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世界を取り巻く状況は、グローバル化、ICTの急速な進展、多様化等によって急激に変化しています。
我が国も Society5.0 を提唱し、社会的な問題解決と豊かさを両立できる未来社会の実現を志向しています。
このような状況下で求められているのは、「イノベーション」を創出できる人財です。

青森大学東京キャンパスでは、日本人と外国人留学生が多様性の中で学び、創造力にあふれ、挑戦的なリーダーシップ
を発揮できる経営者を育成します。

総合経営学部では、ベンチャー（スタートアップ）と中小企業の後継者の育成に焦点を合わせ、グローバルな視野
を持って新たなビジネスを切り拓く人財を育てていきます。

社会学部は、新たな地域社会を構想し、地域の社会的課題を解決できる人財を養成します。

ソフトウェア情報学部は、AI、IoT 等の ICTの進展を捉え、未来の情報化社会をリードできる人財を養成します。

青森大学で、明日の社会をリードできるイノベーション能力を獲得し、未来を切り拓いてください。

青森大学で、青森と東京、異なる文化圏を行き来し、楽しい仲間と自由な学びと生き方を体験してみませんか！

            
                金井　一賴

（青森大学 学長）

東京キャンパスで学べる3つの学部
青森大学は 2019 年、創立 101 年、大学開学 51 年を迎えました。現在は、総合経営学部、社会学部、
ソフトウェア情報学部、薬学部の4学部によって構成されており、1,200名以上の学生が在籍しています。
青森大学は来るべき society 5.0 に備えて、文理融合型の授業に力を入れ、「挑戦、自立、リーダーシップ」
を掲げています。
東京キャンパスは 2018 年 9 月に開設され、様々な準備を行い、2019 年 4 月に本格始動しました。
2019 年度は総合経営学部が中心の授業ですが、2020 年度からは総合経営学部のほか、社会学部、
ソフトウェア情報学部の授業が行われる予定です。薬学部は 6年間青森キャンパスです。
総合経営、社会、ソフトウェアの 3 学部に共通していることは、innovation という前向きの挑戦です。
そして、日本とアジアの連携に力を入れた教育を展開します。
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・総合経営学部 110 名

・社会学部 70 名

・ソフトウェア情報学部 50 名

ソフトウェア情報学部には、ソフトウェ
ア・コンピュータシステム、数学的基
礎の 3分野があります。

社会学部には、コミュニティ創生コー
スと社会福祉コースがあります。

総合経営学部には、ビジネス・イノベーションコー
ス、会計コース、スポーツビジネスコースがあります。
2020年、体験型観光に特化したゼミを開始します。
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会社スタートアップを志す
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中小企業の後継者や起業する若者、そして社会の基盤を守り、IT 時代を
リードしようとする人財は、挑戦する心を持ち、苦難にも耐える強い意
志の力がなくてはいけません。そのためには教室だけでなく社会に飛び
出し、実践的な学びが必要です。
青森大学では、2020 年度から 3 か月程度の長期インターンシップ制度
を設置、地球上のどこにでも出かけることを奨励します。特にアジアと
の結びつきを重視します。
学生のうち日本人と留学生が半々という構成です。21 世紀中盤からはア
ジアが世界経済の中心となるでしょう。日本の若者とアジア各国の若者
が一緒に学ぶスタイルは時代の先端を行く勉学スタイルです。

実践を重んじるカリキュラム
長期インターンシップや実務者教員が充実

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、「とがった専門性」を修得することを目指します。

尖った専門性を修得する
基礎スタンダード ＋ 文理融合型専門科目

03

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結ぶ遠隔授業（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
学生数に対し、教員が多いので、気軽に様々な相談をすることができます。また、1年生からゼミがあります。

青森キャンパスでも学べます　
青森県は本州の北端にあり、春夏秋冬の四季が明確に移り変わり、美しい自然に囲まれています。特に8月の「ね
ぶた祭」は日本有数の盛大な祭りで、250 万人を超す観光客が訪れます。青森大学は大学として唯一この祭り
に参加しています。学生は自由に参加できます。冬にはスキーやスノーボードなどのウインタースポーツが盛
んです。4 年間のうち 1 年でも青森に住んで勉強することを勧めます。学生寮は完備しています。アルバイト
も大学が斡旋します。

カリキュラムコンセプト
東京キャンパスでは現在、総合経営学部の授業を扱っていますが、2020 年度は、社会学部、ソフト
ウェア情報学部の授業も行われる予定です。

総合経営学部、社会学部、ソフトウェア情報学部の 1、2 年生が東京キャンパスで履修できます。薬学部の
学生は、青森キャンパスのみの履修となります。3、4 年生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。社会人学生と留学生は 4 年間東京キャンパスで履修できま
すが、社会福祉コースで国家資格を取得する人は一定期間（主に 3、4 年生）青森キャンパスでの履習が義
務づけられます。

