
大正   7 年　創設者山田きみ先生 裁縫塾設立

昭和 26 年　青森山田高等学校開校

昭和 37 年　青森短期大学開学（商経科）

昭和 38 年　青森短期大学教職課程新設

昭和 41 年　理事長 木村正枝 就任 

昭和 43 年　青森大学開学 経営学部 経営学科設置

　　　　　   初代学長 明比達朗 就任

昭和 44 年　青森大学産業研究所開設

昭和 56 年　青森大学に社会学部 社会学科 増設

平成   4 年　青森大学工学部に 電子情報学科、

　　　　　  情報システム工学科、生物工学科 増設

平成   9 年　経営学部産業学科・社会学部社会福祉学科増設

平成 11 年　青森大学に大学院、環境科学研究科

　　　　　   （環境管理学専攻・環境教育学専攻）開設

平成 14 年　工学部生物工学科、食品衛生管理者及び

　　　　　   食品衛生監視員の養成施設として指定を受ける

平成 15 年　社会学部社会福祉学科、介護福祉士養成施設等指定認可

平成 16 年　工学部改組、ソフトウェア情報学部 ソフトウェア情報学科、

　　　　　   薬学部 医療薬学科開設

平成 18 年　薬学部医療薬学科を薬学科に名称変更し

　　　　　   6 年制としてスタート

平成 26 年　理事長 岡島成行 就任

平成 29 年　経営学部を総合経営学部へ名称変更

平成 30 年　青森山田学園創立 100 周年、青森大学開学 50 周年

　　　　  　 第八代学長 金井一賴就任

　　　　      青森大学 東京キャンパス総合経営学部 開設

令和   2 年　青森大学 東京キャンパスに

　　　　　  社会学部、ソフトウェア情報学部増設
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青森の豊かな自然と文化の中で人間性と確かな教養を培い、
社会に役立つ基礎学力、技術及び専門知識を身に付けさせるための実践的な教育を行う。

教員と学生の親密なコミュニケーションを通じて、教員が個々の学生の能力を
十分に引き出すための親身な指導を行う。

大学の知的財産を活用することにより地域への社会貢献を行うとともに、
地域との親密な交流を通じて地域から愛される大学となることを目指す。
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カリキュラム改革 東京キャンパスに
文理融合型の

3 学部開設！

日本が、世界が注目する

青森大学薬学部の研究レベル

対象学年：総合経営学部・社会学部・ソフトウェア情報学部…１～３年次（１年次は後期から）

青森大学 東京キャンパス

副専攻とは？

連携課程

副専攻制度 〒134-0087 東京都江戸川区清新町2-10-1

青森大学薬学部 瀬谷司教授

青森ねぶた健康研究所（創薬棟）

文理融合をテーマにカリキュラムを大幅に刷新。進化する ICT 技術、到来す
る AI 時代、そしてグローバル時代。これまでの文系、理系という括りにとら
われず、幅広い知識と教養を身につけるため、青森大学では文理融合型教育
を推し進めます。他学部の専門科目を受講することで、専攻分野に多角的な
視点を与え、これからの時代に力強く貢献する人材を育成します。

他学部の専門科目から所定の単位（20 単位）を取得することで副専攻の修
了証が付与されます。2020 年度後期より、履修登録を開始。総合経営学部は、

「ビジネスイノベーション副専攻」、社会学部は「地域政策副専攻」、ソフト
ウェア情報学部は「コンピューテーショナル・シンキング副専攻」を開設し
ます。

青森の自然を生かしたフィールドツーリズム（体験型観光）に特化し、複数
の学部の教員が兼務する形で、新学科に相当する学部横断型の「連携課程」
を 21 年度に新設する準備を進めています。

新薬開発拠点となる創薬棟「青森ねぶた健康研究所」を
2019年度に開設し、ワクチン免疫学の権威、瀬谷司教授
を所長として招聘しました。この研究所では、免疫の働
きを強めることで副作用のないがんや感染症のワクチン
治療新薬開発に向け研究を進めています。この研究は医
薬品創出を推進する「日本医療研究開発機構 (AMED)」
の助成対象に選ばれており、がんや感染症の治療・予防
だけでなく、認知症や高齢者の生活習慣病にも効果が見
込まれると注目されています。青森ねぶた健康研究所は、
世界中に猛威を振るう感染症の治療薬開発を目指す国家
プロジェクトにも参加しています。

IT 技術を駆使し、青森と東京をリアルタイムで繋ぎインタラクティブな授業を展
開しています。客員教授に SHOWROOM 株式会社、前田裕二社長ら各界の専門家を
迎え、最先端の中小企業・ベンチャー経営を肌で感じることができます。留学生も
多数在籍し、国際色豊かな環境での異文化交流を通して国際人養成だけでなく、
世界中にネットワークを構築し世界に通用する人材の輩出を目指しています。

2020 年 4 月から総合経営学部
に加え、社会学部、ソフトウェ
ア情報学部も開設され、青森と
東京を往復する新しい学習スタ
イルはさらに発展します。

青森大学薬学部は薬剤師を養成することで地域に
貢献してきましたが、薬学研究の水準も非常に高く、
トップレベルの教員を揃えています。

講義する前田裕二客員教授

東京メトロ東西線「西葛西駅」から徒歩約15分
JR京葉線「葛西臨海公園駅」から徒歩約20分

※東京ディズニーランドまで電車で1駅

総合経営学部 社会学部 ソフトウェア情報学部

名 称

説 明

（目的等）

ビジネスイノベーション副専攻 地 域 政 策 副 専 攻 コンピューテーショナル
シンキング副専攻

環境が激変する中、企業経
営のイノベーションが求め
られています。ベンチャー
マインドの醸成、中小企業
の第二創業や事業承継等の
現代の経営に関する諸問題
を解決するためのイノベー
ション能力を身に付ける。

公務員や準公共セクター
（農協、商工会、銀行等）
の基本的知識と実践力を
身に付ける。

問題の分解・抽象化・パタ
ーン認識・アルゴリズム的
思考などのコンピュータ科
学の基本概念を用いて問題
解決を行える知識・技能を
身に付ける。

起業家、中小企業経営（事業
継承）、第二創業 （農協、商工会、銀行等）

公務員、準公共セクター コンピューテーショナル・シ
ンキング技能を備えた社会人

キャリア
イメージ

　　　　　　　   所属する学部の課程で卒業を目指す「主専攻」に加え、学部
を越えて、興味関心のある特定分野を主体的に学修する制度です。本学では
文系・理系それぞれの分野から３つの副専攻を開設しています。所定の単位
を修得することで、「副専攻修了証書」が授与されます。就職活動の際に履歴
書等に記入するなど、様々な場面でアピールできます。



青大座談会
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AODAI ZADANKAI

学長：大学生活では学生一人一人の自主性が大事だと考
えています。その自主性と大学における教育が相乗効果
を生み、将来への糧となります。そこで、皆さんの日頃
考えていることや将来設計などを聞きたいと思います。
大学以外の課外活動でもプライベートなことでも構いま
せん。

小笠原：学生団体を自分で立ち上げて活動したり、ビジ
ネスアイデアコンテストに参加したりしています。自分
らしく楽しいビジネスアイデアのプレゼンができたと思
います。また、大学祭の実行委員としてステージ司会を
しました。学部にとらわれずに活動していて、非常に有
意義な学生生活を過ごしています。

学長：好奇心旺盛ですね。参加する活動の判断基準はあ
りますか？

小笠原：「来るもの拒まず」です。未体験ならば積極的
にやろうと思っています。

学長：素晴らしいと思います。チャレンジする機会が多
いということはそれだけ経験の多さにつながります。大
切にしてください。ゴビンダさんはどうですか？

ゴビンダ：「自分に必要な知識、能力、経験はなんだろ
う？」と考えながら行動しています。サークル活動など
声が掛かったものは、何でもやっています。色々な国の
学生同士で意見が合わないこともありますが、話し合い
解決する能力が社会人になった時に活きてくるのではな
いかと考えています。

