
東京メトロ東西線・西葛西駅からの道順
①南口を出て「東京ベイ信用金庫」と「三井住友銀行」の間の
　道を直進します。
②「江戸川球場」のある交差点にでたら、右手にある歩道橋を道
　なりに渡り、緑道に出ます。
③緑道を道なりに直進していくと、右手に「青森大学東京キャン
　パス」があります。

JR 京葉線・葛西臨海公園駅からの道順
①改札を出てすぐ右手の公園内通路を直進し、「大観覧車」近く
　まで進んでください。
②右手にある歩道橋を通り、「臨海球技場」方面へ渡ってください。
③歩道橋を降りると緑道になっていますので、緑道を道なりに直
　進してください。
④川を渡った左手に「青森大学東京キャンパス」があります。

Access

〒134-0087
東京都江戸川区清新町 2-10-1
電話：03-6261-6399　FAX：03-6261-6398
URL. https://aomori-u-tokyo.jp/

東京キャンパス

▶東京臨海病院：徒歩 8分
▶スーパー、コンビニエンスストア：徒歩 10分
▶銀行、郵便局：徒歩 10分
▶江戸川区役所：バス利用 50分

東京ディズニーシー

東京駅

お台場

▶東京臨海病院：
▶スーパー、コン
▶銀行、郵便局：
▶江戸川区役所：

お台場

荒川

総合レクリエーション公園

東京臨海病院
●

●

●

首
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青森大学
東京キャンパス
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江戸川区役所

東京ディズニーランド

東京メトロ東西線

新木場駅

西葛西駅 葛西駅

葛西臨海公園駅

舞浜駅

南砂町駅

浦安駅

南行徳駅

行徳駅
ACCESS
東京メトロ東西線　「西葛西」駅南口より徒歩約 15 分
JR 京葉線　「葛西臨海公園」駅より徒歩約 20 分

新左近川親水公園に面した閑静な環境のキャンパス

西葛西駅エリアは飲食店、商店、銀行などが充実しており、レンタサイクルなども発達しています。
アパートを探したい人は、大学事務局がサポートします。また個人的に不動産を訪ねて探すこともできます。
アルバイト情報は豊富であるため、個々に探すことが可能です。

〒035-0072
青森県むつ市金谷1-10-1
下北文化会館２F
電話：0175-31-0044　FAX：0175-31-0145
URL. https://aomori-u.ac.jp/mutsu/

むつキャンパス

〒030-0943
青森県青森市幸畑 2-3-1
電話：017-738-2001　FAX：017-738-0143
URL. https://www.aomori-u.ac.jp/

青森キャンパス

https://aomori-u.ac.jp/mutsu/
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新たな時代を拓く！
創造力にあふれた挑戦的なリーダーシップを発揮できる人財を育成します

青森大学東京キャンパスでは、3、4年次でも
実践的な長期（3か月）インターンシップを重
視し、世界を舞台に活躍をする人財を育成し
ていきます。ICT の発達による社会全体の急
激な変化に対応し、世界のどこにいても学ぶ
ことができます。 
日本人学生は、1、2年次は東京キャンパス、
3、4年次は青森キャンパスでの履修となりま
す。就職活動には東京キャンパスを利用でき、
関連科目を受講できます。

JAPAN

WORLD

ASIA

××
ITを使って「新たな価値」を生み出す

東京キャンパスで学べる 3つの学部

総合経営学部

ソフトウェア情報学部

社会学部

経営者の視点から、主に中小企業経営とベンチャー経営に　
挑む人財を育てます。

人工知能や最先端の情報技術を使い、問題発見・解決のできる　
IT技術者を育てます。 

地域の課題を解決するための理論・方法を学び、
公務員やNPO等で活躍する人財を育てます。

青森大学 2022年度：BIG NEWS
総合経営学部に「フィールド・ツーリズム」コース新設
自然を生かした体験活動を楽しむ「新しい観光」に携わる人財を養成します。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は、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」があります 。

知らない文化圏に移り住み学ぶこと。それは、かけがえのない時間となるはずです。人々の真のニーズをキャッチ
するためには、今いる場所から離れ客観視することができる別の場所も必要です。青森大学は、東京キャンパス
と青森キャンパスを往き来する学習環境を整えることによって、そのダイナミズムを可能にしました。最先端
の情報が渦巻く国際都市・東京、そして大自然の息吹と古来の津軽文化を色濃く残す青森市。この異文化圏を
旅する学び方は、尖った専門性に実践力を与える大きなきっかけとなることでしょう。