AOMORI UNIVERSITY TOKYO CAMPUS

留学生の入学試験について
国の規則により、2019 年度から留学生と社会人（日本人）は東京 23 区内でも 4 年間勉学できることになっ
ています。青森大学は 2019 年に東京キャンパスだけで勉学する学生を 50 名（留学生 40 名、社会人 10 名）
とする旨を国に届け出る予定です。

▶留学生は次の通り 2通りの入学・履修方法となります　
1. 青森大学東京キャンパスに入学、4年間東京で勉強し、卒業する人。
2. 青森大学青森キャンパスに入学、4年間青森で勉強し、卒業する人。この場合は、1，2年生の間に限り、
　 東京で勉強することもできますが、3，4年生は青森で勉強することになります。

▶留学生の募集人員（予定）
上記 1の募集人員は総合経営、社会、ソフトウェア情報学部とも 10名前後（予定）。
上記 2の募集人員は総合経営、社会、ソフトウェア情報、薬学部それぞれ若干名。

【出願資格】【選考方法】【選考日程】【入学金、授業料等納入金】等につきましては、2019年 6月に最終決定するため、
最新情報は青森大学東京キャンパス事務局、あるいは青森大学ウェブサイト等で必ずご確認ください。

◇出願資格
下記の（１）～（４）（編入希望者は（１）～（５））のすべてに該当する者。
（１）通常の課程による 12 年以上の学校教育を修了した者（日本国内の高等学校に在学中の者は 2020 年 3 月

卒業見込みの者を含む）、又はこれに準ずる者。
（２）日本語能力試験においてＮ2 以上を取得している者。あるいは直近の日本留学試験、又は日本語能力試験

N2以上を受験した者。
（３）日本に在留する期間中の学習、生活に要する費用の確認書類を提出できる者。
（４）本学を強く希望し、合格した場合には必ず入学手続きをする意思のある者（併願は認めない）。
（５）大学、短期大学、高等専門学校などを卒業した者（日本国内において 2020 年 3 月卒業見込みの者を含む）、

又は大学に 2年以上在学した者（日本国内において 2020年 3月までにそれだけの在学を見込める者を含む）。
◇受験料
受験料 10,000 円。

参考 下記は 2019 年度入学生に適用した内容を基盤に、参考情報として掲載するものです

【入学金、授業料等納入金】  2019 年度実績　　
学部 （注1）

入学金 授業料 教育充実費 （注2）
実験実習費 学友会費 保険料 合計

総合経営学部
社会学部 200,000 642,000 200,000 0 10,000 4,660 1,056,660 

ソフトウェア
情報学部 200,000 980,000 200,000 30,000 10,000 4,660 1,424,660 

薬学部 300,000 1,300,000 465,000 120,000 10,000 6,840 2,201,840

（単位 : 円）

青森大学東京キャンパス
Tel:03-6261-6399  
Email:A_TokyoCampus@aomori-u.ac.jp

ウェブサイト : 東京キャンパス　http://aomori-u-tokyo.jp/
　　　　　　　青森キャンパス　http://www.aomori-u.ac.jp/

お問合せ

入学金及び１年分の学費は、合格通知書が送付された時点で一緒に納入して下さい。
入学金及び１年分の学費の納入が確認できた時点で入学許可書を発行いたします。
納入金は、個人の都合より入学を辞退した場合は返却されません。
※私費外国人留学生で、入学試験の成績が優秀で経済的に修学困難であると認められる者については、授業料等を減額する制度があります。入試課にご相談下さい。
（注 1）入学金は初年度のみ。
（注 2）ソフトウェア情報学部の実験実習費は、2年次以降から 80,000 円となります。
※薬学部の病院・薬局における実務実習が5ヵ月間実施されますので、このための費用（11万円× 6年間）を年次計画で別途徴収します。
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（４）本学を強く希望し、合格した場合には必ず入学手続きをする意思のある者（併願は認めない）。
（５）大学、短期大学、高等専門学校などを卒業した者（日本国内において 2020 年 3 月卒業見込みの者を含む）、

又は大学に 2年以上在学した者（日本国内において 2020年 3月までにそれだけの在学を見込める者を含む）。
◇受験料
受験料 10,000 円。

参考 下記は 2019 年度入学生に適用した内容を基盤に、参考情報として掲載するものです

【入学金、授業料等納入金】  2019 年度実績　　
学部 （注1）

入学金 授業料 教育充実費 （注2）
実験実習費 学友会費 保険料 合計

総合経営学部
社会学部 200,000 642,000 200,000 0 10,000 4,660 1,056,660 

ソフトウェア
情報学部 200,000 980,000 200,000 30,000 10,000 4,660 1,424,660 

薬学部 300,000 1,300,000 465,000 120,000 10,000 6,840 2,201,840

（単位 : 円）

青森大学東京キャンパス
Tel:03-6261-6399  
Email:A_TokyoCampus@aomori-u.ac.jp

ウェブサイト : 東京キャンパス　http://aomori-u-tokyo.jp/
　　　　　　　青森キャンパス　http://www.aomori-u.ac.jp/

