
むつキャンパス
（下北文化会館内）

■青森大学

■東京キャンパス

〒030-0943  青森県青森市幸畑二丁目 3-1
TEL.017-738-2001　FAX.017-738-0143

〒134-0087  東京都江戸川区清新町二丁目 10-1
TEL.03-6261-6399　FAX.03-6261-6398■むつキャンパスに関する お問合わせ

青森大学経営戦略局（青森キャンパス）
〒030-0943  青森県青森市幸畑二丁目 3-1
TEL.017-738-2001　FAX.017-738-0143

■むつキャンパス（下北文化会館内）
〒035-0072  青森県むつ市金谷一丁目

ACCESS

・JR大湊線「下北駅」より徒歩30分
・車（タクシー）で約10分

10-1
むつキャンパス
（下北文化会館内）

金谷公園

むつ総合病院

こんぶや

青森大学公式キャラクター
あおりん 

むつ市PRキャラクター
ムッシュ・ムチュランⅠ世

ⓒむつ市

■総合経営学部　■社会学部　■ソフトウェア情報学部
設置予定学部

2022年４月 開設

Aomori University Mutsu Campus

青森大学
むつキャンパス

※現在設置計画中であり、内容に変更がある場合があります。



青森大学むつキャンパスは下北地域初の四年制大学であり、人材育成や地域文化・地域産業の振興など市の発展を担う新たな

礎でもあります。少子高齢化や人口減少が進んでいく中、むつキャンパスという新たな拠点で市民と学生がともに学び、交流

していくことで、むつ市の生徒の大学進学率向上や地元定着などあらゆる可能性の創出が期待されます。青森大学むつキャン

パスが地域に住む全ての住民にとっての希望となることを願っています。

むつ市長　宮下　宗一郎 氏

青森大学はより良い学びを追求し続ける、学生が主役の大学です。そして、過去のイメージにとらわ
れず進化し続ける、「尖った大学」でもあります。
むつキャンパスは、むつ下北の豊かな自然と文化の中で確かな教養を培い、今後の青森をつくり上げ
る若者を育成する礎となります。そこで生まれる学生一人一人の自主性や実践的能力は、日本で唯一
無二の糧となることでしょう。
我々は学生全員が成長を実感でき、それぞれの夢に向かって歩むことができるよう応援します。自分
を成長させたい、未来をともに切り拓いていきたい学生は、是非、入学してください。主役の皆さん
がワクワクと学ぶことができる環境を整備してお待ちしております。

むつ下北未来創生キャンパスについて
青森大学むつキャンパスの誘致をきっかけに、下北文化会館センター棟が「む
つ下北未来創生キャンパス」として生まれ変わります。これまで下北文化会館
が担ってきた「文化交流の拠点」機能に、新たに「学びの拠点」と「地域交流
の拠点」機能が加わり、市民と学生がともに学ぶ空間を創出します。「学び」
による地域づくり、地域内外との大学連携、市民との交流を促進し、学生と地
域とがともに成長する拠点となります。
むつ下北未来創生キャンパスは、青森大学むつキャンパスとあわせ、令和 4 年
4月のオープンを予定しています。 

次世代の地域社会、経済を支える
若者の育成を担います。
青森キャンパス、東京キャンパス、
むつキャンパスを結び、
世界と繋がる。
未来に向けてあらゆる可能性を
創出します。

むつ・青森・東京
行き来する
新しい学び

青
森
大
学
む
つ
キ
ャ
ン
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ス
が

青森大学　学長　金井　一賴

対面講義に加え、IT 技術を駆使し、むつと青森と東京をリアルタイム
で繋ぐインタラクティブなオンライン講義も組み合わせて展開します。
1、２年次は東京キャンパスで履修できます。３、４年次は、インター
ンシップや就職活動に東京キャンパスを利用でき、それらの関連科目
を受講できます。

新しいむつ
下北を創る　

DX時代の新しい学び
むつ -青森 -東京

1 年次 2年次 3年次 4年次
総合経営学部
社会学部
ソフトウェア情報学部

むつ
東京
青森

むつ
東京
青森

むつ
青森

むつ
青森

Tokyo Campus

Aomori  Campus

Mutsu Campus
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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・むつの資源を活用した地域づくり、特産物や農作物のブランド化、青森・むつ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。

