
　　　　　旧名称を記載してください。

　　　　　例）　○○大学（旧名称：◇◇大学（平成◇◇年度より名称変更））

　　　　２　認可時から大学の名称変更があった場合には、表題には現在の名称を記載し、その下欄に（　　）書きにて

　　　（夜間）　　０２２-２６４-６４６４

　　　Ｆ Ａ Ｘ　　０２２-２６４-６４５８

　　　ｅ－mail　　h-shomu@mail.tohoku-gakuin.ac.jp

（注）　１　大学番号の欄については、調査対象大学等に対して別途発出する、事務連絡「令和２年度の履行状況報告書

　　　　　の提出について（依頼）」の別紙に記載のある大学番号を記載してください。

　　　職名・氏名　　庶務課長
ショムカチョウ

　　石上
イシガミ

　貫繁
ミチシゲ

　　　電話番号　　０２２-２６４-６４６４

　　担当部局（課）名　法人事務局 庶務部庶務課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注２

収容定員に係る学則変更を行った大学の履行状況報告書

学校法人東北学院　　　　
令和２年５月１日現在

　作成担当者

東北学院大学

[平成30年度　収容定員の総数の増加］

　　　計画の区分：大学の収容定員に係る学則変更

認可 

大学番号：０００ 大学番号：私０１６  注１ 



①文学部英文学科

②文学部総合人文学科

③文学部歴史学科

④経済学部経済学科

⑤経済学部共生社会経済学科

⑥経営学部経営学科

⑦法学部法律学科

⑧教養学部人間科学科

⑨教養学部言語文化学科

⑩教養学部情報科学科

⑪教養学部地域構想学科

目次
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設　　置　　時 変　更　状　況 備　　　考

（マツモト　ノリオ） （ ハラダ　ヨシノリ ）

松本 宣郎 原田　善教

（平成28年4月） （令和２年4月）

（マツモト　ノリオ） （オオニシ　ハルキ）

松本 宣郎 大西　晴樹

（平成28年4月） （平成31年4月）

（ムラノイ　ヒトシ）

村野井　仁

（平成30年4月）

（ウエマツ　ヤスオ） （ウエマツ　ヤスオ）

植松　靖夫 植松　靖夫

（平成29年4月） （平成31年4月）

（デムラ　ミヤコ） （カワシマ　ケンジ）

出村　みや子 川島　堅二

（平成29年4月） （平成31年4月）

（クスノキ　ヨシヒコ） （カワニシ　コウスケ）

楠　義彦 河西　晃祐

（平成29年4月） （平成31年4月）

（マエダ　シュウヤ）

前田　修也

（平成30年4月）

（クラタ　ヒロシ） （イガクラ　マサシ）

倉田　洋 伊鹿倉　正司

（平成30年4月） （令和２年4月）

　　　〒981-3193

１　調査対象大学等の概要等

（１） 設　置　者
　　　 学校法人 東北学院

（２） 大　学　名
　　　　東北学院大学

（３） 大学の位置

理 事 長 任期満了のため(２)

　　　　宮城県仙台市泉区天神沢二丁目1番1号（1・2年次）
　　　〒980-8511
　　　　宮城県仙台市青葉区土樋一丁目3番1号（3・4年次）

（注）・対象学部等の位置が大学本部の位置と異なる場合，本部の位置を（　）書きで記入してください。

　　　・対象学部等が複数のキャンパスに所在する場合には，複数のキャンパスの所在地をそれぞれ記載して

　　　　ください。

（４） 管理運営組織

職　　名

学　　長 任期満了のため（元）

学 部 長 文学部

学科長等
文学部英文学科

再任（元）

学科長等
文学部総合人文学科

任期満了のため（元）

学科長等
文学部歴史学科

任期満了のため（元）

学 部 長 経済学部

学科長等
経済学部経済学科

任期満了のため（２）
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設　　置　　時 変　更　状　況 備　　　考職　　名

