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2022年度 参加型プログラム(課外活動等） 情報一覧
大分類 件  名 概  要 申し込み・問い合わせ 募集定員 参加資格

地域探求、地域密着、課題探求アクト 学務課 履修定員 経営法学部生
海外研修を含む短期海外アクト 学務課・学習支援センター 履修定員 経営法学部生

2 キャリア･プランニング キャリア形成を目的とした正課プログラム キャリア支援センター 履修定員 経営法学部生
3 ゼミ（演習） ゼミごとによる個別のプログラム 指導教員・学務課 履修定員 経営法学部生
4 学友会執行部 学生自治組織・学生団体の統括 ⻘森中央学院大学学友会 定めなし ⻘森中央学院大生
5 サテライトキャンパスを拠点とした活動 中心街活性を目指す取組 学習支援センター 定めなし 全設置校の学生
7 国際産直プロジェクト タイ産マンゴーの輸⼊販売事業、⿊⽯りんごの輸出事業 学習支援センター 定めなし 全設置校の学生
8 小中学生等対象スポーツ教室 地域の小中学生等を対象としたスポーツ教室 学習支援センター 部員のみ 全設置校の学生
9 学生団体DEST（自然災害防災チーム） 学生による自主防災組織 防災活動を通じての地域貢献 大泉研究室、学習支援センター 定めなし 全設置校の学生
10 学生団体ディベラボ ⻘森の新しい名産品になり得る新商品の開発、マーケティング等 鈴木克成研究室、学習支援センター 定めなし 全設置校の学生
11 海外留学プログラム（語学準備講座含む） 海外協定校等と連携した留学プログラムと事前語学講座 国際交流課 定めなし 全設置校の学生
12 日本人チューター 新⼊留学生支援・交流 国際交流課 チューター定員 ⻘森中央学院大生
13 新⼊生歓迎会、BBQパーティー、クリスマスパーティー 国際交流課 定めなし 全設置校の学生
14 弘前公園観桜会、奥⼊瀬渓流･十和田湖紅葉狩り 国際交流課 イベント毎定員 全設置校の学生
15 日本語スピーチコンテスト 留学生のスピーチコンテスト 国際交流課 8名程度 外国人留学生
16 むつサテライトキャンパスでの活動など 地域連携課 定めなし 全設置校の学生
17 横内地区、中心市街地商店街(新町)、ベイエリア、むつ他 地域連携課 定めなし 全設置校の学生
18 各種コンテスト  地域づくり論文コンテスト知財活用推進コンテスト 地域連携課 定めなし 全設置校の学生
18 高大連携キャリアサポートプログラム 県内高校・高校生との協働プログラム 等 事務局 定めなし 全設置校の学生
20 食育活動 県内各地での食育活動 あおもり食育サポーター事務局 15名 全設置校の学生
21 起業家養成講座、未来の起業家養成事業 起業を目指す学生を対象とした講座開催等 地域連携課 グループ単位 全設置校の学生
22 ⻘森市フィールドスタディ事業 サークル等の学生団体が中心市街地で行う自主的な活動 地域連携課 グループ単位 全設置校の学生
23 援農サークルen（地域の農業支援活動） 地域の農業支援、農業体験、県産品のアピール等 地域連携課 定めなし 全設置校の学生
25 リサーチアシスタント 教員の研究活動のサポート等 地域マネジメント研究所・研究支援課 定めなし 全設置校の学生
26 横内地区まちづくり協議会 横内地区のまちづくり活動（イベント運営など） 地域連携課 定めなし 全設置校の学生

