページ https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook 

 

学生便覧 大学事務局に問合せること 

 

履修の手引 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/medical_guidance.pdf 

大学ホームぺージ 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/education.html 

           

（概要） 

■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』 

■大学の使命・目的 

 『健康社会の実現』 

■学部の教育理念 

生命を尊び、医療の進歩に対応して、臨床検査学・臨床工学分野から人々の健康に

寄与する。 

■人材養成の目的 

 学部の教育理念に基づき、教育・研究上の目的を「人材養成の目的」として、次のと

おり定める。 

医療人としての倫理観、使命感、責任感及び臨床検査学、臨床工学の知識・技能を身

につけ、日々進歩し続ける医療機器、医療技術の変化に対応し、チーム医療に積極的

に関わることのできる医療技術者を養成する。 
 

卒業の認定に関する方針（公表方法） 

大学案内 大学ホームページ https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook 

 

学生便覧 大学事務局に問合せること 

 

履修の手引 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/medical_guidance.pdf 

大学ホームぺージ 

（大学全体）https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html 

（学部）https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/medical/policy.html 

 

（概要） 

■大学全体 

本学は、「自然を愛し 生命を尊び 真理を究める人間の形成」を建学の精神・教育

理念とし、大学の使命である「健康社会の実現」のために、グローバルな視点を持ちつ

つ地域に貢献する人材を育成することを目的としている。本学の各学位プログラムの

課程を修了し、以下の資質・能力を備えた者に学位を授与する。 

（知識・技能） 

(1)健康社会の実現のため、社会の一員としての使命感、責任感、倫理観を持ち、幅広

い教養を身につけている。 

(2)専攻する学位プログラムにおける基本的な知識・技能を修得し、現実社会の中で適

切に活用できる。 

（思考力・判断力・表現力） 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/medical_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/education.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/medical_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/medical/policy.html
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(3)知識・技能や他者の意見に基づき、自らの考えを組み立て、効果的なコミュニケー

ションを通して表現・伝達できる能力を身につけている。 

(4)自分のおかれている状況から課題を発見・分析し、解決方法について客観的・多面

的に考察できる能力を身につけている。 

（主体性・多様性・協働性） 

(5)多様な文化・価値観を持つ他者に対して理解と共感を示し、ともに目標を達成しよ

うとする協働力を身につけている。 

(6)自らを律し、主体的に考え、積極的に行動しようとする態度を身につけている 

 

■学部 

人材養成の目的に沿って、以下の要件を満たし、所定の単位を修得した者に、学士（医

療技術学）の学位を授与する。 

〈知識・理解〉  

(1)医療技術者としての知識と技能を理解している。  

(2)医療人としての倫理観、使命感、責任感と幅広い教養を身につけている。  

〈思考・判断〉  

(1)医療技術者として、個々の事例に対して的確に判断ができる。  

〈関心・意欲〉  

(1)日々進歩し続ける医療機器、医療技術の変化に対応して、さらなる知識や技術を

積極的に吸収することができる。  

〈態度〉  

(1)医療技術者としての使命感や責任感を持ち、他者を思いやり協調して行動するこ

とができる。  

〈技能・表現〉  

(1)修得した医療技術を安全に実施することができる。  

(2)医療チームの一員としてコミュニケーション力が発揮できる。  
 

■卒業要件 

４年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 130

単位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定

する。学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 

 

 

 

 

医療保健学部 医療技術学科  

一般教養科目 
必修科目  

選択科目  

12単位  

8単位以上  
計20単位以上  

専門基礎科目 必修科目  45単位  計45単位  

専門科目 
必修科目  

選択科目  

63単位  

2単位以上  
計65単位以上  

合計  130単位以上 
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教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法） 

大学案内 大学ホームページ https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook 

 

学生便覧 大学事務局に問合せること 

履修の手引 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/medical_guidance.pdf 

大学ホームぺージ 

（大学全体）https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html 

（学部）https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/medical/policy.html 

 

