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こぶしの花
Kobushi no Hana

青森中央学院大学開学20周年記念号

th

青森中央学院大学
青森中央短期大学
青森中央経理専門学校
青森中央文化専門学校
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
幼保連携型認定こども園
中央文化保育園
幼保連携型認定こども園
浦町保育園

本年、青森中央学院大学は開学20周年を迎えることとなりました。これも偏に、これまで様々な

青森中央学院大学

立場で支えていただいた学園関係者の皆様や、日頃から本学に対しましてご理解・ご協力を賜りま
した多くの地域の方々のご尽力の賜物であると、心から御礼申し上げます。

開学20周年記念にあたり

本学は平成10年4月、日本で唯一の経営法学部を有する単科大学としてスタートし、平成26年
4月、看護学部を加えて2学部体制となりました。
その間、平成16年には大学院地域マネジメント研究科および地域マネジメント研究所を開設

平成10年（1998）4月、青森中央短期大学の「経営情報学科」を改組・転換するこ

し、地域における教育研究活動の拠点としての役割を担って参りました。本学の大きな目的は、学

とにより、我が国で初めての青森中央学院大学「経営法学部」が設置されました。そ

園がこれまで一貫して追求してきた「実学志向」をベースに、地域産業の振興や地域の保健医療福

の特徴は経営と法学それに関連科目を4年間で効率よく学べる大学として、また外国

祉の充実に貢献できる有為な人材を養成することであり、その達成のためにも、教室内の講義だけ

人留学生に恵まれ国際化色豊かな大学として地域に根付き発展して参りました。まさ

ではなく、実社会での様々なシーンを経験し、人間力を高めるプログラム（アクティブ・ラーニン

に、初代からの本学理事長、学園長、教職員の不断の努力の結果です。現在では、大

グ、インターンシップ等）を積極的に学修する必要があります。

学院地域マネジメント研究科も設置され、就職力、国際力、教育力ともにバランスの

また、「地域から世界へ」のコンセプトの基に、海外からの留学生を積極的に受け入れ、キャン

とれた大学として全国的にも高い評価をいただいています。平成26年（2014）に

パスでは日常的に国際交流が行われています。さらに、日本人学生向けに海外の提携教育機関等と

は、看護学部、さらに本年4月には別科助産専攻が新設されました。その結果、名実

の間で独自留学プログラムを開発・実行するなど、グローバル人材の育成に力を入れています。

ともに看護師・保健師・助産師の3つの看護職を養成できる私立大学となりました。

はばた

世界は今、大きく変革の時を迎えていますが、このキャンパスから翔いた多くの同窓生諸子の今

本年7月には、開学20周年記念の皮切りとして、国際歴史シンポジウムを開催、

後の活躍を期待しています。

ハーバード大学、デビット・ハウエル教授をお招きしました。グローバル化の中の東北

学校法人青森田中学園
理事長

石田

憲久

「津軽海峡から世界へ」という演名でご講演を賜り、北の果ての青森が決して辺境の
地でないことを悟り大いに感銘を受けました。しかも、ハウエル夫人は青森県深浦町
出身（私と同郷です）とのことで、ことさら親しみを覚えました。
これまでの20年は地域のご支援をいただき順調に発展してきました。しかし、今
後の大学運営には全てにわたり厳しい現実が待ち構えています。ゆっくりながらも堅
実な前進を心掛け、開学100周年記念を迎えられるよう歩みを進めて参ります。

青森県出身
昭和50年 弘前大学大学院医学研究科修了（医学博士）
昭和53年 弘前大学医学部講師
昭和62年 弘前大学医学部助教授
昭和63年 ハーバード大学医学部・
マサチューセッツ総合病院皮膚科
ウエルマン光医学研究所（研究員）
平成12年 弘前大学医学部皮膚科教授
平成18年 弘前大学医学部付属病院長
平成24年 青森中央学院大学学長・教授

青森中央学院大学
学

長

花田

勝美

そろばんと縫い針の私塾からスタートし、青森中央短期大学、附属幼稚園と学びの場が広が
り、キャンパスの木々も落ち着いてきた平成10年、青森中央学院大学は開学しました。日本で初