お問合せ

入学金及び１年分の学費は、合格通知書が送付された時点で一緒に納入して下さい。
入学金及び１年分の学費の納入が確認できた時点で入学許可書を発行いたします。
納入金は、個人の都合より入学を辞退した場合は返却されません。
※私費外国人留学生で、入学試験の成績が優秀で経済的に修学困難であると認められる者については、授業料等を減額する制度があります。入試課にご相談下さい。
（注 1）入学金は初年度のみ。
（注 2）ソフトウェア情報学部の実験実習費は、2年次以降から 80,000 円となります。
※薬学部の病院・薬局における実務実習が 5ヵ月間実施されますので、このための費用（11万円× 6年間）を年次計画で別途徴収します。
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西葛西駅からキャンパスまでの歩行者専用緑道 校舎間をつなぐトンネル型の廊下

事務室 青森＆東京キャンパスの学生交流

授業風景 エントランスのロゴ

Q&A
あります。成績優秀者に対し、2020年度留学生入学者数の10％程度の人に、授業料の半額分、
あるいは全額分の奨学金が支給される制度があります。奨学金は1年ごとに支給されますが、
成績不良の場合は取り消されることがあります。
青森大学以外の奨学金制度にも応募ができますので、随時ご相談ください。

青森大学独自の奨学金制度はありますか？

留学生ＡＯ入試と、日本人と一緒に受験する一般入試が主な方法です。詳細につきましては、
2019年 6月以降に東京キャンパスまでお問合せください。

入学試験にはどのような種類がありますか？

東京キャンパス、青森キャンパスともに実施します。日程の詳細につきましては、東京キャン
パスまでお問い合わせください。

オープンキャンパスはありますか？

最寄り駅からのアクセスは、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 分です。西葛西駅エ
リアは飲食店、商店、銀行などが充実しています。
またレンタサイクルも発達しています。
その他、近隣施設は次の通りです。

　▶東京臨海病院：徒歩 8分
　▶スーパー、コンビニエンスストア、
　　　　　　　　　郵便局：徒歩 10分
　▶江戸川区球場：徒歩 13分
　▶江戸川区陸上競技場：徒歩 6分

都心へのアクセスは大変良好で、東西線西葛西駅
から大手町駅まで 15 分、京葉線葛西臨海公園駅
から東京駅まで 15 分です。また東京ディズニー
ランドは、京葉線葛西臨海公園駅から隣りの舞浜
駅まで電車で2分、徒歩 5分でアクセスできます。

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。東京キャンパスはできた
ばかりなので、クラブ活動はまだありません。自
分たちで作っていきましょう。

AOMORI UNIVERSITY TOKYO CAMPUS

キャンパスライフ
　江戸川区・新左近川親水公園に面する東京キャンパスは、閑静な環境に恵まれています。
　キャンパス脇を走る歩行者専用の緑道や自転車道は、毎日の通学を彩ります、

キャンパスライフ
　江戸川区・新左近川親水公園に面する東京キャンパスは、閑静な環境に恵まれています。
　キャンパス脇を走る歩行者専用の緑道や自転車道は、毎日の通学を彩ります。

東京キャンパス開設によせて　
青森大学が属する
青森山田学園グループについて

青森大学は青森山田学園の一員として昭和 43 年に開学しました。2018 年 9 月、青森大学は創立 100
年を機に東京キャンパスを設立し、半年間の試行期間を経て、2019 年 4 月に本格開校しました。
2019 年度は総合経営学部を中心として授業を展開しますが、2020 年度からは社会学部、ソフトウェア
情報学部も授業を充実させ、3学部揃って東京で学ぶことができるようになります。
青森市と江戸川区には中小企業が多くあり、この企業群の発展がすなわち両都市の発展につながり
ます。また、地域社会の基盤を支える地方公務員、福祉などの分野の人財も必要です。さらに、
これからの IT時代の先頭を走る技術者も求められます。
また、日本では女性リーダーが極端に不足しています。中小企業の後継者に女性を起用することは大変
重要です。青森大学では日本人、留学生を問わず、女性の経営者、公務員、政治家などの育成に力を入れ
ていきます。
青森山田学園は幼稚園、青森山田中学高等学校、専門学校そして青森大学を擁する総合学園です。
中でも高等学校はスポーツで有名です。これまでにサッカーの柴崎岳、プロ野球の木浪聖也（阪神）、
京田陽太（中日）、卓球の福原愛、水谷隼、テニスの錦織圭選手など日本を代表するアスリートを輩出
しています。

               
青森山田学園理事長

岡島　成行

青森大学東京キャンパス
電話：03-6261-6399
Email：A_TokyoCampus@aomori-u.ac.jp

お問合せ
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青森大学 青森キャンパス
〒030-0943
青森県青森市幸畑 2-3-1
電話：017-738-2001　FAX：017-738-0143
URL. http://www.aomori-u.ac.jp/

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

青森大学 東京キャンパス
〒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. http://aomori-u-tokyo.jp/

新左近川親水公園に面した閑静な環境のキャンパス

八甲田連峰を背に緑あふれるキャンパス全景
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青森大学 東京キャンパス