（概要） 

■大学全体 

（教育課程編成） 

本学では、ディプロマ・ポリシーに掲げる人材を養成するため、幅広い教養や専

門教育の基盤となる一般教育科目、専門分野を体系的に学ぶ専門教育科目、その他

必要となる科目を設置し、順次性のある体系的な教育課程を編成する。授業は、双

方向の講義、演習、実験、実習や実技等を適切に組み合わせて行う。 

なお、上級年次で展開する専門分野の知識・技能などを学ぶために、初年次では、

設定した目標に向かって、主体的に行動できる習慣と自己管理能力を身につけられ

る教育を行う。 

学生の履修を支援するため、シラバスとともに、科目間の関連や学修の順序を履

修系統図、ナンバリングや履修モデル等で明示する。 

（学修方法） 

(1)全科目で、主体的・対話的で深い学びが実現されるように、能動的学修を取り入

れる。 

(2)現実社会で活用できる知識・技能を修得し、社会の一員としての役割を自覚する

ために、地域・社会・海外等において、教室外学修プログラムを提供する。 

(3)主体的な学びの確立のために、すべての授業において、授業時間外学修を促進す

る。 

（学修成果の評価） 

(1)授業科目のシラバスに評価基準を具体的かつ多面的に明示し、学生の成長を促進

するための厳格な成績評価を行う。 

(2)ディプロマ・ポリシーで示された資質・能力の達成状況については、学修到達度

調査や卒業論文、卒業研究の成果物等によって評価する。 

 

 

■学部 

医療保健学部医療技術学科の人材養成の目的を達成するために以下の方針に基づい

て教育課程を編成する。  

（1） 医療人として幅広い教養を修得させるとともに、コミュニケーション能力を

修得するための科目を配置する。  

(2) 医療現場で必要となる実践的な知識と技能を修得するために必要な臨床検査

学、臨床工学の基礎的な知識を深めるための科目を配置する。  

(3) 日々進歩し続ける医療機器、医療技術の現場で、臨床検査学、臨床工学の領域

で修得した知識と技能を安全に実施する医療技術者を養成するための科目を配置

する。  

(4) 科学的根拠に基づいた問題解決能力を養い、生涯を通して学び続ける姿勢を身

につける科目を配置する。 
 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/medical_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/medical/policy.html
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入学者の受入れに関する方針（公表方法） 

大学案内 大学ホームページ https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook 

 

学生便覧 大学事務局に問合せること 

 

履修の手引 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/medical_guidance.pdf 

大学ホームぺージ 

（大学全体）https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html 

（学部）https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/medical/policy.html 

 

（概要） 

■大学全体 

本学では、ディプロマ・ポリシーに示した資質・能力を総合的に身につけている学

生の育成を目指し、以下のような資質・能力・意欲を持った人を広く受け入れるため、

多様な選抜方法により、多面的・総合的な評価を行う。 

(1)専攻する学位プログラムの教育内容が理解できるために必要な基礎学力を身に

つけている人 

(2)自らの考えを順序立てて伝えることができる人 

(3)多様な文化・価値観を持つ人々に対して理解と共感を示し、他者と協力して何事

にも積極的に取り組む意欲のある人 

■学部 

・医療保健学部が求める人材像 

医療保健学部医療技術学科では、医療人としての倫理観、使命感、責任感及び臨床

検査学、臨床工学の知識・技能を身につけ、日々進歩し続ける医療機器、医療技術の変

化に対応し、チーム医療に積極的に関わることのできる医療技術者の養成を目指し、

以下のような資質・能力・意欲を持った人を広く受け入れる。  

・医療保健学部が求める学生像  

(1) 医療の知識と技術を身につけるために必要な基礎学力を有している人  

(2) 人を思いやる心と協調性を持って取り組むことができる人  

(3) 物事を論理的かつ多面的に考察することができる人  

(4) 何事にも積極的に取り組むことができる人  

(5) 医療・保健に対する意欲や関心が高く、この分野に貢献したいという熱意の  

ある人  

(6) 自らの考えを明確に伝えることができる人  

入学者選抜では、大学入試センター試験、個別学力検査、調査書、面接及び小論文な

どを組み合わせて志願者の能力や資質を総合的に評価する。  

医療技術学科における基礎となる理論や科学的考察には、理系科目（数学、物理、化

学、生物）の考え方や知識が、また、論理的文章力及びコミュニケーション力には文系

科目（国語、英語）の知識が必要であり、高等学校段階においてこれらの教科の履修が

望ましい。 
 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 
公表方法：大学ホームページ 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/education_teacher.html 

 

 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/ebook/guidebook
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/department/medical_guidance.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/outline/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/medical/policy.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/education_teacher.html
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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 