青森イノベーション塾※に参加した経験を活かして、
将来日本以外の国での起業を考えているので、日本語
以外の他言語も勉強しています。

学長：青森イノベーション塾では優秀な講師陣による
貴重な話を聞けるだけでなく、自分のビジネスプラン
についてもじっくり相談できるから、貴重な機会です
よね。佐々木さんはどうですか？

佐々木：私は喫茶店でアルバイトをしているのですが
お客様は同世代より年配の方が多いです。将来、薬剤
師になって働く病院や薬局では年配の方が多いので、
話し方や言葉づかいを変えて話すことの大切さを学び
ました。

学長：学生同士で使う言葉と年配者が使っている言葉
は違うでしょ？私は学生同士で使っている言葉が分か
らないことがよくあります。同じ日本語なのにだよ？
(笑)佐藤さんはどうですか？

佐藤：私は秋田から青森に来て、一人暮らしをしてい
ます。学外では「青森大学学生ボランティア集団
NFNC」として活動しています。また、お弁当屋さん
でアルバイトもしています。なるべく家族に頼らない
ように、自立した生活を送れるように、心がけていま
す。

学長：一人暮らしは大変ですね。ところで食事は自炊
しているのですか？

佐藤：はい。アルバイト先で働いているパートさんか
ら家庭の味を教えてもらい、母から教えてもらったも
の以外も身につけています。

学長：経験から学ぶことはたくさんありますが、学ぶ
ことは人それぞれですよね。でも、一般化された理論
は違う。理論通りいかないこともありますよね？私自
身学者になる前は、一般企業で予算の配分をしていた
のですが、それまでに学んだ戦略論や組織論の理論知
を活かせたと思います。青森大学で学んでいることを
将来にどうやって関連付けていくかを考えてほしいと
思います。そうすれば、青森大学での学びが真に身に
つくと思いますよ。ところで、青森大学では2020年度
から、副専攻プログラムを開始します。これは本来在
籍している学部から付与される学士課程の学位とは別
に修了証を与えられる、いわば付加価値になります。
これについて、何か興味があることはありますか？

小笠原：卒業後数年働いたら起業をしたいと考えていま
す。そのために、決算や会計、簿記などを学んでみたい
です。ただのプログラマーではなく、プログラミングを
売りにできる経営者になるために「ビジネスイノベーシ
ョン副専攻」を学んでみたいです。

ゴビンダ：「コンピューテーショナル・シンキング副専
攻」です。これからの時代はITがベースになる。基本的
なIT技術を身に着けることで、経営者として時代につい
ていけるようになりたいです。

小笠原：プログラミングを知っていると、開発部門など
のことも判断もできるので、とても良いアイディアだと
思います。

学長：データサイエンスは、まさに文理融合ですよね。
クリックで出てくるレベルの情報は、差別化できません
が、情報を集めすぎると受け入れられなくなります。そ
れを受け入れるためには、自分のキャパシティを広げる
必要があります。大学でできる面白いことは自分のキャ
パシティを広げることだと思います。

副専攻は自分のキャパシティを
広げることにつながります

「尖ったユニークな大学」に
むけて青森大学は改革真っ只中！

※青森イノベーション塾：青森市産官学連携プラットフォー
ム事業の一環で、学生や一般市民のイノベーション醸成のた
めに、青森大学金井学長が中心となって行ったセミナーです。

学長：今までと波長が違うものに触れると驚きがありま
すよね。自分自身が何にワクワクできるか？ワクワク感
を知ることが大切です。東京キャンパスを作った理由は
青森と東京のスピード感の違いを体験してほしかったか
らです。4月からは総合経営学部に続き、社会学部、ソ
フトウェア情報学部も加わります。東京キャンパスを通
じてワクワク感を知り、自分を高めて欲しいと思いま
す。

佐藤：私は東京の総合病院で医療ソーシャルワーカーに
なりたいと考えています。就職活動で東京の病院とクリ
ニックへ行きました。就職活動の際に、東京キャンパス
を活用できますか？

学長：就職活動の時は、各種証明書の発行や、書類作成な
どの場所として使えます。履修登録している科目が配信に
対応していれば青森の授業を東京で受講もできます。大い
に東京キャンパスを活用して欲しい。

佐々木：私は薬剤師に憧れて薬学部に入学しました。薬剤
師の中でも、病院薬剤師になりたいと考えています。

学長：佐藤さんや佐々木さんのように、自分の理想像を持
ってほしいです。現状と理想像のギャップをどう埋めるか
を考えていくと、それが力になり戦略になりますよね。青
森ねぶた健康研究所では最先端の創薬研究が行われていま
す。他の学部でも水準の高い研究が行われているので、積
極的に見学したり、気軽に話を聞きに行って自分の理想像
を見つけて、どうすればその理想像に近づけるかを考えて
いくのが大事です。

学長：私は青森大学を「尖ったユニークな大学」にしたい
と思っています。幕の内弁当じゃなくて、独自のメニュー
を目指そう！独自性を持った日本中から選ばれる大学にし
たいと思っています。青森大学は改革の真っ只中です！
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WAIBA GOBINDA 佐々木　可多奈金井 一賴佐藤　葵美 小笠原　一真
ワイバ ゴビンダ

総合経営学部　4年 薬学部　5年社会学部 　4年 学長 ソフトウェア情報学部 　3年

ネパール出身
青森県立弘前南高等学校出身秋田県立大館国際情報学院

高等学校出身
青森県立弘前中央高等学校出身

さん さん さん さん
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新卒のみ令和元年度実績

東北の
薬学大トップの

75

100

少人数教育

%

%

%

地域医療に貢献する薬剤師を育成します

学生一人一人に合った教育を

北東北に位置する青森県の特性を活かした教育を行うとともに、
薬学最先端の研究（青森ねぶた健康研究所）を行います。

少人数での教育体制をとっています。全ての教員が学生の担当となり、
学力到達度の確認だけでなく、メンタル的なフォローも行います。

薬剤師となってからも、生涯講義などを通じで、卒業生をサポートします。
患者個人個人にあった薬物治療を自ら考え行動する薬剤師を育て続けます。

学生と教員とが話し合うことにより互いに理解を深め、

講義や進路、日常生活について不安を取り除きます。

180コマの対策演習、学生要望に基づく対策補講、外部講師による
講義（夏期・秋期・冬期・直前）、6回以上の対策模試。4つのプログ
ラムで国家試験合格を強力にバックアップします。

全国・地方とも薬剤師不足が深刻な状況となっています。
薬剤師の活躍の場は今後も拡大し、高い求人倍率が続く
見込みです。青森県外出身者の学生も、希望する都道府
県への就職がかなっています。

小松 怜奈

薬学部 
薬学科４年

青森県立青森東高等学校出身

さん
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自ら考え、行動する薬剤師として地域に貢献する
学生の紹介

授業紹介

福井雅之 准教授 生体防御学

青森大学 脳と健康科学研究センター

薬剤師でなければできない業務

薬剤師であれば有利に取得できる資格 薬学部既卒者が取得できる資格

薬剤師であれば取得できる資格（業務）

カリキュラム

薬学部 薬学部

三浦裕也 教授 薬学概論

下山律子 教授 薬学実務実習（病院・薬局）

2017年に設立した本センターは、脳神経外科領域に強みを
持つ 医療法人雄心会とスポーツ科学などスポーツを通した
教育に特徴を持つ青森大学が連携し、医療・薬学における
研究活動を通して
社会貢献と薬剤師
育成の強化を図る
ことを目的として
います。