新⼊生デスク、図書館補助、公開講座、
健康診断、キャリア支援センター、
⼊学前教育プログラム ほか

28 オープンキャンパスサポーター（経営法学部） オープンキャンパスのサポート ⼊試広報センター 定めなし ⻘森中央学院大生
29 オープンキャンパスサポーター（看護学部） オープンキャンパスのサポート ⼊試広報センター 定めなし 看護学部生
30 学生主体のボランティア活動 ボランティア推進と活性化を目指す取組 学習支援センター 定めなし 全設置校の学生
31 ボランティア参加（学外団体・地域等） 学外から寄せられるボランティアへの参加 学習支援センター 定めなし 全設置校の学生
32 学生献血推進サークル DOTS 献血推進に向けた取組 学習支援センター 定めなし 全設置校の学生
33 キャンパス・イルミネーション・プロジェクト 冬のイルミネーションのデザイン・企画運営 学習支援センター 定めなし 全設置校の学生
35 むつ土曜塾 むつ市近郊で学生が主宰する小学生等を対象にした学習会 高橋興研究室 定めなし ⻘森中央学院大生
36 クアウォーキングを支えようサークル 浅虫温泉近郊での健康ウォーキング講習等をサポートする取組 地域連携課 定めなし ⻘森中央学院大生
37 Marine Lab（サークル） 釣りを通じた海洋研究および海洋環境教育活動 山本研究室 定めなし ⻘森中央学院大生

27 学習支援センターワークスタディ

1

留学生との交流イベント

正規科目

学生主体

国際交流

定めなし

その他

学園の各種業務等に補助的に従事し、在学中の職業観涵養を目指す
学内ワークスタディ制度（謝金あり）

学習支援センター

アクティブラーニング科目（二年次以上）

 地域社会活動

地域活性化プロジェクト

ボランティア

⻘森中央学院大生
⻘森中央短期大生
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学生プロジェクト支援制度について 

学習支援センター 
【制度概要】 
 この制度は、学園設置校に在籍する学生や団体を対象に、自ら企画し自主的に取り組む活動や事業を
支援するため助成する制度です。 
 選考されたプロジェクトは、「認定プロジェクト」とし、必要に応じて教員や職員の助言を求めながら
プロジェクトを達成し、その経験を基に学生生活を充実したものにすることを目的とします。 
 
【助成額】 
・ 一個人によるプロジェクト：上限 5 万円  
・ 複数人によるプロジェクト：上限 10 万円  
 
応募は 1 人または 1 団体 1 件までとし、5 件程度を選考します。なお、選考されたプロジェクトへの助
成額は応募書類によるものとし、助成額の上限を超える場合は応募者・応募団体の負担とします。 
 
【選考方法】 
 次に掲げる選考方針をもとに提出された応募書類を審査し、学生としての勉学意欲の向上等が期待

できる、優れたプロジェクトを選考します。 
 
【選考方針】 
 企画の独創性 
 他の学生からの関心度や大学・地域への貢献度 
 計画の実行可能性と達成目標 
 プロジェクト内容・趣旨と予算との整合性    など 
 
【想定する応募プロジェクト】 
 特定のサークルまたは学生団体等に所属していない個人または複数の学生が、期間を限定して取り

組みを行おうとする事業 
 ゼミを基盤とした団体や、既存のサークル、その他学生団体等が、活動の活性化のために新たに取

り組む事業 
 個人の学生が、自身の学生生活の充実をはかり取り組みを開始しようとする事業 
 
【選考審査員】 
 学習支援センターに所属する教員・職員 
 計画書の内容に応じて専門知識を有する教職員 
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【応募方法】 
 制度に応募をしようとする学生は応募書類一式を提出します。応募書類は学習支援センターで配布

中です。 
 
【応募資格】 
 次の学園設置校に籍を置く学生または学生が中心となった団体（ゼミを基盤とした学生団体やサー

クルでの応募も可能） 
 ⻘森中央学院大学・大学院、⻘森中央短期大学、⻘森中央⽂化専門学校 ⻘森中央経理専門学校 
 
【申請受付期間】 
・ 通年。ただし年度をまたぐ事業は相談を要する。 
 
【応募・問い合わせ】 
・ 学習支援センター 
 

以上 
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学生プロジェクト支援制度 過去の採択（事業例）一覧 

No. 