初代学長

竹内

照宗

茨城県出身

昭和25年 東北大学文学部心理学科卒業・
その後同大で文学博士学位授与

昭和28年〜昭和63年

弘前大学教育学部勤務

昭和39年〜昭和46年

弘前大学附属幼稚園園長（併任）

昭和63年 弘前大学名誉教授
平成2年

青森中央短期大学教授就任
青森中央短期大学学長

平成10年 青森中央学院大学学長・教授
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二代学長

牧野吉五郎

新潟県出身
昭和39年 東北大学大学院教育学研究科修了
教育学博士
昭和39年〜昭和42年
米沢女子短期大学教授
昭和42年〜平成5年
弘前大学教授
昭和51年〜昭和57年
弘前大学教育学部長
昭和57年〜昭和61年
弘前大学学長
平成5年 弘前大学名誉教授
平成13年 青森中央学院大学学長・教授

三代学長

中村

信吾

北海道出身
昭和44年 北海道大学大学院農学研究科修了
農学博士
昭和44年 弘前大学農学部

講師

昭和45年 弘前大学農学部

助教授

昭和60年 弘前大学教授
平成12年 弘前大学副学長
平成15年 弘前大学

名誉教授

平成17年 青森中央学院大学学長・教授

めての経営法学部を有する四年制大学の開設、そして、本部棟、図書館棟、国際交流会館、プー
ル棟と4つの建物の建築と、準備に関わった皆さんのご苦労は計り知れません。
「こんな大学」を作りたいという学園教職員の熱意が6つの「シカケ」として、初年度のパンフ
レットに表されています。
20年経ても、この6つの「シカケ」は、変わることなく、青森中央学院大学ならではの教育の礎
として、学生にも、教職員にも共有され、地域の皆さんにも発信されています。何よりうれし
く、誇りに思います。
20年間、この「シカケ」を守り、忠実に教育に反映してくださった教職員の皆さん、ピカピカ
に変身し、世界で、地域で活躍している卒業生の皆さん、チョコとバニラのミックスアイスを味
わい、グローバルに学生生活を楽しんでいる在学生の皆さん、そして、いつもあたたかく見守
り、応援してくださった地域の皆さんに心より感謝申し上げます。

学校法人青森田中学園
学園長

久保

薫
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記
日時：9月28日（金）

念

式

教育フォーラム

典

人口減少が続く地域社会における
教育の在り方を考える

会場：青森中央学院大学 学術交流会館

20

青森中央学院大学

th

Topics

−
「高校魅力化」による地域活性化の方策を探る−
第1部

「人口減少が続く地域社会における学校教

基調講演

「教育による地域の活性化

育の在り方を考える〜高校魅力化による地域

〜全国に広がる高校魅力化プロジェクト〜」
講師
株式会社Prima Pinguino代表取締役
北陸大学教授

藤岡 慎二 氏

活性化の方策を探る〜」を開催しました。
基調講演として、「教育による地域の活
性化〜全国に広がる高校魅力化プロジェク
ト〜」をテーマに北陸大学の藤岡慎二教授
が、全国の小規模校の現状と自ら手がけら
れている高校魅力化プロジェクトについて

第2部

パネルディスカッション

「地域における高校の存在意義は、
そして高校魅力化のために
地域が果たす役割は何か」
秋田県羽後町教育委員会教育長

大久保

岩手県西和賀町教育委員会教育長

佐藤

敦士 氏

青森県田子町長

山本

晴美 氏

山形県立小国高等学校校長

柿﨑

悦子 氏

高橋

興

コーディネーター：経営法学部教授

念

祝

賀

会

日時：11月16日（金）

会場：青森国際ホテル

久保聡教育長、山形県立小国高等学校の柿

聡氏

取り組みについて御報告いただきました。

演

事例報告

会場：青森国際ホテル3階

講師：日本銀行青森支店長

吉孝 氏

会場：青森中央学院大学学術交流会館 2階 921講義室

開学20周年を記念して、地域の活性化のための人材育成についてシンポジウムを開催いたします。

日時：11月16日（金）15：
：00
00 〜
〜17
17：00
：00

青森経済のこれから
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の佐藤淳士教育長、秋田県羽後本荘町の大

