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１．学校法人の概要 

（１）建学の理念・精神 

  本学園は、昭和２１（１９４６）年に、創立者久保 豊前理事長と久保ちゑ前学園長が、  

「青森珠算簿記学院」と「青森裁縫学院」を設立したことに遡る。第二次世界大戦後の混乱期で

あり、青森市も焼け野原で、住む家もない中で、どのように家族を養い、未来に希望を持って

生きていくかに国民が憂慮した時代である。そのような中で、先ずは手に職を付けて生活の自

立をはかること、貧しいながらも豊かな心を育んでいくことを教育の理念に掲げ、「愛あれ、知

恵あれ、真実あれ」を建学の精神とし、慈愛と英知に満ちた絶対的な真理をめざし、子どもた

ちには、他者を尊重する心を、教職員には教育愛にあふれる学園づくりを求め、学園全体の建

学の精神として継承されています。 

 

（２）沿革 

 昭和２１年６月 青森珠算簿記学院（現 青森中央経理専門学校）並びに青森裁縫学院（現  

         青森中央文化専門学校）創立 

 昭和３１年３月 学校法人田中学園設置認可（青森県知事認可） 

 昭和４５年１月 学校法人青森田中学園に組織変更（文部大臣認可） 

 昭和４５年４月 青森中央女子短期大学家政学科（現 青森中央短期大学食物栄養学科）設置 

 昭和４６年４月 青森中央女子短期大学附属第一幼稚園（現 青森中央短期大学附属第一幼稚 

園）設置 

 昭和４９年４月 青森中央女子短期大学幼児教育学科（現 青森中央短期大学幼児保育学科）

設置 

 昭和５１年１月 専修学校制度発足、青森中央経理専門学校・青森中央文化専門学校認可 

 昭和５１年３月 自適館（学生寮）竣工 

 昭和５５年４月 青森中央短期大学附属第二幼稚園設置 

 昭和５６年４月 青森中央短期大学附属第三幼稚園設置 

 昭和５９年８月 こぶし会館（学生寮）竣工 

 昭和６３年４月 青森中央短期大学経営情報学科設置 

 平成元年４月 青森中央短期大学専攻科福祉専攻設置 

 平成８年３月 浅虫校地の拡充・野外教育活動用地取得（108,941 ㎡） 

 平成１０年４月 青森中央学院大学経営法学部経営法学科設置（青森中央短期大学経営情報学

科学生募集停止） 

         本部棟・7 号館（図書館）・プール棟・国際交流会館竣工 

         青森中央学院大学と大連外国語学院（中国）との間で国際交流協定を締結 

 平成１４年１０月 学術交流会館竣工 

         野球場・陸上競技場・サッカー場・テニスコート完成 

 平成１５年４月 ボクシングジム完成 

 平成１６年１月 カセサート大学（タイ王国）との間で国際交流協定を締結 

 平成１６年４月 青森中央学院大学大学院地域マネジメント研究科地域マネジメント専攻設置 

         青森中央学院大学地域マネジメント研究所設置 

         柔道場完成 

 平成１８年４月 青森中央短期大学看護学科設置 

         7 号館（看護棟）竣工。図書館増設 

 



 平成１９年３月 青森中央学院大学と国立貿易大学（ベトナム）との間で学術交流協定を締結 

 平成２０年２月 青森中央学院大学と十和田市（青森県）が包括連携協定を締結 

 平成２０年４月 青森中央学院大学と吉林化工学院（中国）との間で学術交流協定を締結 

 平成２０年６月 青森中央学院大学開学１０周年記念総合運動場完成 

 平成２０年９月 青森地域大学間連携（青森市内７大学）に関する協定を締結 

 平成２１年３月 青森中央短期大学平成２０年度第三者認証評価の結果適格と認定（財団法人

短期大学基準協会） 

 平成２１年５月 ハンドボールコート完成 

 平成２２年３月 青森中央学院大学平成２１年度大学機関別認証評価の結果大学評価基準に適

合と認定（財団法人日本高等教育評価機構） 

 平成２２年４月 青森中央学院大学と国立貿易大学（ベトナム）との間で共同教育プログラム

実施協定を締結 

 平成２２年８月 青森中央学院大学と僑光科技大学（台湾）との間で学術交流協定を締結 

 平成２２年１０月 青森中央短期大学とチュラロンコン大学看護学部（タイ王国）及び上海大学

国際交流学院（中国）との間で、学術交流協定を締結 

 平成２２年１０月 青森中央学院大学と上海大学国際交流学院（中国）との間で学術交流協定を

締結 

 平成２２年１２月  青森中央学院大学と、運城学院（中国）との間で共同プログラム協定を締結 

 平成２３年２月 青森中央学院大学と泰日工業大学（タイ王国）との間で学術交流協定を締結 

 平成２４年４月 青森中央短期大学附属第一幼稚園、附属第三幼稚園が認定こども園に認定 

 平成２５年５月 青森中央学院大学とチューヴァンアン・ハイスクール（ベトナム）が連携協

定を締結 

 平成２５年５月 青森中央学院大学と南台科技大学（台湾）、南開科技大学（台湾）が交流に関

する協定を締結 

 平成２５年１０月 青森中央短期大学附属第二幼稚園が認定こども園に認定 

 平成 25 年 11 月 青森中央学院大学とむつ市（青森県）が包括連携協定を締結 

 平成２６年１月 東北師範大学人文学院（中国）と交流に関する協定を締結 

 平成２６年２月 青森中央学院大学が青森県立中央高等学校と高大連携に関する協定を締結 

 平成２６年３月 青森中央学院大学が青森県立西高等学校と高大連携プログラムに係る協定を

締結 

 平成２６年３月 青森中央学院大学・青森中央短期大学と青森市横内町内会が連携協力に関す

る協定を締結 

 平成２６年４月 青森中央学院大学看護学部看護学科設置（青森中央短期大学看護学科学生募

集停止） 

         7 号館（看護棟）増築、２号館竣工 

 平成２６年７月 青森中央学院大学看護学部とタイ王国チュラロンコン大学看護学部が学術交

流協定を締結 

         青森中央学院大学と呉凰科技大学（台湾）が学生交流・学術交流に関する協

定を締結 

 

 平成２６年７月 青森中央学院大学と㈱みちのく銀行が海外ビジネス支援に関する連携協定を

締結 

 平成２６年７月 青森田中学園と㈱青森銀行が地域活性化連携協力協定を締結 



 平成２７年１月 青森市横内地区まちづくり協議会発足 

          青森中央学院大学・青森中央短期大学加入 

 平成２７年３月 青森田中学園と青森市が包括連携協定を締結 

 平成２７年３月 青森中央学院大学と青森県中小企業同友会が連携に関する協定を締結 

 平成２７年９月 青森田中学園と特定非営利活動法人青森県消費者協会が連携に関する協定を

締結 

 平成２７年１１月 青森中央学院大学・青森中央短期大学が弘前大学、青森県、青森市、弘前市、

八戸市、むつ市、青森県立保健大学、東北女子大学、八戸工業大学、弘前学

院大学、八戸学院大学、弘前医療福祉大学、八戸工業高専と「地（知）の拠

点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋）」に係る連携・協力に関する協定

を締結（令和 2 年 3 月まで） 

平成２８年２月 青森中央文化専門学校、青森中央経理専門学校の専門課程が「職業実践専門

課程」に認定 

平成２８年２月 青森中央学院大学と東北町が包括連携協定を締結 

 平成２８年３月 青森中央短期大学平成２７年度第三者評価の結果「適格」と認定（一般財団

法人短期大学協会） 

 平成２８年３月 青森中央学院大学と久留米大学が包括連携協定を締結 

 平成２８年６月 青森中央学院大学と国立台北科技大学（台湾）が学生交流・学術交流に関す

る協定を締結 

 平成２８年 10 月 学園創立 70 周年記念式典・祝賀会挙行 

 平成２９年３月 青森中央学院大学・青森中央短期大学が青森明の星短期大学と大学間包括 

連携協定を締結 

 平成２９年３月 青森中央学院大学平成２８年度大学機関別認証評価の結果大学評価基準に適

合と認定（公益財団法人日本高等教育評価機構） 

 平成２９年５月 サッカー場（人工芝）竣工 

 平成２９年１０月 青森中央短期大学が青森商工会議所と連携協定を締結 

 平成２９年１０月 青森中央学院大学・青森中央短期大学が青森市内大学・短期大学、青森市 

及び青森商工会議所と青森市産官学連携プラットフォームを設立 

 平成２９年１１月 青森中央学院大学・青森中央短期大学が青い森信用金庫と連携協定を締結 

 平成３０年１月 青森中央学院大学別科助産専攻指定（入学定員 5 人） 

 平成３０年２月 青森中央学院大学と釜山外国語大学校（韓国）が学生交流・学術交流に関す

る協定を締結 

 平成３０年３月 第 2 体育館、屋内練習場（人工芝）竣工 

 平成３０年５月 青森田中学園と特定非営利活動法人青森県防災士会が包括連携協定を締結 

 平成３０年 11 月 青森中央学院大学と北京第二外国語学院（中国）が学生交流・学術交流に関

する協定を締結 

 平成３０年 12 月 青森中央学院大学経営法学部経営法学科（入学定員 150 人）の入学定員を 165 

人に変更（文部科学大臣） 

 平成３０年 12 月 青森中央学院大学とハノイ国家大学外国語大学（ベトナム）が学生交流・学

術交流に関する協定を締結 

 平成３１年２月 青森中央学院大学と忠清大学校（韓国）が学生交流・学術交流に関する協定

を締結 

 平成３１年３月 青森中央短期大学看護学科の廃止（理事会） 



 令和元年５月 青森中央学院大学と吉林外国語大学（中国）が学生交流・学術交流に関する

協定を締結 

 令和元年８月  青森中央学院大学と青森県立青森商業高等学校が、高大連携に関する協定を

締結 

 令和２年３月  青森中央短期大学と社会福祉法人中央福祉会が、教育・研究・福祉サービス 

に関する協定を締結 

 

 

 



（３）設置学校等 

学校法人青森田中学園 

 所在地  青森市大字横内字神田１２番１ 

理事長  石田憲久 

青森中央学院大学 

   所在地  青森市大字横内字神田１２番地 

   学長   佐藤 敬 

青森中央学院大学大学院 

   研究科長 内山 清 

青森中央学院大学地域マネジメント研究所 

   所長   小松原 聡 

青森中央短期大学 

   所在地  青森市大字横内字神田１２番地 

   学長   久保 薫 

 認定こども園青森中央短期大学附属第一幼稚園 

   所在地  青森市大字野尻字今田１０８番地 

   園長   坪谷輝子 

認定こども園青森中央短期大学附属第二幼稚園 

   所在地  青森市大字三内字丸山１６番地 

   園長   中田尋美 

認定こども園青森中央短期大学附属第三幼稚園 

   所在地  青森市大字原別字袖崎９番地 

   園長   岩葉悦子 

青森中央文化専門学校 

   所在地  青森市大字横内字神田１２番１ 

   校長   久保 薫 

青森中央経理専門学校 

   所在地  青森市大字横内字神田１２番１ 

   校長   石田憲久 

   

 



（４）役員及び教職員に関する情報 

１）役員等の状況              令和２年５月１日現在 

役員定数 職 名 氏 名 

 

理事数 

 定数 8～10 

 現員   9 

 

 

監事数 

 定数  2 

 現員  2 

 

 

 

評議員数 

 定数 17～21 

 現員   19 

理事長 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

評議員 

評議員 

評議員 

評議員 

評議員 

評議員 

評議員 

評議員 

 

石 田 憲 久 

佐 藤   敬 

石 田   薫 

齋 藤 正 彦 

和 田   勉 

榊 原 喜 廣 

内 山   清 

楠 美 タ ヒ 

花 田 勝 美 

監 事 

監 事 

 

 

佐々木 信 一 

平 出 道 雄 

 評議員 

評議員 

評議員 

評議員 

評議員 

評議員 

評議員 

評議員 

評議員 

評議員 

評議員 

桜 庭   肇 

大 沢 陽 子 

石 田 壮 平 

坪 谷 輝 子 

高 橋 晴 美 

グエン  ギア  チ 

一 戸 とも子 

珍 田 良 作 

町 田 光 司 

石 田 恒 久 

村 田 秀 俊 

 

２）教職員に関する事項 

令和２年５月１日現在 （単位：人） 

区分 

青森中央学院 

大学 

青森中央学院 

大学 

地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

研究所 

青森中央短期 

大学 

認定こども園 

青森中央短期 

大学附属第一幼

稚園 

認定こども園 

青森中央短期 

大学附属第二幼

稚園 

認定こども園 

青森中央短期 

大学附属第三幼

稚園 

専任教員 ６７ ― ２９ １０ １０ １０ 

非常勤教員 １０７ ― ４５ ― ― ― 

専任職員 ５６ １ ２１ ４ ４ ３ 

 

区分 
青森中央文化 

専門学校 

青森中央経理 

専門学校 

専任教員 ３ ３ 

非常勤教員 ８ ６ 

専任職員 ― ― 

※専任教員と非常勤教員の比率 

青森中央学院大学 １：１.６０ 

青森中央短期大学 １：１.５５ 

 



                     