※社会福祉コースは、青森キャンパスでの受講が必要となります。

青森大学
ソフトウェア情報学部 学部長

角田　均 教授
青森大学
ソフトウェア情報学部 教授

坂井　雄介 教授

アプリ開発でプログラミングを学ぶ 開発・運用に役立つ知識を身に
つける

オペレーティングシステムプログラミング演習 I・II

ソフトウェア情報学部 情報技術で世界にチャレンジする

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行くまで学べます。
初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つきます。

プログラミングをエンジニアの基礎体力と
位置付け、４年間のカリキュラムの中心に
プログラム科目を設置しております。1 年
次のプログラミング演習では、ゲームアプ
リの開発を通じてプログラミングを学びま
す。

オペレーティングシステムは、パソコンや
スマートフォンなどを快適に利用する上で
欠かせないソフトウェアであり、こうした
機器の性能を引き出すための様々な機能を
備えています。情報工学分野の基礎の一つ
として、その仕組みを詳しく学びます。

授業紹介授業紹介

総合経営学部 経営学科

※社会福祉コースは、青森キャンパスでの受講が必要となります。

社会学部 社会学科

※履修する科目（資格取得等）によっては、一部、青森キャンパスで履修が必要となる場合があります。

■コミュニティ創生コース
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、地域団体・NPO・行政機関などと協働して課題解決に取り
組む体験を積みます。

■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もった人材を育成するコースです。
事業承継（中小企業・商店の跡継ぎ）やベンチャーについて専門的な授業を実施
します。

■フィールドツーリズムコース
青森県には、たくさんの魅力的な自然資源があります。青森オリジナルの新たな
マーケティング開発の手法を学び、地域によって持続可能な未来志向の企画をす
ることによって、自然を生かし、体験を取り入れた新たな観光産業を立ち上げる
人材育成を目指します。

■スポーツビジネスコース
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、公認スポーツ指導の資格・育成、
スポーツクラブの運営などを学びます。

■会計コース
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。企業を会計で
支えるプロを養成する早期一貫教育にも力を入れており、熟年度に応じた日商簿
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。

む
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これからの地域社会は持続可能な共生社会の創造が重要になります。下北の未来は、循
環可能な地域資源を活かした SDGs 的地域循環共生圏に進化させなければなりません。
地域の多彩なポテンシャルを掘り起こし、社会関係資本を駆使して新たな事業の展開の
可能性が期待されます。若者たちには、地域で起業し、新たな事業を展開し、地域に根
ざした社会的企業を担うことを期待されます。そんな若者とともに未来創造の一歩を踏
み出します。

少子高齢社会に突入している今の日本において、大都市圏と地方との格差は今後増々広が
ることが予想されます。この青森県でも若い世代の県外流出は「まちづくり」における大
きな課題となっています。
さあ、むつ下北地域の未来を作り上げる若者の皆さん！　わたしたちと一緒に高度な知識
を磨き合い、そしてこの街にしっかりとした根を下ろすことで、新しいひかりを灯すその
先駆者となり、明日に向かって全速力で駆け出しましょう！

佐々木　豊志 学部長 佐々木　淳一 学部長

情報技術 (IT) はあらゆる分野の仕事や社会を変革し、またインターネットによって地域や
国、文化の壁をも飛び越えようとしています。これからの世界を担う皆さんには職種・業
種を問わず、IT によって生まれ変わるあたらしい世界で通用する本物の知識・技術を身に
つけることが求められるのです。むつキャンパス・青森キャンパス・東京キャンパスから
世界につながる新しい学びの場を、皆さんと一緒に作っていくことを楽しみにしています。

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べます。初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つきます。

角田　均 学部長

ソフトウェア情報学部 ソフトウェア情報学科

青森県産業界と連携
地域のポテンシャルを活かし
地域創生に参画

社会基盤を支え、
地域の課題を解決

情報技術で世界にチャレンジ　
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エコツアーショップ「セブンシーズ」経営

