
平成25年度

事　業　報　告　書

Ⅰ法人の概要

Ⅱ　事業の概要

Ⅲ　財務の概要

学校法人　青森山田学園



Ⅰ法人の概要

1．建学の精神

学校法人青森山田学園には独特の教育力がある。それは創立者、山田きみ先生を源に、教職員、学生、

生徒、園児、そして県内外の方々の願いや才能、献身的な支援が「誠実」「勤勉」「純潔」「明朗」の校訓

のもと、100年近く脈々と培われてきたものである。こうした私たちの教育力とは、いうまでもなく個々

の人格形成にも寄与するもので、時には厳しくとも、豊かで美しい青森に生きる人々の不屈の精神や信条

に共通するものである。

天災や原発事故など多難で、社会全体の先行きが見えづらいこの時代、本学園で専門的知識は当然のこ

と、新たな出会いや体験を通して、未来へのより確かな道筋を、若人に示して行きたいと考えている。

2．沿　革

年月日 �沿　革 

大正　7年 �創立者山田きみ裁縫塾開設 

昭和　6年　3月　5日 �青森家政学園創立 

昭和　8年　3月31日 �実業学校令　山田高等家政女学校認可 

昭和23年　3月11日 �財団法人山田学園設立、山田高等学校認可 

昭和26年　3月12日 �財団法人組織変更、学校法人山田学園となる。高等学校男子部認可 

昭和35年　2月13日 �呉竹幼稚園認可 

昭和37年1月20日 �青森短期大学商経科第一部認可 

昭和37年1月20日 �学校法人山田学園を学校法人音森山田学園と改称 

昭和41年1月25日 �青森短期大学商経科第二部認可 

昭和43年　3月15日 �青森大学経営学部経営学科認可 

昭和53年1月　9日 �十和田幼稚園認可 

昭和55年1月21日 �北園幼稚園認可 

昭和56年1月16日 �青森大学社会学部社会学科認可 

昭和57年1月23日 �青森山田高等学校自動車専攻科認可 

昭和60年　3月14日 �螢ケ丘幼稚園認可 

平成　3年12月20日 �青森大学工学部（電子情報工学科、情報システム工学科、生物工学科）認可 

平成　8年12月19日 �青森大学経営学部産業学科・社会学部社会福祉学科認可 

平成10年　3月31日 �青森山田高等学校通信制課程認可 

平成10年12月22日 �青森大学大学院環境科学研究科（環境管理学専攻修士課程・環境教育学専攻修士課程）認p 

平成12年　3月31日 �青森県へアアーチスト専門学校認可 

平成13年　3月30日 �青森山田中学校認可 

平成15年　7月10日 �青森大学ソフトウェア情報学部ソフトウェア情報学科届出 

（工学部電子情報工学科・情報システム工学科を改組） 



平成15年11月27日 �青森大学薬学部医療薬学科（4年制）認可（工学部生物工学科を改組） 

平成16年　4月　1日 �青森大学工学部（電子情報工学科、情報システム工学札生物工学科）募集停止 

平成16年　4月　1日 �青森大学経営学部産業学科をビジネス情報学科へ名称変更 

平成16年　4月　1日 �青森短期大学商経科第二部募集停止 

平成16年　4月　1日 �青森短期大学商経科をビジネス創造学科へ名称変更 

平成17年　4月　1日 �青森大学経営学部ビジネス情報学科募集停止 

平成17年　7月29日 �青森大学薬学部薬学科修業年限の延長（6年制）届出 

平成18年　4月　1日 �青森短期大学ビジネス創造学科を地域創造学科へ名称変更 

平成19年　3月30日 �和田幼稚園廃止認可 

平成21年　3月30日 �青森大学工学部廃止届出 

平成21年　3月30日 �青森短期大学商経科第二部廃止届出 

平成24年　4月　1日 �青森大学社会学部社会福祉学科募集停止 

平成24年　4月　1日 �青森大学大学院、青森短期大学募集停止 

平成25年　3月31日 �青森大学大学院、青森短期大学廃止 

3．設置する学校・学部・学科等

（1）青森大学　経営学部　経営学科

社会学部　社会学科、社会福祉学科

ソフトウェア情報学部　ソフトウェア情報学科

薬学部　薬学科

（2）青森山田高等学校　全日制課程　普通科、情報処理科、調理科、自動重科

建築デザイン科、自動車専攻科

通信制課程　普通科

（3）青森山田中学校

（4）呉竹幼稚園

（5）北園幼稚園

（6）蛍ケ丘幼稚園

（7）青森県へアアーチスト専門学校　衛生専門課程



4．平成25年度　学校・学部・学科等の入学定員、学生数の状況

平成25年5月学生・生徒・園児数

学校名 �学部学科等 ���1年 �2年 �3年 �4年 �5年 �6年 �計 

経営学部 �撞営学科 �定員 �100 �130 �130 �130 � � �490 

現員 �85 �62 �80 �105 � � �332 

社会学部 �社会学科 �定員 �90 �90 �90 �90 � � �360 

現員 �54 �59 �34 �44 � � �191 

社会福祉学科 �定員 � � �60 �60 � � �120 

現員 � � �43 �35 � � �78 

ソフトウェア情報学部 �〃トウェア情報学科 �定員 �40 �50 �50 �50 � � �190 

現員 �24 �26 �23 �29 � � �102 

薬学部 �薬学科 �定員 �90 �90 �90 �90 �90 �120 �570 

現員 �60 �57 �62 �71 �51 �64 �365 

大学計 ��定員 �320 �360 �420 �420 �90 �120 �1．730 
現員 �223 �204 �242 �284 �51 �64 �1．068 