（５）各学校等の学生数に関する情報 

令和２年５月１日現在 （単位：人） 

学部・研究科名 入学定員数 収容定員数 現員数 備考 

青森中央学院大学 

経営法学部 １６５ ６７０ ７３９ 教員一人当たり学生数 20.5 

看護学部 ８０ ３２０ ３５６ 教員一人当たり学生数 11.5 

別科助産専攻 ５ ５ ５ 教員一人当たり学生数 1.7 

地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 １０ ２０ １１ 教員一人当たり学生数 1.0 

青森中央短期大学 

食物栄養学科 ６０ １２０ ９９ 教員一人当たり学生数 6.6 

幼児保育学科 １００ ２００ １３３ 教員一人当たり学生数 9.5 

専攻科福祉専攻 ２５ ２５ ６ 教員一人当たり学生数 2.0 

認定こども園 

青森中央短期大学 

附属第一幼稚園 

  １９９ １５１  

認定こども園 

青森中央短期大学 

附属第二幼稚園 

  １９９ １３８  

認定こども園 

青森中央短期大学 

附属第三幼稚園 

  １５９ １０５  

青森中央文化専門学校 
職業実践専門課程 

（服飾課程） 
２０ ４０ ２１  

青森中央経理専門学校 
職業実践専門課程 

（商業実務課程） 
２０ ４０ ４７  

 

 



２．事業の概要 

（１）令和元年度の主な事業の概要 

①学園 

 危機管理体制の確立 

  １．東日本大震災の教訓を各方面に生かす（食料品等の備蓄継続実施） 

  ２．災害に備えたライフラインの確保 

  ３．個人情報保護、セキュリティ対策等の具体化 

 

 将来構想 

  １．各設置校の今後５年間程度の中長期に渡る事業計画の策定と実施 

  ２．事業計画を見据えた人事計画・施設設備整備計画の策定 

  ３．将来構想プロジェクトの立上げと具体的な活動 

 

 ＦＤ・ＳＤの推進 

  １．「ＦＤネットワークつばさ」への積極的参画 

  ２．学内の各種ＦＤ活動の推進 

  ３．ＳＤマップに基づくＳＤ研修会の開催 

  ４．先進的な取り組みの学内への導入 

  ５．学生を交えたＦＤ活動の推進 

 

 学生教育の充実 

  １．教育方針・教育目標・教育課程の明確化 

  ２．学生の基礎力の向上及びモチベーションを高める方策の検討・実施 

  ３．学生に多くのことを体験させ、課外活動を通じた豊かな人間性を醸成する方策 

  ４．GAKUEN・ポータルサイト活用による、業務改善・学生支援サービスの向上及び情報の

共有により、きめ細やかな組織的な学生支援体制の確立 

  ５．利用しやすい学生相談室・健康管理室の在り方の検討・実施 

  ６．履修相談、学生の心配事・悩み事・相談、学生の要望の聴取、アカハラ・セクハラの相

談窓口等学生が相談しやすい環境作りの推進 

  ７．学生提案の本学オリジナルグッズの開発 

  ８．専攻科進学を意識した幼児保育学科の授業内容の構築 

  ９．学びの「青森化」の推進 

  10．グローバル人材養成プログラムの実施 

 

 教育・研究環境の整備 

  １．図書館機能の充実（ラーニングコモンズ・グループ学習室） 

  ２．学生が憩う空間の充実（7 号館フリースペース、2 号館学生ラウンジスペースの活用） 

  ３．学生でにぎわいのあるカフェテリア・購買エリアの充実 

  ４．アクティブラーニング室の充実 

  ５．教育・保育環境整備（ビオトープ） 

  ６．キャンパス内統一サイン計画の検討 

  ７．サッカー場（人工芝）新設 

  ８．新体育館・屋内練習場新設 



 

 学生の就職・進路支援 

  １．キャリア支援センターの充実と各設置校の連携と協働による就職実績作り 

  ２．教育課程と連携した就職支援システムの推進 

  ３．就職先の確保と新企業の開拓（県内・県外） 

  ４．編入学（短大、専門学校）、大学院進学、留学等の積極的な支援 

  ５．留学生向けのキャリア支援プログラムの開発・実施（マイナビ等に依頼） 

  ６．効果的な就職企業セミナーの実施 

 

 国際交流活動の推進 

  １．留学生の受入れに際しては、単に学生数ではなく「学生の資質」を重視し、受入れる国

毎のバランスと、受け入れる国の拡大を目指し、受入れた留学生の在籍管理を徹底 

  ２．留学生の日常的ケアを国際交流センター中心に全教職員の協力のもとに実施し、留学生

チューター等を積極的に活用して留学生の満足度の一層の向上 

  ３．留学生の日本語能力の向上を図るための、日本語教育の充実 

  ４．日本人学生と留学生の日常的な交流の場の提供 

  ５．日本人学生チューター活動の積極的な推進 

  ６．FSA の活動支援の充実 

  ７．海外留学プログラムの推進 

  ８．国際語学サポートセンターの有効的な活用の推進 

  ９．留学生の保護者・連携教育機関への日常的な情報発信 

  10．留学生の日本企業への就職促進施策 

  11．留学生の卒業生との連携促進事業（海外同窓会との Facebook 開始）と組織化 

  12．青森高校・弘前南高校ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽﾊｲｽｸｰﾙ・青森南高校外国語学科との交流事業への留学

生派遣など、市内小・中・高校との交流活動の推進 

 

 研 究 

  １．外部研究資金獲得のための方策実施（科研費その他） 

  ２．行政、地域産業、地域社会等との共同研究・委託研究の推進 

  ３．南台科技大学（台湾）等の海外大学との共同研究 

  ４．研究紀要、研究所年報の内容充実等による研究成果の公表 

  ５．シンポジウム、セミナー等の定期的な開催による研究成果の公開 

  ６．研究成果と連動した学内研究費の配分等の将来的な研究費の在り方の検討 

  ７．チュラロンコン大学・サイアム大学との共同研究の推進 

  ８．研究倫理・知的財産等に関する規程、ガイドライン等の見直し・整備 

  ９．久留米大学と本学学生によるアクティブラーニングを実施 

  10．青森市内高等教育機関（4 大学、2 短期大学）と青森市、青森商工会議所との共同研究 

  11．科学研究費助成による研究成果の地域への公開として「ひらめき☆ときめきサイエンス」

事業の実施 

 

 地域との連携 

  １．地域社会へ向けた公開講座、公開授業、出前講座、食育講座等の定期的な開催 

  ２．留学生を活用した「青森サポーター事業」「国際語学サポートセンター」の推進 



  ３．教員免許状更新講習会の開催 

  ４．青森市産官学連携プラットフォームの実施する事業へ参画 

  ５．連携協定を締結した青森県立青森中央高等学校・青森西高等学校・青森商業高等学校青

森県高等学校をはじめとした、高大連携事業の実施 

  ６．青森市中心市街地に開設した、サテライトキャンパス「Friendly Window」を活用した

地域交流の実施 

  ７．青森商工会議所との連携事業の実施 

  ８．連携協定を締結している青森市、十和田市、むつ市、東北町との諸施策の展開・実施 

  ９．連携協定を締結した青森市横内町会との連携事業の実施 

  10．自治体、地域団体、地元企業と連携した、食育サポーター事業、観光人財養成事業の実

施 

  11．地域連携の要として、地域連携センターの事業の推進 

  12．青森銀行・みちのく銀行・青い森信用金庫との連携事業の実施 

  13．ＣＯＣ＋事業の事業実施（オール青森で取り組む「地域創生人材」育成定着事業） 

  14．青森県消費者協会、青森県防災士会等との連携事業の実施 

  15．ＳＤＧｓに関わる地域と連携した取り組みの実施 

  16．地域の看護実践水準の向上を図ることを目的とし、看護実践センターの開設に向け、看

護師特定行為研修指定申請（2020 年 10 月開設）、看護実践支援セミナー、看護研究研修

会の実施。 

 

 入試広報戦略 

  １．入学試験を教育活動の第一歩として捉え、受験者のニーズに沿った試験を実施 

  ２．高校との連携を強化し、相互信頼のもとに効果的な学生募集活動を展開 

  ３．学業特待制度の検証と、制度自体の周知をより積極的に実施 

  ４．ＳＮＳ等、ＷＥＢ上の広報媒体を有効に活用し、効果測定による検証を踏まえた広報 

手段の開発 

  ５．学園全体の広報活動と、学生募集活動のための広報活動を織り交ぜ、相乗効果が生まれ

るように改善 

  ６．入試状況の科学的な分析による戦略的入試広報の確立・実施 

  ７．学園及び各設置校の教育内容の特色・就職実績等を効果的にアピールするための広報シ

ステムの確立 

  ８．学園・各設置校のホームページをより魅力的なものに改善 

  ９．行政機関、民間企業等との繋がりを密にし、社会人志願者増加に繋がる入試制度の検討 

  10．新しい入試制度の確立と周知を図るとともに、ＷＥＢ出願システムを導入し受験者の利

便性向上を図る 

 

 管理・運営・財務 

１．学園、各設置校の諸規程・規則を実体に沿って整備を継続して図り、権限と責任の明確化 

  ２．各担当責任者のリーダーシップの発揮と内容の深い議論を踏まえた迅速な意思決定が可

能となるシステム作りの推進 

  ３．無駄な経費を削減し、必要なところに資金を投入することを可能とする戦略的財務管理

を全教職員の協力のもとに実施し、安定的な財政基盤の確立を図る 

  ４．理事長・学長のリーダーシップに基づく大学ガバナンスの確立 



  ５．監事機能強化の一環として、専用の監査室の設置し、監査業務の推進を図る 

  ６．学校教育法等の改正に伴い、関係規程の整備及び管理運営体制の確立 

  ７．学校法人会計基準改正への対応 

 

 



②青森中央学院大学・大学院・研究所 

・入学前・後サポートプログラムの実施 

   リメディアル教育の充実を図り、ＡＯ・推薦入学者を対象とした入学前学習プログラ 

ムを実施し、入学目的別に海外留学志向型、公務員志向型、教員志向型、地域リーダー

志向型、大学院進学志向型の学習方法について指導した。また、入学後の各種プログラ

ム、課外活動、留学生の活動紹介を行ったほか、学習支援センターを中心とした入学後

の退学防止、相談機能、上位層のモチベーションの向上等、本学の取組みについて説明

した。 

 

・保護者向け教育懇談会の実施 

 令和元年 10 月 19 日（土）保護者対象の教育懇談会を実施し、大学全体の現状と展望

を説明した後、学業成績、進路、学生生活の個別相談を行った。 

 

・海外留学の推進 

   タイ（経法 3 名）、台湾（経法 2 名）、オーストラリア（経法 3 名、看護 4 名）、韓国

（経法 2 名、看護 1 名）、アメリカ(経法 1 名) 計 16 名が短期留学をした。また、台湾(経

法 1 名)、中国(経法 1 名) 計 2 名が長期留学(6 か月交換留学)をした。海外留学プログラ

ムの充実のために外国人留学生を講師にして留学先の言語や文化等を学ぶ語学準備講座

とネイティブスピーカーを講師にした英語力向上講座を留学前に実施して、留学準備の

支援をした。また、海外留学プログラムに参加する学生には、海外留学奨励費規程に従

い、奨学金を支給し経済的なバックアップも行った。 

 

・公務員試験対策講座の実施 

  正規の授業に加えて、地方公務員上級職および国家公務員（総合職・一般職）、警察官・

消防官などを目指す学生のために特別な講座を設け、市役所、町役場、県警、自衛隊等

への合格者を輩出した。 

 

  ・看護師国家試験対策講座の実施 ※短大からの移動 

     正規の授業に加えて、在学生及び昨年度不合格者を対象として、学内・外の講師によ

る国家試験対策講座を開設し、合格実績を高めている。また、WEB による学習システム

を導入し、看護師国家試験対策の支援を行った。 

 

・キャリア教育の充実と就職実績 

   地域・企業と連携し、専門教育内容を実践的な場で活用する課題解決・参加型プログ

ラム群として、トークサロン、キャリアアップ・ワークショップ、公開模擬面接、e コ

マース等キャリア教育の充実を図り、金融機関、公務員等への合格者を輩出し、結果と

して令和元年度の実質就職率は 95.9％、今年度で 3 期生の卒業生を輩出した看護学部は

100％となった。 

 

・公開型授業の実施 

  「現代社会の諸相」「人間と教育」「暮らしと地域」を一般公開授業として実施し、本

学教員だけでなく首長をはじめ、地域で活躍している様々な立場の方を講師として招き、

学生と地域の方が共に学ぶことにより、地域の様々な課題解決に向けて考える機会を設



けた。 

 

・助成・委託事業等 

   公益財団法人青森学術文化振興財団からの助成研究、助成事業等を実施すると共に、

青森県庁から、あおもりツーリズム創発塾事業等を受託し実施した。また、科研費他外

部研究資金獲得のための教員研修会を実施した。 

 

・タイ・泰日工業大学サマーキャンプの受入（令和元年 5 月 15 日～6 月 10 日） 

     協定校である泰日工業大学で日本語を学んでいる学生を対象にして、日本語学習や日

本文化体験、学校交流、農家ホームステイなどを行う 4 週間短期プログラムを実施した。 

 

・グリーン・ツーリズム支援事業の実施 

   本学に在籍する外国人留学生や海外協定校のネットワークを活かした、海外から青森

県内へのグリーン・ツーリズム受け入れ事業を青森県内の各機関と連携して「アジアか

らの観光客誘致推進協議会」を組織し、青森県（農林水産部構造政策課）海外からの教

育旅行等誘致業務委託料を活用して実施した。 

 

・教員免許状更新講習の実施 

   学部の特色を活かした教員免許状更新講習（選択領域）を開催し、多様な教科担当者

が受講した。（学校が抱える課題―郷土理解教育・危機管理の観点からの考察―、学校教

育において有用な『法』に関する講義、学校教育の中で有用な経済活動と学校における

組織マネジメント、学校教育におけるメンタルヘルス） 

 