宮古島の環境ネットワーク代表理事

春川 淳 氏

株式会社WIN D`OL 社長

木村 公宣 氏

株式会社ブルーモリス
専務取締役

盛 健一 氏

東京ベイヒルトン株式会社 
代表取締役社長

田村 康弘 氏

青森県弘前生まれのアルペンスキー
指導者。冬季オリンピック 4大会連続
出場を経験

設立からおよそ 100 年の歴史を持ち、
世界最大規模を誇るホテル・リゾート
の日本企業の代表

国内外でダイビングインストラクター
として経験を重ねる。海辺全域に関して、
指導者養成による後進育成を中心に活動

若者のスキー・スノーボード離れや
少子化が進む中、外国人向けの体験型
観光事業を展開。新しい観光産業の
あり方を学生と一緒に模索中

冨田 龍起 氏

Orbweb Inc CEO

中村 創一郎 氏

株式会社 Looop
代表取締役社長

株式会社アイキャット
代表取締役 CEO

西願 雅也 氏伊藤 博之 氏

クリプトン・フューチャー・メディア
株式会社
代表取締役

「初音ミク」で有名な
音源のベンチャークリプトン
フューチャーメディアを創業

大阪大学発の ICT を活用した
インプラント治療のベンチャー企業
「アイキャット」の代表取締役

中国で学生ベンチャーを創業。
東日本大震災でのボランティアでの
太陽光発電所設置を契機に現会社設立

オペラソフトウェア日本、
アメリカ社長を得て、
Vivaldi Technologies を共同創業後、
現会社を創業

総合経営学部 総合経営学部

フィールドツーリズムコース ビジネスイノベーションコース

スキーやダイビングインストラクターや、ホテル経営など観光に特化した講師人

海海川川

山山 食食

海

授業例

川

山 食

青森大学観光文化研究センターは、地域の観光振興に資する人材育成のため、また地域の観光を専門的立場から支援
し青森県の自然資源と文化・歴史資源を活用するため、さまざまな事業に取り組んできました。
これらの事業を基盤に、フィールドツーリズムコースでは、むつ下北の自然資源を活かした観光や地域経済の再活性
化を目指します。
また、地域団体との連携を通して学生自ら考え伝える力を養い、地域振興に役立つ人材を育てます。

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。

観光産業は、空港や鉄道などの交
通業、ホテル・旅館など宿泊施設
や土産品店や飲食店など宿泊販売
業も含まれます。
これに加え、様々な体験を組み入
れた新たな観光事業を立ち上げる
人材が必要です。日本になかった
観光コースが始まります。
民間企業や地域団体と連携し、地
域の魅力を磨き上げ、新たな観光
産業を創りあげる時です。

Check!
体験型観光に必要な資格とは？　

Check!
青森市産官学連携プラットフォームとは？

青森市高等教育機関の活性化の促進と魅力あるまちづくりのため、青森市内６大学・短期大学
（通称　AOMORI SIX)、青森市、青森商工会議所の 3者が産官学連携し、大学の振興と地域
社会の振興に取り組んでいるプラットフォームです。

フィールドツーリズムコース　
客員教授紹介

ビジネスイノベーションコース
客員教授紹介

企業家史的な側面から経営史を学ぶ
企業家に焦点を当てるのは、企業家がイノベーションの担い手だから
です。この観点から、講義では、企業家が経営環境をどのように把握し、
どこにビジネス・チャンスを見出し、それをいかにして掴もうとした
のかについて、アメリカでビッグ・ビジネスが形成されていった過程
を通じて明らかにしていきます。

経営史Ⅰ・Ⅱ　　              教授 / 井岡　佳代子

ビジネスモデルを根本から理解する
事業の仕組みを意味するビジネスモデルという言葉が多用されるよう
になりました。この用語について理解し、事業の仕組みはどうあるべき
か、どのような要素で構成されるのか、そして新しい事業の構想や変革
にビジネスモデルが役立つことを学びます。
講義ではビジネスモデルをさらに、具体的な仕組みとして扱うビジネ
スシステムに重点を置いて、優れた企業にはどのような仕組みがある
のかを学びます。

ビジネスモデル論Ⅰ・Ⅱ  特任教授 / 小川　正博

青森イノベーション塾は、青森市産官学プラットフォーム事業として、青森大学
が企画・実施しているものです。ありとあらゆる分野で活躍している企業家の生
の声を聞き、同じ志を持った人たちと交流することができるのも魅力のうちのひ
とつです。現在、ビジネスアイディアを持っている人、将来起業家を目指している
人等、むつ下北のこれからを見据える学生の夢を「企業」という形で実現する近道
になるかもしれません。