学校名 �学部学科等 ���1年 �2年 �3年 � � � �計 

青 森 山 田 高 等 学 校 �全日制課程 �普通科 �定員 �320 �320 �280 � � � �920 

現員 �233 �235 �303 � � � �771 

情報処理科 �定員 �40 �40 �40 � � � �120 

現員 �23 �24 �28 � � � �75 

自動車科 �定員 �40 �40 �40 � � � �120 

現員 �19 �20 �19 � � � �58 

建築デザイン科 �定員 � � �40 � � � �40 

現員 � � �3 � � � �3 

調理科 �定員 �40 �40 �40 � � � �120 

現員 �40 �37 �31 � � � �108 

通信制課程 �普通科 �定員 �560 �560 �560 � � � �1．680 

現員 �90 �211 �287 � � � �588 

専攻科 �自動車科 �定員 �50 �50 � � � � �100 

，現員 �18 �20 � � � � �38 

高校計 ��定員 �1，050 �1．050 �1．000 � � � �3．100 
現員 �423 �547 �671 � � � �1．641 

学校名 �学部学科等 ��1年 �2年 �3年 � � � �計 

了■子森山田 中学校 � �定員 �60 �60 �60 � � � �180 現員 �48 �53 �63 � � � �164 

中学校計 �定員 �60 �60 �60 � � � �180 
現員 �48 �53 �63 � � � �164 

学校名 �学部学科等 ��3歳児 �4歳児 �5歳児 � � � �計 

幼 稚 園 �呉竹幼稚園 �定員 �30 �35 �35 � � � �100 

現員 �19 �15 �19 � � � �53 

螢ケ丘幼稚園 �定員 �30 �35 �35 � � � �100 

現員 �6 �12 �10 � � � �28 

北図幼稚園 �定員 �20 �30 �30 � � � �80 

現員 �13 �14 �21 � � � �48 

幼稚園計 �定員 �80 �100 �100 � � � �280 
現貞 �38 �41 �50 � � � �129 

学校名 �学部学科等 ��1年 �2年 � � � � �計 

青森県 へアアーチスト 専門学校 � �定員 �80 �80 � � � � �160 
現員 �48 �56 � � � � �104 

専修学校計 �定員 �80 �80 � � � � �160 
現員 �48 �56 � � � � �104 



5．役員・教職員の概要等

①青森山田学園理事・評議員・監事の概要 
氏　名 

理事長 理事・評議員 ��盛　田　　稔 

副理事長 理事・評議員 ��木　村　雅　大 

常務理事 理事・評議員 ��岡　島　成　行 

理事・ �平議員 �崎　谷　康　文 

理事・ �平議員 �成　元　善　一 

理事・ �平議員 �山　田　真　嗣 

理事・ �平議員 �細　井　　仁 

理事・評議員 ��倉　光　　重 

理事・評議員 ��三　浦　祐　一 

理事・評議員 ��大　森　　繁 

理事・評議員　　楠　美　知　剛 

監　事　　　　村　井　昇　平 

監　事　　　　福　士　大　二 

成26年3月31日現土 

氏　名 

平　議　員 �加　川　　史 
、議　員 �西　　秀　記 

評　議　員 ��雪　田　清　紀 

評　議　員 ��田　辺　友　俊 

評　議　員 ��雨　森　輝　昌 

評　議　員 ��渡　逸　俊　治 

評　議　員 ��大　平　幸　子 

評　議　員 ��上原子　　勲 

評　議　員 ��生　田　勝　幸 

評　議　員 ��鹿　内　秀　治 

評　議　員 ��佐々木　信　弘 

評　議　員 ��宍　戸　聡　純 

評　議　員 ��藤　　公　晴 