－ 3 人 － 3 人 

薬学部 － 19 人 15 人 10 人 4 人 3 人 51 人 

経済経営学部 － 11 人 4 人 4 人 5 人 0 人 24 人 

国際コミュニケーション学

部 － 6 人 5 人 8 人 0 人 0 人 19 人 

医療保健学部 － 7 人 5 人 3 人 0 人 2 人 17 人 

国際交流センター・その他 － 1 人 5 人 5 人 0 人 0 人 11 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 101 人 101 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：大学ホームページ 

https://www.acoffice.jp/hruhp/KgApp  

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） 

年度毎にＦＤ・ＳＤ活動方針を定め、全教職員に周知している。ＦＤ・ＳＤ活動方針にもとづき、大学全

体のＦＤ・ＳＤ研修会、学部ＦＤ研修会を開催している。 

 

 

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 

薬学部 160 人 108 人 67.5％ 1412 人 673 人 47.7％ 若干名 2 人 

経済経営学部 
（未来創造学部国際マネ

ジメント学科） 

290 人 297 人 102.4％ 1166 人 1229 人 105.4％ 123 人 95 人 

国際コミュニケーション

学部 
80 人 96 人 120.0％ 360 人 399 人 110.8％ 20 人 30 人 

医療保健学部 60 人 65 人 108.3％ 240 人 254 人 105.8％ 0 人 0 人 

未来創造学部国際教養

学科 
   0 人 9 人 -％ 0 人 0 人 

合計 590 人 566 人 95.9％ 3178 人 2564 人 80.7％ 143 人 127 人 

（備考）本表には未来創造学部国際教養学科（2017 年度募集停止、在学生 9 人は修業年限超過者のみ）

を記載している。 

 

 

 

 

 

 

https://www.acoffice.jp/hruhp/KgApp
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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 

薬学部 
176 人 

（100％） 

3 人 

（1.7％） 

112 人 

（63.6％） 

61 人 

（34.7％） 

未来創造学部 
299 人 

（100％） 

59 人 

（19.7％） 

161 人 

（53.8％） 

79 人 

（26.4％） 

合計 
475 人 

（100％） 

62 人 

（13.1％） 

273 人 

（57.5％） 

140 人 

（29.5％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項）   （ ）内は人数 

【薬学部】金沢大学大学院(2)、名古屋大学大学院、石川県(3)、金沢大学付属病院、第一三共株式会社 

【未来創造学部】石川県警(4)、小松製作所、Apple Japan、プレステージインターナショナル(2)、 

東京大学大学院、一橋大学大学院、神戸大学大学院、早稲田大学大学院、慶応大学大学院 

（備考） 

 

 
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 

 
人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

 
人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

合計 
人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

（備考） 

 

 

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） 

全学部シラバスを作成し、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

項目を記載し、大学ホームページで公表している。また、大学全体の学事日程（University 

Calendar）を作成し、配布及び大学ホームページで公表している。 

 

 

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） 

大学全体及び各学部の卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー：ＤＰ） 

を定めている。 

 

□薬学部 

【2019年度以降薬学部入学生用】 

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー：ＤＰ）  

■大学全体 

本学は、「自然を愛し 生命を尊び 真理を究める人間の形成」を建学の精神・教育
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理念とし、大学の使命である「健康社会の実現」のために、グローバルな視点を持ちつ