（クマザワ　ユミ） （イシカワ　シンサク）

熊沢　由美 石川　真作

（平成30年4月） （令和２年4月）

（サイトウ　ヨシユキ）

齋藤　善之

（平成30年4月）

（オリハシ　シンヤ） （オカダ　コウイチロウ）

折橋　伸哉 岡田　耕一郎

（平成29年4月） （平成31年4月）

（スエヒサ　トシヒコ）

陶久　利彦

（平成30年4月）

（オオクボ　マコト） （オカダ　ヤスオ）

大窪　誠 岡田　康夫

（平成29年4月） （令和２年4月）

（ミズタニ　オサム） （ミズタニ　オサム）

水谷　修 水谷　修

（平成28年4月） （平成31年4月）

（カンバヤシ　ヒロシ） （サカモト　ユズル）

神林　博史 坂本　譲

（平成30年4月） （令和２年4月）

（ツカモト　シンヤ）

塚本　信也

（平成30年5月）

（マツオ　イクオ） （イトウ　ノリユキ）

松尾　行雄 伊藤　則之

（平成29年4月） （平成31年4月）

（マスコ　タダシ） （ヤナイ　マサヤ）

増子　正 柳井　雅也

（平成29年8月） （平成31年4月）

　　　・大学独自の職名を設けていて当該職位がない場合は、各職に相当する職名の方を記載してください。

学科長等

経済学部共生社会経済学
科

任期満了のため（２）

学 部 長 経営学部

学科長等
経営学部経営学科

任期満了のため（元）

学 部 長 法学部

学科長等
法学部法律学科

任期満了のため（２）

（注）・「変更状況」は、変更があった場合に記入し、併せて「備考」に変更の理由と変更年月日、報告年度を

学 部 長
教養学部

再任（元）

学科長等
教養学部人間科学科

任期満了のため（２）

学科長等 教養学部言語文化学科

学科長等
教養学部情報科学科

任期満了のため（元）

学科長等
教養学部地域構想学科

任期満了のため（元）

　　　・対象学部等が複数の場合には、それぞれ記載してください。

　　　（　）書きで記入してください。

　　　（例）令和元年度に報告済の内容　→（元）

　　　　　　令和２年度に報告する内容　→（２）

　　　・昨年度の報告後から今年度の報告時までに変更があれば、「変更状況」に赤字にて記載（昨年度までに報告

　　　　された記載があれば、そこに赤字で見え消し修正）するとともに、上記と同様に、「備考」に変更理由等を

　　　　記入してください。
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（５）　調査対象学部等の名称，定員，入学者の状況等

　　　に報告書を作成してください。

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後

人 年次 人 年度

人

　文学部 3年次 2年次

　　英文学科 230 180 21 6 962 762 平成30

3年次

　　学士（文学） 12

対象年度

区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

人 人 人 人 人 人 人 人

857 919 847 627

(8) (－) (8) (－) ((8)1) (－) ((4)1) (－)

843 902 841 621

(8) (－) (8) (－) ((8)1) (－) ((4)1) (－)

503 353 368 379

(6) (－) (6) (－) ((6)1) (－) ((4)0) (－)

242 186 184 184

(6) (－) (4) (－) ((5)1) (－) ((4)0) (－)

入学定員超過率

Ｂ／Ａ

　　　に報告書を作成してください。

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後

人 年次 人 年度

人

　文学部 3年次 3年次

　　総合人文学科 30 50 2 2 124 204 平成30

　　学士（文学）

対象年度

区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

人 人 人 人 人 人 人 人

228 224 471 357

(1) (－) (1) (－) (0) (－) (0) (－)

[0] [1]

225 221 466 353

(1) (－) (1) (－) (0) (－) (0) (－)

[0] [1]

77 151 149 149

(0) (－) (0) (－) (0) (－) (0) (－)

[0] [1]

31 62 54 50

(0) (－) (0) (－) (0) (－) (0) (－)

[0] [0]

入学定員超過率

Ｂ／Ａ

調査対象学部等の
名称（学位）

設 置 時 の 計 画

定員変更年度 備　考
修業年限

入学定員 編入学定員 収容定員

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
平均入学定員

超 過 率

年

編入学定員は
平成30年度よ
り2年次及び3
年次に設定

4

[0] [0] [1] [0]