・サークル活動支援について 

   強化指定部である硬式野球部、サッカー部、ボウリング部、バスケットボール部、ボ

クシング部、柔道部、ハンドボール部を中心に東北地区大会で活躍するなど、活発な活

動を行った。 

また、文化サークルもアンサンブルサークルやアカペラサークル、ねぶた囃子方サー

クル、クアウオーキングを支えようサークル、学生献血推進サークルＤＯＴＳ等が地域

のイベント・行事等に積極的に参加し、様々な地域交流を行った。特に運動部の学生に

対して、特別講座を実施し、学業とスポーツの両立ができるための支援や、普通救命講

習や栄養についての講座を実施する等の各種の支援を行った。 

 

・ＦＤ活動 

   ＦＤ委員会が中心となって実施した令和元年度の主な FD 活動は、各学期末の授業最

終回における授業評価アンケートの実施、授業評価アンケート自由記述欄への教員コメ

ントの作成と公開、学期途中における授業評価アンケートの実施、学生 FD 委員による

座談会の実施、問題解決志向型ワークショップの開催、外部講師による FD 研修会の開

催などを行った。 

 

・地域社会活動 

   普段、大学教員が講演する機会の少ない、むつ市において「むつ市民講座」と題して、

むつ市等との共催による公開講座を開催した。また、青森市中心市街地に開設している



サテライトキャンパス「Friendly Window」では、市民セミナー、留学生による語学講

座、てつがくカフェ、読書会等の取り組みを行った。青森市内最大のイベントである、

ねぶた祭りに 1 年生全員が参加しているほか、地域の様々なボランティア活動に参加し

ている。大学が所在する横内地域の 10 の町内会と「横内地区まちづくり協議会」を立ち

上げ、地域の諸団体と連携し、様々な活動を実施している。 

 

・ガバナンス改革の実施と運営 

  ＜大学経営会議の設置＞ 

   ・大学の組織及び運営管理等経営に関わる事項についての審議決定機関とする。 

  ＜人事委員会の設置＞ 

   ・教員の採用・昇任等教員人事に関わる事項についての審議機関とする。 

  ＜教育組織運営規則の制定＞ 

   ・大学の組織・職制・施設及びその運営等に関する規則を定める。 

 

・大学機関別認証評価の受審 

   公益財団法人日本高等教育評価機構による認証評価の結果、大学評価基準に適合と認

定される。特に学生の受入れについて、入学前学習プログラムにおいて、入学後のリメ

ディアル教育につなげている点について、評価を受ける。 

 

 



③青森中央短期大学 

  ・入学前・後サポートプログラムの実施 

     リメディアル教育の充実を図り、ＡＯ，推薦入学者を対象とした入学前サポートプロ 

グラムの実施、学習支援センターを中心として、学科や学生の志向にあわせた、未履修 

科目や特定の科目の学力が不足している学生に対して、リメディアル講座（アカデミッ

クライティング、数学、化学、生物）を開設した。 

 

  ・保護者向け教育懇談会の実施 

     令和元年 6 月 22 日（土）保護者対象の教育懇談会を実施し、短期大学全体の現状と展

望を説明した後、学業成績、進路、学生生活の個別相談を行った。 

 

  ・就職先の確保と就職実績 

     学生の就職を支援する組織として、キャリア支援センター、キャリア支援委員会を設

置して、前年度の就職状況や内定報告書を分析し、各学科のアドバイザーと連携をとり

ながら学生の就職支援を行ない、令和元年度の就職率は食物栄養学科 98.0％、幼児保育

学科 96.6％となった。 

 

  ・卒業生を対象としたキャリアアップ支援講座の実施 

     卒業生を対象にしたキャリア支援として、管理栄養士免許取得のための勉強会を開設

した。 

 

  ・ＦＤ活動 

     教学マネジメント委員会が中心となって実施した令和元年度の主な FD 活動は、学内

FD 研修会の実施、学科内 FD 研修会の実施、「青森中央短期大学 SD・FD だより」の発

行、学期末の授業最終回における授業評価アンケートの実施、山形大学主催の各種研修

会、ワークショップ、シンポジウム等に参加した。 

 

  ・出前講座・食育講座の実施 

     地域の教育機関、福祉団体等へ無償で講師派遣を行い、出前講座・食育講座を継続的

に実施しており、地域の様々な機関へ本学教職員を講師として派遣した。 

 

  ・教員免許状更新講習の実施 

     学科の特色を活かした教員免許状更新講習（選択領域）を開催した。（『食物アレルギ

ーの対応に向けて』、『幼児期における食育の実際』） 

 

・学生発表会の実施 

     今年もアウガ５Ｆホールにおいて一般公開による幼児保育学科第４６期生による卒業

記念講演を実施した。また、「郷土と文化」の授業を通じて、手踊（ねぶた）、囃子（笛・

太鼓・手振り鉦）の練習を重ねて、８月２日・３日の青森ねぶた祭に附属幼稚園子ども

ねぶたのはやし方・踊り手として祭りに参加し、学習の成果を市民の前で披露すると共

に、地域の伝統文化に親しんだ。 

 

・産官学連携事業等の促進 



    食物栄養学科は、青森県から、「あおもり食育サポーター事務局運営業務」を受託し、

あおもり食育コンシェルジュを配置し、市民ボランティア「あおもり食育サポーター」

を活用した食育活動を継続的に行っているほか、青森県およびイトーヨーカドーと学生

が協力して、青森県産品を使った「あおもりまるごと弁当」のメニュー開発を行い、青

森県内のイトーヨーカドーで販売した。 

幼児保育学科専攻科福祉専攻では、青森県福祉・介護人材確保緊急支援対策事業を受

託し、福祉・介護の魅力を伝えるセミナーを開催した。 

青森県の豊かな農林水産物や食文化など「あおもりの食」を中心とした知識を認定す

る検定として、青森県庁が平成 23年度から 2年間実施した「あおもり食育検定」を、平

成 26 年度から本学が事務局となり県内の他大学と連携し、「あおもり食育検定公式テキ

スト」の作成や、検定試験の運営等を実施した。 

 

  ・上級学校への進学・編入学支援 

     短期大学を卒業後、在学時に修得した資格を基に、さらに上位の資格を目指す学生が

増えており、上級学校への進学、編入学を希望する学生に対して、情報提供、対策講座、

進学者への奨学金を支給している。 

 

  ・地域の特色をカリキュラム等に反映 

     シラバスに「学びの青森化」として平成 27 年度は 70％、平成 28 年度は 80％以上、

現在は 90％以上反映している。 

 

  ・中期計画「こぶしの花プラン 2016 年度～2020 年度」の実施 

     2016 年度～2020 年度の 5 年間で、6 つのスローガンのもと、中期計画を実行した。 

 

  ・日本幼児教育研修プログラムの実施 

     ベトナムの幼児教育関係者に対して、幼児保育学科・附属幼稚園が主催し実施した。 

 



④ 認定こども園青森中央短期大学附属第一・第二・第三幼稚園 

  附属幼稚園では、園の特徴を生かし、日々の保育に創意工夫を凝らしながら、「健康で心豊か

な子ども」を目指して、次のような教育活動に取り組んだ。 

 

  ・水遊び保育（５月～１１月初旬まで） 

     大学の構内にある温水プールを利用し、水に慣れ親しむ活動から、発達段階に応じて

面かぶりや伏し浮きなど、初歩的な技術向上にまで高めた。 

 

  ・英会話遊び保育（５月～３月） 

     外国人講師を招聘し、ゲームを通じて基本的な日常会話等に興味関心を持たせ、国際

感覚に触れる機会とし、リトミックを取り入れ、コミュニケーション能力を高めた。 

 

  ・公開保育 

     ①保育参観日を５月と１０月に実施し、保護者に指導内容を明確に示し、園児の成長

の過程を公開すると共に、保護者の指導力の向上を図った。 

     ②水遊び保育や英会話保育を公開し、施設や保育指導の状況等について保護者から信

頼を得た。 

 

  ・遠足（６月、９月） 

     遠足へ出かけ、海岸や高原などへ出かけて自然環境に触れながら思いっきり遊んだり、

またリンゴ狩りなどの体験をして楽しんだ。 

 

  ・運動会（６月、２月） 

     ①６月の運動会は、広いグランドで家族の参加もあり、かけっこやお遊戯などを通じ

て体力作りの一環として実施した。 

     ②２月は雪遊び運動会で、そり競争やゲーム、雪像づくりなど雪国ならではの楽しみ

を味わった。 

 

  ・社会見学 

     水族館、プラネタリウム、駅舎、博物館、郵便局等の見学を通じて社会性や道徳性を

学ぶ場となった。 

 

  ・交流活動 

     近隣の小学校、保育園、高校生、大学生、三思園（高齢者施設）へ出掛けたり、訪ね

たりなど様々な年代の方と、お話やお遊戯、歌などで楽しい交流を図った。 

 

  ・菜園活動 

     ジャガイモ、サイツマイモ、いろいろな野菜を植え、成長過程を観察し、収穫を喜び

合った。 

 



⑤青森中央経理専門学校・青森中央文化専門学校 

青森中央経理専門学校 

 ・地域活動・出前講座 

   ○学生パソコン教室開催 

地域社会貢献・地域活動の一環として、学校が所有する物的資源人的資源を活用し「ワ

ードで作る年賀状講座」と題して専門課程１年生が地域の方々を対象にして１１月２日

（土）に公開講座を実施した。また、８月２２日（木）、２３日（金）の２日間、青森県

総合社会教育センターにて、経理専門学校の学生がインストラクターとして、一般の受

講者を対象にワード・エクセルのパソコン講座を開催した。 

   ○出前講座「１０代から学ぶマネー講座」実施 

高校生や地域団体等を対象に、日々の生活から切り離すことができない「お金」と向き

合うきっかけとなるよう、初歩からの金融リテラシーを体験する講座として下記の高

校・団体にて実施した。 

実施日 高校・団体名 

令和元年 ５月 ９日（木） 向陵高等学校 

令和元年１０月３０日（水） 弘前東高等学校 

令和２年 ２月１２日（水） 青森県立六ヶ所高等学校 

令和２年 ２月２１日（金） 青森県立尾上総合高等学校 

   ○金木高校にて SPI 対策講座を実施 

    就職希望者の講座として７月 31 日～8 月 22 日の期間内で計４回１５時間、同校にて 10 

名の受講生に講習を実施した。 

・経理事務コース・医療事務コース、観光コンシェルジュコース課外授業 

   ○経理事務コース 

    １０月５日（土）に青森県総合社会教育センター主催 生涯学習フェアにおいて、経理事

務コースの学生がマネーゲームやカレンダー作成、学園祭で展示した作品を会場内で展

示するなどで協力した。また、青森県金融広報委員会がバックアップしている金融学習

グループ勉強会を下記の内容で実施し、金融・お金に関する知見を深めた。 

実施日 内容（テーマ） 

令和元年 ５月３１日（金） 自動車保険について 

令和元年 ７月２６日（金） ２０代のうちにこそ始めたいお金のこと 

令和元年１０月２５日（金） 起業・創業について 

令和元年１１月２２日（金） 長期投資のイロハについて 

令和２年 １月１７日（金） 今、考えたい！マネー＆キャリア 

－未来ライフをサヴァイブしていくために－ 

令和２年 ２月１０日（月） 若者に多い消費者トラブルとその予防策 

令和２年 ２月２５日（火） 仮想通貨とテクノロジーについて 

 

○医療事務コース 

    医療事務コースの学生が実習先の病院・調剤薬局にて総合受付（接遇）や外来診療デー

タと診療録との整合性チェック等の職場実習を実施した。 

病院名 日程 

まちだクリニック 8/21～8/29 の期間内 5 回 

おきつ内科 8/22～9/4 の期間内 6 回 

中央調剤薬局 8/21～8/26 の期間内 4 回 

MiK 8/21～9/4 の期間内 6 回 



    

○観光コンシェルジュコース 

    ９月３０日新中央埠頭にて、大型客船セレブリティミレニアム入港時に、アテンダント

補助の実習を体験した。１１月２１日と１１月２８日には、青森駅・新青森駅の観光案

内所にて観光案内補助の実習を体験した。 

 

  ・オールあおもり青森県職業体験フェアに参加 

    令和元年１０月３０日青森産業会館 １１月５日むつ来さまい館 １１月１２日八戸ユ

ートリ １１月１４日弘前市民体育館で開催された青森県専門学校各種学校連合会主催

の「青森県職業体験フェア」に参加し、中学生・高校生及び保護者に専門学校の特色を説

明した。 

 

 ・学校関係者評価委員会・教育課程編成委員会の実施 

    ９月２日と２月２８日に、外部委員による上記委員会を開催し、教育内容等の評価改善

を進めた。 

 