日本大学大学院修了、医学博士
医療法人 雄心会青森新都市病院総長
青森大学脳と健康科学研究センター長

東京医科歯科大学大学院修了、脳神経外科専門医
医療法人雄心会 青森新都市病院 脳神経外科医長
青森大学脳と健康科学研究センター 教授

植木章晴 准教授 卒業研究

・調剤業務

・薬局の管理者（管理薬剤師）

・医薬品製造販売業の統括製造責任者

・医薬品製造業の管理者

・学校薬剤師

・保険薬剤師

・国家健康保険薬剤師

・認定薬剤師

・かかりつけ薬剤師

・専門薬剤師

・認定実務実習指導薬剤師

・スポーツファーマシスト

・薬剤師国家試験（受験資格）

・建築物環境衛生管理技術者

・水道技術管理者

・登録販売者（受験資格）

・ごみ処理施設の技術管理者

・騒音関係、粉塵関係、振動関係の
  公害防止管理者

・甲種危険物取扱者（受験資格）

・毒物劇物取扱責任者

・医薬部外品、化粧品および医療機器の製造販売業の総括製造販売責任者

・医薬部外品、化粧品および医療機器製造所の責任技術者

・店舗販売業務等の責任者

・検疫委員

・放射線取扱責任者

・薬事監視員

・食品衛生管理者

・麻薬管理者

・向精神取扱責任者

・環境衛生指導者

・麻薬取締官

・衛生管理者

・飼料製造管理者

・介護支援専門員（ケアマネジャー）

・臨床検査技師

・作業環境測定士

・公害防止管理者

・環境測量士

・労働衛生コンサルタント（受験資格）
CURRICULUM 下記の科目は、各学年で履修する科目の一例です。

スポーツによる脳震盪、外傷性脳損傷
慢性外傷性脳症への対策

スポーツと健康増進、
運動と関連する脳循環、神経受容体の変化

片山 容一　 特任教授

日浦 幹夫　教授

薬学部生は研究能力を培うために４～6年次に卒業研究に取り組みます。卒業研究では一人一つの研究課題（テーマ）を持ち、調査、仮

説構築、研究計画立案・実行、得られた結果の考察を進めていきます。研究成果は学内発表会において発表、討論し、最終的には卒業

論文としてまとめます。また、優れた成果は学会発表や学術論文の発表を行い、学外へ発信されます。卒業研究を通して、問題を発見

し解決する力、情報収集・分析能力、コミュニケーション・プレゼンテーション能力を養い、さらにそれらを実践に応用する力を身に

つけることで、学んだ専門的知識・技能を総合的に活用し、医療の進歩に貢献できる薬剤師となるために必要な資質を育みます。

薬学実務実習とは、薬学部で学んできた知識・技能・態度を基に、医療人の一員として臨床現場を体験し、臨機応変に対応できる実践

的な能力を習得する参加・体験型学習です。4年次において薬学共用試験に合格した学生が、5年次から病院および薬局でそれぞれ11週

間、合計22週間実習します。病院においては、医療チームの一員として患者への薬物療法の役割を学び、薬局においては、地域住民の

薬物治療、在宅医療、セルフメディケーションの実践を学びます。また、病院・薬局が連携した地域医療活動についても参加体験しま

す。終了後は、実務実習指導薬剤師、大学教員、学生の参加による成果発表会を年2回開催しています。

近年、鳥インフルエンザ、SARS、新型コロナウイルスなど、新たな病原微生物の感染症が世界規模で問題になっています。感染症は人

体に備わる免疫が病原微生物を排除しきれない時に症状として現れます。また、日本人の３人に1人が花粉症や食物アレルギーなど、何

らかのアレルギーを持っていると言われていますが、アレルギーも異物を排除するという免疫反応の一つです。生体防御学では、我々

の体に侵入しようとする微生物などの異物を排除する免疫の仕組みを学びます。免疫システムは、自分の体を構成する成分を「自己」

と判断して許容し、それ以外の成分を「非自己」と判断して排除します。免疫を理解することで、絶えず外界から侵入してくる異物か

ら生体を守る仕組みをわかりやすく解説していきます。

目的をもって入学した薬学部ですが、将来どのような仕事があるのか、またその仕事の内容について、わからないことが多いと思いま

す。薬学概論では、自分のイメージする職業と薬学に関する研究・勉強の実際をつなぐべく、病院および薬局で働く薬剤師を招いて話

を聞きます。さらに、入学するまであまり情報が得られなかった薬剤師が働く仕事や場所を紹介し、そして実際に見学します。それに

よりなぜ大学で多彩な科目を学ばなければならないか、なぜ6年間学ばなければならないかの理解を促します。薬学概論を通して、有意

義な6年間の学生生活を送れることを願っています。

6 年次1年次 2年次 3年次 4年次 5年次

生化学Ⅰ・Ⅱ
機能形態学Ⅰ・Ⅱ
薬学基礎演習Ⅰ

物理化学Ⅰ～Ⅲ
分析化学Ⅰ・Ⅱ
有機化学Ⅱ・Ⅲ

生体防御学Ⅰ・Ⅱ
ゲノム解析学
分析化学実習

衛生薬学Ⅲ～Ⅴ
衛生化学実習

薬物治療学Ⅰ～Ⅳ
薬理学実習
薬剤学実習

漢方・OTC・セルフメディケｰション
臨床検査学

薬学臨床Ⅴ・Ⅵ
実務実習事前学習
薬事関係法規・制度Ⅰ・Ⅱ

病院実習
薬局実習 処方解析・症例検討Ⅱ

卒業研究
論文購読

地域の医療・福祉
薬局マネジメント

卒業研究
薬学特論Ⅳ～Ⅷ

卒業研究
薬学特論Ⅰ～Ⅲ

臨床医学概論
地域と健康Ⅲ

薬学臨床Ⅲ・Ⅳ
薬倫理学
日本薬局方概論

薬学セミナー

地域と健康Ⅱ地域と健康Ⅰ

薬学臨床Ⅱ

薬理学Ⅰ・Ⅱ

衛生薬学Ⅰ・Ⅱ

薬学臨床Ⅰ
薬学概論Ⅰ
コミュニケーション入門

基礎薬学

衛生薬学

医療薬学

薬学臨床
薬学と社会

総合研究

アドバンスト
教育

薬学部の勉強は大変ですが、個性豊かな先生方が親身にサポートしてくれるの
で安心です。将来は患者様に信頼される薬剤師になりたいです。今は薬剤師国
家試験合格を目指して、復習を中心に学習しています。勉強の息抜きには趣味
のピアノを弾いています。

小松さんの地道なところが素晴らしい !!　by 学科長

小松 怜奈
薬学部 薬学科４年

青森県立青森東高等学校

さん
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総合経営学部
経営学科
Faculty of Business Administration and Management 五十嵐 涼介

総合経営学部 
経営学科
スポーツビジネスコース４年

北海道恵庭南高等学校出身

新体操部主将の経験を活かして
保健体育の教員を目指しています

さん

中小企業経営やベンチャー経営に
挑む若者を育てます

経営の観点から学ぶスポーツにも力を入れます。
また、青森県産業界と連携し地域のポテンシャルを活かし、
地域創生に参画します。

ビジネスイノベーションコース
ITや英語など新時代の企業経営に必要な知識とスキルを習得し、
中小企業の活性化に必要な独創性や挑戦する心を持った人材を育
成するコースです。
キャンパスを飛び出した企業見学や長期インターンシップ、プロ
ジェクト型の学習を通じて、自ら学び行動する力や問題解決能力
を育てます。