②学園教職員の状況 　部門 �学　部 �教　職　員　数 ����対前年度 増減 －2 

平成22年度 �平成23年度 �平成24年度 　2 �平成25年度 

青　森　大　学 �大学院 �4 �3 21 �22 �21 �－1 

経営学部 �23 

社会学部 ソフトウェア朝鮮部 薬学部 �32 �31 �26 �29 �＋3 
15 �14 �15 �15 �0 

28 �27 �28 �28 �0 

36 � 
職員 �42 �39 �32 7 ��十4 －7 

青森短期大学 �爛l脚斗 �12 �11 2 �2 69 �63 �－2 －6 
職員 �2 

青森山田高等学校 �全日　ミ　ロ �68 �69 �13 �13 �0 通信制課程 �10 �10 

自動車専攻科 �5 �5 �4 �4 �0 
22 �22 �27 �25 �－2 

12 �13 �13 1 �15 1 �＋2 0 
青森山田中学校 �教員 

2 �2 

幼　稚　園 �職員 教員 �14 �14 �14 0 �15 0 �＋1 0 

職員 教員 �0 �0 

青森県へアアーチスト専門報 ��8 �8 �9 �9 �0 
職員 �1　1　1　1 　　　　　　　　20 ����0 0 

法人本部 合　計 �職員 � �� � � 
323　　　314　　　305　　　295 ����－10 
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Ⅱ　事業の概要

1．法人本部

1　平成25年度の基本構想

（1）教育理念や使命

社会の発展に寄与するための健全な心身の発達をはかるとともに、実践力に富む個性豊

かな人間の育成を目指す。また、自らの品性の陶冶をはかり、校訓である「誠実」「勤勉」

「純潔」「明朗」の実現につとめるとともに、答えの見えづらい課題に対して理解を求め、

未来への道筋を極める能力を育む。

（2）組織改革

全国的な少子高齢化や県外への若者人口の流出、近年の厳しい社会情勢において、平成

24年度より着手した本学園の財政再建と組織再生を推し進めるには、負債だけでなく、組

織運営上多くの課題があり、法人本部の対処能力のさらなる向上が求められる。このこと

を鑑み、平成25年度は前年度に引き続き、総務部、財務部、広報部の強化を図るとともに

学園内各機関との連携を密にし、情報の共有化をこれまで以上に図った。特に総務部長と

財務部長を新たに外部より招碑し、これまでの慣例にとらわれない業務改善を行った。

2　教学に関する計画

（1）志願者・入学者獲得の計画

園児、生徒、学生の募集事業は最優先課題として扱った。学園各機関の募集状況と在籍

者数を的確に把握し、その情報を学園全体で共有すると同時に、その分析を十分に行い、

的確で明確な入学者獲得に務めた。

特に、青森山田高等学校と青森大学の連携をこれまで以上に図る意味で、青森大学と青

森山田高等学校との間で連携協定を結び、学生募集のみならず教育内容のより密な接続を

実現すべく協議を開始した。

（2）教育内容の向上目標

校訓の実現に努めるとともに、時代のニーズ等を敏感に把握し、固定概念にとらわれる

ことなく柔軟的で建設的な問題提起を各部門に対して行った。

（3）教職員研修計画

教職員の資質向上のための研修は、各機関現場の教育と密接な関係にある。効果的で質

の高い研修会を実施した。

3　人事に関する計画

（1）人員配置に関する基本構想

学園全体として効率的な人員配置を図った。具体的には運動部の指導に極端な偏りをみ

せる教職員の整理、また本人の希望を鑑みた上での適正な配置を行った。

（2）退職者・新規採用者の予定等

上記のような効率的な配置を実現すべく、退職者に対する補充はより慎重に検討し、全

体的にスリム化を図った。

4　その他予算に関わる計画
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予算と決算の帝離を避けるために、予算執行状況を逐一チェックし、必要に応じて各現