青森中央文化専門学校 

 ・ファッションショーの実施 

○例年実施しているファッションショー「Bunka Fashion Live」があおもりフィールドスタ

ディ支援事業補助金に採択され、令和元年１２月１５日、青森市駅前「アウガ」の５階 AV 多

機能ホールに於いて「Unlimited」と題し、開催。青森中央短期大学幼児保育学科卒業記念講演

と同日開催で実施した。 

 ・特別公開授業 

○ファッションブランド DRESSEDUNDRESSEDのデザイナー・北澤武志氏を招聘し、ワークショップ

形式で展開。本校の学生がパターンメーキングの授業で制作したブラウスとジャケットのトワ

ルに、それぞれ思い思いの文字やデザインをアクリル塗料でペイントを施した。 

 ・衣装デザイン・制作依頼 

○多様な人々が集い、既製服や服を着ることを通して、障がいがある人が抱えるおしゃれの悩み・

課題を理解し、リデザインし、カタチにし、成果発表までを行うプログラム「コオフク塾 from 

A」に参加。㈱アダストリアより既製服、YKK スナップファスナー㈱より資材の提供、またゲス

トに ANALOG LIGHTING のデザイナー・ヤマモトタケシ氏を迎え、４点の作品を制作した。 

・ワークショップ参加 

○芸術を通して東北を支援しているいわてアートプロジェクト実行委員会が主催するワークシ 

ョップ「建築とファッション」へ参加。スイスの建築家でデザイナー・Ana D’Apuzzuo（アナ・

ダプッツォ）氏を迎え、青森県立美術館コミュニティギャラリーにて簡易テントからドレスを

制作する表現を学び、インスピレーションを増大する機会を得た。 

・作品展示 

〇令和元年８月２５日にファッション甲子園２０１９でのブース展示、１０月２４日～２７日  

青森市民文化祭へ参加展示、令和２年２月２０日～２１日駅前スクエアでの展示を行い、多く

の方々に作品を見学していただいた。 

 ・公開講座開講 

  〇「ファッションサマースクール」を本校に於いて、小学生を対象とした公開講座を開講した。 

日程 講座名 内容 対象 

８月９日 「布でお絵描き 

～トートバッグ作り～」 

カットした布を自由に張り付け、 

ミシンで縫い、バッグに仕上げる 

小学生 

  〇フレンドリーウインドウ手芸講座開講（一般・学生対象） 

   フレンドリーウインドウにおいて、こぎん刺し連続講座、アクセサリー ブローチ制作などの

手芸講座を開講した。 

日程 講座名 

６月３日・１７日 こぎん刺し講座（基礎） 

６月２４日・７月８日・７月２２日 こぎん刺し講座（応用） 

１０月２８日・１１月１１日・ 

１１月２５日 

こぎん刺し講座（発展） 

１０月７日・１０月２１日 ビーズアクセサリー講座 ブローチ制作 

 

・アパレル専攻・ファッション販売専攻職場実習 

○企業実習（アパレル専攻） 

 アパレル専攻では令和元年１０月３日～１１月２１日の期間中、株式会社蓬田紳装にてオーダ

ーメイドスーツ・ジャケットやパンツ製作・パターン作成、株式会社アプティマルワにて特殊

ミシンの使用法やカットソーアイテムの縫製等の実習をそれぞれ行った。 



○店舗実習（ファッション販売専攻） 

 ファッション販売専攻では、令和元年１１月７～１１月２８日の期間中、個々に希望する株式

会社ブービープランニング、株式会社ワールドストアパートナーズ、株式会社キャン、株式会

社ストライプインターナショナルの店舗にてファッションアドバイザー実習を行なった。 

・地域活動・出前講座 

   〇地域活動の一環として出前講座を行った。 

日程 場所 講座名 内容 

7/9 青森中央高等学校 ファッションショーに向けた 

ウォーキング指導 

ファッションショーのための 

ウォーキング・ポージング 

9/11 青森市立泉川小学校 服飾手芸 洋裁の仕事 「あずま袋制作」 

11/11 西平内中学校 職業理解「夢」講話 ファッション業界の職業講話 

・青森県職業体験フェアに参加 

  令和元年１０月３０日 青森産業会館 １１月５日 むつ来さまい館 １１月１２日 八戸ユ

ートリー １１月１４日 弘前市民体育館にて「オールあおもり」大学・専修学校等魅力発信事

業と同時開催である青森県専門学校各種学校連合会主催の「青森県職業体験フェア」に参加し、

中学生・高校生及び保護者に専門学校の特色を説明した。 

 

・研修旅行実施 

令和元年１１月１日～３日、２泊３日の行程で研修旅行を実施した。行き先は東京方面、日暮里

繊維街、ストライプインターナショナルでの研修、また、文化服装学院で服飾博物館やファッシ

ョンショーを見学。様々な経験を通し、ファッション業界への知識を深めた。 

 

・学校関係者評価委員会・教育課程編成委員会の実施 

   ９月２日と２月２８日に、外部委員による上記委員会を開催し、教育内容等の評価、改善を進

めた。 

 

 

   

 

  



 （２）教育研究の概要 

①教育研究上の基準となる組織に関する情報 

 

大学等 学部・研究科等 学科等 課程・専攻等 

青森中央学院大学 

経営法学部 

看護学部 

別科助産専攻 

地域マネジメント研究科 

経営法学科 

看護学科 

 

地域マネジメント専攻 

 

青森中央短期大学 

 食物栄養学科 

幼児保育学科 

専攻科 

 

 

福祉専攻 

認定こども園 

青森中央短期大学 

附属第一幼稚園 

   

認定こども園 

青森中央短期大学 

附属第二幼稚園 

   

認定こども園 

青森中央短期大学 

附属第三幼稚園 

   

青森中央文化専門学校 

 職業実践専門課程 

（服飾専門課程） 

 トータルファッション科 

アパレル専攻 

ファッション販売専攻 

青森中央経理専門学校 

 職業実践専門課程 

（商業実務専門課程） 

 経理情報科 

経理事務コース 

医療事務コース 

観光コンシェルジュコース 

 

 



教員組織及び教員数並びに教員の保有学位、業績に関する情報 

令和２年５月１日現在 

大学等 学部・学科等 教員数 

青森中央学院大学 経営法学部経営法学科 

大学院地域マネジメント研究科 

地域マネジメント研究所 

３６名 

（教授 17 名、准教授 8 名、講師 10 名、助教 1 名） 

【経営法学部教員の保有学位または職務上の実績等】 

職  名 氏   名 学  位 職務上の実績等 

学長、教授 佐藤 敬 医学博士 元弘前大学学長 

教授、学部長 小俣 勝治 修士（法学） 青森労働局・労働審議会委員 

教授、地域マ

ネジメント

研究科長 

内山 清 修士（経済学） 元㈱長銀総研コンサルティング 主席研究員 

教授 岩船 彰 法学士 ｷｬﾘｱ支援ｾﾝﾀｰ長 

青森市指定管理者候補者選定委員 

青森市建築審査会委員 

教授 大泉 光一 博士（国際関係） 

博士（経済学） 

ｽﾍﾟｲﾝ国立ﾊﾞﾘｬﾄﾞﾘｰﾄﾞ大学 東洋研究センター顧問 

ソーシャル・リスクマネジメント学会顧問 

教授 高橋 興 教育学士 元中央教育審議会専門委員 

元青森県立高等学校長 

元青森県総合社会教育センター所長 

文部科学省中央教育審議会生涯学習分科会委員文

部科学省社会教育アドバイザー 

文部科学省コミュニティ・スクールマイスター 

教授 塩谷 未知 修士（農学） 元㈱価値総合研究所取締役 

教授 加藤 澄 博士（言語学） 裁判所 民事・家事調停員 

弘前大学大学院医学研究科附属子どものこころの

発達研究センター客員研究員 

教授 鈴木 克成 修士（哲学） 学習支援センター長 

教授 吉原 正彦 博士（経済学） 日本学術会議連携会員 

青森朝日放送（株）放送番組審議会副委員長 

教授 井口 義久 修士（経営学） 日本経営実務研究学会 理事 

日本経営診断学会 監事 

入試広報センター長 

教授 小松原 聡 学士（工学） 地域マネジメント研究所長 

元㈱三菱総合研究所参与 

教授 藤巻 啓森 博士（学術） 元中国東北師範大学人文学院日本語言文化学

院学院長 

青森県日中友好協会理事 

青森長春教育学術文化交流協会専務理事 

国際交流センター長 



教授 成田 昌造 経営学士 元青森県立高等学校校長 

青森県青少年健全育成審議会 委員  

公益財団法人「青森県学校給食会」理事  

公益財団法人「三浦財団」評議員 

地域連携センター長 

教授 大泉 常長 修士（国際経済学） 学長補佐、基幹教育センター長 

教授 丸山 愛博 修士（法学） 青森県消費者契約等事例検討委員会委員 

教授 三上 雅生 文学士 元青森市立中学校長 

教授 井原 孝延 修士（商学）  

准教授 竹中 司郎 経済学士 元青森県立高等学校長 

青森県ＢＢＳ連盟理事 

青森県ハンドボール協会副会長 

青森県教員等資質向上推進協議会教員養成分科会

委員 

准教授 椎名 智彦 修士（法学）  

准教授 金 美和 修士（法学） 青森県消費者契約等事例検討委員会委員 

准教授 グエン チ ギア 博士（経営学）  

准教授 中川 衛 修士（経営学）  

准教授 山本 俊 博士（経営経済学）  

准教授 木村 隆雄 理学士 元㈱富士通 システムエンジニア 

准教授 楠奥 繁則 博士（経営学）  

講師 新免 圭介 修士（経営情報学）  

講師 鈴木 芳美 修士（商学）  

講師 奥村 俊樹 博士（医学） 日本体育協会シニア・ジュニアリーダー養成指導員 

ＩＮＷＡ公認ノルディックウォーキング・ナ

ショナルトレーナー 

レスキューダイバー 

介護予防運動指導士 

講師 田中 真寿美 修士（地域研究）  

講師 太田 航平 修士（法学）  

講師 柚原 愛子 修士（法学）  

講師 中山 洋志 修士（法学）  

講師 庄子 元 博士（地学） 小学校教諭一種免許、中学校教諭一種免許（社

会） 

講師 福田 隆巳 修士（経済学）  

講師 山谷 清秀 博士（政策科学）  

助教 志喜屋カロリーナ 修士（人文学）  



 

大学等 学部・学科等 教員数 

青森中央学院大学 看護学部看護学科 

別科助産専攻 

３１名 

（教授 8 名、准教授 6 名、講師 7 名、助教 6 名、助手 4 名） 

【看護学部教員の保有学位または職務上の実績等】 

職  名 氏   名 学  位 職務上の実績等 

教授 一戸 とも子 博士（医学） 学部長、看護師 

日本放射線看護学会理事 

日本看護研究学会査読委員 

青森県看護協会保健師助産師看護師実習指導者講

習会講師 

看護実践センター長 

教授 北原 かな子 博士（国際文化） 青森県史調査研究員 

独立行政法人日本学術振興会 科学研究費委員会 

委員 

図書館情報センター長 

教授 玉熊 和子 博士（教育学） 看護師、助産師 

教授 伊藤 道子 修士（看護学） 看護師、保健師、助産師 

教授 秋庭 由佳 博士（看護学） 看護師 

教授 三國 裕子 博士（保健学） 看護師、認定看護師（訪問看護） 

教授 坂井 哲博 博士（医学） 元むつ総合病院副院長 

准教授 木村 千代子 修士（人間科学） 看護師 

准教授 鎌田 明美 修士（看護学） 看護師、保健師 

日本公衆衛生看護学会委員 

准教授 齋藤 美紀子 修士（看護学） 看護師 

准教授 中川 孝子 修士（看護学） 看護師 

知症疾患医療連携協議会構成員 

地域密着型サービス外部評価審査委員 

准教授 其田 貴美枝 博士（健康科学） 看護師、一般社団法人日本在宅看護学会 理事 

准教授 川添 郁夫 博士（健康科学） 看護師、救急救命士 

講師 藤澤 珠織 修士（理学） 看護師、学芸員資格 

日本古病理学研究会（理事） 

講師 松島 正起 博士（看護学） 看護師、臨床工学技師 

講師 石岡 桂子 学士（家政学） 看護師、助産師、精神保健福祉士 

講師 菊池 美智子 修士（看護学） 看護師、保健師 

講師 三上 ふみ子 修士（保健学） 看護師、助産師 

講師 木村 峰子 修士（医療福祉学） 看護師、保健師 

助教 中村 祥子 修士（看護学） 看護師、保健師 



助教 杉田 由佳理 修士（地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ） 看護師、主任看護支援専門員 

助教 太田 尚子 修士（看護学） 看護師、保健師 

助教 丸山 夏弥 修士（保健学） 看護師、保健師、助産師 

助教 造田 亮子 修士（国際協力） 看護師、保健師 

助教 外 千夏 学士（教育学） 看護師、助産師 

助手 熊谷 和可子 短期大学士（看護学） 看護師 

助手 福士 裕紀 短期大学士（看護学） 看護師 

助手 山上 順矢 学士（健康保健学） 看護師、保健師 

助手 柿崎 はるな 短期大学士（看護学） 看護師 

 

 



大学等 学科 教員数 

青森中央短期大学 食物栄養学科 15名（教授 4名、准教授 3名、講師 4名、助教 1名、助手 3名） 

【食物栄養学科教員の保有学位または職務上の実績等】 

職  名 氏   名 学  位 職務上の実績等 

学長、教授 久保 薫 修士（家政学） 管理栄養士 

青森県食育推進会議副議長 

青森県水産振興審議会会長 

青森県学校給食表彰審査会委員 

教授 棟方 秀和 修士（理学） 食物栄養学科長 

青森県医師会健やか力推進センター推進協議会 

委員 

教授 宮田 篤 修士（文学） 日本ビジネス実務学会 理事，編集委員 

日本ビジネス実務学会 関東・東北ブロックリ

ーダー 

日本インターンシップ学会 東日本支部運営委

員 

教授 田村 義文 文学学士 中学校教諭一級普通免許（国語） 

准教授 清澤 朋子 修士（農学生命科学） 青森県農政審議会 委員 

准教授 木村 亜希子 修士（地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ）  

准教授 森山 洋美 修士（保健学） 管理栄養士 

講師 舛澤 正博  管理栄養士 

講師 池田 友子 家政学士 管理栄養士、元青森県栄養士会副会長 

講師 浜中 幸美  管理栄養士 

講師 本間 維 修士（情報学） 司書、日本図書館協会 分類委員会（NDC-LD 専

門委員） 

助教 辻村 明子 修士（栄養学） 管理栄養士 

助手 白取 敏江 修士（社会学） 管理栄養士 

公益社団法人青森県栄養士会 青森地区運営委

員（会計） 

助手 外崎 秀香 修士（農学生命科学）  

助手 千葉 綾乃 修士（健康科学） 管理栄養士 

 