自然大好き人間集まれ！！

立花　拓巳さん（岩手県立不来方高等学校出身）

私は、将来システムエンジニアになりたいと考えております。そこで、青森大学にはソフトウェア情
報学部があると知り、青森大学に進学しました。また、１・２年次東京キャンパスで学ぶことが出来
るということで、見聞を広められると考えております。東京キャンパスは留学生が多いですが、皆学
ぶ意欲が高いので、一緒に勉強を頑張っています。

在学生メッセージ 【ソフトウェア情報学部ソフトウェア情報学科 1年】

校外・授業（JA全中での国際協力業務の視察） 公開講座

校舎横の緑道

交流会

校舎内

校　舎

校外・授

入学式

中小企業の経営者、アントレプレナー（起業家）
地域創生、ＩT技術者を育成します

21世紀は

激動の時代
全てが変わる、社会の仕組みが変わる

2050年の日本・世界をリードする

ゼ　ミ 青森キャンパスツアー 体験型学習 ゼミ合宿 異文化交流 イベント
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総合経営学部 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。

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　
経営基礎実習（１年ゼミ）

経営戦略論Ⅰ・Ⅱ
経営学演習（２年ゼミ）
経営管理論

経営史Ⅰ・Ⅱ
地域産業論
異文化マネジメント マー  ケティング論Ⅰ・Ⅱ

流通  システム論Ⅰ・Ⅱ
経済  学Ⅰ・Ⅱ　

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

専門演習（４年ゼミ）

ビジネス
イノベーション

カリキュラムCURRICUL UMソフトウェア情報学部 下記の科目は、各学年で履修する科目の一例です。

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A・B

アルゴリズムと  データ構造Ⅰ・Ⅱ
コンピュータア  ーキテクチャ

創作ゼミナール　
学外実習
開発ワークショップ

プログラミング演習Ⅰ・Ⅱ

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

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

卒業研究

ソフトウェア

基礎理論研究開発

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

入門演習Ⅰ・Ⅱ
現代社会のしくみと変動
社会調査の基礎

卒業論文

コミュニケーション技術

コミュニティ  基礎演習Ⅰ・Ⅱ
コミュニティ  研究入門
地域社会学
環境社会学

コミュニティ専門演習Ⅰ・Ⅱ
地域マーケティング論
社会統計学Ⅰ・Ⅱ

コミュニティ専門演習Ⅲ・Ⅳコミュニティ創生

下記の科目は、各学年で履修する科目の一例です。社会学部

キャンパス専任教員

IT に強い経営者を目指す

尖った専門性を目指す
基礎スタンダード ＋ 文理融合型専門科目
21 世紀の社会に挑戦する意欲的な人財となるためには、学部や学
科を超えた学際的な学びが重要になります。
青森大学のカリキュラムは、基礎スタンダード分野における幅広
い教養を基礎とし、従来の文系・理系の壁を取り払った融合型専
門科目によって、「尖った専門性」を目指します。

遠隔授業の利用
青森大学は、青森キャンパスと東京キャンパスをつなぐ遠隔授
業（IT を使った同時配信授業）を導入しています。これらの授
業を活用することによって、学生は青森キャンパスから離れて
も単位の取得、卒業ができるようになりました。文部科学省の
規定により、卒業に必要な 124 単位中、最大 60 単位までは、遠
隔授業によって取得することができます。

担任制＆少人数のゼミ
1 年次、2 年次であっても担任教員がいますので、東京キャンパス
での学びの中で気軽に様々な相談をすることができます。

前田　裕二
（まえだ ゆうじ）　

客員教授
SHOWROOM株式会社社長。
USB 証券を経て 2013 年ディー・エヌ・エー入社、
同年、仮想ライブ空間「SHOWROOM」を立ち上げる。

浅葉　克己（あさば かつみ） 客員教授
桑沢デザイン研究所所長。アートディレクター。広告、タイポグラフィ制作の第一人者。

伊藤　博之（いとう ひろゆき）　客員教授
札幌市内でクリプトン・フューチャー・メディア株式会社設立。「初音ミク」の開発で知
られる。

読売新聞論説副委員長 白川　義和 氏
1989 年読売新聞社に入社。北海道支社を経て、ソウル支局、ニューヨーク総局長を歴任、
世界各国での取材経験が豊富。現在は論説委員長として国際報道の要として、世界情勢を
鋭く分析、特別講義として学生を指導する。