場との打合せを頻繁に行った。と同時に全体的な経費の圧縮に努め、財政の健全化を図っ

た。

2．総務関係

（1）グランドデザインの策定

社会経済情勢の変化や少子化の進行に対応し、地域社会の貢献する学園として、そ

の役割を積極的に果たすため、学園本部、青森大学、青森山田高等学校、青森山田中

学校、専門学校、幼稚園のすべてについて、現状を見直し、その在り方を検討して、

青森山田学園グランドデザイン（第1次基本構想）をまとめた。

グランドデザインは、財政をも含めた学園の経営改善の観点から、検討し直すこと

としている。

（2）青森山田高等学校広域通信制課程の改善

広域で展開している青森山田高等学校広域通信制課程については、通信制の特性を

踏まえたより充実した教育を実施するため、青森校と札幌校以外の、千葉校、東京校、

静岡校、山梨校については、平成26年度からの生徒募集を停止することとした。

（3）幼稚園の見直し

少子化の進行及び3幼稚園の園児充足率を踏まえ、満3歳児の募集停止を決定し、3

幼稚園の保護者に対し、幼稚園のあり方に関する説明会を数回にわたり開催した。保

護者からの幼稚園の存続を望む強い意見を受けて、その在り方を引き続き検討してい

る。

（4）施設・設備等の改善

青森大学第1体育館の耐震診断を実施したほか、青森山田高等学校プールの建屋が

老朽化により、鉄骨柱・梁等の腐食が進行し、強度が低下し危険であるため、解体撤

去した。

（5）内部監査体制の整備

より公平な学園運営を行うため、内部監査規程を制定し、内部監査体制を整備した。

内部監査を上半期1回、下半期1回実施した。

（6）評議員会・理事会の運営等

学園の経営改善に関する重要な案件を審議するため、評議員会・理事会の開催を、

定例4回に加え臨時に10回開催した。

（7）大学機関別認証評価への対応

日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価で、保留となっていた「管理運営」

と「財務」について、改善を図り、基準を満たしている認定された。

3．財務関係

（1）施設等の計画

処分・廃棄計画

遊休地として高校正面入り口付近、旧寮使用用地を売却。
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高校入り口付近については現状使用していないこと、寮使用用地は寮の老朽化に