 

大学等 学科 教員数 

青森中央短期大学 
幼児保育学科 11名（教授 4名、准教授 4名、講師 1名、助教 1名、助手 1名） 

専攻科福祉専攻 3名（准教授 1名、講師 2名） 

【幼児保育学科教員の保有学位または職務上の実績等】 

教授 大沢 陽子 体育学士 幼児保育学科長 

教授 石田 憲久 経済学士 青森田中学園理事長 

教授 大橋 誠 教育学士  

教授 前田 美樹 修士（教育学） 幼児保育学科長補佐 

准教授 鈴木 寛康 修士（体育学） 元サッカーナショナルトレーニングセンター「J

−Village」フィットネスクラブ サブマネージャ

ー兼チーフインストラクター 

准教授 伊藤 弓月 修士（社会福祉学） 専攻科主任 

准教授 木村 貴子 修士（教育学） 日本レクリエーション協会公認レクリエーショ

ン・インストラクター、 

日本レクリエーション協会 音楽レクリエーシ

ョン講師 

准教授 松浦 淳 修士（教育情報学） 青森市健康福祉審議会 児童福祉専門部会 会

長 

青森市子ども子育て委員会 委員 

青森青年国際交流機構(青森 IYEO)会長 

准教授 兼平 友子 修士（教育学） 幼稚園教諭専修免許、小学校教諭専修免許 

講師 美濃 陽介 修士（健康科学） 看護師、養護教諭一種免許、高等学校教諭「看

護」特別免許 

講師 齋藤 雅美 修士（社会福祉学） 介護福祉士、社会福祉主事 

講師 天間 美由紀 修士（教育学） 精神保健福祉士 

助教 具志堅 裕介 修士（表現学） 小学校教一種免許、中学校・高等学校教諭一種

免許（美術） 

助手 畑山 朗詠 修士（教育学） 幼稚園教諭二種免許、保育士資格 

 

 



 

年齢別教員数（令和２年５月１日現在） 

大学名 学部学科 
～ 

29 歳 

30～ 

39 歳 

40～ 

49 歳 

50～ 

59 歳 

60～ 

69 歳 

70 歳 

以上 

青森中央学院大学 

経営法学部 

経営法学科 
0 9 7 6 8 6 

看護学部 

 看護学科 

別科助産専攻 

0 7 6 12 5 1 

青森中央短期大学 

食物栄養学科 0 4 5 1 5 0 

幼児保育学科 1 1 5 1 2 1 

専攻科福祉専攻 ― ― 3 ― ― ― 

 

 

 

男女別教員数（令和２年５月１日現在） 

大学名 学部学科 男 女 

青森中央学院大学 

経営法学部 

経営法学科 
30 6 

看護学部 

 看護学科 

別科助産専攻 

6 25 

青森中央短期大学 

食物栄養学科 5 10 

幼児保育学科 5 6 

専攻科福祉専攻 2 1 

 



 ③学生に関する情報 

 （単位：人） 

大学等 学部・研究科 入学者数 収容定員 在学者数 卒業者数 進学者数 就職者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森中央

学院大学 

経営法学部 

(経営法学科) 

 

［入学に関する基本的な方針］ 

 豊かな人間性に立ち、よりよき人生を創造するとともに、社会的正義に立って社会

の発展に貢献する、進取性に富み良識ある職業人を養成します。経営法学部の入学者

受入方針として以下を掲げます。 

１．経営学や法学の専門知識を活かし、地域社会、国際社会のなかで活躍しようとい

う意欲をもつ人 

２．人間性が豊かで、責任感のある人 

３．旺盛な知的好奇心をもち、自ら積極的に学習や研究に取り組む意欲をもつ人 

４．学問のみならずサークルやボランティア活動で独自の優れた個性を発揮する意欲

をもつ人 

１８１名 ６７０名 ７３９名 １５５名 ６名 １３９名 

地域マネジメ

ント研究科 

(地域マネジメ

ント専攻) 

 

 

［入学に関する基本的な方針］ 

 地域に貢献できる人材の養成を目指して、法律的な思考と知識を経営的な意思決定

過程に織り込み、創造的・応用的・総合的なﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄを成し得る高度な職業人の育成

を目的としています。地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科の入学者受入方針として以下を掲げます。 

１．地域における課題を広くとらえ、日本あるいは世界の地域の発展に貢献しようと

する強い意識を持つ人 

２．将来の目標を明確に持ち、基礎的専門知識および一般教養を身につけている人 

３．新時代を切り開く意欲と創造力に溢れる人 

６名 ２０名 １１名 ６名 ０名 ６名 

看護学部 

（看護学科） 

 

 

 

［入学に関する基本的な方針］ 

 生命の尊厳を尊重し豊かな人間性を備えて一人ひとりの「生」に寄り添い、科学的

根拠に基づく判断力と技術による実践力を有し、他の職種と協働しつつ看護の向上に

資する研鑽力を養い、地域社会の保健医療福祉に貢献できる人材を養成することを目

的とします。看護学部の入学者受入方針として以下に掲げます。 

１．人間の尊厳に対する感性を持ち、人を大切にできる人 

２．人が生まれ社会で生活していく過程を科学的に理解するための基礎学力を有して

いる人 

３．人への関心を持ち、どのような人とも対等にコミュニケーションができ、協働性

が図れる人 

４．主体的に行動できる人 

９５名 ３２０名 ３５６名 ９５名 ３名 ８７名 

 

 

 

 

 

 

 

 



大学等 学部・研究科 入学者数 収容定員 在学者数 卒業者数 進学者数 就職者数 

 

 

 

別科 

助産専攻 

［入学に関する基本的な方針］ 

 現代社会における周産期医療の特性・課題を踏まえて、安全で質の高い助産実践能

力を身につけ、女性の一生の健康保持増進を支援し、安心して子どもを産み育てられ

る地域づくりに貢献できる助産師を養成します。別科助産専攻の入学者受入方針とし

て以下を掲げます。 

１．人間の尊厳に対する感性を持ち、人を大切にできる人 

２．人が生まれて社会で生活していく過程を科学的に理解するための基礎学力を有し

ている人 

３．人への関心を持ち、どのような人とも対等にコミュニケーションができ、協調性

が図れる人 

４．十分な看護の基礎能力を備えている人 

５．助産師として地域づくりに貢献する志と意欲を持っている人 

５名 ５名 ５名 ５名 ０名 ５名 

［就職者数及び卒業後の進路］             

 青森中央学院大学経営法学部の就職率は 95.9％であった。青森県警を始めとする公務員、また、金融

機関においても青森銀行、みちのく銀行、青い森信金、東奥信用金庫、青森県信用組合の採用があった。 

 看護学部の就職率は 100％で、青森県立中央病院、弘前大学医学部附属病院など、青森県内の就職率

は 47.1％で、地域への貢献が期待されている。 

 

 

 



 

大学等 学部・研究科 入学者数 収容定員 在学者数 卒業者数 進学者数 就職者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森中央

短期大学 

食物栄養 

学科 

 

［入学に関する基本的な方針］ 

 青森中央短期大学では「愛あれ、知恵あれ、真実あれ」という建学の精神に基づき、

自立して生きていくために必要な豊かな人間性と実学を身につけることを教育理念とし

ております。食物栄養学科の入学者受入方針として以下を掲げます。 

１． 季節や地域ごとの特徴ある食事や食生活を大切にし、食に対する感性を高めたい人 

２．人体の健康・栄養状態に見合った食事を提供し、人々の健康で明るく楽しい生活の

実現に貢献したい人 

３．現代社会が抱えるさまざまな食や栄養の課題に主体的に取り組みたい人 

４．社会のルールや人との約束を守り、専門職に必要な高い規範意識と倫理観を備えた

い人 

５．意見の違いや立場の違いに配慮し、周囲と協調・協働して行動したい人 

４５名 １２０名 ９９名 ５６名 ３名 ５２名 

幼児保育 

学科 

 

 

 

［入学に関する基本的な方針］ 

 青森中央短期大学では「愛あれ、知恵あれ、真実あれ」という建学の精神に基づき、

自立して生きていくために必要な豊かな人間性と実学を身につけることを教育理念とし

ております。幼児保育学科の入学者受入方針として以下に掲げます。 

１．本学科の教育内容を適切に理解し、学ぶ意欲のある人 

２．広く子どもに関する関心が高く、幼児教育の重要性を認識できる人 

３．保育者に必要な創造力や感性をさらに豊かにするために努力できる人 

４．コミュニケーション力や協調性が高く、責任ある行動のとれる人 

５．社会福祉（介護福祉を含む）分野にも広く興味・関心を示し、向学心が旺盛な人 

５８名 ２００名 １３３名 ６９名 ８名 ５９名 

専攻科 

福祉専攻 

［入学に関する基本的な方針］ 

 青森中央短期大学では「愛あれ、知恵あれ、真実あれ」という建学の精神に基づき、

自立して生きていくために必要な豊かな人間性と実学を身につけることを教育理念とし

ております。専攻科福祉専攻の入学者受入方針として以下に掲げます。 

１．介護を学ぶために必要な基礎的学力とコミュニケーション能力を有している人 

２．進んで学習する意欲があり、介護福祉を目指す強い意志がある人 

３．協調性と他者を思いやる気持ちがあり、最後まで努力を惜しまない人 

４．誠実で責任感があり、自ら進んで行動できる人 

６名 ２５名 ６名 ７名 ０名 ７名 

［就職者数及び卒業後の進路］ 

 近年の就職、採用活動開始時期の変更の影響もなく、青森中央短期大学は専門職として地元の求人に

応えている。学生は自己の知識、技術を向上させ、各自の将来を考えながら就職活動を行っていた。各

学科等の就職率は食物栄養学科 98.0％、幼児保育学科 96.6％、専攻科福祉専攻 100％となっており栄養

士、幼稚園教諭・保育士、介護福祉士、また、認定こども園における保育教諭など、全体の 59.5％がそ

れぞれの専門性を活かし、県内就職している。さらに専門職としての向上を目指し、四大等への編・入

学者の数も増えている。 

※入学者数、収容定員、在学者数は令和２年５月１日現在 

※卒業者数、進学者数、就職者数は令和２年３月３１日現在 



社会人学生数・留学者数（令和２年度）                    （単位：人） 

大学名 学部学科等 
社会人学生 

（社会人特別選抜による） 
留学生 

海外派遣学生 

（令和元年度） 

青森中央学院大学 

経営法学部 

経営法学科 
1 100 13 

看護学部看護学科 0 ― 5 

別科助産専攻 0 ― 0 

青森中央学院大学大学院 地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 0 11 0 

青森中央短期大学 

食物栄養学科 10 ― 0 

幼児保育学科 2 ― 0 

専攻科福祉専攻 0 ― 0 

 

 

入学者推移（令和２年５月１日現在）                    （単位：人） 

大学名 学部学科等 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

青森中央学院大学 

経営法学部 

 経営法学科 
189 189 186 181 

看護学部看護学科 88 93 93 94 

別科助産専攻 ― 5 5 5 

青森中央学院大学大学院 地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 12 7 5 6 

青森中央短期大学 

食物栄養学科 59 56 55 45 

幼児保育学科 74 72 75 58 

専攻科福祉専攻 9 8 7 6 

 

 

入学志願者数推移（令和２年５月１日現在）                 （単位：人） 

大学名 学部学科等 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

青森中央学院大学 

経営法学部 

 経営法学科 
288 274 255 255 

看護学部看護学科 181 179 181 199 

別科助産専攻 ― 15 12 24 

青森中央学院大学大学院 地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 15 12 5 12 

青森中央短期大学 

食物栄養学科 81 67 73 52 

幼児保育学科 79 78 79 63 

専攻科福祉専攻 9 8 7 6 

 
 



受験者数推移（令和２年５月１日現在）                    （単位：人） 

大学名 学部学科等 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

青森中央学院大学 

経営法学部 

 経営法学科 
286 269 252 252 

看護学部看護学科 176 174 179 191 

別科助産専攻 ― 15 12 24 

青森中央学院大学大学院 地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 15 12 5 12 

青森中央短期大学 

食物栄養学科 81 67 72 52 

幼児保育学科 78 78 79 62 

専攻科福祉専攻 9 8 7 6 

 
 
合格者数推移（令和２年５月１日現在）                    （単位：人） 

大学名 学部学科等 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

青森中央学院大学 

経営法学部 

 経営法学科 
230 241 246 240 

看護学部看護学科 137 137 146 144 

別科助産専攻 ― 5 5 5 

青森中央学院大学大学院 地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 15 8 5 8 

青森中央短期大学 

食物栄養学科 81 67 70 50 

幼児保育学科 78 78 79 61 

専攻科福祉専攻 9 8 7 6 

 

 

学位授与数（令和２年３月３１日現在）                    （単位：人） 

大学名 学部学科等 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

青森中央学院大学 

経営法学部 

経営法学科 
143 125 151 155 

看護学部看護学科 ― 79 85 95 

青森中央学院大学大学院 地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 11 8 12 6 

青森中央短期大学 

食物栄養学科 59 51 52 56 

幼児保育学科 80 74 70 69 

看護学科 ― ― 1 ― 

 