プロジェクト名 

事業実施団体 代表者 

事業概要 

1 

食べよう青森♪ 樹の実プロジェクト 
青森中央短期大学食物栄養学科 代表 青森中央短期大学 食物栄養学科生 

食物栄養学科の学生を主な対象に、商品の企画･開発、学外との折衝や販売等の経験を通じて主体性や協働する力

の育成を主とした、キャリア形成を図る。具体的にはキャンパス内に自生する植物や果樹などを素材に、季節に応じた短

大食栄オリジナルの食品･食材を開発する。 

2 

クアウォーキングを支えようプロジェクト 
クアウォーキングを支えようサークル 代表 青森中央学院大学 経営法学部生 

青森市浅虫地区で実施されている「浅虫温泉海山クア(健康)の道」ドイツ式健康ウォーキングにおいて、高齢化した地

元ガイドをサポーターとして支え活動し、そこから学んだことをマニュアル化して情報発信し、地域の健康づくりや活性化の

一助となる。 

3 

アジアに羽ばたけ、青森県産りんごジュース 
青森中央学院大学 3 年「専門演習Ⅱ」森田ゼミ 代表 青森中央学院大学 経営法学部生 

青森特産のリンゴジュースの東南アジア地域への展開にあたっての知見を蓄積し、種々の調査・分析を行う。その結果

は、平成 30 年度「学生発未来を変える挑戦」プロジェクトﾟ成果報告書として取りまとめ、公表する。 

4 

めーどこ MAP 作成プロジェクト 
青森中央学院大学 学生団体ディベラボ 代表 青森中央学院大学 経営法学部生 

青森市外から入学する新入生に対して、キャンパス周辺でお勧めの飲食店や施設の情報を紙媒体、WEB で紹介し、

新入生の生活の利便性向上を図る。 

5 

「学生発『選ばれる青森』への挑戦」プロジェクト 
専門演習Ⅱ 鈴木克成ゼミ有志 代表 青森中央学院大学 経営法学部生 

地元就職率が全国トップクラスの富山県に注目し、中学 2 年生を対象とした職場体験活動である「社会に学ぶ『14 歳

の挑戦』」についてフィールドワークを行う。青森県の現状、課題を提起し、県内定着について対策を検討していく。並行し

て、青森県の高校生へのアンケート調査、企業へのインタビュー調査を実施。研究成果について、令和元年 12 月 20 日

の「学生発未来を変える挑戦フォーラム」にて発表する。 

6 

能楽サークル活性化プロジェクト 
能楽サークル 代表 青森中央学院大学 経営法学部生 
 能楽サークルは、自ら能楽を学び、披露することで日本文化に触れ、広めることを目的としている。現在、月２回程度観

世流能楽師である宮崎氏に稽古をつけてもらっている。 
能楽サークルは今年度発足したため、宮崎氏への謝金支払いについての充当を目的に申請したものである。 
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学生各位 
学習支援センター 

各種資格取得検定試験対策について 

 
学習支援センターでは、各種資格試験に向けた対策講座の実施のほか、情報提供や資料の整備を行って

います。各種講座・試験の日程や詳細は、ポータルサイト、掲示板、ホームページ等で随時おしらせしま
す。 
 
本学が実施している試験対策講座・講習等 
1. リメディアル講座 

大学での専門科目がスムーズに理解できるよう、未履修科目や苦手な科目を学び直すための講座を開
講しています （数学･化学･生物・アカデミック・ライティング(文章作成)）。アカデミック・ライティン
グに関しては、就職や他大学 ・大学院への編入学試験など、必要に応じて、個別指導も実施しています。 
2. 日本商工会議所簿記（日商簿記）検定試験対策講座［有料］ 

金融機関や事務職での就職に必須の資格である、日商簿記検定３級・２級試験対策講座を実施します。 
3. FP（ファイナンシャル・プランニング）技能検定試験対策講座［有料］ 