[1] [1] [1] [1]

志願者数

[0] [0] [1] [0]

Ａ　 入学定員
230 180 180 180
(21) (21) ((21)6) ((12)6)

調査対象学部等の
名称（学位）

設 置 時 の 計 画

定員変更年度 備　考
修業年限

入学定員 編入学定員 収容定員

Ｂ　 入学者数

[0] [0] [0] [0]

1.05 1.03 1.02 1.02

　　　　　1.03倍
受験者数

[0] [0] [1] [0]

合格者数

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
平均入学定員

超 過 率

年

4

[1] [1]

志願者数

[0] [0]

Ａ　 入学定員
30 50 50 50
(2) (2) (2) (2)

Ｂ　 入学者数

[0] [0]

1.03 1.24 1.08 1.00

　　　　　1.08倍
受験者数

[0] [0]

合格者数

[0] [0]

[1] [1]
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　　　に報告書を作成してください。

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後

人 年次 人 年度

人

　文学部 3年次 2年次

　　歴史学科 150 170 6 2 612 692 平成30

3年次

　　学士（文学） 3

対象年度

区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

人 人 人 人 人 人 人 人

763 744 835 849

(5) (－) (4) (－) ((0)0) (－) ((4)1) (－)

752 737 822 841

(5) (－) (4) (－) ((0)0) (－) ((4)1) (－)

315 364 345 313

(4) (－) (3) (－) ((0)0) (－) ((2)0) (－)

165 189 170 174

(4) (－) (3) (－) ((0)0) (－) ((1)0) (－)

入学定員超過率

Ｂ／Ａ

　　　に報告書を作成してください。

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後

人 年次 人 年度

人

　経済学部 3年次 2年次

　　経済学科 400 440 18 6 1,636 1,796 平成30

3年次

　　学士（経済学） 9

対象年度

区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

人 人 人 人 人 人 人 人

2,354 2,031 2,106 2,059

(6) (－) (1) (－) ((2)0) (－) ((1)0) (－)

2,295 1,996 2,070 2,011

(6) (－) (1) (－) ((2)0) (－) ((1)0) (－)

884 964 919 950

(2) (－) (1) (－) ((1)0) (－) ((0)0) (－)

433 469 457 440

(2) (－) (1) (－) ((1)0) (－) ((0)0) (－)

入学定員超過率

Ｂ／Ａ

調査対象学部等の
名称（学位）

設 置 時 の 計 画

定員変更年度 備　考
修業年限

入学定員 編入学定員 収容定員

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
平均入学定員

超 過 率

年

編入学定員は
平成30年度よ
り2年次及び3
年次に設定

4

[0] [0] [0] [0]

[1] [1] [1] [1]

志願者数

[0] [0] [0] [0]

Ａ　 入学定員
150 170 170 170
(6) (6) ((6)2) ((3)2)

調査対象学部等の
名称（学位）

設 置 時 の 計 画

定員変更年度 備　考
修業年限

入学定員 編入学定員 収容定員

Ｂ　 入学者数

[0] [0] [0] [0]

1.10 1.11 1.00 1.02

　　　　　1.05倍
受験者数

[0] [0] [0] [0]

合格者数

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
平均入学定員

超 過 率

年

編入学定員は
平成30年度よ
り2年次及び3
年次に設定

4

[0] [0] [0] [1]

[1] [1] [1] [1]

志願者数

[0] [0] [0] [3]

Ａ　 入学定員
400 440 440 440
(18) (18) ((18)6) ((9)6)

Ｂ　 入学者数

[0] [0] [0] [1]

1.08 1.06 1.03 1.00

　　　　　1.04倍
受験者数

[0] [0] [0] [2]

合格者数
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　　　に報告書を作成してください。

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後

人 年次 人 年度

人

　経済学部 3年次 2年次
　　共生社会経済学科 170 187 9 4 698 766 平成30

3年次

　　学士（経済学） 3

対象年度

区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

人 人 人 人 人 人 人 人

863 597 802 425

(0) (－) (1) (－) ((0)0) (－) ((0)0) (－)