つ地域に貢献する人材を育成することを目的としている。本学の各学位プログラムの課

程を修了し、以下の資質・能力を備えた者に学位を授与する。 

（知識・技能） 

(1)健康社会の実現のため、社会の一員としての使命感、責任感、倫理観を持ち、幅広 

い教養を身につけている。 

(2)専攻する学位プログラムにおける基本的な知識・技能を修得し、現実社会の中で適 

切に活用できる。 

（思考力・判断力・表現力） 

(3)知識・技能や他者の意見に基づき、自らの考えを組み立て、効果的なコミュニケー 

ションを通して表現・伝達できる能力を身につけている。 

(4)自分のおかれている状況から課題を発見・分析し、解決方法について客観的・多面 

的に考察できる能力を身につけている。 

（主体性・多様性・協働性） 

(5)多様な文化・価値観を持つ他者に対して理解と共感を示し、ともに目標を達成しよ 

うとする協働力を身につけている。 

(6)自らを律し、主体的に考え、積極的に行動しようとする態度を身につけている。 

■学部 

人材養成の目的に基づき、以下の能力（知識・技能・態度）を身につけ、本学部の所

定の単位を修得した者に対して、卒業を認定し、学士（薬学）の学位を授与する。 

（1） 医療や人の健康に携わる専門家として幅広い教養を身につけている。 

（2） 医療人としての自覚を持ち、倫理観、使命感、責任感を有している。 

（3）薬の専門家として必要な科学力を身につけている。 

（4） 患者・生活者本位の視点に立ち、薬剤師として最善を尽くす信念と態度を有して

いる。 

（5）薬剤師として、チーム医療及び地域の保健・医療に参画するために必要な実践的

な能力とコミュニケーション能力を有している。 

（6）薬剤師として、個々の患者に適した安全で有効な薬物療法を実践する能力を有し

ている。 

（7）論理的思考に基づく問題発見・解決能力を有している。 

（8）薬学・医療の進歩に対応するために、生涯にわたり自己研鑽し続けるとともに次

世代を担う人材を育成する意欲と態度を有している。 

  

■卒業要件 

６年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 190

単位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定す

る。学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 

 

薬学部 薬学科 

総合教養教育科目 

薬学準備教育、実習系科目 
必修科目 

５単位  

12.5単位  
計17.5単位  

薬学専門教育科目 

実習系科目 
必修科目 

113.5単位 

40単位  
計153.5単位  

総合教養教育科目 

薬学専門教育科目 
選択科目 

10単位以上  

９単位以上  
計19単位以上  

合計  190単位以上 
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【2015年度～2018 年度薬学部入学生用】 

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー：ＤＰ）  

■大学全体 

 本学の教育課程においては、厳格な成績評価を行い、所定の単位を修め、次の能力を

備えた者に卒業認定し、学位を授与する。 

(1)修得した知識や知見により、自らが課題を発見し解決する力 

(2)社会で求められるコミュニケーション力と適格な判断力 

(3)自らを律し、他者と協調して行動でき、社会の発展に寄与できる力 

 

■学部 薬学科：学士（薬学） 

人材育成の目的に沿って、以下の要件を満たし、所定の単位を修得した者に、学士（薬

学）の学位を授与する。 

(1)医療人としての倫理観を身につけていること 

(2)医療の一翼を担う人材として、確かな知識・技能、コミュニケーション力を身につ 

けていること 

(3)諸問題の解決に向けて、修得した知識・技能等を実践的に活用できること 

 

■卒業要件 

６年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 189.5

単位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定す

る。学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 

 

 

 

【2014年度以前薬学部入学生用】 

卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー：ＤＰ） 

本学の教育課程においては、厳格な成績評価を行い、所定の単位を修め、次の能力を

備えた者に卒業を認定し、学位を授与する。 

■大学全体 

(1)修得した知識や知見により、自らが課題を発見し解決する力 

(2)社会で求められるコミュニケーション力と的確な判断力 

 (3)諸問題の解決にむけて、修得した知識・技能等を実践的に活用できること 

■学部 

(1)医療人としての倫理観を身につけていること 

(2)医療の一翼を担う人材として、確かな知識・技能、コミュニケーション力を身につ 

薬学部 薬学科 

総合教養教育科目（語学・運動） 

薬学準備教育、実習系科目 
必修科目 

５単位  

10単位  
計15単位  

薬学専門教育科目 

実習系科目 

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ教育専門ｺｰｽ演習科目 

必修科目 

113単位 

44.5単位 

５単位  

計162.5単位  

総合教養教育科目・１～３年次 

薬学専門教育科目 

４年次薬学専門教育科目 

選択科目 

 

８単位以上 
  

４単位以上  
計12単位以上  

合計  189.5単位以上 
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けていること 

 (3)諸問題の解決に向けて、修得した知識・技能等を実践的に活用できること 

 

■卒業要件 

６年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 188

単位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定す

る。学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬学部 薬学科 

英語 

教養演習科目 

基礎科目、教養演習科目 

必修科目 

必修科目 

選択科目 

８単位 

２単位  

10単位以上  

計20単位以上  

専門科目科目 

実習系科目 

専門科目 

コース科目 

必修科目 

必修科目 

選択科目 

選択科目 

112単位 

43単位 

８単位以上 

５単位  

計168単位以上  

合計  188単位以上 
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□経済経営学部（未来創造学部国際マネジメント学科） 