より売却を行った。

（2）その他予算に係る計画

その他予算に係る計画として、計画に基づく負債の解消につとめ、将来の見通し

の明確化を図る。と25年度計画を立てた。しかしながら、将来の見通しの明確化に

ついては今後将来的展望も含め再度計画を見つめ直し、グランドプランの再構築を

行っていくことが必要である。この計画を基に法人内における具体的目標の共有し、

教職員に経営に参画する意識を持たせ、理事会と教職員が一体となって経営改善努

力を行っていく。

4．広報関係

財政上の範囲の中で最大限活用できる広報活動をすすめるため、それぞれの現場（大学、

高校、中学校、専攻科、ヘアアーチスト、幼稚園）が募集活動ができる環境づくりに心掛け次の事

業に取り組んだ。

（1）青森大学の地域貢献と高等学校との連携協定の締結

青森大学は各市町村と密着した地域貢献を図ることを目的に青森市、内町等と連携協

定を締結した。また県内数校の高等学校と協定を結び今後、高校との連携による共同

研究等を通じ学生募集に繋げるなど発展的に進められている。

（2）青森山田学園応援基金協賛会設立

学園の財政安定化を図るために平成25年12月5日に青森山田学園応援基金協賛会が

設立された。名誉会長に前青森商工会議所会頭の林　光男氏、会長に本学園の理事であ

り（株）甘精堂本店代表取締役社長の三浦祐一氏、副会長に本学園評議員で青森商工会議

所副会頭、西衡器（株）代表取締役社長の西秀記氏が任命され、ほかに同窓会長、保護者

会長など役員総勢23名で2年間1億5千万円を目標に基金を募ることになった。

（3）学園のホームページ作成

法人本部と専攻科のホームページを設定し、学園内すべての各機関のホームページが

完了し、学園内はもとより新しい情報を発信している。

（4）グッズの制作と販売

学園のPRを目的に、グッズ販売について企画検討した結果、8月1日～8月7日まで

の青森ねぶた祭に合わせて、学園のねぶたの下絵をデザインし、扇子と手ぬぐいを1，000

本製作した。好評につき完売した。

（5）報道対応

学園の年間スケジュールに基づいて、各報道機関に投げ込みではなく直　接報道

依頼をした結果、幼稚園から大学までの各種イベントをテレビ、新聞等に取り上げられ

PR活動につながっている。また卓球の世界選手権大会での本学園の卒業生が男子団体

第3位に入賞。昨年までは高校野球部の死亡事故等の記事が挙げられていたが、本年は

順調に推移している。



5．青森大学

1　平成25年度の基本構想

（1）教育理念と使命

平成25年度の新入生から、教養科目を再構築し基礎スタンダード科目群を導入し、カ

リキュラム改革を進めた。基礎スタンダード科目群は、確かな教養を身に付けさせるた

めの教養コア及び実践スキルを育てる技能コアから構成し、教養コアの必修科目「学問

のすすめ」「人間と文化」「社会と環境」は、4学部混成のグループの学生が一緒に授業

を受ける形態とした。文系・理系の先生が毎回学問の最先端を分かりやすく教えながら、

討議や発表をさせる、双方向の授業を行い、学生の主体的な能力を引き出すようにした。

出席率は高まり学生の学ぶ意欲が向上している。

平成26年度の新入生からは、教養コアと技能コアに加え、自己開発力を身に付けさせ

るための創成コアにより基礎スタンダード科目群を構成することとした。創成コアには、

キャリアデザインと新設の地域貢献基礎演習などが含まれる。

地域とともに生きる大学として、4月に青森県教育委員会と連携協定を結び、7月には

青森商工会議所と連携協定を結んだ。平成26年1月に青森市と、3月に平内町とそれぞ

れ包括的な連携協定を締結した。これらの協定に基づき、中高生の薬剤師体験セミナー、

高校生科学研究コンテスト、まちなかキャンパス、青森地域フォーラムなどの事業を行

った。

また、青森山田高等学校及び青森中央高等学校と、それぞれ高大連携のための協定を

締結した。

（2）組織改革計画

文部科学省から1．700万円の補助金を得て、6号館と3号館のいくつかの教室を整備

し、平成26年3月に、「集いのスペース」を開設した。集いのスペースは通常の教室と

して使用するものではなく、多様で柔軟な使い方を工夫して、大学と地域の方々との交

流、そして、学生の主体的な学びを進める拠点として機能するものである。学生や教職

員が地域の人々と交流し、対話することによって、大学の教育、研究がより実践的なも

のになるように充実改善を図っていく。

地域貢献センターは、地方公共団体や経済団体との連携など、積極的な活動を進めて

いる。オープンカレッジは、学内に移転し、受講生は、大学の雰囲気を感じながら学ん

でいる。

事務局各課を1か所にまとめたことで、学生サービスの効率、効果が上がるとともに、

事務局全体として情報共有の向上が進んできている。

2　教学に関する計画

（1）志願者・入学者獲得の計画

平成25年度入学者数は増加したが、平成26年度の入学者数は、減少した。その要因

としては、推薦Ⅰ期の志願者数の減少（97名→83名）が大きい。また、青森山田高校か

らの入学者の増加が少なかった。学生募集については、高校訪問・大学見学会・入試懇

談会・オープンキャンパスを一連の募集活動としてとらえ、積極的に取り組んできたが、
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今後一層の工夫改善を図りながら、教職員一体となり、募集活動を強化し実施する必要