850 587 788 419

(0) (－) (1) (－) ((0)0) (－) ((0)0) (－)

294 315 303 317

(0) (－) (0) (－) ((0)0) (－) ((0)0) (－)

184 194 194 200

(0) (－) (0) (－) ((0)0) (－) ((0)0) (－)

入学定員超過率

Ｂ／Ａ

　　　に報告書を作成してください。

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後

人 年次 人 年度

人

　経営学部 3年次 2年次
　　経営学科 310 341 17 6 1,274 1,398 平成30

3年次

　　学士（経営学） 8

対象年度

区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

人 人 人 人 人 人 人 人

1,489 1,349 1,135 1,166

(2) (－) (2) (－) ((3)1) (－) ((6)0) (－)

1,480 1,339 1,125 1,156

(2) (－) (2) (－) ((3)1) (－) ((5)0) (－)

613 601 593 692

(1) (－) (1) (－) ((3)1) (－) ((3)0) (－)

341 361 350 350

(1) (－) (1) (－) ((2)1) (－) ((3)0) (－)

入学定員超過率

Ｂ／Ａ

調査対象学部等の
名称（学位）

設 置 時 の 計 画

定員変更年度 備　考
修業年限

入学定員 編入学定員 収容定員

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
平均入学定員

超 過 率

年

編入学定員は
平成30年度よ
り2年次及び3
年次に設定

4

[1] [0] [0] [1]

[1] [1] [1] [1]

志願者数

[1] [0] [0] [1]

Ａ　 入学定員
170 187 187 187
(9) (9) ((9)4) ((3)4)

調査対象学部等の
名称（学位）

設 置 時 の 計 画

定員変更年度 備　考
修業年限

入学定員 編入学定員 収容定員

Ｂ　 入学者数

[1] [0] [0] [1]

1.08 1.03 1.03 1.06

　　　　　1.05倍
受験者数

[1] [0] [0] [1]

合格者数

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
平均入学定員

超 過 率

年

編入学定員は
平成30年度よ
り2年次及び3
年次に設定

4

[3] [4] [3] [0]

[2] [2] [2] [3]

志願者数

[4] [7] [3] [1]

Ａ　 入学定員
310 341 341 341
(17) (17) ((17)6) ((8)6)

Ｂ　 入学者数

[3] [3] [3] [0]

1.10 1.05 1.02 1.02

　　　　　1.04倍
受験者数

[4] [6] [3] [0]

合格者数
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　　　に報告書を作成してください。

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後

人 年次 人 年度

人

　法学部 3年次 2年次

　　法律学科 325 358 12 4 1,324 1,456 平成30

3年次

　　学士（法学） 6

対象年度

区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

人 人 人 人 人 人 人 人

1,469 1,441 1,597 1,494

(2) (－) (4) (－) ((3)0) (－) ((0)1) (－)

1,446 1,422 1,567 1,462

(1) (－) (4) (－) ((3)0) (－) ((0)1) (－)

762 731 816 795

(1) (－) (4) (－) ((2)0) (－) ((0)0) (－)

364 383 367 358

(1) (－) (4) (－) ((1)0) (－) ((0)0) (－)

入学定員超過率

Ｂ／Ａ

　　　に報告書を作成してください。

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後

人 年次 人 年度

人

　教養学部 3年次 2年次

　　人間科学科 100 110 5 2 410 450 平成30

3年次

　　学士（教養学） 2

対象年度

区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

人 人 人 人 人 人 人 人

650 608 653 573

(4) (－) (2) (－) ((0)0) (－) ((0)0) (－)

636 602 648 565

(4) (－) (2) (－) ((0)0) (－) ((0)0) (－)

269 274 274 308

(2) (－) (2) (－) ((0)0) (－) ((0)0) (－)

115 116 112 111

(2) (－) (1) (－) ((0)0) (－) ((0)0) (－)

入学定員超過率

Ｂ／Ａ

調査対象学部等の
名称（学位）

設 置 時 の 計 画

定員変更年度 備　考
修業年限

入学定員 編入学定員 収容定員

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
平均入学定員

超 過 率

年

編入学定員は
平成30年度よ
り2年次及び3
年次に設定

4

[0] [0] [0] [0]