金融・保険業に限らず他の業種でも必要とされている FP 技能検定３級試験対策講座を実施します。 
4. リテールマーケティング（販売士）検定試験［有料］ 

2021 年度より、日本商工会議所が実施する販売士検定試験の対策講座を開講予定です。 
5. 国内旅行業務取扱管理者試験直前模試［有料］ 

観光・旅行業等への就職希望者向け国家試験の模擬試験を実施します。 
6. 普通救命講習 

消防署より講師をお招きして救急救命講習を年に二回実施します。 
7. 幼児体育指導者検定［有料］ 

幼稚園や保育園などで幼児から小学校低学年までの児童を対象に体育を教える専門家です。 
8. JFA（日本サッカー協会）公認キッズリーダー［有料］ 

キッズ（U6〜8）を対象に身体を動かすことの楽しさを伝える指導者資格です。 
9. カワイピアノグレード［有料］ 

カワイ音楽教育システムの「グレードとレベル」に基づき、カワイグレード認定委員会がレベルごと 
の『技術』と『表現』の視点で検定する制度です。 
 
本学が試験会場となり実施される検定試験等（2018 実績） 
1. 国家試験 
行政書士、IPA 情報処理技術者試験、ファイナンシャル ・プランニング技能検定、保育士 他 
2. ⺠間資格 
経営学検定（予定）、法学検定、TOEIC 公開テスト、秘書検定、中国語検定 ほか 
 
その他、資格試験等の実施について案内中のもの 
管理栄養士対策講座 （卒業生対象）、各種簿記検定、ビジネス実務法務検定、福祉住環境コーディネー 

ター、ＰＣ検定、eco 検定、珠算検定、あおもり食育検定、法学検定、経営学検定、TOEIC、秘書検定、 
ビジネス能力検定、NEWS 検定、全経簿記・計算実務・税務会計、各種医療事務資格 ほか 
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学校法人青森田中学園 海外留学プログラム 

 
【プログラムの種類】 

交換留学プログラム（協定校留学） 

Ａ【中国】北京第二外国語学院    Ｂ【タイ】カセサート大学    Ｃ【タイ】泰日工業大学   Ｄ【ベトナム】貿易大学 

Ｅ【台湾】南台科技大学       Ｆ【韓国】釜山外国語大学校    G【韓国】忠清大学校 

短期・中期留学プログラム（指定校留学） 短期留学プログラム（協定校留学） 

 

H 

I 

 

J 

K 

 

 

 

【米国】メイン州立南メイン大学 （集中語学プログラム） 

【米国】カリフォルニア州立大学サンマルコス校 

（春季合同短期プログラム） 

【豪】マッコーリー大学 （春季短期プログラム） 

【豪】サザンクロス大学ゴールドコースト校 

（春季短期プログラム） 

 

L 

M

N 

O 

P 

 

 

 

 

Q 

R 

S 

【タイ】泰日工業大学 （夏季短期プログラム） 

【タイ】泰日工業大学 （春季クロスカルチャープログラム） 

【台湾】南台科技大学 （夏季短期プログラム） 

【ベトナム】貿易大学 （夏季短期プログラム） 

【タイ・チェンマイ】海外インターンシップ 

① モンフォート・カレッジ 

② ダーラー・アカデミー 

③ レジナ・シェリー・カレッジ 

④ ユパラート・ウィッタヤライ・スクール 

【韓国】釜山外国語大学校 （韓国語短期研修 夏季プログラム） 

【韓国】釜山外国語大学校 （韓国語短期研修 春季プログラム） 

【韓国】忠清大学校（韓国文化体験研修 夏季プログラム） 

 

【共通応募資格】 

1. 本学園の青森中央学院大学(大学院含む)、青森中央短期大学、青森中央文化専門学校、青森中央経理専門学校に在籍し、

かつ卒業までに留学を終えられる学生。 

2. 留学への目的意識が明確で、高い意欲を持っている学生 

3. 単位取得状況に問題がない学生 

4. 保護者の承諾を得ている学生 

 

【海外留学支援】上記の海外留学プログラムに参加する対象者に対して、次の支援を行います。 

≪語学支援講座≫ 

１ 語学準備講座 

講 師：青森中央学院大学に在学する外国人留学生 

種 類：タイ語、ベトナム語、中国語、韓国語 

内 容：海外留学前の語学準備および現地の文化・習慣・生活に関する学習 

回  数：９０分×１０回程度・受講料無料 

２ 英語力向上講座 

英 会 話 講 座：受講料無料。９０分×１０回程度（講師：ネイティブスピーカー） 

TOEIC 対策講座：受講料無料。９０分×１０回程度 （日本人講師） 

 