阿部　　治 立教大学名誉教授（前日本環境教育学会会長）

浅葉　克己 アートディレクター

川村　晃司 テレビ朝日コメンテーター

鈴木　恒夫 元文部科学大臣

荒木　幹光 東京日語学院 学院長

中田　清史 東京東信用金庫 理事長

北野　　大 秋草学園短期大学学長

田村　康弘 東京ベイヒルトン社長

木村　公宣 株式会社WIN D’OL 社長／冬季オリンピック４大会連続出場

冨田　龍起 Orbweb Inc CEO

西願　雅也 株式会社アイキャット　代表取締役CEO

中村創一郎 株式会社 Looop　代表取締役社長

山井　　太 株式会社スノーピーク代表取締役会長

永田　暁彦 株式会社ユーグレナ リアルテックファンド 取締役副社長

渋谷　　順 株式会社One Bright KOBE 取締役

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
代表取締役 伊藤　博之 氏
「初音ミク」を開発し成功を収める。北海道大学勤務を経て、1995 年にクリプトン・フュー
チャー・メディアを設立。歌声を合成するソフト「音で発想するチーム」をスローガンに、
世界各国および国内でサウンドコンテンツをライセンス販売する。

冨田　龍起（とみた たつき）　客員教授
Orbweb（シリコンバレー）社長。中国のベンチャーファンド Dreamhub のアドバイザー。

永田　暁彦（ながた あきひこ）客員准教授
日本最大級の技術系 VCリアルテックファンドの代表、及び株式会社ユーグレナ取締役副社長。

SHOWROOM株式会社
代表取締役社長 前田　裕二 氏
UBS証券を経て2013年ディー・エヌ・エー入社、同年、
仮想ライブ空間「SHOWROOM」を立ち上げる。

青森大学は、 青森キャンパスと東京キャンパスの教
室を直接をつなぐ遠隔授業（IT を使った同時配信授
業）を導入しています。これらの授業を活用するこ
とによって、 学生は青森キャンパスから離れても単
位の取得、卒業ができるようになりました。文部科
学省の規定により、卒業に必要な 124 単位中、最大
60 単位までは、遠隔授業によって取得することがで
きます。

1 年次、 2 年次であっても担任教員がいますので、 東
京キャンパスでの学びの中で気軽に様々な相談をす
ることができます。

文理融合で未来を切り拓く
東京キャンパス長 〈総合経営学部〉 
教授　平野　秀輔　会計学基礎論、経営学演習、会計監査論、専門演習
環境共生および環境経営の側面より、学生のみなさん一人ひとりの目標について、専門的かつ学際的に
強力にサポートします。学び舎はキャンパスだけではなく、すでに地域、日本、世界に向けて拓かれて
います。みなさんのあふれる情熱と意志を、ぜひここ東京キャンパスで発揮してください！

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）

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） （農協、商工会、銀行等）

公務員、準公共セクター コンピュテーショナル・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
ルすることができます。

SHOWROOM 株式会社の前田裕二社長ら各界の専門家を客員教授に迎え、最先端の世界情勢を学
ぶことができます。また、10 名以上の中小企業・ベンチャー経営のスペシャリストが非常勤講
師として実践指導します。今後の世界経済の中心として躍動するアジアからの留学生が多く在籍
し、国際色豊かな環境で、世界に通用する人材を育成します。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スタイルはさ
らに充実しました。青森大学東京キャンパスは、そこに集う学生の夢を実現するために、教職員一丸となっ

て、最大限のサポートをしています。また、大学で学んだ知識が、卒業後においても
継続して役立つように、学問を実務と関連づけた教育をしています。
自分の授業では、これまでの研究と、公認会計士・税理士としての実務経験から、各
論点について詳しく説明します。そして、校舎内だけではなく、さまざまな企業に訪
問して、学生の見聞が広められるようにしています。