企業人にとって必須のスキルである財務・会計情報の読み方、作
り方を理論的かつ実践的に学び、実務の即戦力となる人材を育成
するコースです。
財務会計のプロを養成する早期一貫教育にも力を入れており、習
熟度に応じて日商簿記検定各級に対応した科目を履修できるカリ
キュラムを用意しています。

スポーツを経営・ビジネスの観点から学ぶコースです。スポーツ
に関する法律、スポーツ施設の管理運営、公認スポーツ指導者の
資格・育成、スポーツクラブの運営などを学びます。また、保健
体育の教員免許取得に必要な科目も用意しています。

スポーツビジネスコース

会計コース
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ビジネスを学び、実践する力に！
学生たちの「発見」「貢献」「挑戦」を応援！授業紹介

飛鳥由美子 准教授 会計学基礎論

中田吉光 教授 スポーツ心理学

佐々木豊志 教授 佐々木ゼミ

取得できる資格

総合経営学部 総合経営学部

青森市学生ビジネスアイデアコンテスト 企業訪問

総合経営学部学生研究発表大会

総合経営学部学生研究発表大会では、大学４年間の集大成として、
ゼミ代表が卒業論文の発表をおこないます。
2019年度の大会には、8ゼミから各１名、合計8つの発表がありました。
上位入賞者は次のとおりです。

最優秀賞：佐藤みなみ「わが国における国際財務報告基準の適用に関する一考察」

優秀賞：中島魁「交通系ICカードとまちづくりに関する一考察～青森市を事例として～」

優良賞：久野竣哉「青森港のクルーズ船寄港促進の取り組みと今後について」

佳作：児玉威吹「パーソナルジムの開業プランと経営戦略」

高等学校教諭一種免許 ( 商業、保健体育 )

中学校教諭一種免許 ( 保健体育 )

簿記検定 1 級～ 3 級（日本商工会議所）

IT パスポート試験（情報処理推進機構）

日本スポーツ協会公認スポーツリーダー
基本情報技術者試験（情報処理推進機構）

学生たちのフィールドワーク

カリキュラムCURRICULUM 下記の科目は、各学年で履修する科目の一例です。

学生主体のプロジェクトやフィールドワークでは、地域の課題解決に
取り組み、社会的実践力を身につけます。青森の資源を活用した地域
づくり、特産物や農産物のブランド化、青森を拠点とした観光プラン、
インバウンド促進のための魅力づくりなど、フィールドワークを応援し
ます。

平野秀輔 教授 会計監査論

企業経営が新たな時代を迎えています。2015年に国連が採択したSDGs (持続可能な開発目標)を抜きにしては、経済活動・
企業経営が立ち行かなくなります。すでに資本家はSDGsに取り組む企業を見据えた投資に転換を始めています。これから
の時代は、ビジネス社会に貢献するための企業人としてももちろん一市民としても、地球環境の問題を意識した学びと研究
が必要です。佐々木ゼミでは、教室だけに止まらず、学生が主体的に学び、調査・研究をするフィールドへ出かけます。特
に青森の地域の自然資源を活かした観光ビジネスや森林資源を活かした環境やエネルギービジネスの分野で新たな事業を構
想し実践できる、意識ある人材の育成に取り組んでいます。

監査事務所（監査法人・公認会計士事務所）が業務として行っている会計監査について、講師の30年以上の実務経験も踏
まえて、その理論と実務例を説明します。また、監査の対象となる財務諸表（決算書）の実務的な読み方、及びその分析手
法も解説します。さらには近年に起きた不正等の事例についても解説し、監査を中心に、会計を取り巻く環境全域の説明を
授業内容とします。

近年、スポーツに関わる問題は、心理学の立場から精神面の重要性が指摘されています。運動技術を十分に発揮するために
は「心・技・体」の三つの要素が充実していなければなりません。しかし、日本のスポーツ環境は、心の問題より体力や技
術を優先して磨く傾向にありました。スポーツ心理学では、個人の人格形成や、性格・環境などがパフォーマンスに大きく
影響することを理解していきます。

会計の知識はすべてのビジネスパーソンにとって必要です。この講義は１年次前期に必修科目として開講され、会計学を広
く学びます。より深く会計学を学びたい学生は、就職に有利な日商簿記検定各級に対応した簿記科目、経営管理者に必須の
会計知識である「管理会計論」、中小企業向けの会計ルールを学ぶ「中小企業会計論」など、さまざまな会計科目を自分の
目指すキャリアに沿って履修できます。

科目 分野 1年次 2年次 3年次 4年次

経営学総論Ⅰ・Ⅱ
会計学基礎論
経営基礎演習（1年ゼミ）

商業簿記（初級）、（中級）、（上級）
簿記科目は習熟度に応じた
科目を 1年次から履修可能

※

救急法

経営戦略論Ⅰ・Ⅱ
経営学演習（２年ゼミ）

経営史Ⅰ・Ⅱ
地域産業論
異文化マネジメント

コーポレートファイナンス論
管理会計論Ⅰ・Ⅱ
会計監査論

スポーツ経営学Ⅰ・Ⅱ
スポーツ心理学
スポーツマネジメント論

流通システム論Ⅰ・Ⅱ
経済学Ⅰ・Ⅱ
マーケティング論Ⅰ・Ⅱ

財務会計論Ⅰ・Ⅱ
経営情報論Ⅰ・Ⅱ

スポーツ社会学
体育方法学

専門演習（３年ゼミ）

ベンチャー経営論
企業論Ⅰ・Ⅱ
人的資源管理論Ⅰ・Ⅱ

金融論

スポーツ指導論
スポーツマーケティング論
生理学

専門演習（４年ゼミ）
共
通

コ
ー
ス
別

ビジネス
イノベーション

会　計

スポーツ
ビジネス
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社会学部
社会学科

Faculty of Sociology

地域の基盤を支える人材を送り出します

（総合経営学部と合同で開講）

コミュニティ創生コース

観光プログラム 地域政策プログラム 社会調査プログラム

社会福祉コース

「地域に貢献する観光」「観光経
営」の視点から、観光のあり方に
迫ります。

「政策」の視点から地域を考え、
公務員などに必要な基本的能
力を養います。

地域で起きていることを把握
する「社会調査」の視点から、
地域を探ります。

地域貢献のための理論と実践を重視

担任制による強力なサポート
すべての学生に担任教員が配置されています。1年次から4年次まで、一貫して
親身に助言・指導します。悩みごとの相談に乗ることから、科目履修の指導、就
職活動への助言まで、強力にサポートする仕組みです。
主体的な学びを、輝ける青春の4年間を、惜しみなく支援します。

「地域と共に生きる学部」を目指し、地域に貢献できる人材の育成を強力に進
めています。地域の課題を見つけ、その課題を解決するための理論と方法を学
びます。理論・体験・実践を重視しています。

さまざまな社会現象を理解するための視点と、現状を的確に捉えるため
の方法を学び、地域社会の課題や解決策についての理解を深めます。
地域課題について自ら調べて成果を発信したり、地域団体・ＮＰＯ・行
政機関などと協働して課題解決に取り組んだりする体験を積みます。

誰もが安心して暮らすことができる地域の実現のために、地域を社会
福祉の視点から学びます。福祉に関する専門職として、困難を抱えて
いる方の社会的な自立を支援する人材を育てます。社会福祉士・精神
保健福祉士の国家試験受験資格の取得に必要な科目を履修できます。