がある。

さらには、連携協定を結んだ青森山田高校や青森中央高校に加え、県内の多くの高校

との高大連携を進めていく必要がある。

大学の魅力の向上のため、キャンパス内の施設・設備など教育研究環境の改善が急務

であり、積極的な対策に引き続き取り組む。

（2）教育内容の向上目標

確かな教養を身に付けさせるための教養コア及び実践スキルを育てる技能コアの構成

により平成25年度に開始し、平成26年度に自己開発力を身に付けさせるための創成コ

アを加えた、基礎スタンダード科目群に適切につながるよう、専門科目の合理化、体系

化を進めている。シラバスの記載については、より分かりやすくなるよう、改善を進め

ている。平成26年度から、学生の成績評価に関し、GPAを取り入れ、また、各科目の

体系を分かりやすくするため、ナンバリングを設定している。基礎スタンダード群の教

育方法の改善を踏まえ、専門科目においても教育方法の改善を行っており、地域に学生

が出かけていくなどの機会を多くの授業で取り入れ始めている。

平成25年度から学長直属の学長補佐室を置き、平成26年度には、教学改革タスクフ

ォースを設置するなどにより、学長のリーダーシップによる全学的ガバナンスの体制の

確立を進めている。

基礎スタンダード科目についての学生の学修状況を調査するなどにより、FDの改善を

進めている。また、平成25年9月に、学生の学修についての相談窓口や授業方法の改善

の拠点等の機能を果たす、学習支援センターを設置し、活動を行っている。

各種資格取得に関する教育や就職指導なども含め、教育指導全般について、今後、教

職員の意識変革を進め、教職員が努力し変わりつつあるという姿を見せて、学生が主体

的に学んでいけるよう、変容を促していくことが重要である。

（3）教職員研修計画

計画どおり、年2回の教職員研修会を開催した。9月の研修会では、日本私立学校振興・

共済事業団私学経営情報センター私学情報室室長の菊池裕明氏の講演など、学士課程教育の

充実をテーマとする研修を行い、12月の研修会では、松本大学学長住吉博行氏の講演など、

大学の地域貢献の推進をテーマとする研修を行った。

事務職員については、日本私立大学協会が主催する研修会に出席させた。また、11月

に、青森地域大学間連携協議会の職員SD研修会を他大学と共同で本学において実施した。

平成25年度は、事務職員の研修会参加報告会を2度開催した。二度目の報告会には

本部職員も出席した。研修成果の共有のため、今後も継続していく。

3　人事に関する計画

（1）人員配置に関する基本構想

人員配置については、大学設置基準に基づき、教育研究に支障がないように計画的に

進めていく。経営学部、社会学部、ソフトウェア情報学部及び薬学部において、平成24

年度限りで廃止となった大学院及び青森短期大学から教員を受け入れたほか、退職者の

補充のための教員の採用を行い、新陳代謝を進めている。
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（2）退職者・新規採用者の予定等

経営学部では、将来の展望を踏まえ、若手教員の採用を行った。教職員の採用は、全

体的に年齢層のバランスを考慮した採用を進める必要があり、特に薬学部の若手教員の

採用が急務である。

事務職員については、平成25年度に事務職員3名の新採用を行ったが、平成25年度

末に3名の退職者があり、人事異動及び臨時職員の採用により対処している。今後も、

法人本部からの異動を含め計画的な採用を進め、適正な人員配置を行う必要がある。

6．青森山田高校等学校全日制

1　平成25年度の基本構想

（1）教育理念や使命

校訓の実現に向け、校長を中心に組織（チーム）で取り組んだ。また、教員自ら5つの目

標を定めた。

≪重点目標≫

①　教師の信頼に生徒はついてくる。

②　教師の厳しさに生徒はしまる。

③　教師の熱意に生徒は感動する。

④　教師の明朗・健康に生徒は親しむ。

⑤　教師のチームワークに生徒はこぼれない。

（2）組織改革計画

教育は人なり（人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵なり）。

教職員との信頼関係を特に重視し、学校危機管理をとおして教育目標の実現のために取り

組んだ。

2　教学に関する計画

（1）志願者・入学者獲得の計画

教職員一同の共通理解・共通指導・共通行動を徹底させながら、本校へ志願させるよう努

力した。

≪取り組みの手立ての例≫

①　各中学校との密接な情報交換

②　前期発表日の午後、本校学校説明会の実施

③　後期受験を辞退させるような説得・説明

④　保護者との電話連絡（第三者をとおして・例えば中学校の知人等）

⑤　詳しく・親切・丁寧な学校説明会

○獲得の手立て

・各中学校における生徒対象学校説明会の実施、および校長等を対象とした各地区学

校説明会の実施
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・生徒・保護者対象の青森山田高校進路相談会の実施（11月下旬）