収容定員充足率（令和２年５月１日現在）                  （単位：％） 

大学名 学部学科等 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

青森中央学院大学 

経営法学部 

経営法学科 
99 104 106 110 

看護学部看護学科 112 114 114 111 

別科助産専攻 ― 100 100 100 

青森中央学院大学大学院 地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 105 100 55 55 

青森中央短期大学 

食物栄養学科 94 95 94 83 

幼児保育学科 76 73 74 67 

専攻科福祉専攻 36 32 28 24 

 

 

中途退学者数  ※除籍者数含む                         （単位：人） 

[ ]内は中退率 ※中途退学者／在籍者数×100＝中退率                  （単位：％） 

大学名 学部学科等 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

青森中央学院大学 

経営法学部 

経営法学科 
27[4.0] 33[4.7] 37[5.1] 28[3.8] 

看護学部看護学科 3[1.0] 6[1.6] 8[2.2] 9[2.5] 

別科助産専攻 ― ― 0[0.0] 0[0.0] 

青森中央学院大学大学院 地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 1[4.7] 0[0.0] 2[10.0] 0[0.0] 

青森中央短期大学 

食物栄養学科 3[2.5] 4[3.5] 4[3.5] 3[2.7] 

幼児保育学科 4[2.4] 3[2.0] 4[2.7] 3[2.0] 

看護学科 ―[―] ―[―] ―[―] ―[―] 

専攻科福祉専攻 0[0.0] 0[0.0] 0[0.0] 0[0.0] 

 

 

留年者数（令和２年３月３１日現在）                     （単位：人） 

大学名 学部学科等 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 

青森中央学院大学 

経営法学部 

経営法学科 
8 7 18 19 

看護学部看護学科 ― 9 12 4 

別科助産専攻 ― ― 0 0 

青森中央学院大学大学院 地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研究科 0 1 0 0 

青森中央短期大学 

食物栄養学科 0 1 5 1 

幼児保育学科 0 0 4 2 

専攻科福祉専攻 0 0 0 0 

 



④教育課程に関する情報 

イ．授業科目の名称 

本学ホームページ上に青森中央学院大学、大学院、青森中央短期大学の学則及び授業

科目一覧表を公表している。 

ロ．取得可能資格 

学校名 学科名 取得可能資格 

青森中央学院大学 経営法学部経営法学科 中学校教諭一種免許「社会」 

高等学校教諭一種免許「公民」「商業」 

司書資格 

学校図書館司書教諭免許 

社会福祉主事任用資格 

上級秘書士資格 

防災士資格 

 

看護学部看護学科 看護師国家試験受験資格 

保健師国家試験受験資格 

 

別科助産専攻 助産師国家試験受検資格 

 

大学院地域マネジメン

ト研究科 

税理士試験科目免除 

 

青森中央短期大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食物栄養学科 栄養士免許 

栄養教諭二種免許 

フードスペシャリスト認定試験受験資格 

専門フードスペシャリスト認定試験受験資格 

（食品開発、食品流通・サービス） 

フードサイエンティスト資格 

社会福祉主事任用資格 

司書資格 

秘書士資格 

幼児保育学科 幼稚園教諭二種免許 

保育士資格 

社会福祉主事任用資格 

レクリェーションインストラクター資格 

※所定の講習を受講し認定を受ける資格 

幼児体育指導者認定資格 

JFA 公認キッズリーダー 

カワイピアノグレード 

専攻科福祉専攻 介護福祉士資格 

 

 

 



学校名 学科名 取得可能資格 

青森中央経理専門学校 

 

 

 

 

 

 

 

商業実務専門課程  

経理情報科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専修学校准教員資格 

 

共通資格 

 日商簿記検定 1～3 級 

 IT パスポート 

 情報活用検定 

 日商 PC 検定 

 C 言語プログラミング能力認定試験 

 WEB クリエーター能力認定試験 

 ビジネス能力検定 

 ニュース時事能力検定 

 秘書検定 

・経理事務コース 

 

 

ファイナンシャル・プランニング技能検定 

所得税法･法人税法･消費税法計算実務能

力検定 

・医療事務コース 

 

 

 

 

医事コンピュータ技能検定 

医療秘書技能検定 

電子カルテ実技検定 

調剤事務管理士技能試験 

ﾎｽﾋﾟﾀﾙｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ試験 

・観光コンシェルジュコース 国内旅行業務取扱管理者試験 

総合旅行業務資格管理者試験 

旅行地理検定 

青森中央文化専門学校 服飾専門課程 

トータルファッション科 

・アパレル専攻 

 

専修学校准教員資格 

パターンメーキング技術検定 

ファッションビジネス能力検定 

ファッション色彩能力検定 

洋裁技術検定 

服飾高等課程 

トータルファッション科 

・ファッション販売専攻 

高等学校卒業資格 

ファッション販売能力検定 

ファッションビジネス能力検定 

ファッション色彩能力検定 

洋裁技術検定 

 

 



 ⑤学修の成果に関する評価及び卒業の認定に当たっての基準に関する情報 

大学等 
学部・ 

研究科等 

就業

年限 

必要取得 

単位数 

科目区分ごとの 

修得単位数 

修得可能な 

学位及び専攻名称 

必修 選択 選択必修 
 

青森中央 

学院大学 

経営法学部 

経営法学科 
４年 １２４単位 ３２単位 ５６単位 36 単位 学士（経営法学） 

看護学部 

看護学科 
４年 １２６単位 １０９単位 １７単位 ― 学士（看護学） 

別科助産専攻 １年 31 単位 30 単位 1 単位 ―  

地域マネジメント研究科 

地域マネジメント専攻 
２年 ３０単位 １４単位 １６単位 ― 修士（地域マネジメント） 

青森中央 

短期大学 

食物栄養学科 ２年 ７０単位 ３２単位 ３８単位 ― 短期大学士（食物栄養学） 

幼児保育学科 ２年 ７０単位 ２４単位 ４６単位 ― 短期大学士（幼児保育学） 

専攻科福祉専攻 １年 ５３単位 ５３単位 ０単位 ―  

 

 



 ⑥学習環境に関する情報 

大学等 キャンパス 
学部 

研究科 
所在地 主な交通手段 

青森中央

学院大学 

神田 

キャンパス 

経営法学部 

看護学部 

地域マネジメ

ント研究科 

青森市横内字神田１２番地 

・通学には青森駅から専

用スクールバスが運行

しています。 

・マイカー通学も可能で

す。（学生駐車場完備） 

・バスで青森駅から「モ

ヤヒルズ」行、「ねぶた

の里」行、「青森公立大

学」行に乗車約２５分、

「青森中央学院大学前」

下車。 

［キャンパスの概要］ 

青森市街に程近く、近代的な本部棟を中心に、学びの意欲を刺激し、

緑ゆたかな環境と情報発信のための施設が充実している。建物は本部

棟・１号～９号館、キャンパス内には、学生寮・銀行ＣＳコーナー・

郵便ポスト・コンビニなど私生活で利用したい施設もあります。 

［運動施設の概要］ 

野球場：両翼９４ｍ、センター１２０ｍ 

サッカー場（人工芝）：１０５ｍ×６８ｍ 

テニスコート：全天候型３面・ハンドボールコート２面 

体育館：アリーナ・ロビー・更衣室・シャワー室完備 

トレーニングルーム：筋力トレーニング機器（１２種類、エアロバイク２種４台） 

第 2 体育館：ハンドボール・フットサル 1 面、バスケットボール壁面式 2 面並列・

吊下式 1 面、バレーボール 2 面並列、バトミントン 6 面、ギャラリー150 席分、

更衣室男女各 1 室、ミーティングルーム 2 室 

柔道場：２面５０畳。ボクシングジム：リング完備 

［課外活動の状況］ 

体育会系２９団体 

柔道部・硬式野球部・サッカー部・バスケットボール部・ボクシング部・ハンドボー

ル部・ボウリング部・ﾃﾆｽｻｰｸﾙ・ﾊﾞﾄﾐﾝﾄﾝｻｰｸﾙ・軟式野球ｻｰｸﾙ・ｽﾄﾘｰﾄﾀﾞﾝｽｻｰｸﾙ・ﾌｯﾄｻﾙ

ｻｰｸﾙ・自転車ｻｰｸﾙ・走るｻｰｸﾙ他 

文化会系２６団体 

ＦＳＡ・ねぶた囃子方部・書道部・軽音楽部・ﾃｰﾌﾞﾙｹﾞｰﾑｻｰｸﾙ・ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｻｰｸﾙ・ｱｶﾍﾟﾗｻ

ｰｸﾙ・献血推進ｻｰｸﾙ・津軽三味線ｻｰｸﾙ、ｿｰｼｬﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ研究会他 

 

 

 

 

 

 



大学等 キャンパス 
学部 

研究科 
所在地 主な交通手段 

青森中央

短期大学 

神田 

キャンパス 

食物栄養学科 

幼児保育学科 

専攻科福祉専攻 

青森市横内字神田１２番地 

・通学には青森駅から専

用スクールバスが運行

しています。 

・マイカー通学も可能で

す。（学生駐車場完備） 

・バスで青森駅から「モ

ヤヒルズ」行、「ねぶた

の里」行、「青森公立大

学」行に乗車約２５分、

「青森中央学院大学前」

下車。 

［キャンパスの概要］ 

青森市街に程近く、近代的な本部棟を中心に、学びの意欲を刺激し、

緑ゆたかな環境と情報発信のための施設が充実している。建物は本部

棟・１号館～９号館、キャンパス内には、学生寮・銀行ＣＳコーナー・

郵便ポスト・コンビニなど私生活で利用したい施設もあります。 

［運動施設の概要］ 

野球場：両翼９４ｍ、センター１２０ｍ 

サッカー場（人工芝）：１０５ｍ×６８ｍ 

テニスコート：全天候型３面・ハンドボールコート２面 

体育館：アリーナ・ロビー・更衣室・シャワー室完備 

トレーニングルーム：筋力トレーニング機器（１２種類、エアロバイク２種４台） 

第 2 体育館：ハンドボール・フットサル 1 面、バスケットボール壁面式 2 面並列・

吊下式 1 面、バレーボール 2 面並列、バトミントン 6 面、ギャラリー150 席分、

更衣室男女各 1 室、ミーティングルーム 2 室 

柔道場：２面５０畳。ボクシングジム：リング完備 

［課外活動の状況］ 

 積極的にボランティア活動に取り組んでおり、「学生による食育推進活動」、「障がい

児サッカーサポート」、「障がい児スポーツ活動支援」をはじめとして、年間延べ１０

０名以上の学生がボランティア活動に参加した。 

 短期大学独自のサークルとして、バスケットボール、バレーボールサークルの他に、

学院大と合同のアンサンブルサークル、書道部、ねぶた囃子方部、軟式野球サークル、

柔道部、エアロビサークルなどの活動にも参加した。 

 

 

  

 

 

 

 

 



⑦学生納付金に関する情報 

大学等 
学部 

研究科等 

授業料 入学金 その他の費用徴収 

金額 納入時期 金額 納入時期 金額 納入時期 

青森中央

学院大学 

経営法学部 

650,000 円 
年２回 

３月・９月 
200,000 円 

合格発表後

１０日以内 
350,000 円 

年２回 

３月・９月 

［授業料支援制度の概要］ 

・成績優秀学生の授業料減免の特待生制度 

・教育ローン利子補給奨学金制度 

 大学指定の教育ローンを利用して、学納金を完納した場合に、選定の 

 上、教育ローンの年利息額を奨学金（上限５万円）として支給する。 

・子弟入学入学金減免制度      ・公務員講座報奨金 

・スポーツ特待生の授業料免除制度  ・派遣留学生奨学金 

・設置校入学に伴う入学金減免制度  ・附属幼稚園卒園者入学金減免制度 

看護学部 

800,000 円 
年２回 

３月・９月 
250,000 円 

合格発表後

１０日以内 
350,000 円 

年２回 

３月・９月 

［授業料支援制度の概要］ 

・成績優秀学生の授業料減免の特待生制度 

・教育ローン利子補給奨学金制度  ・子弟入学入学金減免制度 

・派遣留学生奨学金     ・設置校入学に伴う入学金減免制度 

・附属幼稚園卒園者入学金減免制度 

地域マネジメ

ント研究科 

650,000 円 
年２回 

３月・９月 
200,000 円 

合格発表後 

１０日以内 
200,000 円 

年２回 

３月・９月 

［授業料支援制度の概要］ 

・教育ローン利子補給奨学金制度 

・子弟入学入学金減免制度 

・設置校入学に伴う入学金減免制度 

青森中央

短期大学 

食物栄養学科 

幼児保育学科 

550,000 円 
年２回 

３月・９月 
250,000 円 

合格発表後 

１０日以内 
270,000 円 

年２回 

３月・９月 

［授業料支援制度の概要］ 

・教育ローン利子補給奨学金制度  ・派遣留学生奨学金 

・子弟入学入学金減免制度     ・上級学校への進学者に対する奨学金 

・設置校入学に伴う入学金減免制度 ・附属幼稚園卒園者入学金減免制度 

・成績優秀学生の授業料減免の特待生制度 

専攻科 

福祉専攻 

520,000 円 
年２回 

３月・９月 
180,000 円 

合格発表後 

１０日以内 
200,000 円 

年２回 

３月・９月 

［授業料支援制度の概要］ 

・教育ローン利子補給奨学金制度 ・子弟入学入学金減免制度 

・本学卒業または卒業見込みの者は、入学金を免除する。 

・設置校入学に伴う入学金減免制度 

   