地方公務員・警察官・消防士・NPO団体職員など地域社会を守る若者、
また社会福祉分野で困難を抱えている人のために働く人材を養成します。

コミュニティ創生コースでは、地域課題の解決能力を養うことを目的に、
それぞれが一つの視点で貫かれたプログラムを三つ用意しています。体系的に学べる三つのプログラム

田中 蛍

社会学部 
社会福祉コース４年

福島県 桜の聖母学院高等学校出身

さん



カリキュラムCURRICULUM
科目 分　　野 1年次 2年次 3年次 4年次

社会学入門演習
社会理論と社会システムⅠ・Ⅱ
現代社会と福祉Ⅰ・Ⅱ
社会調査論Ⅰ・Ⅱ

卒業論文

人体の構造と機能及び疾病
心理学理論と心理的支援
相談援助の基盤と専門職Ⅰ・Ⅱ

コミュニケーション技術

情報処理Ⅱ

社会学基礎演習Ⅰ・Ⅱ
社会学研究入門
地域社会学
環境社会学

地域福祉の理論と方法Ⅰ・Ⅱ
障害者に対する支援と
障害者自立支援制度

社会学専門演習Ⅰ・Ⅱ
地域マーケティング論
社会統計学Ⅰ・Ⅱ

社会学専門演習Ⅲ・Ⅳ

社会福祉総合演習
福祉行財政と福祉計画

権利擁護と成年後見制度
ソーシャルワーク実習
精神保健福祉援助実習
低所得者に対する支援と
生活保護制度

共
　
通

コ
ー
ス
別

コミュニティ創生
コース

社 会 福 祉
コース
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社会基盤を支え、地域の課題を解決する 学生たちの声

多彩なテーマで活動
防災に関する調査・提言も

幸福な地域をテーマに調査
アイデア生産能力を養う

授業紹介

佐々木淳一 教授 地域計画論

社会学部

私は現在、精神保健福祉士の資格取得を目標に勉強に取り組みつつ、
卓球部に所属して練習、文武両道を目指しています。
青森大学社会学部を志望した理由は二つあります。
一つ目は、福祉の国家資格取得に向けて学べるという点が魅力的だった
からです。二つ目は、幼いころから続けてきた卓球を本学で練習してレベル
アップさせ、出身地で所属の卓球クラブへ恩返ししたかったからです。
社会福祉コースでは、2年次から専門的な授業が増え、3年次になると学外
施設での実習が始まります。実習では毎日が新しい発見ばかりで、悩むことも
沢山ありました。その中で、切磋琢磨し合える友達や、本音で相談でき、的確な
アドバイスを下さる先生方に出会えました。
自分の可能性を広げることができ、一人ひとりに合うサポートをしていただける
環境の青森大学だからこそ得られる、多くの学びや仲間との出会いを大切に、
将来に向け、日々成長していきたいです。

取得できる資格

高等学校教諭一種免許（公民）

中学校教諭一種免許（社会）

社会調査士（社会調査協会）

日本スポーツ協会公認スポーツリーダー

高等学校教諭一種免許（公民）

中学校教諭一種免許（社会）

社会福祉士国家試験受験資格

精神保健福祉士国家試験受験資格

任用資格※

コミュニティ創生コースの選択科目

社会学部4年 社会福祉コース
田中　蛍 さん
福島県　桜の聖母学院高等学校

精
神
保
健
福
祉
士
が
目
標

日
々
成
長
し
て
い
き
た
い

※任用資格：社会学部で所定の科目を履修し、卒業後、その職務に就くことにより、効力が生じる資格。
例えば、「社会福祉主事任用資格」は、卒業後、社会福祉の仕事に就き、「社会福祉主事」として働くために必要な資格。

下記の科目は、2020年度入学者が、各学年で履修する科目の一例です。

学生の活動＠研究室

コミュニティ創生コース 社会福祉コース

社会福祉主事、児童指導員、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司
任用資格※

社会福祉主事、児童指導員、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司

地方都市、また「地方自治体」は、現在様々な問題を抱え大きな分岐点に立っています。授業では、様々な「まちづくり」
の事例を参考に、日本の「都市」「地方・地域」「地方自治体」が抱える課題等をあぶり出し、先進事例等を紹介すること
で地域の新たな発展策を探り、課題解決に向けての方策と将来「まちづくり」を担う人材になるための基礎的な知識につい
てしっかりと学びます。また授業では、地域の「まちづくり」に参加しているステークホルダー(行政職員を含めた利害関
係者たち)をゲストに招いて、様々な観点からその豊富な知識と経験を語っていただきます。

櫛引研究室は、整備新幹線、防災、メディア、空き家・地域コ
ミュニティーなど多彩なテーマに関心を持つ学生が集って
います。防災をめぐっては2019年度、防災士の資格を持つ学
生2人が幸畑団地地区と大学の合同防災訓練に参加し、調
査活動の傍ら、提言を行うなどの活動を展開しました。
彼らはNHK青森放送局とNPO法人・青森県防災士会が展
開している「防災ラジオ」にも出演、青森県の防災意識向上
を訴えました。

「まずは青森市を幸福な地域にする」を大目的に、2014年
度から、フィールド（現地）調査を続けています。学生はブレ
ーンストーミングをし、｢幸福｣の構成要素を考えることか
ら始めます。活動の狙いは、以下の二つです。
　①幸福な地域にするための方法を見出す。
　②そのことによって、「アイデア生産能力」を養う。
創造力によるアイデア生産能力は人間ならではで、今後の
ＡＩ社会を生き抜く上で必要です。論理的文・文章を書く訓
練を積み、報告書を作成しています。

藤林正雄 教授 精神保健福祉援助演習(専門) 社会福祉コースの選択必修科目

精神保健福祉に関する専門的な知識・技術、価値を身に着け、精神保健福祉士として必要なことを実践的に行えるようにし
ます。精神保健福祉士に求められる相談援助の技法を習得しつつ、具体的事例を通して演習形式で学びます。
精神保健福祉に関する現場（病院や福祉施設など）で学生自身が行う「精神保健福祉援助実習」の結果とつなげ、実際の現
場体験から専門性を捉え直し、一般化できるように振り返りを行います。このような学習を通して、精神保健福祉士という
専門職としての自覚に基づいた行動ができるようになることを目指します。

美濃香 講師 現代社会と福祉Ⅰ 社会学部の必修科目

貧困や虐待の問題、高齢者支援のあり方など、現代社会が抱えるさまざまな問題を取り上げます。
まず、「社会福祉」の理念や重要性について考えます。社会福祉を支える福祉政策の意義や役割を考えるとともに、社会福
祉の基本的な仕組みと福祉制度について学びます。また、社会福祉制度の歴史について振り返りながら、過去から現代、そ
れぞれの社会における社会福祉の状況を把握します。さらに、他の福祉国家の福祉制度と日本の福祉制度との比較を通して、
我が国がこれまで取り組んできた福祉政策の課題についても理解を深めます。

柏谷至 教授 社会調査論Ⅰ 社会学部の必修科目

世の中で起こっている出来事について、自分で直接データを集める作業を、「社会調査」と言います。人々の意見を知るた
めにアンケートを取ったり、インタビューしたりするのは、身近な社会調査の例です。
地域の課題を解決するためには、実際に何が起こっているかを、なるべく正確に把握する必要があります。しかし、現実に
行われている調査の中には、誤った方法で行われているものも少なくありません。そこで、この授業では、社会調査の基本
的な考え方や、調査の企画から結果報告までの流れ、正しい調査を行うための注意点などを解説しています。

工藤 雅世 研究室櫛引 素夫 研究室
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ソフトウェア情報学科
Faculty of Software and Information Technology

ITスペシャリストになろう！

習熟度に応じて丁寧にプログラミングを学ぶ

1年次から研究室で最先端の研究に触れる

情報技術を生かした地域貢献・高大連携の推進

学習アドバイザ

ソフトウェア情報学部では、プログラミング科目を習熟度に
応じたグループに分かれて納得いくまで学びます。はじめて
プログラミングに触れる人も自分に合ったペースで丁寧に学
べるので実力が身に付きます。