青森イノベーション塾

自然体験活動には、キャンプ、登山、ハイキング、カヤック、自然観察、農林漁業体験など、多様なフィールドで様々な活
動があります。登山、スキー、スキューバダイビングなど多くの資格があり選択科目として履修します。また全ての資格
の基盤には、自然の中で、感性を磨いたり、土地の伝統文化や、食文化に触れたりと、専門的な知識と技術をもって自然
体験活動に普及と振興に貢献する「自然体験活動指導者」があり、必修となります。
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実施日 : 2020 年 9月 20日 ( 日 )
会　場 : 青森大学所有林 (沢山 )

観光は持続可能な社会を創造する社会的な役割も担ってい
ます。いわゆる“ ツーリズム ”を通して持続可能な社会を
実現するという役割です。
県名に“ 森 ”がつく唯一の県は青森です。自然体験型観光
商品の展開の中で、この講座は、森林資源に向き合う体験
を通じて、森林環境について学び、林業の現状も知る「木
こり体験プログラム」です。青森大学が所有する森林で、
森林整備の技術習得、安全対策を体験として学ぶことがで
きます。
2015 年に国連が採択した「SDGs」持続可能な開発目標が
あります。観光文化研究センターは、観光の根底に
「SDGs」を意識して展開することが重要であると考えてい
ます。森林を持続可能な循環する地域の資源として活用す
る 1 つの方法として、「ツーリズム」からのアプローチを今
後むつ下北で提案し、住み慣れた土地の自然を大切に想う
心を育てます。

実施日 : 2020 年 9月 21日 ( 月 )

自然由来の野草と薬草に焦点を当てた「ハーブ料理体験」
と「薬草･森歩き体験」の講座を行いました。日ごろからハー
ブ料理を研究されている“ あおもり和ハーブの会 ”の方々
を講師に「身近にある野草を使用した調理実習」で野草料
理 7品を調理しました。
午後は本学薬学部の佐藤昌泰教授が講師となり「末病を知
る～食べ物を整える」と題して、身近な野草･有用植物を知
るフィールドワークを行いました。
むつ下北地域の自然に出かけ身近な植物について知識を深
めてみませんか？

【講座】森に育む講座（木こり講座）

【講座】あおもりハーブで野草カフェ

青
森
大
学×
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大
学×
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研究写真提供　ソフトウェア情報学部 4年　清水琢巳さん　

※青森キャンパスからの配信講座となります。

社会学部 ソフトウェア情報学部

ソフトウェア情報学部が目指す人材像

ソフトウェア情報学部 3つの特徴

1. プログラミングスキルへのこだわり
4 年間のカリキュラムの中心に、常にプログラミング系の科目を中心科目として配置す
る国内でも有数のプログラミング科目の充実度を誇っています。プログラミングの能力
は IT スペシャリストにとって最も重要なスキルです。プログラミングを学ぶことで、目
の前のあらゆる問題・課題に対して、常にコンピュータプログラムを作るときのように
物事を論理的に捉え、抽象化やターン認識によってモデル化し、適切なアルゴリズムを
適用して解決・対応するような考え方 (「コンピュテーショナルシンキング」)ができる
ようになることを目指します。

３. 地域や社会と連携した教育・研究の取り組み
学生が大学で学んだ IT スキルを活かして、地域や社会と連携した活動に取り組んでい
ます。地元企業との連携で開催している小学生向けプログラミング体験教室などの取り
組みでは、すべて大学生が中心となり、セミナの講師やセミナ参加者のサポート、また研
究成果の学会発表など、地域に貢献するのと同時に自らの研究や将来のキャリアにつな
がる成果を目指して活動しています。

２. 研究室で行われている最先端の研究
AI やロボット、シミュレーションなど様々なテーマで研究に取り組んでいます。ソフト
ウェア情報学部では通常より早い 3年生の段階で研究室への配属を行い、学生一人ひと
りの興味や能力に応じて研究テーマを設定します。また研究室は少人数のゼミで構成さ
れ、2 年間をかけて研究に取り組みます。このように各学年の中心科目や重要科目をす
べて少人数のゼミ制で行うのがソフトウェア情報学部の特徴のひとつです。