青森中央学院大学は開学以来、国際的な視野を持って地域に貢献できる人材を継続して育ててきました。

これからの青森経済と
地域活性化のための人材育成

武田

県田子町の山本晴美町長、岩手県西和賀町

日時：10月14日（日）13：00〜16：00

地域マネジメント・シンポジウム

講

また、パネルディスカッションでは青森

﨑悦子校長から小規模高校と地域の課題と

パネリスト：

記

お話していただきました。

萬葉の間

地域活性化のための
商工会議所の取り組み
講師：青森商工会議所会頭

若井 敬一郎 氏

学生による地域活性化の取り組みの紹介

パネルディスカッション

これからの青森経済と
地域活性化のための人材育成
パネリスト：

日本銀行青森支店長

武田

吉孝 氏

青森中央学院大学経営法学部4年

石橋

知幸

大学院地域マネジメント研究科長･教授 内山

清

青森商工会議所会頭
コーディネーター：

若井 敬一郎 氏
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国際歴史シンポジウム

青森中央学院大学女子力A-girlプロジェクト

グローバル化の中の東北

20

ワーク・ライフ・セミナー

青森中央学院大学

th

自分を仕事にする生き方

〜津軽海峡から世界へ〜

講師：ブロガー・作家

Topics

はあちゅう氏

日時：10月13日（土）13：3 0 〜15：00

平成30年7月21日、22日の両日、本学を会場として国際歴史シンポジウム「グロ

会場：7号館フリースペース

ーバル化の中の東北と近代移行期の「音」文化」を開催しました。これは日本学術振
興会科学研究費補助金基盤研究（B）
「近代移行期における「音」と「音楽」−グローバ
ル化する地域文化の連続と変容−」（代表

北原かな子、課題番号15H03232）の成

果報告の一環であり、国立歴史民俗博物館の共催を得て開催されたものです。
初日の基調講演には米国ハーバード大学から世界的に著名なデビット・ハウエル
教授をお迎えし、｢津軽海峡から世界へ」をテーマとして中世の十三湊を中心として
北東北・北海道の海外との交流についてお話をしていただきました。一般県民だけ
ではなく、東京や京都、奈良など広い範囲からも参加者があり、320名あまりの
方々がハウエル教授のお話に聴き入りました。続いて京都市立芸術大学の武内恵美
子准教授による、古琴演奏がありました。
ハーバード大学

デビット・ハウエル教授

7月22日には「近代移行期の「音」文化」についての３本の研究報告が行われ、
続いて「グローバル化の中の東北と文化を考える」総合討論が行われました。

チラシデザイン：
青森中央文化専門学校卒業生
豊 川 芽さん

翔
京都市立芸術大学

武内恵美子准教授

テーマ：

麗

祭

喜喜楽楽

〜そこのあなたも笑いな祭〜

青森中央学院大学
同窓会総会・新入生歓迎会
日時：6月16日（土）18：00〜
会場：青森国際ホテル

日時：9月22日（土）・23日（日）
【20周年記念企画】
・展示コーナー
｢

プラスシー｣お披露目

・マスコットキャラクター決定
・地域連携活動ポスター展示
・その他、イベント多数

別科助産専攻 開設記念講演

奇跡のすぐそばに
いるということ
講師：大阪府りんくう総合医療センター
産婦人科部長

荻田 和秀 氏

日時：11月10日（土）13：30 〜 15：00
場所：学術交流会館 2 階 921 講義室
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今年度より、女性が地域において安心して子
供を産み育てることに貢献できる助産師を養成
することを目的として、「別科助産専攻」（助
産師養成課程）を開設しました。青森中央学院
大学開学20周年と別科助産専攻の開設を記念し
て、周産期医療の仕事、魅力について、人気ド
ラマ「コウノドリ」の主人公のモデルともなっ
た、荻田和秀先生にお話をしていただきます。
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青森中央学院大学