ソフトウェア情報学部では1年次から研究室への配属を行い
ます。早い段階で最先端の研究に触れ、研究室の先輩と交流
することで、大学での学びのビジョンを構築します。

人工知能、ロボティクス、IoT、Webアプリケーションなど最
先端の情報技術を使って、教員学生一体となって地域の課題
解決や高大連携活動に取り組んでいます。

学生一人ひとりに学部教員が学習アドバイザ（担任）として
学習指導を行います。また定期的に面談を行い、学生生活を
サポートします。

横山 正市

ソフトウェア情報学部 
ソフトウェア情報学科４年

青森県立青森中央高等学校出身

さん

東北TECH道場での経験を活かし
システムエンジニアを目指しています
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情報技術で世界にチャレンジする
東北TECH道場

高校生・大学生・社会人がアプリ開発に挑戦

授業紹介

角田均 教授 基礎ゼミナール・創作ゼミナール・卒業研究

鹿内史 講師 グローバル英語

坂井雄介 教授 コンピュータアーキテクチャ

藤澤日明 助教 Webデザイン

生き物のアルゴリズム

取得できる資格

以下の資格取得を支援しています

足波の方向と接地位相の関係 / ムカデ型（上）とヤスデ型（下）

高等学校教諭一種免許 ( 数学 )

高等学校教諭一種免許 ( 情報 )

中学校教諭一種免許（数学）

・基本情報技術者試験　・CGエンジニア検定ベーシック

下記の科目は、各学年で履修する科目の一例です。

ソフトウェア情報学部では少人数によるゼミ形式の授業に力を入れており、1年次から研究室への配属を行います。早い段
階で最先端の研究に触れ、研究室の先輩と交流することで、大学での学びのビジョンを構築します。また重要科目の強化や
苦手科目の克服など、大学を「居心地の良い場所」にするために一人ひとりにあったサポートも行います。3年次からは本
格的に研究室に所属、最新のIoTデバイスによるシステム開発や機械学習・AIを組み込んだサービスの構築、3DCGや映像作
品の制作など、研究室ごとに特色あるテーマで4年次まで2年間しっかり研究に取り組みます。毎年、多くの研究会や学会
にも参加、世界に通用するレベルの研究を行っています。

いわゆるパソコンだけでなく自動車や家電などを含めると、我々の生活はコンピュータに大きく依存しています。しかし、
そのコンピュータがどのように動いているか分かっている人は少ないのではないでしょうか。この科目は、コンピュータ内
部で中心的な役割を担っているCPUを主な対象として、その内部構造や動作原理を理解するためのものです。一方、研究で
は「コンピュータと周辺のハードウェアを組み合わせた、より知的なシステムの開発」に取り組んでいます。最近は特に、
IoT（モノのインターネット）や、人工知能分野で進展が目覚ましい機械学習に注目し、学生とともに「スマートスピーカ
ーの機能拡張」や「機械学習技術を用いたアプリ開発」などを行っています。

博物館教育、バイリンガル教育、多文化教育を中心として、教育を様々な方向から研究しています。本学が目指すSDGsの
ゴールの1つでもあるように、教育は世界が抱える様々な問題を解決する基盤だと私は考えます。ではなぜ今英語教育が重
要なのかというと、英語は第2言語としての使用を合わせると、世界で1番話者が多い言語で、グローバルコミュニケーシ
ョンの手段として最も使われているからです。英語を習得することでコミュニケーションの範囲が広がり、得られる情報量
が増え、視点が多様化します。ですから、青森大学での英語教育を通じ青森から世界へ無限のアイディアを発信できる人材
を育てていきたいと思っています。

通信技術の発達や通信端末の普及に伴い、インターネットは私たちの生活と切っても切り離せないものとなりました。そん
なインターネットで生まれたホームページもまた、多くの人に自分の伝えたい内容を表現するための大切な要素となってい
ます。本講義ではホームページを運営する技術者の立場に回り、ユーザにとって見やすいレイアウトやデザインについて学
んでいきます。また自身で考えたデザインを実現するために、ホームページを構成する要素であるHTMLやCSSといったマ
ークアップ言語の修得を目標として勉強していきます。

2016年度からGoogle社の協力のもと、最先端企業の

技術者を講師に招いた開発道場「東北TECH道場」を

青森県と共同で開催しています。

高校生・大学生・社会人が交流しながら、最新の開発環

境でのアプリ開発に挑戦しています。

多様な運動や行動を支える仕組みについて、その動きを実
際に動画を撮ってコンピュータで解析したり、そのための
画像解析アプリを作ったり、理論モデルを考えてコンピュ
ータでシミュレーションしたりして研究しています。
研究対象は青森の雑木林、池や海で見ることができる身近
な生き物たち（粘菌、土壌生物、ゾウリムシ、ウニなど）
です。また、このような基礎研究から得られる「生き物の
アルゴリズム」は、その工学的な応用（生物模倣工学）も
期待されています。

カリキュラムCURRICULUM

ソフトウェア情報学部 ソフトウェア情報学部

黒田研究室
の紹介

科目 分　　野 1 年次 2 年次 3 年次 4 年次

コンピュータ基礎
ディジタル回路
ソフトウェア情報学基礎ゼミナール

アルゴリズムとデータ構造
コンピュータアーキテクチャ

エレクトロニクス

情報数学
解析学
代数学

マイコンシステム
コンピュータネットワーク

オペレーションズリサーチ
コンピュータシミュレーション
創作ゼミナール

センサデバイス
ロボティクス
3D-CAD 演習

プログラミング演習
プログラミングワークショップ
プログラミング言語
コンピュータグラフィックス演習

幾何学
確率・統計
CG 基礎数学

ソフトウェア設計
人工知能
オペレーティングシステム
web デザイン

数値解析

卒業研究
共
通

分
野
別

ソフトウェア

基礎理論
研究開発

コンピュータシステム

数学的基礎と応用



人文科学・自然科学・文章理解 判断推理・数的推理・空間把握・政治・経済

（2年次対象）

（3年次対象）

（1年次対象）

人文科学・自然科学・文章理解
（2年次対象）

一般知能・文章理解・社会科学
（3年次対象）

憲法・民法・経済学・財政学

発
展

基
礎

発
展

実
践

実
践
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就職の流れ

社会で活躍する夢の実現に向けて全力サポート
青森県内 全52団体（自治体・警察・消防）をはじめ
全国の試験情報を完全提供

時間割に組み込まれた講座

ステップアップ式の戦略型カリキュラム

全国でもトップクラスの受講時間

集団討論・面接指導も万全の対策

トータル9回の模擬試験が無料

受講料が割引（継続受講で50%割引）

講座の流れ

公務員合格実績

様々なサポート

先輩の声

キャリアデザイン講座

メールによる情報提供

ハローワーク相談会

進路相談・個人面談

教員採用試験サポート

卒業生へのサポート

県庁・市役所・病院など

警察・消防・自衛隊など

就職活動を行うにあたり、私は就職課を利用しています。就職課では職員の方が
ESや履歴書の添削、面接の練習など丁寧に指導してくれます。また、困ったこと
があれば何でも相談に乗ってくれ、助かっています。