【2019年度以降経済経営学部入学生用】 

■大学全体 

本学は、「自然を愛し 生命を尊び 真理を究める人間の形成」を建学の精神・教育

理念とし、大学の使命である「健康社会の実現」のために、グローバルな視点を持ちつ

つ地域に貢献する人材を育成することを目的としている。本学の各学位プログラムの課

程を修了し、以下の資質・能力を備えた者に学位を授与する。 

（知識・技能） 

(1)健康社会の実現のため、社会の一員としての使命感、責任感、倫理観を持ち、幅広 

い教養を身につけている。 

(2)専攻する学位プログラムにおける基本的な知識・技能を修得し、現実社会の中で適 

切に活用できる。 

（思考力・判断力・表現力） 

(3)知識・技能や他者の意見に基づき、自らの考えを組み立て、効果的なコミュニケー 

ションを通して表現・伝達できる能力を身につけている。 

(4)自分のおかれている状況から課題を発見・分析し、解決方法について客観的・多面 

的に考察できる能力を身につけている。 

（主体性・多様性・協働性） 

(5)多様な文化・価値観を持つ他者に対して理解と共感を示し、ともに目標を達成しよ 

うとする協働力を身につけている。 

(6)自らを律し、主体的に考え、積極的に行動しようとする態度を身につけている。 

 

■学部 

人材養成の目的に沿って、以下の要件を満たし、所定の単位を修得した者に、学士（マ

ネジメント学）の学位を授与する。 

（1）知識・技能 

① 社会の一員として必要となる幅広い知識と技能を身につけている。 

② マネジメント関連分野の専門知識と技能を身につけている。 

（2）思考力・判断力・表現力 

③ 課題や解決策を見いだし、論理的に表現する力を身につけている。 

④ 経験から学び、成長する力を身につけている。 

（3）主体性・多様性・協働性 

⑤ 自ら進んで他者と協働し、課題を解決する力を身につけている。 

⑥ 多様性や国際性を理解し、行動する力を身につけている。  

 

■卒業判定 

４年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 124

単位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定す

る。学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 
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経済経営学部 マネジメント学科 

一般教育科目群 

教養科目 
必修 1 単位 

選択 9 単位以上 

外国語科目（※1） 
必修 4 単位 

選択 6 単位以上 

汎用的技能科目群 
リテラシー科目 

必修 2 単位 

選択 10 単位以上 

キャリア科目 6 単位 

専門教育科目群 

演習科目（※2） 必修 22 単位 

マネジメント科目及び 

マネジメント実践科目 

必修 8 単位 

選択（※3） 40 単位以上 

自由科目群を除く全ての科目群 16 単位以上 

合   計 124 単位以上 

 

※1 外国人留学生の修得した留学生特例科目の単位は、必修科目を含む外国語科目の 

単位とすることができる。 

※2 卒業論文を作成しない場合、卒業研究の単位は 6単位とし、演習科目における 

卒業に必要な単位数は 18単位とする。 

※3 卒業論文を作成しない場合、マネジメント科目及びマネジメント実践科目（選択）

における卒業に必要な単位数は 44単位とする。 

※4 自由科目群科目は、卒業要件単位に含まない。 

 

【2018年度以前経済経営学部（未来創造学部国際マネジメント学科）入学生用】 

■大学全体 

 本学の教育課程においては、厳格な成績評価を行い、所定の単位を修め、次の能力を

備えた者に卒業認定し、学位を授与する。 

(1)修得した知識や知見により、自らが課題を発見し解決する力 

(2)社会で求められるコミュニケーション力と適格な判断力 

(3)自らを律し、他者と協調して行動でき、社会の発展に寄与できる力 

 

 

■学部 

人材養成の目的に沿って、以下の要件を満たし、所定の単位を修得した者に、学士（マ

ネジメント学）の学位を授与する。 

(1)広い視野、豊かな教養と社会人としてのモラルを兼ね備え、諸課題に柔軟に対応す

ることのできる学生 

(2)経営・経済、法律、スポーツ等の幅広い分野で活躍できる総合的マネジメント能力

を有する学生 

(3)リーダーとして、地域社会と国際社会に積極的に係わることのできる学生 
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■卒業判定 

４年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 128

単位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定す

る。学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 

 