≪学校法人青森田中学園 海外留学奨励費≫ 

学校法人青森田中学園に在籍する日本人学生を対象に支給する給付奨学金です。 

奨学金タイプ   

Ⅰ 短期（２週間以上４週間以内） 50,000 円 

Ⅱ 中期（４週間を超え３か月以内） 70,000 円 

Ⅲ 長期（３か月を超え１年以内） 100,000 円 

   

［奨学金受給対象者(日本人学生のみ)］ 

１ 学内応募資格を満たし、海外留学が許可された学生 

２ 海外旅行傷害保険に加入した学生 

３ 語学力支援講座に参加した学生 

４ 留学先の大学等から入学許可された学生 

５ 文部科学省など、他の機関から給付型奨学金を受給していない学生 

 

【備  考】所属している学校によって参加できるプログラムおよび単位認定の科目が異なります。詳しくは国際交流課に

お問い合わせください。 

【問合せ先】国際交流課 

 

※令和４年度の各プログラムの実施については、今後の新型コロナウイルスの影響を踏まえて検討することになります。
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会場：青森中央学院大学　学術交流会館２階　　時間：13:00～14:20

日  程

●看護実践センター

講　師

4月23日（土）
13:30～14:30

看護師特定行為の研修制度と修了生による活動報告
東北厚生局健康福祉部医事課看護指導官

本学特定行為研修　第1期修了生

未定

テ ー マ 講  師

●特別公開講義

第３回

6月 8日（水）

「新八戸市美術館の魅力」

5月18日（水） 「津軽三味線の魅力」

MM（エムエム）総合企画代表
間山 元喜

「津軽弁の日」の会代表
伊奈 かっぺい

津軽三味線奏者
遠藤 昌宏

南部ベース代表
美曽作 友紀子

第８回 7月13日 (水) 「デジタル博物館ねぶたミュージアムについて」

第５回 6月15日（水）

第６回 6月22日（水）
「食糧生産は国防だ！」と踏み込んだ世界で見えたも
の

第１回 5月11日（水） 「ことばで遊ぶ　ことばに遊んでもらう」

第２回

第７回 7月 6日（水） 「大正浪漫かほる宮腰家離れと庭園の魅力」

「八甲田雪中行軍から学ぶ危機管理」

5月19日、6月2日、
6月16日、6月30日

各木曜日　13:30～16:00

看護過程（初級編）
－NANDA-I・NOC・NICを用いた看護計画立案とSOAPを用
いた経過記録－

第４回

日  程 内　　　容

看護学部教授　　秋庭由佳
看護学部准教授　松島正起

会場：青森中央学院大学　7号館

青森ねぶた制作者
林 広海

２０２２青森田中学園公開講座
　

　　　　　　　　　　　　https://www.aomoricgu.ac.jp/

中泊町博物館館長
齋藤　淳

「ウクライナ・台湾問題とアオモリ」
東奥日報社編集局編集委員

斉藤 光政

5月25日（水）

講　師日  程 内　　　容

八戸市美術館副館長
高森 大輔

●特別公開講座
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看護学部助教

看護学部准教授

看護学部講師

看護学部教授

看護学部助教

経営法学部講師

経営法学部教授

JICA　青森デスク

経営法学部准教授

●サテライトキャンパス　FRIENDLY WINDOW

●まちなかキャンパス公開講座

太田 尚子

日　程

6月18日

テーマ

認知症の早期発見と予防～生活習慣を見直しませんか～

講　師

テーマ 講　師

未定

7～9月

7月16日

9月3日

10月8日 坂井 哲博

老いない骨の作り方

自分らしい最期を考えよう

知っておきたい病気のこと
～青森県の現状と予防のための体作り～

11月12日
高齢者の社会参加
～『＋C（プラスシー）』で健康寿命をのばそう！～

未定

会場：AOMORI STARTUP CENTER　　開催曜日・時間：土曜日１０時～１１時３０分

「こころもからだも活き活き健康生活に」

●まちなかキャンパス公開講座

「異文化理解講座～日本と諸外国の文化の違いについて学んでみよう～」

会場：AOMORI STARTUP CENTER　　開催曜日・時間：木曜日１０時～１１時３０分

熊谷和可子

藤澤　珠織

造田　亮子

グェン チ ギア

阿部　翔太

藤巻　啓森

姜　尚民

未定

未定

日　程

★留学生による外国語会話教室