（社会学部 4年）さん長谷川拓己

個別の対応で個人の能力や適正に応じた指導を随時、実施
しています。履歴書の添削や模擬面接を行っています。

教員採用試験を受ける学生に対しては、合格に向けた受験
対策や受験手続についてサポートを行っています。

就職できなかった卒業生や、就職後に進路変更を考える卒
業生に、業界・求人企業の情報提供と相談を行っています。

公務員や一般企業のOB・OGや人事担当者、就職活動を終
えた先輩を招き、就職に役立つ話を聞くことができます。

学生一人ひとりに付与されている大学のメールアドレスへ
求人・就職情報等を送信し、迅速な情報提供を行っていま
す。

ハローワークとも連携し、大学への求人票以外の情報や、
県市町村の雇用施策など、相談を受けながら説明していき
ます。

CAREER SUPPORT
CAREERS IN THE 
PUBLIC SERVICE

仕事は皆さんの人生の大半を占めます。

将来を考えた際、疑問や不安が出てくると思います。

相談してください。就職課とのやりとりは、仕事を

していく上で、とても役に立つことでしょう！

未知数のジブンを
発見しよう！

大学4年間・6年間を
どう過ごす？

ジブンと社会との関わり
方を考えよう！

社会って
どう動いているの？

ジブンを活かす企業を
見つけよう！

就職活動は目前！ あとは内定を
勝ち取るだけ！

最後までフォローして
いきます。

専門ステップ 教養ステップ

青森県庁、青森市役所、五所川原市役所、黒石市役所、三沢市役所、むつ市役所、盛岡市役所、二戸市役所、遠野市役所、大館市役所、

鹿角市役所、富岡市役所、野辺地町役場、平内町役場、深浦町役場、今別町役場、横浜町役場、おいらせ町役場、大鰐町役場、大多喜町

役場、小坂町役場、中川町役場、六ヶ所村役場、東通村役場、田舎館村役場、青森県立中央病院、岩手県立病院、秋田県立病院、青森市

民病院、弘前市民病院、八戸市立市民病院、黒石病院、市立函館病院、北海道大学附属病院、東北大学病院　など

警視庁、北海道警、青森県警察、岩手県警察、宮城県警察、千葉県警察、埼玉県警察、神奈川県警察、京都府警察、岡山県警察、青森地

域広域消防、北秋田市消防、鹿角市消防、大館消防本部、今別町消防、大洗町消防、陸上自衛隊、海上自衛隊　など



MESSAGE
卒業生のメッセージ
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株式会社 NTS ロジ 代表取締役社長

社会学部（平成 7 年度 卒業）
東京都 明星高等学校 出身

笠原 史久 さん

さん

つがる西北五広域連合
つがる総合病院 薬剤部薬剤師

鶴谷 侑香
薬学部（平成 27 年度 卒業）
青森県立五所川原高等学校 出身

さん

さん
青森県立青森北高等学校 教員

さん佐藤 康平
経営学部（平成 26 年度 卒業）
青森県立大湊高等学校出身

株式会社 みちのく銀行

永田 幸生　
ソフトウェア情報学部（平成 29 年度 卒業）
青森県立青森北高等学校出身

全力で夢をかなえる

「人」と「時間」に出会えた
かけがえのない場所

新しい出会いで見つけた

視野を広くすると
色々と挑戦する機会がある

新たな自分

幼い頃、家族が病気や風邪で体調を崩した時に薬の存
在の大きさに気づき、薬剤師に興味を持ちました。その
頃から薬に携わる仕事がしたいと思い、県内唯一の薬
学部がある青森大学へ進学を決めました。薬剤師免
許は取得に打ち込める環境が、青森大学には整ってい
ます。勉強は大変でしたが同期や研究室のみんなと刺
激し合いながら頑張ることが出来ました。夢を実現す
るために、今できることに全力で取り組み、後悔のない
よう大学生活を過ごして欲しいです。

4年間の学生生活において一番の財産は、「人との出会い」
です。元々勉強することがあまり得意でなかった私でしたが
共に教員を目指す仲間、切磋琢磨し合う部活の仲間、そして
それらを手厚くサポートして下さった教職員の皆様方に支
えられ、勉学に励むことができました。卒業した後も学びを
継続し、教員採用試験に合格することができたのも、大学で
培った土壌があったからこそだと思います。「人との関わり」
は自分を成長させます。この学び舎で、さらに自分を高めて
いってください。

私は大学の授業や部活を通して、人生経験を積み上
げるかけがえのない時間を過ごすことができました。
社会学部では、実習として街中でアンケート調査をし
たり、福祉活動で介護のボランティアをしたり、様々な
体験が社会人になるための準備につながったと感じ
ています。大学生活は気の合う仲間や大切な恩師に
出会う機会があり、人間関係から学ぶことがあると思
います。大学での貴重な体験を通じて立派な社会人
になれることを願っております。

この職場を選んだきっかけは大学生活の賜物です。大
学では、ソフトウェア情報学部にてプログラミングを学
びながら、大学内外で活動もするようになりました。活
動を通して、様々な年代、考えを持った方と出会い、「自
分がどんな人間になりたいか」「どんな仕事をしていき
たいか」と、自分の軸のヒントを発見できました。そして
自分らしく働けるみちのく銀行を志望して就職活動に
臨み、現在働くことができています。大学時代に得たこ
とを活かして、日々成長していけるように励んでいきま
す。



東京キャンパスは、最寄り駅から30分
以内で渋谷、原宿などの都心へ行ける
好立地です。また、アルバイトも豊富
で、時給1100円以上、職種によっては
1400円以上もあります。

青森大学には学生寮
スチューデント
プラザもあります！

Q

Q Q

9:00 12:10 13:00

16:10 19:00 20:30

青森大学の学生生活
単位ってなんですか？

ゼミってなんですか？ 青森大学の学生は
どこから来ているの？

Q 東京キャンパスへ行きたい！ 
どうすればいいですか？

1日の流れ
DAILY SCHEDULE

私の

薬学部 3 年
工藤 一葉 さん

（青森県 柴田女子高等学校出身）

建　　　物：木造 2 階建
間　　　取：1K 6.0 畳
家　　　賃：30,000 円 / 月
食　　　費：25,000 円 / 月
水道光熱費：5,000 円 / 月

1 人暮らしは大変 ! でも楽しいです !

大学周辺にはスーパーやコンビニ・弁当屋
があり、自炊はもちろん疲れて帰ったときで
も生活に困らない環境が整っています。学内
は、夜遅くまで開放されていて、自習スペース
や研究室など仲間との交流・勉強する空間
が充実しています。友達と課題をやったり、レ
ポートをまとめたり自由に利用しています。  
放課後は、バスケットボール部のマネージャ
ーとして活動し、休日は勉強から離れ、街へ
出てリフレッシュしています。国家資格（薬剤
師）取得に向けて頑張っています！

「これだけの時間を勉強しました。そしてテストやレポートで実力を認められました。」という証明、それが単位です。単位
には、必修の単位や選択の単位など種類があります。必修単位とは、その大学・学部学科で絶対に取得してくださいというも
のです。卒業できる単位数を取得していても、必修単位（必修科目）を取っていないと留年することになります･･･選択単位
とは、自分の好みや興味、取得したい資格のために、取得する・取得しないを自分で決めることができる選択できる単位（選
択科目）のことです。ちなみに青森大学卒業のための必要最低限の単位数は、総合経営学部・社会学部・ソフトウェア情報学
部で124単位。薬学部で232単位です。なお、学部によって、何年生までに何単位を取得しないと進級できないなどのルール
があるのでご注意ください。

ゼミナールの略です。先生（教授）の指導のもと、
学生各自が関心のあるテーマを研究し、発表・討論
することを主眼とした、少人数の授業の形式のこと
です。ゼミ合宿やコンパなどは、ゼミ内での課外活
動も多いです。理系の学部は、ゼミではなく研究室
に入り、各自研究に励みます。

まずは、事務局に相談してください。卒
業までのプロセスを把握したうえで、東
京キャンパスと青森キャンパス間の勉学
期間のタイミングを見つけましょう。

Q アパート探しはどうするのですか？

東京キャンパス周辺の大学借り上げのアパー
トがあります。家賃一律50,000円（ガス・
電気代などは実費負担）で、敷金・礼金など
はかかりません。それ以外のアパートをお探
しの場合も、事務局に相談いただければ、個
々に対応いたします。

