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弘前大学について
学長室

学長メッセージ
学長プロフィール
各種告辞
学長オフィスアワー
学長直言箱について
学長選考会議
有識者懇談会

基本情報
運営・組織情報

役員等一覧
役員経歴等
独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の公表

経営協議会委員名簿
教育研究評議会評議員名簿

会議関係
役員会・経営協議会・教育研究評議会等議事要旨

役員会議事要旨
教育研究評議会議事要旨
経営協議会議事要旨 
経営協議会・教育研究評議会合同会議議事要旨

学長選考会議議事要旨
理念・将来ビジョン
規則・制度等

弘前大学規則集
学則等

大学概要
沿革
弘前大学学生歌

将来計画・大学評価
中期目標・中期計画／年度計画

業務に関する情報
国立大学法人評価

認証評価
自己点検評価・外部評価
評価室

公表事項
法人情報

組織に関する情報
学長選考基準
役職員等一覧へのリンク
役員経歴等へのリンク
役職員の報酬給与等の公表
独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の公表へのリンク

業務に関する情報
国立大学法人評価
財務に関する情報

財務に関する情報
地方公共団体からの寄附

組織改革の情報
ミッションの再定義

教育情報の公表
教育情報の公表（学校教育法施行規則第172条の2関係）
教育情報の公表（教育職員免許法施行規則第22条の6関係）

調達情報
財務部契約課からのお知らせ

教職員公募情報
環境報告書
各種ポリシー
情報セキュリティポリシー
コンプライアンス推進
リスクマネジメント
ハラスメントの防止・対策
研究活動の不正行為への対応について
競争的資金等の不正使用防止に向けた取組み
障害者支援について
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障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領の公表
弘前大学における障害学生支援に関する基本方針

大学の教員等の任期に関する法律第5条第4項に規定される公表事項
学部・研究科の設置等に係る情報
東日本大震災に関する弘前大学の対応について

情報公開・個人情報保護
情報公開・個人情報

開示請求や開示の方法
個人情報の保護に関する法律・規程等

個人情報ファイル簿
広報

刊行物
弘前大学概要
WEBマガジン「HIROMAGA」
弘前大学案内
環境報告書
弘前大学広報誌「ひろだい」【平成29年3月号で終了】
学園だより
附属図書館報「豊泉」
INFO-HIRO-21 
弘前大学学報【平成29年3月号で終了】
特設ホームページ
映像で見る弘前大学

報道発表
学長定例記者会見
WEBサイトへの掲載手続きについて【学内限定】

映像で見る弘前大学
ロゴマーク
イベントカレンダー
キャンパスツアー
フォトギャラリー
撮影（取材）ご希望の方へ

大学施設の利用
施設利用料
弘前大学創立50周年記念会館
弘前大学創立60周年記念会館（コラボ弘大）
弘前大学文京荘
青森サテライト教室
東京事務所
八戸サテライト

同窓会
弘前大学同窓会

大学への寄附
寄附金についてのご案内
弘前大学基金
弘前大学古本募金
弘前大学後援会

学部・大学院等
学部

人文社会科学部
教育学部
医学部医学科
医学部保健学科
理工学部
農学生命科学部

大学院
人文社会科学研究科（修士課程）
教育学研究科（修士課程・専門職学位課程）
医学研究科（博士課程）　
保健学研究科（博士前期・後期課程）
理工学研究科（博士前期・後期課程）
農学生命科学研究科（修士課程）
地域社会研究科（博士後期課程）
岩手大学大学院連合農学研究科

附置研究所
北日本新エネルギー研究所　
白神自然環境研究所　
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被ばく医療総合研究所
食料科学研究所

学内共同教育研究施設等
総合情報処理センター　
生涯学習教育研究センター　
保健管理センター　
アイソトープ総合実験室　
機器分析センター　
出版会　
資料館
ボランティアセンター　
男女共同参画推進室　
弘前大学放射線安全総合支援センター

医学部附属病院　
附属図書館　
資料館　
機構・本部

機構
教育推進機構　

教養教育開発実践センター
アドミッションセンター
キャリアセンター

研究・イノベーション推進機構　　
ＣＯＩ研究推進機構　
社会連携推進機構

本部
ＣＯＣ推進本部
国際連携本部

入試・入学 ※バナー表示
入試情報　

一般入試志願状況　
入学料・授業料、奨学制度等

入学料・授業料　
入学料・授業料免除の申請　
奨学制度　

アドミッションポリシー　
オープンキャンパス　
お問い合わせ

入試に関するお問い合わせ　
高大連携関連事業

教育・学生支援
ポリシー

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム･ポリシー）　
入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）　

学年歴　
授業・履修

講義内容（シラバス）　
平成29年度シラバスの入力について　

学務情報システム　
教育情報ホームページ　

教育者総覧　
FD活動　
授業評価アンケート結果　

入学料・授業料、奨学制度等
入学料・授業料　
入学料・授業料免除の申請　
奨学制度　

生活支援（キャンパスライフ）
学生教育研究災害傷害保険等　
学生相談・健康　
アルバイト　
学生寮　
学生生活実態調査集計結果　

就職・キャリア支援　
特色ある教育の紹介

地（知）の拠点
めざせじょっぱり起業家
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卒業証明書等の発行　
窓口利用案内　
課外活動