[2] [2] [2] [2]

志願者数

[0] [0] [0] [0]

Ａ　 入学定員
325 358 358 358
(12) (12) ((12)4) ((6)4)

調査対象学部等の
名称（学位）

設 置 時 の 計 画

定員変更年度 備　考
修業年限

入学定員 編入学定員 収容定員

Ｂ　 入学者数

[0] [0] [0] [0]

1.12 1.06 1.02 1.00

　　　　　1.05倍
受験者数

[0] [0] [0] [0]

合格者数

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
平均入学定員

超 過 率

年

編入学定員は
平成30年度よ
り2年次及び3
年次に設定

4

[1] [0] [0] [0]

[1] [1] [1] [1]

志願者数

[1] [0] [0] [1]

Ａ　 入学定員
100 110 110 110
(5) (5) ((5)2) ((2)2)

Ｂ　 入学者数

[0] [0] [0] [0]

1.15 1.05 1.01 1.00

　　　　　1.05倍
受験者数

[1] [0] [0] [1]

合格者数
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　　　に報告書を作成してください。

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後

人 年次 人 年度

人

　教養学部 3年次 2年次

　　言語文化学科 100 110 5 2 410 450 平成30

3年次

　　学士（教養学） 2

対象年度

区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

人 人 人 人 人 人 人 人

475 521 503 438

(4) (－) (1) (－) ((2)0) (－) ((0)0) (－)

468 514 499 436

(4) (－) (1) (－) ((2)0) (－) ((0)0) (－)

231 261 273 266

(3) (－) (1) (－) ((1)0) (－) ((0)0) (－)

110 112 115 114

(2) (－) (1) (－) ((1)0) (－) ((0)0) (－)

入学定員超過率

Ｂ／Ａ

　　　に報告書を作成してください。

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後

人 年次 人 年度

人

　教養学部 3年次 2年次

　　情報科学科 100 110 5 2 410 450 平成30

3年次

　　学士（教養学） 2

対象年度

区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

人 人 人 人 人 人 人 人

502 575 523 549

(1) (－) (1) (－) ((1)0) (－) ((0)1) (－)

497 568 516 544

(1) (－) (1) (－) ((1)0) (－) ((0)1) (－)

243 255 243 269

(1) (－) (1) (－) ((1)0) (－) ((0)1) (－)

109 117 113 113

(1) (－) (1) (－) ((0)0) (－) ((0)1) (－)

入学定員超過率

Ｂ／Ａ

調査対象学部等の
名称（学位）

設 置 時 の 計 画

定員変更年度 備　考
修業年限

入学定員 編入学定員 収容定員

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
平均入学定員

超 過 率

年

編入学定員は
平成30年度よ
り2年次及び3
年次に設定

4

[0] [0] [0] [1]

[1] [1] [1] [1]

志願者数

[0] [0] [0] [1]

Ａ　 入学定員
100 110 110 110
(5) (5) ((5)2) ((2)2)

調査対象学部等の
名称（学位）

設 置 時 の 計 画

定員変更年度 備　考
修業年限

入学定員 編入学定員 収容定員

Ｂ　 入学者数

[0] [0] [0] [0]

1.10 1.01 1.04 1.03

　　　　　1.04倍
受験者数

[0] [0] [0] [1]

合格者数

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
平均入学定員

超 過 率

年

編入学定員は
平成30年度よ
り2年次及び3
年次に設定

4

[0] [0] [0] [0]

[1] [1] [1] [1]

志願者数

[0] [0] [0] [1]

Ａ　 入学定員
100 110 110 110
(5) (5) ((5)2) ((2)2)

Ｂ　 入学者数

[0] [0] [0] [0]

1.09 1.06 1.02 1.02

　　　　　1.04倍
受験者数

[0] [0] [0] [1]