教授　平野　秀輔 会計学基礎論、経営学演習、会計監査論、専門演習、経営分析論、財務会計論Ⅰ

環境共生および環境経営の側面より、学生のみなさん一人ひとりの目標について、専
門的かつ学際的に強力にサポートします。学び舎はキャンパスだけではなく、すでに
地域、日本、世界に向けて拓かれています。みなさんのあふれる情熱と意志を、ぜひ
ここ東京キャンパスで発揮してください！

環境経営論、地域の自然、技能コア特講、
経営学演習、経営特別講義Ⅲ

教授 辻　英之 地域産業論、コミュニティ研究入門、
コミュニティ基礎演習Ⅰ・Ⅱ、社会学専門演習Ⅰ・Ⅱ、
学問のすすめ、地域貢献演習

長野県の小さな山村（人口 1600 人）から毎週東京に通い、地域のリアルな状況
や日本を変革する可能性を、社会学や教育学の視点から学生の皆さんに伝えます。
私の授業やゼミは、多くがフィールドワークやアクティブラーニング型で運営さ
れます。「青森―東京―信州」で展開する、ダイナミックな学びを一緒に創って
いきましょう。

〈社会学部〉

※専任教員は学生数の増加とともに増やしていきます。
※この他特任教授や非常勤講師が様々な科目を担当しています。

講師 プログラミング演習Ⅰ・Ⅱ、情報リテラシー、
情報の集計・分析、人工知能

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。 副専攻の各プ
ログラムについて、選択必修科目より 4 単位以上・ 全体で 20 単位以上を
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するこ とができます。

21 世紀の社会に挑戦する意欲的な人財となるために は、学部や学科を超
えた学際的な学びが重要になります。
青森大学のカリキュラムは、基礎スタンダー ド分 野における幅広い教
養を基礎とし、 従来の文系・理系の壁を取り払った 融合型専門科目に
よって、 「尖った専門性」を目指します。
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キャリア
サポート

就職の流れ

Career Support

社会で活躍する夢の実現に向けて全力サポート

様々なサポート
メールによる情報提供

インターシップサポート

進路相談・個人面談

キャリアデザイン講座

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。

一般企業のOB 、OGや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。

江戸川区を中心に様々な企業へのインターシップをサポート
していきます。

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
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。

留学生に対しては、ゼミ担当・センター員と連携することにより
手厚いサポートを実施しており、安心して勉学に励むことができます。

国際交流センター
Center For International Exchange

活動的な留学生とともに　積極的に異文化交流を支援します。

様々な文化を背負ったアジアからの留学生としっかり理解しあえれば、
将来のビジネスの幅が大きく広がります。

自分からも積極的にアジア及び世界に飛び出してみましょう。
学生時代の経験は一生の財産です。

21世紀の世界経済はアジアが中心となります。
大学生活では色々な疑問や悩みが出てきます。
青森大学はゼミ担当・センター員以外の教職員と距離が近く
相談環境が整っています。

どんな悩みも相談に乗ります

留学生のサポートも充実

入管手続き等の管理

期限前通知や、
書類作成のサポート

語学教育支援

専任で常駐しており、
授業以外でのサポート

SupportSupport

生活指導支援

アルバイト・居住等の
紹介など、全てにおけるサポート

Support

キャリアサポート

留学生の就職率100%実現させるために
1人ひとりに合った

企業とのマッチングをサポート

Support

在学生インタビュー

【総合経営学部３年】 セン　イキさん

青森大学入学は語学学校の先生に勧められたことがきっかけですが、自分で調べていくうちに、青森・
東京にキャンパスがあり面白い大学だと思いました。コロナの影響で 1・2 年次キャンパスでの生活
が少なかったため、キャンパス内で授業を始めた時に先生と友達に会うことができて、とても楽しく
過ごしています。大学卒業後、大学院に進学して勉强を続けたいと考えています。

イメージ

常時サポートセンター員がいるので、いつでも相談に応じています。
また、就学前の入学予定者からの様々な相談も受けつけます。

・単位について聞きたい
・短期留学がしたい

・履修の相談をしたい
・生活に困っている

・授業について相談が
　したい
・日本人学生と、
　もっと交流したい

・アパートを探したい
・日本の文化をもっと
　知りたい

国際交流センター

事務局

ゼミ担当 学　生 教　員

自立　ICT　アジア

自然との共生
+

自立　ICT　アジア

自然との共生
+

次代の最先端を走る　青森大学東京キャンパス