 

 



⑧学生支援と奨学金に関する情報 

   ＜学生支援組織＞ 

 組織名 機能 

就職支援 キャリア支援センター 職業紹介（求人依頼、受付、公開、企業開拓）、

「キャリアプランニング」「就職セミナー」の

企画運営、就職相談、卒業生のフォロー 

進学支援 キャリア支援センター 進学先（編入学、大学院、専攻科等）の紹介、

進学セミナーの実施、進学相談 

学習相談 学務課 

学習支援センター 

履修科目・課程履修についての相談、成績不振

者の支援、リメディアル科目の開講 

生活支援 

（住居・アルバイト等） 

総務課 

学習支援センター 

学生会館（学生寮）の管理、アパート・下宿等

の紹介、アルバイトの紹介、ﾜｰｸｽﾀﾃﾞｨ制度 

経済支援 学務課 

総務課 

各種奨学金手続き〈外国人留学生を除く〉、教

育ローンの紹介、特待生制度 

保健・衛生・ 

メンタルヘルス等 

健康管理室 

学生相談室 

健康診断の実施、健康管理室の運営、学生相談

室の運営、 

留学生支援 国際交流センター 

学習支援センター 

外国人留学生に対する学習・生活支援、外国人

留学生の奨学金手続き、国際交流行事の企画・

運営 

留学支援 国際交流センター 海外留学奨励費 

資格取得支援 学習支援センター 資格取得対策講座の企画運営、資格取得に関す

る相談 

課外活動支援 学習支援センター 課外活動（部・サークル、ボランティア）の支

援、学生プロジェクト支援制度 

 

   ＜奨学金＞ 

奨学金名 種別 奨学金 問い合わせ先 備考 

日本学生支援機構 

第一種奨学金 
貸与 

月 30,000 円（共通） 

月 54,000 円（自宅）大学 

月 64,000 円（自宅外）大学 

月 53,000 円（自宅）短大 

月 60,000 円（自宅外）短大 

月 50,000 円または 88,000 円大学院 

学務課 無利子 

日本学生支援機構 

第二種奨学金 
貸与 

月 3・5・8・10・12 万円から選択 

（大学・短大） 

月 5・8・10・13・15 万円から選択 

（大学院） 

学務課 有利子 

あしなが育英会 貸与 
月 40,000 円（一般） 

月 50,000 円（特別） 
学務課 無利子 

交通遺児育英会 貸与 月 4・5・6 万円から選択 学務課 無利子 

自治体（県・市町

村）奨学金 
貸与 各自治体が定めた額 学務課 無利子 



みちのく・ふるさ

と貢献基金 
貸与 月 30,000 円 学務課  

病院奨学金（看護

学部） 
貸与 各病院が定めた額 

キャリア支援セン

ター 
 

子弟減免制度 免除 入学金の半額 入試広報センター  

特待生 免除 授業料の全額、半額または３割 入試広報センター 試験有 

スポーツ特待生 免除 授業料の全額、半額または３割 学習支援センター 審査有 

設置校入学に伴う

入学金減免制度 
免除 入学金免除 入試広報センター  

教育ローン利子補

給制度 
給付 

本学園が提携している金融機関等の利

息を奨学金として支給 
総務課  

 

 

※留学生のみ 

奨学金名 種別 奨学金 条件 備考 

国費外国人留学生 給付 
月 143,000 円+授業料+ 

帰国旅費 
大学院のみ  

学習奨励費 給付 月 48,000 円   

(公財)ロータリー米山記念奨学金 給付 月 100,000 円 学部３・４年生  

(公財)平和中島財団奨学金 給付 月 100,000 円   

(公財)佐川留学生奨学金 給付 月 100,000 円 東南アジア出身  

(公財)佐藤陽国際奨学財団奨学金 給付 月 120,000 円 東南アジア出身  

(公財)朝鮮奨学金奨学金 給付 月 25,000 円 韓国・朝鮮籍  

(一財)共立国際交流奨学財団奨学金 給付 
月 100,000 円 又は 

月 60,000 円 
アジア諸国  

子弟減免制度 免除 入学金の半額 卒業生または在学生の子弟のみ  

私費外国人留学生学費減免制度 免除 授業料・教育充実費の半額 ※経済的に支援の必要のある私費留学生対象  

青森・長春教育学術文化交流協会

奨学金 
給付 月 20,000 円 中国人留学生  

 

 

 

 

 

 



教育ローン 

Web 学費サポートプラン 
オリエントコーポレーション 

（オリコ） 

オリエントコーポレーション 

（オリコ） 

学費サポートデスク 

悠裕プラン ジャックス ジャックスコンシュマーデスク 

セディナ学費ローン セディナ セディナカスタマーセンター 

教育ローン 青森銀行 青森銀行 本・支店 

教育ローン みちのく銀行 みちのく銀行 本・支店 

教育ローン 青い森信用金庫 青い森信用金庫 本・支店 

国の教育ローン 日本政策金融公庫 
日本政策金融公庫各支店および

ホームページ 

  

 

 



（３）管理運営の概要 

［ガバナンス］ 

   平成１７年度に私立学校法が改正・施行されたが、学校法人が社会環境の変化に主観

的・機動的に対応するため、ガバナンスの充実が必要である。学校法人の使命は、「中

長期計画に基づき安定した財務基盤を確立し、教育・研究活動を行い永続維持を果たし

ていく」ことである。そのためにガバナンスの果たすべきことは、将来リスクを明確に

意識し、マネジメント体制を充実させ、学校法人の活動サイクルを円滑なものにするこ

とである。また、中長期計画に基づいた適切な予算執行と、目的達成のための効率性を

把握することが、予算制度の観点からも求められる。 

さらに、コンプライアンスマネジメントやリスクマネジメントなども要請される。 

   これまでも、理事会において基本方針を策定し、教学組織と理事会との連携および機

能分担を適切に行ったことで、改革を成功に導いてきた。今後もガバナンスの充実、教

学組織と連携を図り、積極的に情報開示し、社会からの評価をフィードバックして、持

続的な成長と発展を目指していく。 

 

［自己点検・評価］ 

   平成２０年度及び平成２７年度に青森中央短期大学が、財団法人短期大学基準協会に

よる認証評価を受審し適格の評価を受けた。青森中央学院大学は平成２１年度及び平成

２８年度に財団法人日本高等教育評価機構による認証評価を受審し「日本高等教育評価

機構が定める大学評価基準を満たしている」と認定されました。専門学校・附属幼稚園

も自己点検評価を実施している。 

   今後も、多様化する様々な課題に直面する中、教育の質をどのように保証していくか

が課題となっており、学校法人が自らの将来と社会の信頼を確かなものにするためにも

「内部質保証システム」の構築は、必要不可欠な要件と言える。設置基準・設置認可審

査・認証評価など「外的質保証システム」への対応を目的とするのではなく、自らの責

任において、諸活動について自己点検・評価を行い、その結果をもとに改革・改善に努

め、そのことを通じて教育の質を保証していくことが必要となる。公益法人としての使

命を果たしているかという視点が基盤となり、自己点検・評価活動の機能を高めること

は、社会に対する説明責任を果たすことにも繋がってくる。 

 

［情報公開］ 

   「自己点検評価報告書」を関係機関に配布しているほか、学園および、各施設校のホ

ームページで財務情報・教育情報等を随時公開している。 

   また、青森中央短期大学研究紀要、特別研究集録、看護研究集録、青森中央学院大学

研究紀要、青森中央学院大学大学院研究紀要、青森中央学院大学地域マネジメント研究

所年報を発行し、研究成果を公表している。 

 

［施設設備整備］ 

   教育研究目的を達成するため、施設設備の安全性を確認しながら、アメニティに配慮

した教育環境の整備に努めている。 



 （４）特徴ある取り組みの概要 

  ①教育力向上の取り組みの概要 

（１）授業の改善に向けた取り組み（ＦＤ活動） 

    学生の授業評価アンケート自由記述欄へ、教員がコメントし公開する取り組み

を継続し、問題解決志向型ワークショップ、外部講師による研修会など、活発な

活動を行っており、教員の能力向上に努めた。 

（２）入学前・後サポートプログラムの実施 

       リメディアル教育の充実をはかり、ＡＯ、推薦入学者を対象とした入学前サポ

ートプログラムの内容を、それぞれの学科や学生の志向にあわせて充実させた。

また、入学後も未履修科目や特定の科目の学力不足の学生に対して、リメディア

ル講座（アカデミックライティング、数学、化学、生物）を実施した。 

（３）教養教育の充実 

教養科目の一部について、青森中央学院大学と青森中央短期大学で同時開講し

幅広い科目群の中から選択ができるようにしている。また、全設置校の学生が在

学中に 1 度は「青森ねぶた祭り」に参加し、郷土の文化について学ぶ機会を作っ

ており、他にも芸術鑑賞、テーブルマナー、消費者教育、薬物についての講話な

ど様々な取組みを行った。 

     （４）ゼミ・特別研究 

         多数の学生に対して、教員が講義するだけではなく、少人数の学生と教員とが

一緒に考え、話し合う参加意識の高まる授業形態を実施し、ゼミ単位で学生全員

が個別にテーマを決めて卒業論文を作成し、全員が発表する機会を設け、一連の

研究活動を体験しプレゼンテーション能力の向上を図った。 

   （５）カリキュラムムマップの作成 

       平成 26 年度より、カリキュラムの変更に伴い、学位授与方針の各項目と科目

群との主たる対応関係を示したカリキュラムマップを作成している。 

 

  ②国際交流の概要 

  （１）吉林外国語大学（中国）と交流に関する協定の締結をした。 

  （２）学術交流協定を締結しているタイ王国の泰日工業大学からサマーキャンプ生を受け

入れ、日本語教育及び国際交流活動のプログラムを実施した。（5/15～6/10） 

  （３）学術交流を締結しているタイ王国のカセサート大学から日本語・日本文化研修留学

生（日研生）1 名を受け入れ、日本語教育及び国際交流活動のプログラムを実施し

た。 

  （４）学生交流・学術交流協定を締結している台湾の南台科技大学から交換留学生 1 名を

受け入れ、日本語教育及び国際交流活動のプログラムを実施した。 

  （５）海外同窓会（マレーシア・ベトナム・タイ）を青森サポーターの会としても位置付

け、卒業生が青森のサポーターとして青森と母国を結ぶ役割を担う活動に取り組ん

だ。 

  （６）青森県からの委託を受け、「健康果実・青森りんごファンづくり強化事業」を行った。 

  （７）外国人留学生の受け入れについては、青森中央学院大学を中心に、中国、韓国、台

湾、ベトナム、タイ、マレーシア等から優秀な留学生を受け入れており、様々な国

際交流活動に取り組んだ。 

 



  ③社会貢献・連携活動の概要 

（１）公開講座、公開授業、出前講座、セミナー等の開催 

       各施設校で、学校・学部・学科の特色を活かした、公開講座等を定期的に開催し

ており、多くの参加者があり好評であった。 

     青森中央学院大学 

     公開講座「留学生による語学講座」、「市町村リレートーク」、「教育フォーラム」、「ま

ちなかキャンパス講座」（青森商工会議所共催）他 

      公開授業「現代社会の諸相」、「暮らしと地域」、「あおもりツーリズム創発塾 in 青森

中央学院大学」 他 

青森中央短期大学 

      公開講座「Sessions on the arts」、「親子クッキング」、「あおもり食育サポータ

ー研修会」、「高校生向け公開講座」 

     青森中央経理専門学校 

      公開講座「ワードで作る年賀状講座」 

      出前講座「１０代から学ぶマネー講座」 

     青森中央文化専門学校 

      公開講座「夏休み自由研究～ｽﾄﾗｯﾌﾟﾎﾞｯｸﾃﾞｺﾚｰｼｮﾝ～」「ファッションサマースクール

～ｽｶｰﾄｷｬﾐﾜﾝﾋﾟｰｽﾏｲﾌﾞｯｸ作り」 

（２）学生発表会 

学園祭などの学内における発表会だけではなく、青森市駅前アウガにおいての「青

森中央短期大学幼児保育学科卒業記念講演」、「青森中央文化専門学校 BUNKA 

Fashion live」、新町商店街文化祭、A-paradise、ファッション甲子園での青森中

央文化専門学校作品展示、ＦＰフォーラムＩＮ青森において、青森中央経理専門学

校の学生が運営に参加など、教育内容を地域に公表した。また、青森市産官学連携

プラットフォーム主催「合同学修研究成果発表会」、青森市学生ビジネスアイデアコ

ンテスト、あおもりフィールドスタディ報告会、函館市・弘前市の大学コンソーシ

アム等で、学生の地域活動の成果等を発表した。 

（３）出版 

       定期刊行物として、青森中央学院大学研究紀要、青森中央学院大学地域マネジメ

ント研究所年報、青森中央短期大学研究紀要、青森中央短期大学特別研究集録を出

版した。 

（４）グリーン・ツーリズム支援 

本学に在籍する外国人留学生や、海外協定校等のネットワークを活かした、海外

から青森県内へのグリーン・ツーリズム受け入れ事業を青森県内の各機関と連携し

実施した。これまでの取組をまとめた「グリーン・ツーリズム（インバウンド）の

展開と課題」を出版した。 

 