課外活動 （サークル等）　
学生のボランティア活動
ボランティア活動助成　
課外活動団体ハンドブック

研究・産学連携
研究情報

弘前大学研究・イノベーション推進機構　
研究者総覧（研究者一覧）　
学内研究助成事業　
産学官連携制度 
特色ある研究の取組紹介 

弘前大学放射線安全総合支援センター
弘前大学ＣＯＩ
地域の特性を・資源を活かしたイノベーション創出・人材育成事業

研究倫理・生命倫理
研究活動の不正行為への対応について
法令に基づく制度 
生物遺伝資源の取扱い 

社会連携
地方自治体等との連携　
生涯学習　

国際交流・留学
国際連携本部 

学内向け情報
職員録　
教員業績評価・職員人事評価　
開かれた大学運営の制度　
労使協定・学内保育園等　
会計に関する情報　
弘前大学利益相反マネジメント【学内限定】　　
苦情処理室　
手引き・ハンドブック

教員のための学生指導・学生支援の手引き【学内限定】　
課外活動団体顧問のためのハンドブック　　

物品リサイクル掲示板のページ
IRデータ管理システム【学内限定】

受験生の方へ
弘前大学で学びたい（入試情報）　
海外から入学したい　
授業を知りたい

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）、教育課程編成・実施の方針（カリキュラム･ポリシー）　
入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）　
学年歴　
講義内容（シラバス）　

特色ある教育を知りたい
地（知）の拠点
めざせじょっぱり起業家

授業料・奨学金を知りたい
入学料・授業料　
入学料・授業料免除の申請・
奨学制度

キャンパスライフを知りたい
課外活動 （サークル等）　
アルバイト　
学生寮　

就職支援を知りたい
弘前大学教育推進機構キャリアセンター

研究活動を知りたい
本学で行っている地方自治体等との連携、研究の実施状況など

海外へ留学する方法を知りたい　
弘前大学から海外への留学の流れ

お問い合わせ
入試に関するお問い合わせ　

http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/syomei.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/schoollife/madoguchi.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/schoollife/kagai.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/research/volunteer.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/research/volunteer_assist.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/wordpress2014/wp-content/uploads/2015/01/kagaibook.pdf
http://www.hirosaki-u.ac.jp/research.html
https://www.innovation.hirosaki-u.ac.jp/
http://www.hirosaki-u.ac.jp/research/details-researcher.html
https://www.innovation.hirosaki-u.ac.jp/gakunai
https://www.innovation.hirosaki-u.ac.jp/sangakukan
https://www.innovation.hirosaki-u.ac.jp/study
http://crss.hirosaki-u.ac.jp/
http://coi.hirosaki-u.ac.jp/web/
http://www.hirosaki-u.ac.jp/agrilife/
https://www.innovation.hirosaki-u.ac.jp/rinri
https://www.innovation.hirosaki-u.ac.jp/horei
https://www.innovation.hirosaki-u.ac.jp/foreign-gene
http://www.hirosaki-u.ac.jp/research/chiikirenkei.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/research/shogai.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/international.html
http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/about_ich/ai_page1/
http://www.hirosaki-u.ac.jp/evaluation.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/soshiki/evaluation/personnel_information.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/soshiki/evaluation/jinjihyouka.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/soshiki/evaluation/seido.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/soshiki/evaluation/roumu.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/soshiki/finance.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/soshiki/rieki.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/jinku.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/jimu/gakumu/gakunai/sidousien/tebiki09.pdf
http://www.hirosaki-u.ac.jp/jimu/gakumu/pdf/01.pdf
http://db.jm.hirosaki-u.ac.jp/cybouz/db.exe?page=DBView&did=769
http://www.hirosaki-u.ac.jp/evaluation/ir-system.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/future.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/%7Enyu/
http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/studyabroad02/sa02_page1/
http://www.hirosaki-u.ac.jp/policy/policy.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/policy/policy.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/schoollife/calendar.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/academic/syllabus.html
http://coc.hirosaki-u.ac.jp/
http://sjinzai.hirosaki-u.ac.jp/
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/tuition/menjo.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/tuition/shogakukin.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/schoollife/kagai.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/schoollife/arbeit.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/academic/gakuryo.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/shushoku/index.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/research.html
http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/studyabroad01/sa01_page1/
http://www.hirosaki-u.ac.jp/%7Enyu/Inquiry/index.html
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高大連携関連事業
オープンキャンパス　