出身は、青森県、北海道、秋田県、岩手県が多いで
すが、日本各地から入学しています。もちろん留学
生も青森大学のキャンパスで勉強しています。

バスケットボール部のマネージャーとして
活動。放課後の使い方はみんなそれぞれ
自由です。

友達とランチ。学食や近所の定食屋など、
みんな好きなスタイルで昼食をとってい
ます。

授業は、1限目9:00～10:30、2限目
10:40～12:10 、 3限目13:00～14:30 、 
4限目14:40～16:10です。

帰りが遅くなっても、大学周辺にはコンビ
ニやスーパーが充実していて、食事には
困りません。

教室で受ける講義だけでなく、実験や屋
外での授業は、体験しながら、身につけて
いきます。

大学はスペースが充実しています。夏は
涼しく、冬は暖かく、学びの強い味方です。

TOKYO CAMPUS LIFE

27 28

クローゼット

洋　室

浴室

キッチン

トイレ 玄関



キャンパスカレンダー

29 30

10
OCTOBER

11
NOVEMBER

12
DECEMBER

1
JANUARY

2
FEBRUARY

3
MARCH

4
APRIL

MAY
5

JUNE
6

JULY
7

AUGUST
8

SEPTEMBER

9

入学式

寺山修司忌

スポーツ大会 イルカ

前期試験

青森ねぶた出陣

青森マルシェ

薬剤師体験セミナー 後期開始

キャリアサポート

ガイダンス
大学祭

企業セミナー 文化講演会

高校生科学研究コンテスト

後期試験 薬学部の地域貢献

幸畑ヒルズスノーフェスティバル

幸畑ヒルズサマーフェスティバル 学位記授与式 卒業記念パーティ

青森地域フォーラム

柳町商店街活性化プロジェクト

新入生オリエンテーション
創立記念日

幸畑ねぶた制作
オープンキャンパス

オープンキャンパス
夏季休業

CAMPUS CALENDAR

毎年4~6月、
陸奥湾に大群で

やって来るカマイルカの
生態研究を行って
いる教員がいます！
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新体操部

硬式野球部

スキー部

その他の部活・サークル活動
バスケットボール部、弓道部、アーチェリー部、
ボクシング部、軟式野球部、バスケットボールサ
ークル 、フットサルサークル  など

デジタルコンテンツ部、アカペラサークル、高
圧蒸気滅菌部、料理研究サークル、吹奏楽部、
ETロボコン研究会、BBSサークル、児童福祉ボ
ランティアサークル・アミューズ、文芸部  など

第93回インカレ男子2部総合優勝！
1部昇格（全国15大学）となりました。

昨シーズンは、16季ぶりに北東北大学野球リーグ制覇を果たすことができました。
今シーズンは、リーグ２連覇を目指し日々鍛錬していきます。

全日本学生新体操選手権大会19連覇、
全日本新体操選手権大会7年連続16度目の優勝を

目標とし、個人競技においても総合優勝を目指します。

9月の東北大会優勝、全日本上位進出を目標に
明るく！元気に！正しく！強く！がモットー。
部訓「守破離」のもと、殻を破って成長してい
きます。

剣道部

「凡事徹底」をチームスローガンに掲げ、
2020年シーズンも東北地区大学サッカーリー
グ1部での闘いとなります。2年連続の1部残留
を目指します。

サッカー部

2020年は創部30周年です。舞台と撮影スタジ
オでイベントを企画・運営しています。興味の
ある方は、ぜひ演劇団健康ホームページをご覧
ください。

青森大学演劇団「健康」

東北大会（6月～10月）では上位入賞し全国大
会に出場しています。技術だけでなく精神的に
も成長でき、初心者の参加も歓迎しています。

空手部

年間通してライブ活動を行っており、他団体主
催のライブなどにも積極的に参加しています。
練習場所は夏休みも冬休みも、いつでも利用で
きます。

現代音楽研究部

仲間と共に自己を鍛え、全国挑戦を達成すべく
日々練習に打ち込んでいます。大学王座東北１
部リーグに昇格し、優勝することが目標です。

硬式テニス部

薪割り・イベント「焚火の語り場」・薪ピザや
ホットサンドの大学祭出店など多様な自然体験
活動を通して持続可能な社会について考えるサ
ークルです。

自然サークルSDGs

津軽藩に実在した忍者部隊「早道之者」の実態
を解明し、忍者ショーや観光客向けのおもてな
し活動などを通して地域活性化活動を実践して
います。

忍者部

交流イベントを学内外で開催しています。日本
人サポーターの協力で日本語の習得を目指しま
す。短期留学などもあるので興味のある方はぜ
ひ！

日本人留学生サポーター

東北リーグ並びに東日本・全日本インカレでの
活躍を目標に頑張っています。高校時代活躍し
た選手は少なく、バレーボールが好きな仲間が
集まっています。

バレーボール部

一年を通して、地域の子どもたち向けのイベン
トを開催しています。町内会青年部（幸畑ヒル
ズイノベーション）の方たちの力も借りながら
活動中です。

ＬＦＶ

8月と3月に定期公演を開催、学校祭にも毎年参
加しています。落語を中心に演芸にもチャレン
ジしています。演者、裏方ともに絶賛部員募集
中です。

お笑い研究部

自己記録の更新を第一目標として、日々練習に
取り組んでいます。陸上競技が好きな方は大歓
迎です。一緒に楽しく走りましょう。

陸上競技部

昨年1部に昇格し、インカレ目指し頑張ってい
ます。部活はもちろん、勉強面でも活躍する文
武両道の部員が多いです。

ハンドボール部

各種大会に向け、連戦を勝ち抜けるチーム作り
と「東北選抜チーム」への選出を目指し「 勝ち
」にこだわった練習に日々取り組んでいます。

準硬式野球部

保育所、図書館、イベント会場などにおいて、
絵本の読み聞かせボランティア活動を展開して
います。他大学や高校の読み聞かせグループと
の連携、交流が盛んです。

読み聞かせサークル

少数精鋭で､技の理想像を追求しています。楽し
いと実感できる時が少なく、派手さで目立った
り、人目の受けを求めません。自分の可能性を
追及し達成感を味わいたい人の集まりです。

体操競技部

復活して4年目のラグビー部。古豪復活を目指
して精進中です。モットーは、楽しく尚且つ勝
利。初心者はもちろんマネージャーも募集中で
す。

ラグビー部
卓球部は、春・秋リーグ戦1部優勝、全国大会
での入賞に向けて、日々練習に取り組んでいま
す。

卓球部

簿記検定取得を目指す学生や会計学のゼミに所
属する学生が集まり、検定取得に向けた勉強会
を行ったり、会計で学んだ知識を活用した学外
プロジェクトに挑戦しています。

会計研究会
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緑豊かなキャンパスは、空が大きく四季折々の
自然の変化を日常的に感じられます。
キャンパス内には、緑を楽しみながらくつろいだり、
リフレッシュしたりできる憩いのスペースもあり、
学びに適した環境を備えています。

近隣施設

交通アクセス
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青森山田学園本部

青森山田学園国際卓球センター

青森大学室内練習場

（新体操部練習場・卓球部練習場）

（硬式野球部練習場）

（硬式野球部練習場）

学生寮
スチューデントプラザ

ローソン
青森大学店

八甲田交番

あおでん幸畑店

Barルイーダ
花のあさひ

総合グッドサービス
スーパー便利屋

ランドマーク計画
（不動産）

花紋

かめだ接骨院
食事処 千葉

三上医院

青森大学グラウンド

（
銀
行

有
）