（５）高大連携 

       連携協定を締結している青森中央高等学校、青森西高等学校、青森商業高校を中

心とした県内高校生へ、学生参加型プログラム、大学見学等を実施し、高等学校内

での出前授業、進学説明会等も積極的に実施した。 

    （６）連携協定 

        青森市、十和田市、むつ市、東北町、㈱青森銀行、㈱みちのく銀行、青森県中小



企業家同友会、横内町内会、青森県消費者協会、青森市内高等教育機関（4 大学、2

短期大学）、青森県防災士会などと、地域活性化、海外ビジネス支援など連携協力に

関する協定を締結している。 

 



 

３．財務の概要 

（１）財産目録                              （単位：円）  

科   目 令和元年度 平成３０年度 

一．資産   

 （一）基本財産   

  １．土地 ( 250,483.93㎡) 1,945,339,480 ( 250,483.93㎡) 1,945,339,480 

  ２．建物 (  44,672.04㎡)4,344,671,916  (  44,672.04㎡)4,552,013,576  

  ３．構築物 219,188,955 233,842,350 

  ４．教具・校具・備品 ( 23,817点)       157,915,472 ( 23,540点)       150,834,740 

  ５．図書 ( 98,981冊)   472,706,984 ( 97,112冊)   460,078,602 

  ６．その他 3,742,681,077 3,450,583,184 

   

 （二）運用財産   

  １．現金預金 1,598,391,635 1,703,279,500 

  ２．その他 116,155,002 111,453,346 

   

 資産総額 12,597,050,521 12,607,424,778 

   

二．負債   

 （一）固定負債   

  １．退職給与引当金 248,699,503 227,792,281 

   

 （二）流動負債   

  １．未払金 70,557,696 97,190,191 

  ２．前受金 434,456,738 465,205,185 

  ３．預り金 56,923,974 56,550,622 

   

 負債総額 810,637,911 846,738,279 

   

三．正味財産 

（資産総額―負債総額） 
11,786,412,610 11,760,686,499 

※ 基本財産：学校法人の設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金 

※ 運用財産：学校法人の設置する私立学校の経営に必要な財産 

※ 財産目録は、学校法人会計基準においては作成を義務付けられていないが、私立学校法におい

て、作成義務があります。また、毎年資産総額の変更登記をする際の添付書類となります。 

※ 貸借対照表の資産や負債について、具体的内容を表したものです。学校法人が所有する土地や

建物の面積、図書の冊数などを知ることができます。 

 

 

 

 



 

（２）貸借対照表 

（単位：円） 

科   目 本年度末 前年度末 増 減 

固定資産 10,882,503,884 10,792,691,932 89,811,952 

有形固定資産 7,156,962,784 7,368,256,524 △211,293,740 

土地 1,945,339,480 1,945,339,480 0 

建物 4,344,671,916 4,552,013,576 △207,341,660 

その他の有形固定資産 866,951,388 870,903,468 △3,952,080 

特定資産 3,673,086,584 3,369,134,092 303,952,492 

 その他の固定資産 52,454,516 55,301,316 2,846,800 

流動資産 1,714,546,637 1,814,732,846 △100,186,209 

現金預金 1,598,391,635 1,703,279,500 △104,887,865 

未収入金 116,046,333 111,394,166 4,652,167 

 前払金 108,669 59,180 49,489 

資産の部合計 12,597,050,521 12,607,424,778 △10,374,257 

固定負債 248,699,503 227,792,281 20,907,222 

退職給与引当金 248,699,503 227,792,281 20,907,222 

流動負債 561,938,408 618,945,998 △57,007,590 

未払金 70,557,696 97,190,191 △26,632,495 

前受金 434,456,738 465,205,185 △30,748,447 

預り金 56,923,974 56,550,622 373,352 

負債の部合計 810,637,911 846,738,279 △36,100,368 

基本金の部合計 13,007,189,441 12,936,756,369 70,433,072 

第１号基本金 12,433,189,441 12,462,756,369 △29,566,928 

第２号基本金 400,000,000 300,000,000 100,000,000 

第４号基本金 174,000,000 174,000,000 0 

繰越収支差額 △1,220,776,831 △1,176,069,870 △44,706,961 

純資産の部合計 11,786,412,610 11,760,686,499 25,726,111 

負債及び純資産の部合計 12,597,050,521 12,607,424,778 △10,374,257 

※ 貸借対照表とは、会計年末度における学校法人の資産、負債の内容、純資産（資産―負債）の

額を明らかにします。また、基本金（維持すべき金額）に対する純資産の過不足状態を繰越収支

差額として表します。 

※ 固定資産は、有形固定資産が土地 1,945百万円、建物 4,344百万円を含む 7,156百万円、特定

資産は 3,673 百万円、その他の固定資産は 52 百万円です。流動資産の総額は 1,714 百万円で、

そのうち 1,598百万円が現金預金となっています。 

  負債は、固定負債と流動負債に分かれますが、固定負債は退職給与引当金 248百万円、流動負

債のうち、前受金 434百万円は、令和 2年度入学生の授業料や入学金等で令和元年度に入金され

たものです。 

 

 

 

 



 

 （３）資金収支計算書 

（単位：円） 

科   目 令和元年度 平成３０年度 

収 

入 

の 

部 

学生生徒等納付金収入 1,748,527,590 1,798,833,880 

手数料収入 20,255,965 19,737,462 

寄付金収入 25,574,353 23,271,257 

補助金収入 732,533,264 694,231,618 

 国庫補助金収入 354,592,844 370,504,218 

 地方公共団体補助金収入 18,640,140 15,474,380 

 施設型給付費収入 359,300,280 308,253,020 

資産売却収入 0 590,540 

付随事業･収益事業収入 161,329,667 157,069,370 

受取利息･配当金収入 6,046,936 6,644,718 

雑収入 47,870,074 71,512,224 

前受金収入 434,456,738 465,205,185 

その他の収入 55,197,148 55,251,720 

資金収入調整勘定 △532,243,321 △546,693,154 

前年度繰越支払資金 1,703,279,500 1,652,718,814 

収入の部合計 4,402,827,914 4,398,373,634 

支 

出 

の 
部 

人件費支出 1,442,819,624 1,452,840,538 

教育研究経費支出 711,438,080 727,917,969 

管理経費支出 228,345,547 137,219,089 

施設関係支出 6,696,000 26,799,143 

設備関係支出 84,502,552 77,148,627 

資産運用支出 303,952,492 286,539,617 

その他の支出 97,298,860 84,229,161 

資金支出調整勘定 △70,616,876 △97,600,010 

翌年度繰越支払資金 1,598,391,635 1,703,279,500 

支出の部合計 4,402,827,914 4,398,373,634 

※ 資金収支計算書とは、当該会計年度の教育研究活動やこれに付随する活動に対応する、すべて 

 の収入と支出の内容を明らかにし、また現金預金の１年間（4月 1日～3月 31日）の動きを表す

ものです。 

※ 収入の部は、当該年度の負債とならない収入のほかに、前受金、特定資産等からの繰入収入を

含んだ収入のことです。支出の部は、当該年度の教育研究活動等に対する支出のほかに、施設設

備関係支出、特定資産への積立などの資産運用支出を含んだ支出のことです。 

 

 

 

 

 

 



 

（４）事業活動収支計算書 

（単位：円） 

教
育
活
動
収
支 

 科目 令和元年度 平成３０年度 

事
業
活
動
収
入
の
部 

学生生徒等納付金 1,748,527,590 1,798,833,880 

手数料 20,255,965 19,737,462 

寄付金 22,574,353 19,671,257 

経常費等補助金 731,183,264 689,877,618 

付随事業収入 161,329,667 157,069,370 

雑収入 47,870,074 71,512,224 

教育活動収入計 2,731,740,913 2,756,701,811 

事
業
活
動
支
出
の
部 

人件費 1,463,726,846 1,473,951,742 

教育研究経費 975,812,766 988,178,760 

管理経費 252,071,524 167,399,889 

徴収不能額等 7,562,173 17,268,468 

教育活動支出計 2,699,173,309 2,646,798,859 

教育活動収支差額 32,567,604 109,902,952 

教
育
活
動
外
収
支 

事
業
活
動
収
入
の
部 

受取利息・配当金 6,046,936 6,644,718 

   

   

教育活動外収入計 6,046,936 6,644,718 

教育活動外収支差額 6,046,936 6,644,718 

経常収支差額 38,614,540 116,547,670 

特
別
収
支 

事
業
活
動
収
入
の
部 

資産売却差額 0 590,538 

その他の特別収入 4,350,000 7,954,000 

   

特別収入計 4,350,000 8,544,538 

事
業
活
動
支
出
の
部 

資産処分差額 17,238,429 4 

その他の特別支出 0 0 

   

特別支出計 17,238,429 4 

特別収支差額 △12,888,429 8,544,534 

基本金組入前当年度収支差額 25,726,111 125,092,204 

基本金組入額合計 △100,000,000 △178,777,937 

当年度収支差額 △74,273,889 △53,685,733 

前年度繰越収支差額 △1,176,069,870 △1,122,384,137 

基本金取崩額 29,566,928 0 

翌年度繰越収支差額 △1,220,776,831 △1,176,069,870 

（参考） 

事業活動収入計 2,742,137,849 2,771,891,067 

事業活動支出計 2,716,411,738 2,646,798,863 

 



 

 

※ 事業活動収支計算書とは、当該会計年度における収支状況を表す重要な計算書類です。事業活

動収入と事業活動支出の内容及び均衡の状態を明らかにし、学校法人の経営状況が健全であるか

否かを示すもので、企業会計の損益計算書に相当するものです。 

※（参考）の事業活動収入とは、借入金のように返済を求められることのない、学校法人に帰属す

る収入です。 

  基本金は、学校教育を続け、教育研究の質を維持し向上を図るための環境整備を図る役割を担

っている。そのため、事業活動収入からその年度に消費する人件費等の経費に優先して、取得し

た資産の相当額である基本金を控除する。 

 

 

 （５）令和元年度決算の概要 

法人全体としては、教育研究活動と経営の将来像として、具体的な実現に向けて、平成 27 年度か

ら「中期経営計画」と称し、中期経営計画基本方針を基に 6ヶ年計画で重点項目を９つの戦略に分

類し、各課題等について実効ある改革を推進しています。 

大学では中期計画を 2018 年度～2022 年度で 13 の実施事業に分類し、教育改革・教学マネジメ

ントの取り組み及び学生支援等の充実を図っています。 

短期大学は、中期計画「こぶしの花プラン」と称し、学生を確実に成長させ自立に導く教育、地

域に頼りにされる短期大学を目指し、2016 年度～2020 年度で 6 つのスローガンのもと 31 の事業

を展開してきました。 

令和元年度は施設の面では横内キャンパス内のブロック塀の補強工事や国際交流会館（学生寮）

全面改修工事を行い、設備の面では基幹システムの更新を行い、全館内にWi-Fiを導入、全学生に

Microsoft Office365のA5ライセンスを付与し、ポータルサイトのスマートフォン対応へバージョ

ンアップ等を行い教育環境等の整備を図りました。 

連携協定に基づく行政・他教育機関・経済団体・他大学との具体的な連携活動を推進・実施する

ことで、地域貢献はもとより地域を志向した教育・研究活動および事業の発展的展開を図った。 

こうした教育環境整備及び教育の質保証向上のためにも、計画的な第 2号基本金への組入や安定し

た学生数確保及び外部資金獲得等による収入増、適切な予算配分、無駄のない予算執行等により支

出減を図ってきました。 

 

私学事業団の経営判断指標判定表（定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分）においての

判定は、「A3」正常状態であり、平成 29年度「A2」、平成 30年度「A3」と 3ヵ年正常状態を保っ

ています。 

 

事業活動収支は、「教育活動収支」、「教育活動外収支」、「特別収支」の事業活動全体において、事

業活動収入計は 2,742百万円、事業活動支出は 2,716百万円で、基本金組入前当年度収支差額は 25

百万円の収入超過となりました。 

事業活動別では、教育活動収支においては、授業料・入学金等の学生生徒等納付金 1,748百万円、

国・地方公共団体・認定こども園に対応する施設型給付費の経常費補助金 731百万円、寄宿舎事業・

受託事業等の付随事業収入 161百万円などの教育活動収入計 2,742百万円に対し、人件費 1,463百

万円、教育研究経費 975 百万円、管理経費 252 百万円などの教育活動支出計 2,716 百万円となり、

教育活動収支差額は 32百万円の収入超過となりました。 



 

令和元年 10 月から幼児教育・保育の無償化がはじまり、認定こども園附属幼稚園において学生

生徒等納付金で計上している保育料が補助金科目の施設型給付費に移行したことで、前年比 50 百

万円の減収、一方で経常費等補助金は認定こども園附属幼稚園の施設型給付費の増加により前年比

41百万円の増収となりました。 

人件費は、退職金の支給の減少及び退職給与引当金への繰入の減少などにより、前年比 10 百万

円の減少、教育研究経費は、前年比 12百万円の減少、管理経費は国際交流会館改修工事（学生寮）

を実施したため前年比 84百万円の増加となりました。 

 教育活動外収支では、受取利息・配当金 6百万円となり、前年比 1百万円の減収となりました。 

 特別収支においては、幼稚園の教育環境整備に伴う施設設備補助金や後援会等からの施設整備寄

付金などの特別収入計 4百万円となり、前年比 3百万円の減収となりました。 臨時的な収支であ

る、特別収支を除く、経常収支差額が 38 百万円となり昨年度比 78 百万円の減少となりましたが、

当年度も収入超過となり経常的な事業活動が安定的であると言えます。 

今後も財政基盤を強化し安定させていくとともに、より良い教育環境及び教育の質保障の向上、

地域貢献のため、努力を継続してまいります。 