経済経営学部（未来創造学部国際マネジメント学科） 

学部共通基礎教育科目群 

健康科目    ２単位以上 

未来創造科目  ４単位 

演習科目   １６単位 

情報科目    ２単位以上 

一般教養科目  ４単位以上  

 ※キャリア科目の一部、シティカレッジ科目、留

学科目は卒業要件修得単位数に算入する。 

計２８単位以上 

外国語科目群 １言語    １２単位以上 

国際マネジメント科目群 ６０単位以上（必修 10 単位含む） 

自由科目以外の全ての科目から ２８単位以上（必修 2 単位含む） 

合計 １２８単位以上 

 
□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 

■大学全体 

本学は、「自然を愛し 生命を尊び 真理を究める人間の形成」を建学の精神・教育

理念とし、大学の使命である「健康社会の実現」のために、グローバルな視点を持ちつ

つ地域に貢献する人材を育成することを目的としている。本学の各学位プログラムの課

程を修了し、以下の資質・能力を備えた者に学位を授与する。 

（知識・技能） 

(1)健康社会の実現のため、社会の一員としての使命感、責任感、倫理観を持ち、幅広 

い教養を身につけている。 

(2)専攻する学位プログラムにおける基本的な知識・技能を修得し、現実社会の中で適 

切に活用できる。 

（思考力・判断力・表現力） 

(3)知識・技能や他者の意見に基づき、自らの考えを組み立て、効果的なコミュニケー 

ションを通して表現・伝達できる能力を身につけている。 

(4)自分のおかれている状況から課題を発見・分析し、解決方法について客観的・多面 

的に考察できる能力を身につけている。 

（主体性・多様性・協働性） 

(5)多様な文化・価値観を持つ他者に対して理解と共感を示し、ともに目標を達成しよ 

うとする協働力を身につけている。 

(6)自らを律し、主体的に考え、積極的に行動しようとする態度を身につけている。 
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■学科 

 人材養成の目的に沿って、以下の要件を満たし、所定の単位を修得した者に、学士（文

学）の学位を授与する。 

〈知識・理解〉  

(1) 英語又は中国語の実践的な運用・コミュニケーション能力を身につけ、国際情勢

と日本、特に北陸の魅力と強みを理解することができる。 

(2) 獲得した知識を活用することによって、経験したことのない状況においても物事

の本質を捉えるための判断基準、すなわち知識の枠組みを身につける。 

〈態度・思考〉  

(1) 留学や海外研修、海外インターンシップなどを通して、グローバル社会に飛び出

そうとするチャレンジ精神を身につける。 

(2) 異文化を尊重し、違いを許容して、よりよい社会を目指して共生しようとする思

考を身につける。 

〈汎用的能力〉  

(1) 留学生との交流やフィールドワークでの協働体験、海外留学や海外研修、海外イ

ンターンシップを通じて、多様な文化的社会的背景を持つ人々と共生し、協働でき

る力を身につける。 

〈総合的な学修経験と創造的思考力〉  

(1) 課題解決型学習（PBL；Problem Based Learning）やフィールドワークなどを通し

て、地域社会のリアルな課題に取り組み、正解のない問題に対しても獲得した知識

を活用して考え抜く力を身につける。 

 

■卒業要件 

４年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 124

単位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定す

る。学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 

 