IT の業界は「ドッグイヤー」と言われ、他の産業に比べて 7倍のスピードで変革が進むと言われています。
さらに現在、新型コロナウイルス蔓延の環境下で社会の情報化が急速に進み、1年前には「未来の話」だったリモート
ワークや遠隔授業も今では当然のこととなり、IT の世界の時計の進む速度はさらに10倍加速したと言われています。
このような変化の激しい世界では、目先の最新技術も瞬時に時代のものとなり、経験や知識に頼る働き方ではエン
ジニアとして生き残ることはできません。
表面的な IT スキルではない、本物の IT スキルを獲得し、IT によって新たな価値を生み出すことができる人材の育
成を目指しています。

コミュニティ創生コース

Check!

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 3つ用意しています。
体系的に学べる3つのプログラム

地域とともに生きる学部を目指し、地方自治体、商工会との密接な協力体制のもと、Think,Plan and Try の方針で常
に新たな学びを提供し、地域の諸課題の解決に向けた理論、体験、実践を勧めています。

地域貢献の最先端を目指す教授陣と教育プログラム

コミュニティ創生コース
教員紹介

観光プログラム
（総合経営学部と合同で開講）

「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。

公務員や準公共セクター（農協、商工
会等）を目指す学生が、基本的知識と
実践力を身につけます。

社会調査プログラム地域政策プログラム
地域課題を明らかにするためのアン
ケート等の実施・結果分析をする「社
会調査」の手法を体得します。

産官学の３領域を越境してきた経験や、全国で地域イノベーションに挑
戦する仲間たちとのネットワークを活かし、持続可能な地域社会の発展
を担う人材の輩出を目指します。
多様なまちづくりの手法を学び、地域社会の課題を生きた教材として取
り上げ、学生の参画機会を育むことで、皆さんの背中を少しでも後押しで
きるような研究・教育・事業活動を展開していきます。
石井　重成　（いしい　かずのり）    社会学部　准教授
前釜石市オープンシティ推進室長、総務省地域情報化アドバイザー、内閣官房シェアリン
グエコノミー伝道師、著作に『ローカルキャリア白書 - 未来の働き方はここにある』
2021 年度担当科目は「地域社会学」「地域計画論」など

公務員講座

青森大学では就職人気ランキング上位の「公務員」合格に向けて、 「東京アカデミー公務員専門学院」とのコラボレ
ーションにより、公務員講座を行っております。県庁・市役所・病院・警察・消防・自衛隊など、のべ 100名以上
の受講生が公務員試験に合格しております。

地域におけるIT教育の充実をはかる取り組みとして、青森キャンパスではGoogle社の後援のもと、高校生・大学生・
社会人がお互いに教え合いながら自主的に学ぶ場としてプログラミングセミナ「東北 TECH道場」の青森道場を主
催しています。Google 社から派遣された国内の最先端企業で活躍する講師を招き、Android アプリ開発や機械学
習プログラミングなど、ハンズオン形式で新しいプログラミングのスタイルやテクニックを学んでいます。今後、む
つキャンパスや東京キャンパスも交えて、大学生が主体となる新しい「むつ・青森・東京道場」を作れることを期待
しています。その他、International Open Data Day や地域のプロボノ (※) 団体 Code for Aomori との共同によ
る地域のエンジニアによる講義、青森県警の「サイバー防犯ボランティア」などの学外活動にも授業を通じて 1年次
の段階から積極的に取り組んでいます。
※プロボノ　各分野の専門家が、職業上持っている知識やスキルを無償提供して社会貢献するボランティア活動

Check!
むつキャンパスで実施したい新たな試み　

・人工知能をテーマにした研究

・５Gを活用したリモートワークの研究

・薬学部との共同による遠隔医療の研究

青森　むつ　東京　　
３キャンパスの生み出す可能性
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Check!