在学生の方へ
授業について調べたい

学年歴　
講義内容（シラバス）　

授業料・奨学金について調べたい
入学料・授業料　
入学料・授業料免除の申請　
奨学制度　

キャンパスライフを充実させたい
学生教育研究災害傷害保険等　
学生相談・健康　
課外活動 （サークル等）　
アルバイト　
学生寮　

海外へ留学したい
弘前大学から海外への留学

留学生と交流したい　
イングリッシュラウンジ

就職支援を知りたい　
弘前大学教育推進機構キャリアセンター

大学院へ進学したい
大学院入試について

研究活動を知りたい
地方自治体等との連携、研究の実施状況など

施設を利用したい
大学施設の利用について

手続き・窓口　
窓口利用案内　
お問い合わせ
各種相談　

卒業生の方へ
弘前大学を支援したい　

弘前大学基金
施設を利用したい

大学施設の利用について
学生を採用したい　

弘前大学教育推進機構キャリアセンター
証明書を申請したい　

卒業証明書等の発行
同窓生と交流したい

弘前大学同窓会
教員免許状更新講習について知りたい

教員免許状更新講習
弘前大学のイベントを知りたい

弘前大学イベントカレンダー
企業・研究者の方へ

研究活動を知りたい　
弘前大学研究推進機構
弘前大学放射線安全総合支援センター
弘前大学ＣＯＩ
地域の特性を・資源を活かしたイノベーション創出・人材育成事業

研究支援を知りたい　
学内研究者向け情報

弘前大学と連携したい　
産学官連携制度

弘前大学で働きたい　
教職員公募情報

弘前大学を支援したい　
弘前大学基金

施設を利用したい
大学施設の利用について

学生を採用したい　
弘前大学教育推進機構キャリアセンター

調達情報　

http://www.hirosaki-u.ac.jp/%7Enyu/08_shingaku_sodan/h29_demae_kengaku.pdf
http://www.hirosaki-u.ac.jp/%7Enyu/08_shingaku_sodan/Opencampus.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/student.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/schoollife/calendar.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/academic/syllabus.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/tuition/tuitionlist.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/tuition/menjo.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/tuition/shogakukin.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/tuition/hoken.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/schoollife/soudan.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/schoollife/kagai.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/schoollife/arbeit.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/academic/gakuryo.html
http://www.kokusai.hirosaki-u.ac.jp/studyabroad01/sa01_page1/
http://culture.cc.hirosaki-u.ac.jp/EL/Welcome.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/shushoku/index.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/%7Enyu/03_daigakuin/index.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/research.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/facility.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/schoollife/madoguchi.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/contact.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/schoollife/soudan.html#soudan01�
http://www.hirosaki-u.ac.jp/graduate.html
http://fund.hirosaki-u.ac.jp/
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/facility.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/shushoku/index.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/support/syomei.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/alumni.html
https://kaguya.edu.hirosaki-u.ac.jp/
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/calender.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/enterprise.html
https://www.innovation.hirosaki-u.ac.jp/for-company
http://crss.hirosaki-u.ac.jp/
http://coi.hirosaki-u.ac.jp/web/
http://www.hirosaki-u.ac.jp/agrilife/
https://www.innovation.hirosaki-u.ac.jp/for-university
https://www.innovation.hirosaki-u.ac.jp/sangakukan
http://www.hirosaki-u.ac.jp/employment_information.html
http://fund.hirosaki-u.ac.jp/
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/facility.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/shushoku/index.html
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入札・契約情報、弘前大学調達予定情報など
お問い合わせ　

共同研究等をご検討の方へ
本学職員への兼業依頼　

地域・一般の方へ
弘前大学で学びたい

弘前大学グリーンカレッジ
公開講座、授業の聴講

弘前大学のイベントを知りたい
弘前大学イベントカレンダー

公開講座等に参加したい　
弘前大学生涯学習教育センター

弘前大学を支援したい　
弘前大学基金

弘前大学で働きたい　
教職員公募情報

施設を利用したい
大学施設の利用について

サークル活動を知りたい
課外活動 （サークル等）　
学生のボランティア活動　

教員免許状更新講習について知りたい
教員免許状更新講習

お問い合わせ 
各種相談　

アクセス・キャンパスマップ
キャンパス案内（文京町地区）
キャンパス案内（富野町地区）
キャンパス案内（学園町地区）
キャンパス案内（本町地区）
弘前市までのアクセス

プライバシーポリシー
サイトマップ
お問い合わせ

http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/soshiki/choutatu-jyouho.html
https://www.innovation.hirosaki-u.ac.jp/contact
http://www.hirosaki-u.ac.jp/research/kengyou.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/public.html
http://coc.hirosaki-u.ac.jp/green.html
http://culture.cc.hirosaki-u.ac.jp/sgcenter/?page_id=4
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/calender.html
http://culture.cc.hirosaki-u.ac.jp/sgcenter/
http://fund.hirosaki-u.ac.jp/
http://www.hirosaki-u.ac.jp/employment_information.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/facility.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/schoollife/kagai.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/research/volunteer.html
https://kaguya.edu.hirosaki-u.ac.jp/
http://www.hirosaki-u.ac.jp/information/schoollife/soudan.html#soudan01�
http://www.hirosaki-u.ac.jp/wp_access/campus_bunkyocho.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/wp_access/campus_tominocho.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/wp_access/campus_gakuencho.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/wp_access/campus_honcho.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/wp_access/hirosakicity_map.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/sitepolicy.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/sitemap_page.html
http://www.hirosaki-u.ac.jp/contact.html
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