・前期合格発表日の事前に青森山田高校説明会実施（後期受験を辞退させるような説

明・説得　3月上旬）
・保護者への電話連絡（第三者をとおして、例えば中学校長、本校卒業生の保護者、

予備校・塾等）
・教員同士の情報交換および各中学校との密接な情報交換

・ホームページでの教育活動の配信

（2）教育内容の向上目標

教育内容の向上においては次のような成果がみられた。

・教科主任会議を実施してカリキュラム作成。

・年間指導計画（シラバス）の作成と活用。

・教材研究の深化。

・個に応じた指導の工夫。

・評価の観点、場及び方法の明確化。

・自ら学ぶ意欲や学び方を身につける指導の工夫。

・副教材を活用しての学力向上。

（3）教職員研修計画

○校内研修

1）授業研究　…・研究発表、授業公開

平成25年4月24日：「父母と教師の会」時に参観授業を全学年実施した。

2）職員研修…‥　教職員校内研修

平成25年12月25日：成績不良者の再試験を実施について、学年末の原級留置につい

て、学校全般にわたる協議、学力向上のための授業研究について、新学習指導要領実施

に向けての研修を行った。

○校外研修

1）高等学校教育研究会

平成25年5月16日：県高教研進路指導部会に参加・研修した。

平成25年9月10日：県高教研生徒指導部会に参加・研修した。

平成26年1月24日：県高教研書道部会に参加・研修した。

2）私学研修

平成25年7月25、26日（秋田市）：東北私学研修会　4名参加した。

平成　25　年　8　月　21日（八戸市）：青森県私学研修会　　　7名参加した。

3）先進校視察…・学力向上の参考となる学校視察

平成25年11月13日：全国体育学科・コース連絡協議会総会・研究大会に参加。

和歌山北高等学校を視察した。

4）分掌・教科等の諸研修会

平成25年6月14日：県体育学科・コース連絡協議会に参加。

平成25年6月27日：東北・北海道体育学科・コース連絡協議会総会・研究大会に参

加。
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平成25年10月17日：全国自動車教育研究大会に参加した。

平成25年11月13日：全国体育学科・コース連絡協議会総会・研究大会に参加。

3　施設等の改善計画

（1）現有施設・設備の改善計画（検討事項項目）

①アスベスト処理工事：ボイラー煙突内部のアスベストを除去工事を行った。

②プール建屋の解体を行った。

（2）新設・新規購入計画（検討事項項目）

（ヨコンピュータ（デスクトップ）一式40台設置した。

②耐火金庫：指導要録保管・卒業台帳等保管のため設置した。

7．青森山田高等学校　通信制課程

1　平成25年度の基本構想

（1）教育理念や使命

『校訓』　誠実　勤勉　純潔　明朗

校訓に対して次の項目についての実現につとめる

1生徒に対する教師の基本姿勢

イ・「若人に夢を託して」　　：本校に学ぶ全生徒の現在と将来を見守る

ロ・「共通理解、共通指導」　　　本校全教員の生徒指導上における基本姿勢

2　生徒としての自覚と責任

イ・「気力・迫力・全力」　　　　本校に学ぶ全生徒の物事に対する基本姿勢

ロ・「希望に燃えて胸を張れ」：本校生徒としての誇りを持ち社会に対する責任

感の啓発

2　教学に関する計画

青森山田学園グランドデザイン（第1次基本構想）により、青森校、札幌校以外の東京

校、千葉校、静岡校、山梨校を平成26年度からの生徒募集を停止することとした。

【青森校】

1　教学に関する計画

（1）志願者・入学者獲得の計画
・ホームページ掲載啓示

・学校訪問し学校説明を実施

（2）教育内容の向上目標
・教科経営に関する研修の実施

・学級経営に関する研修の実施

（3）教職員研修計画

春の総会と3月の定例会に副校長が出席し情報交換を実施、また、県教委が主催する高
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等学校教務主任研修講座に教員を1名派遣し、年度における指導の重点等の研修に精通し