合格者数
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　　　に報告書を作成してください。

変更前 変更後 変更前 変更後 変更前 変更後
人 年次 人 年度

人
　教養学部 3年次 2年次
　　地域構想学科 100 110 5 2 410 450 平成30

3年次

　　学士（教養学） 2

対象年度

区　分 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期 春季入学 その他の学期

人 人 人 人 人 人 人 人

486 517 524 499

(2) (－) (3) (－) ((3)0) (－) ((1)0) (－)

482 514 520 493

(2) (－) (2) (－) ((3)0) (－) ((1)0) (－)

215 219 232 230

(0) (－) (2) (－) ((1)0) (－) ((1)0) (－)

106 120 115 113

(0) (－) (1) (－) ((0)0) (－) ((1)0) (－)

入学定員超過率

Ｂ／Ａ

（注）・　当該調査対象の学部の学科等、定員を定めている組織ごとに記入してください

　　　　（入試区分ごとではありません）。

　　　・　なお、課程認定等によりコースや専攻に入学定員を定めている場合は、法令上規定されている最小単位

　　　　（大学であれば「学科」、短期大学であれば「専攻課程」でも記載してください。その場合適宜各項目の表

　　　　を追加してください。

　　　・　様式は、令和元年度定員変更の４年制の学科の場合ですが、変更年度・修業年限に合わせて

　　　　作成してください。（修業年限が３年以下の場合には欄を削除し、５年以上の場合には、欄を設けてください。）

　　　・　認可後さらに定員を変更した場合は、「備考」に変更前の人数、変更年月及び報告年度を（　）書きで

　　　　記入してください。

　　　・　学生募集停止を予定している場合は、「備考」に「令和○年度から学生募集停止（予定）」と記載してください。

　　　・　数字は、報告年度の５月１日現在の数字を記入してください。　

　　　・　（　 ）内には、編入学の状況について外数で記入してください。なお、編入学を複数年次で行って

　　　　いる場合には、((  ))書きとするなどし、その旨を「備考」に付記してください。 該当がない年には

　　　　「－」を記入してください。

　　　・　転入学生は記入しないでください。

　　　・　[ 　 ]内には、留学生の状況について内数で記入してください。該当がない年には「－」を記入して

　　　　ください。

　　　・　留学生については、「出入国管理及び難民認定法」別表第一に定められる「『留学』の在留資格（いわゆる

　　　　「留学ビザ」）により、我が国の大学（大学院を含む。）、短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程）

　　　　及び我が国の大学に入学するための準備教育課程を設置する教育施設において教育を受ける外国人学生」を

　　　　記載してください。

　　　・　短期交換留学生など、定員内に含めていない学生については記入しないでください。

　　　・　学期の区分に従い学生を入学させる場合は、春季入学とその他の学期（春季入学以外の学期区分を設けている

　　　　場合）に分けて数値を記入してください。春季入学のみの実施の場合は、その他の学期欄は「－」を記入して

　　　　ください。また、その他の学期に入学定員を設けている場合は、備考欄にその人数を記入してください。

　　　・　「入学定員超過率」については、各年度の春季入学とその他を合計した入学定員、入学者数で算出して

　　　　ください。なお、計算の際は小数点以下第３位を切り捨て、小数点以下第２位まで記入してください。

　　　・　「平均入学定員超過率」には、標準修業年限における入学定員超過率の平均を記入してください。

　　　　なお、計算の際は「入学定員超過率」と同様にしてください。

　　　・「平均入学定員超過率」には、開設年度から報告年度までの入学定員超過率の平均を記入してください。

　　　　計算の際は「入学定員超過率」と同様にしてください。なお、完成年度を越えて報告書を提出する大学等は、

　　　　報告年度（令和２年度）から起算した修業年限に相当する期間の入学定員超過率の平均を記載してください。

　　　・　対象学部等が複数の場合には、上記の表を学科ごとに作成してください。

調査対象学部等の
名称（学位）

設 置 時 の 計 画
定員変更年度 備　考

修業年限
入学定員 編入学定員 収容定員

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
平均入学定員

超 過 率

年

編入学定員は
平成30年度よ
り2年次及び3
年次に設定

4

　　　　　1.05倍

100 110 110 110

(5) (5) ((5)2) ((2)2)

[1] [1] [1] [1]