学生が本学園のことをより好きになり誇りを持ってもら

学生たちが考えた青森中央学院大学のイメージをカタチに！

うため、またステークホルダー（高校生、卒業生、保護者、地
域の方々）に本学園をより理解していただくため、学園の歴
史や現在の活動を伝える展示コーナー｢

プラスシー｣

を新設しました。また、学生が普段から自由に活用できる機
能を持たせることによって、自然に展示に触れる機会を創出
しました。

青森中央学院大学開学20周年記念

この空間は、黒の背景
（床・壁・天井）
と、大小様々な白い箱
で構成された統一感のあるデザインです。しかし、白い箱は
その大きさによって、ベンチ、展示ケース、机、掲示版、ホワイ
トボード、ボックス席、シンク等様々な機能をもっています。

｢

学園のあゆみ
コーナー

プラスシー｣OPEN

り広くPRするため、大学マスコットキャラクターの募集を行いま

［まあちくん］

した。青森田中学園在学
生に募集を募り、8件の
キャラクター案が寄せら

中に机と椅子がある個室の
ような箱です。集中して勉強
したいときや、打合せをおこ
ないたいときなどに利用でき
ます。また、外側の壁は掲示
板やホワイトボードとして使
う事ができます。

れました。
8月の学内投票、続く

最新のプロジェクターを備えたこのスペースは、説明会やイベント等
でのスライドとしての使用はもちろんのこと、デジタルペンを使って、
壁に映し出される映像の上に、メモを書い
たり、絵を描くことができます。園児の
デジタルお絵描きもおこなえます。

9月最終選考会を経て、

デザイン
作成者：看護学部３年生
大澤 奈奈 八木澤 望【共同作成】

映像コーナー

シンク

ちょっとした作業を行ったあとに、
手洗いや洗い物を行える場所です。

9月22日の学園祭で発表・お披露目されました。

●
●
●
●
●
●

PR活動の場で活躍して
もらいます。皆さまに
愛される キャラクター
に育てていきたいと
思います。

ACGUとわかるから
印象に残りやすい
名前がとても良い！
マンゴーだったのが良い！
校章がアピールだと思う
クォリティーが高い
キュートだったんで
一番好感がもてたから

●
●
●
●
●
●
●

丸い感じがかわいい
子どもに愛されると思う
愛着がある
色がきれいだった
親しみやすい
グッズ化できそう！
クマっぽくて良い

まあちくんの
活躍にご期待
下さい！

優秀賞
展示・ホワイトボード（小）
案内板
カーテンベンチ

天井から箱状のカーテンが
釣り下がっています。その下
のベンチで一休みできます。

小さなものを展示できる箱です。展
示として使う場合は天板がガラスです
が、ホワイトボードでできた天板に入
れ替えることで、ちょっとした打合せ
のメモを取ることができます。

ポーズも現在開発中です。
お楽しみに！

たたみ

たたみでゆっくりおしゃべりをしたり、
勉強をしたりできる箱です。

展示（大）大きなものを展示できる箱です。

書

籍

出

版

・「新時代で変化する社会諸相とビジネス境界の展望」
・「青森のグリーンツーリズム（インバウンド）の展開と今後の課題」
（仮題）
・青森中央学院大学研究紀要20周年記念号の発行
・青森中央学院大学地域マネジメント研究所20周年記念号の発行

ベンチ

持ち運んで座れる
ベンチ型の箱です。
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今後、立体化やグッ
ズ化を含めて、大学の

投票理由
●

設置校紹介コーナー

厳正なる審査の結果、最優秀賞に選ばれた「まあちくん」が、

作成者コンセプト
建学の精神「愛あれ・知恵あれ・真実あれ 」
「まこと」
「あい」
「ちえ」頭文字をつなげて
『まあち』にしました。
キャラクタープロフィール
性
格：活発
特
徴：鼻とシッポがハート
必 殺 技：
「インスタ」映え
キメ台詞：
「マンゴーちょーだい♥」