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 

専門教育科目 

基礎科目 ８単位以上 

語学科目  40 単位以上（必修 20 単位含む） 

言語理解科目  40 単位以上 

※言語理解科目から４単位以上かつ、日本・

国際理解科目から必修２単位を除く４単

位以上修得する。 
日本・国際理解科目 

専門演習科目 

 12 単位以上 

 ※海外留学Ａ～Ｄを修得した当該学期中の

専門演習科目の単位修得は免除する。 

海外留学科目 

 ※海外留学Ａ～Ｄを修得し場合は当該学期

中の専門演習科目の単位修得を免除し、修

得した単位は卒業件修得単位とする。 

計 100 単位以上 

一般教育科目  ８単位以上 

キャリア科目  ４単位以上 

合 計 

 124 単位以上 

 ※教職に関する科目に開講される「英語科教

育法Ⅰ～Ⅳ」８単位を上限に含めることが

できる。 
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□医療保健学部 

■大学全体 

本学は、「自然を愛し 生命を尊び 真理を究める人間の形成」を建学の精神・教育

理念とし、大学の使命である「健康社会の実現」のために、グローバルな視点を持ちつ

つ地域に貢献する人材を育成することを目的としている。本学の各学位プログラムの課

程を修了し、以下の資質・能力を備えた者に学位を授与する。 

（知識・技能） 

(1)健康社会の実現のため、社会の一員としての使命感、責任感、倫理観を持ち、幅広 

い教養を身につけている。 

(2)専攻する学位プログラムにおける基本的な知識・技能を修得し、現実社会の中で適 

切に活用できる。 

（思考力・判断力・表現力） 

(3)知識・技能や他者の意見に基づき、自らの考えを組み立て、効果的なコミュニケー 

ションを通して表現・伝達できる能力を身につけている。 

(4)自分のおかれている状況から課題を発見・分析し、解決方法について客観的・多面 

的に考察できる能力を身につけている。 

（主体性・多様性・協働性） 

(5)多様な文化・価値観を持つ他者に対して理解と共感を示し、ともに目標を達成しよ 

うとする協働力を身につけている。 

(6)自らを律し、主体的に考え、積極的に行動しようとする態度を身につけている。 

 

■学部 

人材養成の目的に沿って、以下の要件を満たし、所定の単位を修得した者に、学士（医

療技術学）の学位を授与する。 

〈知識・理解〉  

(1)医療技術者としての知識と技能を理解している。  

(2)医療人としての倫理観、使命感、責任感と幅広い教養を身につけている。  

〈思考・判断〉  

(1)医療技術者として、個々の事例に対して的確に判断ができる。  

〈関心・意欲〉  

(1)日々進歩し続ける医療機器、医療技術の変化に対応して、さらなる知識や技術を積

極的に吸収することができる。  

〈態度〉  

(1)医療技術者としての使命感や責任感を持ち、他者を思いやり協調して行動するこ

とができる。  

〈技能・表現〉  

(1)修得した医療技術を安全に実施することができる。  

(2)医療チームの一員としてコミュニケーション力が発揮できる。  

 

■卒業要件 

４年間以上在籍し、各科目区分における必要単位数を満たした上で、卒業単位の 130

単位以上を修得したものと定めている。 

学部教授会は、各科目区分における必要単位数を確認した上で、卒業判定案を策定す

る。学長は、教授会策定の卒業判定案を聞いて、卒業を決定することとしている。 
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医療保健学部 医療技術学科 

一般教養科目 
必修科目  

選択科目  

12単位  

8単位以上  
計20単位以上  

専門基礎科目 必修科目  45単位  計45単位  

専門科目 
必修科目  

選択科目  

63単位  

2単位以上  
計65単位以上  

合計  130単位以上 

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） 

薬学部 薬学科(2019 年度以

降入学生) 190 単位以上 有 
1・2 年次生：48 単位 

3 年次生：44 単位 

4～6 年次生：40 単位 

薬学科（2015～2018

年度入学生） 189.5 単位以上 有 40 単位 

薬学科（2014 年度以

前入学生） 188 単位以上 有 無し 

経済経営学部 

（未来創造学部） 

マネジメント学科 

（2019 年度以降） 124 単位以上 有 各学期 22 単位 

マネジメント学科 

（2018 年度以前） 

 
128 単位以上 有 各学期 22 単位 

 国際マネジメント 

学科 128 単位以上 有 
1・4 年次生：44 単位 

2・3 年次生：36 単位 

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 124 単位以上 有 
1 年次生：40 単位 

2～4 年次生：42 単位 

医療保健学部 医療技術学科 
130 単位以上 有 48 単位 

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 

公表方法:大学ホームページ、 

入学時の成績優秀者奨学金の継続条件 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/admission/scholarship/ 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/admission/scholarship/
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学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 

公表方法：大学ホームページ 

海外派遣学生数 

https://www.hokuriku-

u.ac.jp/department/iec/number.html 

 

 

学生の学修時間・学修行動 

https://www.hokuriku-

u.ac.jp/doc/disclosure/studytime_2019.pdf 

 

薬剤師国家試験結果 

https://www.hokuriku-

u.ac.jp/department/pharmacy/exam.html 

 

 

 

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：大学ホームページ https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/campus/ 

 

 

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） 

薬学部 

薬学科 

(2017 以降入学) 
1,450,000 円 200,000 円 500,000 円 教育充実費 

薬学科 

(2016 以前入学) 
1,700,000 円 200,000 円 600,000 円 教育充実費 

経済経営学部

(未来創造学

部) 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科 

(2017 以降入学) 
650,000 円 200,000 円 300,000 円 教育充実費 

国際ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ学科

(2016 以前入学) 
900,000 円 200,000 円 300,000 円 教育充実費 

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 
750,000 円 200,000 円 350,000 円 教育充実費 