1.06 1.09 1.04 1.02

志願者数

[0] [0] [0] [0]

Ａ　 入学定員

受験者数

[0] [0] [0] [0]

合格者数

[0] [0] [0] [0]

Ｂ　 入学者数

[0] [0] [0] [0]
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大 学 の 名 称 備　　考

H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

年 人 年次 人 倍 倍 倍 倍 倍 年度 年度

人

文学部 1.04

　英文学科 4 180
2年次

6
762 1.05 1.03 1.02 1.02 1.03 平成30 昭和39

3年次
12

　総合人文学科 4 50
3年次

2
204 1.03 1.24 1.08 1.00 1.08 平成30 平成23

　歴史学科 4 170
2年次

2
692 1.10 1.11 1.00 1.02 1.05 平成30 平成17

3年次
3

　教育学科 4 50 - 200 - 1.04 1.16 1.02 1.07 - 平成30

経済学部 1.04

　経済学科 4 440
2年次

6
1,796 1.08 1.06 1.03 1.00 1.04 平成30 昭和39

3年次
9

　共生社会経済学科 4 187
2年次

4
766 1.08 1.03 1.03 1.06 1.05 平成30 平成21

3年次
3

経営学部 1.04

　経営学科 4 341
2年次

6
1,398 1.10 1.05 1.02 1.02 1.04 平成30 平成21

3年次
8

法学部 1.05

　法律学科 4 358
2年次

4
1,456 1.12 1.06 1.02 1.00 1.05 平成30 昭和40

3年次
6

工学部 1.03

　機械知能工学科 4 110
3年次

6
452 1.07 1.08 1.01 1.02 1.04 - 平成18

　電気電子工学科 4 110
3年次

6
452 1.05 0.97 1.02 1.01 1.01 - 平成29

　電子工学科 - - - - - - - - 平成18
平成29年度よ
り学生募集停
止

　環境建設工学科 4 110
3年次

5
450 1.07 1.02 1.04 1.02 1.03 - 平成18

　情報基盤工学科 4 110
3年次

5
450 1.05 0.99 1.00 1.05 1.02 - 平成29

２　既設大学等の状況

東北学院大学

既設学部等の名称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

入学定員超過率 平均入学
定員

超過率

定員変更
年度

（AC期間の学
科のみ）

開設
年度
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大 学 の 名 称 備　　考

H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

東北学院大学

既設学部等の名称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

入学定員超過率 平均入学
定員

超過率

定員変更
年度

（AC期間の学
科のみ）

開設
年度

教養学部 1.05

　人間科学科 4 110
2年次

2
450 1.15 1.05 1.01 1.00 1.05 平成30 平成17

3年次
2

　言語文化学科 4 110
2年次

2
450 1.10 1.01 1.04 1.03 1.04 平成30 平成17

3年次
2

　情報科学科 4 110
2年次

2
450 1.09 1.06 1.02 1.02 1.04 平成30 平成17

3年次
2

　地域構想学科 4 110
2年次

2
450 1.06 1.09 1.04 1.02 1.05 平成30 平成17

3年次
2
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大 学 の 名 称 備考

H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

年 人 年次 人 倍 倍 倍 倍 倍 年度 年度

人

文学研究科（博士前期課程）

　英語英文学専攻 2 10 - 20 0.10 0.00 0.00 0.10 0.05 - 昭和39

　ヨーロッパ文化史専攻 2 5 - 10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 - 平成9

　アジア文化史専攻 2 5 - 10 0.60 0.80 1.60 0.00 0.80 - 平成9

文学研究科（博士後期課程）

　英語英文学専攻 3 3 - 9 0.00 0.00 0.33 0.00 0.11 - 昭和41

　ヨーロッパ文化史専攻 3 2 - 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 平成11

　アジア文化史専攻 3 2 - 6 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 - 平成11

経済学研究科（博士前期課程）