●

学校法人青森田中学園の設
置校毎の現在の活動を紹介す
るコーナーです。また、企
画展示をおこなう場合には
パネル等を展示する壁と
しても使えます。

青森中央学院大学開学20周年を記念し、本学の特色や魅力をよ

エントリーNo.1

個室

壁の一面を使って、青森田
中学園の70年を超えるあゆ
みを年表形式であらわしまし
た。自分の入学した大学が如
何にして今に至っているかを
知ってもらうことで、学生の
皆さんに誇りをもってほしい
と思います。また、初めて訪
れた方には本学園の歴史が一
目でわかるコーナーとなって
います。

Topics

マスコットキャラクター募集事業
最優秀賞｢まあちくん｣に決定！
最優秀賞

th

・地域連携事業に関する各種リーフレットの作成・発行
・学園報「こぶしの花」開学20周年記念号の発行

エントリーNo.2
［ドーセット教授］

エントリーNo.4
［ちゅお］

可愛い作品をありがとうございました！

その他記念事業
・青森市産官学連携プラットフォームでの
学習・研究成果発表会
日程：２月予定
会場：青森市中心市街地
・函館キャンパスコンソーシアムの
ポスターセッションにおける学生による研究発表
・本部棟改修工事
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青森中央学院大学

写真で振り返る20年

th

2006

1970

Topics

7号館(現在)

7号館フリースペース(現在)

1998
1995 頃

1997

1997

建設中の国際交流会館

建設中の図書館棟

完成当時の図書館棟

1998

完成当時の国際交流会館

1997
▲建設中の本部棟

2010

1998

図書館ラーニングコモンズ(現在)

9号館

学術交流会館(現在)

5号館(現在)

図書館サイレントスペース(現在)

充実した運動施設

2014
野球場(現在)

第2体育館・室内練習場・野球場(現在)

12

本部棟(現在)

第2体育館(現在)

室内練習場(現在)

人工芝サッカー場(現在)
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20

青森中央学院大学

英語圏･中国語圏と、躍進著しい東南アジアとの学術交流が広がっています。

th

Topics

留学して海外で学べる、

第1期留学生来青（1998.4）

青森に居ながら国際交流ができる環境を提供いたします。

泰日工業大学
ペノブスコット語学学校

南台科技大学

20年で広がる 国際交流の輪

マッコーリー大学

サイアム大学
貿易大学

釜山外国語大学校

学術協力協定

北京第二外国語学院

2000. 10. 19 締結

大連外国語学院日本語学院

2000. 10. 20 締結

吉林化工学院

2008. 4. 24 締結

上海大学国際交流学院

2010.10. 2 締結

東北師範大学人文学院

2014. 1. 23 締結

僑光科技大学

2010. 8. 11 締結

南台科技大学

2013. 5. 18 締結

呉鳳科技大学

2014. 7. 15 締結

国立台北科技大学

2016. 6. 6 締結

マレーシア

馬来西亜華校董事連合会総会 ( 董総 )

2006. 11. 10 締結

ベトナム

貿易大学

2007. 3. 20 締結

タイ王国

カセサート大学

2004. 1. 22 締結

泰日工業大学

2011. 2. 2 締結

モンフォート カレッジ

2012. 12. 18 締結

ダーラー アカデミー

2012. 12. 18 締結

チュラロンコン大学看護学部

2014. 7. 4 締結

レジナ シェリー カレッジ

2014. 11. 20 締結

サイアム大学看護学部

2014. 11. 21 締結

釜山外国語大学校

2018. 2. 20 締結

中

台

韓

国

湾

国

※掲載は国別で協定締結した年代順です。このほかにも協定校がございます。
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上海大学

2008
貿易大学

国際語学サポートセンター開設

2015

国際交流のあゆみ

2013

青森中央短期大学看護学科、
チュラロンコン大学看護学部（タイ王国）と
国際シンポジウム開催（於：バンコク）

マレーシア・ベトナム・
タイにおいて、
海外同窓会を設立

釜山外国語大学校

マレーシア同窓会

2016
チュラロンコン大学看護学部

タイ王国・
青森中央学院大学看護学部
「インターナショナル・ジョイント・
カンファレンス」開催

ベトナム同窓会

タイ同窓会

2016

日本・ベトナム
経済シンポジウム in 青森

15