医療保健学部 医療技術学科 1,100,000 円 200,000 円 400,000 円 教育充実費 

 

 

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） 

毎年度、「全学的な教育編成・実施の方針」を作成し、方針に基づき、学修環境の制度的整

備や学修支援体制の構築を図るよう努めている。 

主な取組みとしては、以下のとおりである。 

 

・ＳＡ 

ＳＡを積極的に活用し、授業補助だけでなく、ラーニングコモンズの運営や補習等に多くの

学生が活動している。 

・担任制度 

全学部で担任制度を導入し、学部毎に「担任活動指針」を定め、統一性・一貫性をもって組 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/iec/number.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/iec/number.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/disclosure/studytime_2019.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/doc/disclosure/studytime_2019.pdf
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/pharmacy/exam.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/department/pharmacy/exam.html
https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/campus/
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織的に取り組んでいる。また、必要に応じて教員会や学年担任連絡会を開催することで、学

年全体・学部全体で学生の情報共有を行っている。 

・オフィスアワー 

全学生にオフィスアワーを公表し、学生の授業や課題に関する質問や相談等を受け付けてい

る。 

・学生意見箱 

学内には「学生意見箱」を設置し、要望や苦情を受け付け、改善に取り組んでいる。 

・地区別保護者懇談会 

毎年、本学及び主要会場で保護者会を開催し、大学の現状報告の他、希望者には個人面談も

行っている。 

・障がい学生への配慮 

2018 年度に「障害のある学生支援 教職員ガイド」を策定し、修学上の支援が必要な学生に

ついては、配慮申請書に基づき、対応している。 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

・薬学部では、1 年次から早期体験学習として医療施設（病院、調剤薬局、ドラッグスト

ア）での見学実習や、各分野で活躍する卒業生・医療関係者を招いて講演会を実施し、早い

段階から、職業意識や薬剤師を志す目的意識の醸成を行っている。4 年前期から就職ガイダ

ンスを随時実施し、就職活動開始時期までに必要な項目について指導を行う。併せて進路支

援委員による個別指導や、就職担当職員による進路相談・履歴書の作成に係る指導等を適宜

行っている。その他にも、学生に就職活動の場として学内で個別企業説明会を年間通じて行

うと共に、5 年次 3 月に学内合同企業説明会も開催予定であった。しかしながら、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止の観点から合同企業説明会と 3 月以降の個別企業説明会をやむを得

ず中止とした。 

・経済経営学部では、1 年次からライフプランニング論、2 年次からコミュニケーション論、

3 年次から能力開発論（インターンシップ）等の取組みを行い、3 年次後期からの就職ガイダ

ンスに連動している。 

・国際コミュニケーション学部では、1 年次からＰＢＬ入門、ライフプランニング論、2 年次

からコミュニケーション技法Ⅰ・Ⅱ、現代社会と職業を学び、3 年次から職業理解とインタ

ーンシップ等の取組みを行い、経済経営学部同様に 3 年次後期からの就職ガイダンスに連動

させている。 

・医療保健学部では、臨床検査技師と臨床工学技士のＷライセンス取得を目標に掲げ、1 年

次から医療関連施設見学や医療関係従事者を招いての講演会を実施している。2 年次からは

ガイダンス、3 年次からは自己分析、自己ＰＲ作成、履歴書・エントリーシート作成講座

等、進路支援委員と進路支援課職員が協働で就職支援を行っている。 

 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

保健室では、「学校保健安全法」による年１回の健康診断の他、健康相談・保健指導、応急

処置を行っている。また、両キャンパスにキャンパス相談室を設置し、臨床心理士の資格を

有するカウンセラーが対面カウンセリング、電話・メールでのカウンセリングを行ってい

る。修学上の配慮が必要な学生については相談窓口を設け、配慮申請に基づき、支援内容を

決定している。 

これらの学生の情報は月１回、関係教職員で学生情報交換会を開催し、情報の共有、対応の

検討を行っている。 

 

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：公表方法：大学ホームページ 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/education.html 

 

https://www.hokuriku-u.ac.jp/about/disclosure/education.html