　経済学専攻 2 8 - 16 0.12 0.00 0.00 0.12 0.06 - 昭和42

経済学研究科（博士後期課程）

　経済学専攻 3 2 - 6 0.00 0.00 0.00 0.50 0.16 - 昭和43

経営学研究科（修士課程）

　経営学専攻 2 8 - 16 1.37 1.25 1.37 1.25 1.31 - 平成21

法学研究科（博士前期課程）

　法律学専攻 2 10 - 20 0.00 0.30 0.20 0.30 0.25 - 昭和50

法学研究科（博士後期課程）

　法律学専攻 3 2 - 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 昭和54

工学研究科（博士前期課程）

　機械工学専攻 2 8 - 16 1.50 1.75 1.25 1.87 1.56 - 昭和46

　電気工学専攻 2 8 - 16 0.87 0.37 1.00 1.37 1.18 - 昭和46

　電子工学専攻 2 8 - 16 1.00 1.25 0.62 0.75 0.68 - 平成22

　環境建設工学専攻 2 8 - 16 0.37 0.25 0.87 1.00 0.93 - 平成22

工学研究科（博士後期課程）

　機械工学専攻 3 2 - 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 昭和49

　電気工学専攻 3 2 - 6 0.00 0.50 0.00 0.00 0.16 - 昭和49

　電子工学専攻 3 2 - 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 平成24

　環境建設工学専攻 3 2 - 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 平成22

東北学院大学大学院

既設学部等の名称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

入学定員超過率 平均入学
定員

超過率

定員変更
年度

（AC期間の学
科のみ）

開設
年度
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大 学 の 名 称 備考

H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

東北学院大学大学院

既設学部等の名称
修業
年限

入学
定員

編入学
定　員

収容
定員

入学定員超過率 平均入学
定員

超過率

定員変更
年度

（AC期間の学
科のみ）

開設
年度

人間情報学研究科（博士前期課程）

　人間情報学専攻 2 8 - 16 0.12 0.12 0.37 0.62 0.49 - 平成6

人間情報学研究科（博士後期課程）

　人間情報学専攻 3 3 - 9 0.00 0.33 0.33 0.00 0.22 - 平成8

      ・本年度ＡＣの対象となる学部等については、必ず下線を引いてください。

（注）・本調査の対象となっている大学等の設置者が既に設置している全ての大学（大学院含む）、短期大学及び高等専門学校について

　　　　それぞれの学校ごとに、報告年度の５月１日現在の状況を記入してください。（専攻科及び別科を除く）。

　　　・学部の学科または研究科の専攻等、「入学定員を定めている組織」ごとに全ての組織を記入してください。

　　　　※「入学定員を定めている組織」ごとには、課程認定等によりコース・専攻に入学定員を定めている

　　　　　場合を含めます。履修上の区分としてコース・専攻を設けている場合は含めません。

　　　・「平均入学定員超過率」には、報告年度（令和２年度）から起算した修業年限に相当する期間の

　　　　入学定員超過率の平均を記載してください。

　　　・「備考」の欄については、学年進行中の入学定員の増減や学生募集停止など、収容定員に影響のある情報を記入してください。
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区　　　分
今後の

の実施計画

該当なし

認　可　時

（平成29年度）

該当なし

設置計画履行状況

調　　 査　　 時

（平成30年度）

該当なし

設置計画履行状況

調　　 査　　 時

（令和元年度）

３　附帯事項等に対する履行状況等

附　帯　事　項　等 履　行　状　況

　　　　寄附行為変更の認可の申請に係る附帯事項を除く。） と、それに対する履行状況等について、
（注）・　「認可時」には、認可時または届出時に付された附帯事項（学校法人の寄附行為又は

　　　・　「設置計画履行状況調査時」には、当該調査の実施年度の年を記入してください。

　　　　具体的に記入してください。
　　　・　「設置計画履行状況調査時」には、当該年度の調査の結果、当該大学に付された指摘を
　　　　全て記入するとともに、付された指摘に対する履行状況等について、具体的に記入してください。
　　　　その履行状況等の参考となる資料があれば、添付してください。
　　　・　「履行状況」では、履行中であれば「履行中」、履行が完了していれば「履行済」を選択してください。
　　　・　該当がない場合には、「附帯事項等」の部分に「該当なし」と記入してください。
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