★「てつがくカフェ＠青い森」「雪割草読書会」
毎月第四木曜日１８時３０分から、てつがくカフェ（奇数月）、読書会（偶数月）を開催しています。

★学生、卒業生、地域団体等主催のセミナー、作品展示等各種イベントを随時開催しています。

★青森市中心市街地のコワーキングスペースとして利用できます。（Wifi利用できます）

イベントスケジュールはホームページでご確認ください。

青森中央学院大学サテライトキャンパスFRIENDLY WINDOW（フレンドリーウィンドウ）
https://www.aomoricgu.ac.jp/fw/
〒030-0801 青森市新町２丁目７－１３ （新町通り柳町交差点）
TEL/FAX 017-752-8660
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●公開講座

対　象

1 一般

2 親子

3
一般
（保育者等）

4
一般
（保育者等）

６月４日（土）
災害と食
～日本栄養士会災害支援チーム（JDA-DAT）による
　被災地の栄養支援活動～

　10：00～11：30

８月最終週
もしくは９月第一週

　調整中 高齢者施設に学ぶ災害への備え

もしもの時の子どもの安心につながる空間づくり（仮）

７月２３日（土） 　10：00～11：30
親子で作ってみよう！
身近なものでもしもの時のクッキング

　調整中
９月２４日（土）

もしくは１０月１日（土）

日  程 時  間 内  容

　
　　　　　　　　　　　　　　　https://www.chutan.ac.jp

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

未就園児（0歳～2歳児）集まれ！！
・水遊び体験（月・火・木）と

英会話遊び体験（月・水・金）ができます。
各園にご連絡の上おいでください。お待ちしております。

・プール（青森中央短期大学室内プール）

お問い合わせ： 附属第一幼稚園 〒030-0122 青森市野尻字今田108 TEL  017（764）2600  

お問い合わせ： 附属第二幼稚園 〒038-0031 青森市三内字丸山16 TEL  017（782）5665  

お問い合わせ： 附属第三幼稚園 〒030-0921 青森市原別字袖崎9 TEL  017（726）2112  
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青森中央経理専門学校
●公開講座

対　象 場　所

10:00～12:00 一般 本校

一般・学生 未定

※会場：青森県総合社会教育センター

青森中央文化専門学校
●公開講座

費　用 対　象 場　所

学園内の教職員を小中高校や、地域団体、職場等に講師として派遣し出前講座を行います。
出前講座一覧は、ホームページに掲載していますので、ご確認の上お気軽にご相談ください。

お問い合わせ：〒030-0132　青森市横内字神田12　事務局 地域連携課　
TEL 017-728-0131（代）　 https://www.aomoricgu.ac.jp
Ｅメール　csk@aomoricgu.ac.jp

未定 お金との付き合い方について（仮題）

学生によるパソコン教室　年賀状作成

13:00～15:00
材料費
実費

内  容日　時

１２月予定

１０月１７日（月）

９月２６日（月）

　９月１２日（月）

　７月　４日（月）

　６月２０日（月）

１１月　７日（月）

１０月２４日（月）

１１月２８日（月）

　　　　　　　　　 https://www.aomoricgu.ac.jp/s/

                                             　 https://www.aomoricgu.ac.jp/s/

内  容日　時

　８月２５日（木）予定
一般 ※

　８月２６日（金）予定
パソコン講座　Word・Excelの基本講座10:00～12:00

★出前講座（青森中央学院大学、青森中央短期大学、青森中央文化専門学校・青森中央経理専門学校）

一般
学生

サ
テ
ラ
イ
ト
キ
ャ
ン
パ
ス

フ
レ
ン
ド
リ
ー

ウ
ィ
ン
ド
ウ

(

新
町

)

１１月１４日（月）

１０月３１日（月）

ビーズアクセサリー講座
ブローチ

こぎん刺し発展講座
こぎんフレーム

こぎん刺し応用講座
トートバッグ

こぎん刺し基礎講座
コースター

10