発
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一般知識・文章理解・社会科学
（2年次対象）

人文科学・自然科学・文章理解
（2年次対象）

判断推理・数的推理・空間把握・政治・経済
（2年次対象）発

展

実
践

人文科学・自然科学・文章理解
（2年次対象）

憲法・民法・経済学・財政学
（2年次対象）

青
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授業
例 将来「公務員」を目指す人材育成

いま地方自治体は様々な諸問題と直面しながらも、そこに住まう地域の住民
と向き合い、新しい「まちづくり」を進めています。授業では、将来「公務員」を
目指す学生の皆さんのサポートを行い、実際に自治体関係者らをゲストに招
くことで、一層の知識向上を目指します。 地方自治と地域政策　学部長　佐々木　淳一



全室にWi-Fi、大型モニターを完備。
対面講義に加え、IT 技術を駆使し、むつと青森と東京をリアルタイムで繋ぐインタラクティブな
オンライン講義も組み合わせて展開します。
本州「最北端」の下北地域で「最先端」の学びを受けられます。
コミュニティラウンジとエレベーターホールは、市民と学生の共有スペースとなり、ディスカッションやグループ
ワークから、ひとりで落ち着いての学習に至るまで、様々なシーンに応じた活用ができます。快適な学習環境の中で多様な活動を応援。

大学には、イベントがたくさんあります。
むつキャンパスを出て、青森キャンパスや東京キャンパスの学生との交流イベントに参加し、学校生活をエンジョイしましょう。

むつキャンパスで、独自のクラブ・サークルを立
ち上げる事ができます。 

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。

青森大学の基本理念

3-1
■青森大学
〒030-0943  青森県青森市幸畑二丁目
TEL.017-738-2001　FAX.017-738-0143

■東京キャンパス
〒134-0087  東京都江戸川区清新町二丁目 10-1
TEL.03-6261-6399　FAX.03-6261-6398

せ■むつキャンパスに関する お問合わ
青森大学下北出張所 むつキャンパス設置準備室
〒035-0072 
青森県むつ市金谷一丁目4-6 アドバンスビル1階 
TEL.080-4605-6095（担当者直通） 
Mail.mutsu-shimokita@aomori-u.ac.jp

（下北文化会館内）■むつキャンパス
〒035-0072  青森県むつ市金谷一丁目

ACCESS
・JR大湊線「下北駅」より徒歩30分
・車（タクシー）で約10分

10-1

むつキャンパス
（下北文化会館内）

金谷公園

むつ総合病院

こんぶや

青森大学の夏のイベントといったら、青森ねぶた
祭！青森山田学園大型ねぶた出陣に、本学も参加
しています。むつ下北の祭りを青森キャンパス・
東京キャンパスにも！

青大祭！青森キャンパスにて開催するため、この
日は、青森キャンパスの学生との交流や、むつキャ
ンパス学生有志でブースを出展してみては！青大
祭名物は、大学事務局出展の「焼きそば」です !!

むつキャンパスLIFE

むつキャンパス紹介

通路から見た教室 コミュニティラウンジ

下北文化会館

第 I 区分 271万円未満 303 第 III 区分 III378 万円未満

雄大な自然に恵まれた下北半島は、何百年と続く神事「祭り」も数多く、また一方で国内

の「エネルギー産業の集積地」でもあり、まさに「いにしえとミライ」「自然と科学」が

調和している地域といえます。今後、学生の皆さんが市民と触れ合い「むつ市での学び」

によって、これらが丁寧に紡いでいかれることにより「地域」が、そして「世界」が変わっ

ていくことを期待します。

本州最北の地で「尖った大学」の「尖った学び」による「尖った学校生活」を応援します。

青森大学むつキャンパスへの期待

　むつ商工会議所　会頭　内田 大輔 氏

下北出張所下北出張所
むつキャンパスむつキャンパス
設置準備室設置準備室

下北出張所
むつキャンパス
設置準備室
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経済的理由で進学をあきらめない！高等教育の修学支援新制度

※第Ⅱ区分は第Ⅰ区分の2/3の支援、第Ⅲ区分は第Ⅰ区分の1/3の支援となります。

家庭の経済状況に関わらず進学できるよう、低所得者世帯を対象とした
授業料・入学金の免除または減額と返還を要しない給付型奨学金です。
世帯年収が第Ⅰ区分270万円以下、第Ⅱ区分300万円以下、第Ⅲ区分380万円以下の方が対象となります。

最新入試情報は、大学ホームページで随時更新していきます。

入試情報　むつで受験が可能です。

入試課　お問合せ先  TEL：017-728-0102（入試課直通） Mail：nyushi@aomori-u.ac.jp 

2022年度　入学者選抜日程    
地域枠入試「むつ下北未来創生枠」

選抜区分（専願） 願書受付 試験日 合格発表

総合型選抜第Ⅰ期日程 2021年   9 月   1 日（水）～   9 月 28日（火） 2021年10月12日（火）
2021年 11月   2 日（火）

総合型選抜第Ⅱ期日程 2021年 10月   1 日（金）～ 10月 12日（火） 2021年10月26日（火）

総合型選抜第Ⅲ期日程 2021年 11月   1 日（月）～ 11月 12日（金） 2021年11月26日（金） 2021年 12月   3 日（金）

総合型選抜第Ⅳ期日程 2021年 11月 15日（月）～ 12月   2 日（木） 2021年12月16日（木） 2021年 12月 22日（水）

学校推薦型選抜第Ⅰ期日程 2021年 11月   1 日（月）～ 11月 12日（金） 2021年11月20日（土） 2021年 12月   2 日（木）

学校推薦型選抜第Ⅱ期日程 2021年 11月 22日（月）～ 12月   7 日（火） 2021年12月11日（土） 2021年 12月 21日（火）

   ※総合型選抜（むつ下北未来創生枠）は定員に達した場合、受付を終了することがあります。

上記の他、下記の選抜区分もあります
選抜区分（併願） 願書受付 試験日 合格発表

一般選抜第Ⅰ期日程 2022年   1 月   6 日（木）～   1 月 31日（月） 2022年   2 月   4 日（金） 2022年 2月 10日（木）

一般選抜第Ⅱ期日程 2022年   2 月   1 日（火）～   2 月 13日（日） 2022年   2 月 17日（木） 2022年 2月 24日（木）

一般選抜第Ⅲ期日程 2022年   2 月 14日（月）～ 2月 28日（月） 2022年   3 月   3 日（木） 2022年 3月 11日（金）

大学入学共通テスト利用選抜　前期日程 2022年   1 月   6 日（木）～  2 月   3 日（木）

大学共通テスト

2022年 2月 10日（木）

大学入学共通テスト利用選抜　中期日程 2022年   2 月   4 日（金）～   2 月 17日（木） 2022年 2月 24日（木）

大学入学共通テスト利用選抜　後期日程 2022年   2 月 23日（水）～   3 月 13日（日） 2022年 3月 18日（金）

※一般選抜第Ⅲ期日程は、青森会場となります。

Zoom 個別相談会
Zoomを使って進路相談！！
資料を見ながら説明を
受けられます！

対　　象 高校生・保護者・高校教員
開催日時 毎日開催※平日のみ
時　　間 最大 60分 /1回
申込方法 完全予約制
ご希望の日時に沿えない場合、電話もしくはメールにて
ご相談させていただきます。
※申込受付後、相談会専用の「アカウント」「パスワード」
　をメールで送付します。

LINE 個別相談会 
LINEを使って気軽に進路相談！！
相談内容が決まっている方に
おすすめ！！

LINEやZoomの個別相談の他、
対面での相談会を希望する方も
受付いたします。 
入試課へ、お気軽に
ご相談ください。 対　　象 高校生・保護者・高校教員

開催日時 毎日開催　16:00 ～ 19:00※平日のみ
申込方法 事前申し込み不要
青森大学公式 LINE アカウントを
「友だち追加」してください。

オンライン個別相談会開催中!!

入学金免除　むつ下北地域特別優遇制度について

入試や大学についての疑問を個別説明会で受付いたします。 

下北地域に住所を有する（住民票がある）方は、入学金が免除となります。原則として、むつキャンパスで学ぶ方が対象です。 
※対象地域は、青森県むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、横浜町、六ヶ所村、野辺地町とします。

対面での相談会

新型コロナウイルス感染拡大防止に十分配慮し、
開催します。

※上記の表は、申込みにあたっての目安となります。世帯構成等によっては、目安の金額を上回っていても対象となる場合があります。
制度の詳細や最新情報については、日本学生支援機構ホームページでご確認下さい。

※進学後にしっかりとした勉強をしなかった場合、欠席日数が多い場合は支援が打ち切られます。