現場の指導に活用している。

2　施設等の改善計画

（1）現有施設・設備の改善計画

1クラス分の机椅子をそれぞれ50組購入して現在活用している。

（2）新設・新規購入計画

新指導要領実施をふまえ教師用教科書と指導書を購入する。

※新指導要領の完全実施に伴い、教科書内容も変更になったので是非必要である。

教師用教科書、及び指導書等を購入し、レポート作成やテスト作成および毎時の授業に

十分活用されている。

【札幌校】

1　教学に関する計画

○志願者・入学者獲得の計画

10月～11月に札幌市内及び近郊中学校総計126校への訪問を実施し、在籍状況や卒業

報告を進路担当教諭・3年生担任等に報告しつつ、生徒募集に努めた。さらに、本校の

募集要項・パンフレットを11月と3月に中学校や教育相談所、養護学校に送付した結果、

初めて養護学校からの入学生が出願されるなど成果がみられた。

【東京校】

1　平成25年度の基本構想

生徒其々の立場を理解し状況を常に把握したうえで個々にあった対応をしていかな

ければならないと考えます。『教師は生徒の最大の弁護士であれ』の言葉にあるようにこ

れからも最大限のバックアップを心がけた。

【千葉校】

1　平成25年度の基本構想

東京校とはスクーリング、レポート等の学習内容が一致しているため情報共有が行いや

すい。また、スクーリングを同じ教諭が担当しているため、生徒情報も入手しやすい環境

である。

【静岡校】

1　教学に関する計画

平成26年度からの募集停止が決定し、生徒募集に関しては原則自粛した。

また、本年度より生徒の2極化（前向きの取り組む生徒とできるだけ手を抜こうとする生

徒）が進み、こぼれ落ちそうな生徒の指導に時間がかかり、意欲の高い生徒への十分なフ

ォローが不足気味であった。来年度の第3学年には進学希望の生徒が数名いるので、学習

機会の保障を徹底していきたい。

13



【山梨校】

1　教学に関する計画

（1）教育内容の向上について

「釣った魚には餌はやらない。」という諺は、この世界には通じない。門を叩いてくれ

た生徒に卒業証書を手渡すことを最低のノルマとし、「卒業後の進路を保証してこそ意味

のある通信制高校」と考えて実践を継続してきた。結果として青山学院大学や駒沢大学

など16名の大学進学者を始め、65％の上級学校への進学者を輩出した。

（2）教職員研修計画について

山梨校には公立高校の校長経験を持つ講師や、予備校の看板講師など多彩な講師陣が

揃っている。日々研錆するにふさわしい環境であり、事実保護者からも評価をいただい

ている。特に保護者でさえ「合格するはずのない」と思われていた生徒が、有名私大に

何人も合格した実績と職員の努力を評価したい。

【大分校】

1　平成25年度の基本構想

（1）教育理念や使命

目の前の生徒を大切にするという重点目標のもと、教職員が一致団結して指導を行い、

在籍している生徒全員が卒業、進級することが出来た。

8．専攻科自動重科

1　平成25年度の基本構想

（1）教育理念や使命

◎高度な職業教育を施し、有能な社会人を送り出す

◎時代の変化の要求に応える整備士の育成

2　教学に関する計画

（1）志願者・入学者獲得の計画

＼ �－23年度 �　　1 24年度】25年度 �26年度 
入学者数 �11 �20　∃18 �218： 

卒業者数 �　41 l �l 11【20 l �l17 l（予定） 

（3）教職員研修計画

研修旅行の工場見学の他にメーカー及びディラーの講習が2件あった。

3　その他予算に関わる計画

◎高圧受電設備改修業務：8月22日に、交換工事を終了
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9．青森山田中学校

1　平成25年度の基本構想

（1）基本理念や使命

校訓の実現に向け、校長を中心に教職員一丸となり、取り組んだ。

（2）組織改革計画

中高一貫教育を目指しつつも、中学校・高等学校の独自性を持たせるための教育内容

及び校務分掌の精選
・中高一貫の利点を生かすため、進学する生徒についての情報提供を密にし、進学後

の学校生活がよりスムーズに実践できるようにした。

・校務分掌については各分掌に責任者を置くことによって、高校との連携がスムーズ

にとれるようになってきた。

2　教学に関する計画

（1）志願者・入学者獲得の計画
・生徒募集については、頻繁に小学校訪問をしたり、在校生や卒業生の保護者から機

会あるごとに関係者へ本校の良さを紹介してもらったりした。

・中学校は教職員数が少ないが、問い合わせや見学に来た生徒や保護者に対しての対

応は、全職員が丁寧に行った。
・ジュニアクラブの創設については、実現できなかったが、オープンスクールや見学

会を利用して、部活動の練習への参加を呼びかけて実践した。

（2）教育内容の向上目標

・学力向上に関しては、授業の中でその時間に教えたことをその日のうちに覚えられ

るような指導方法の充実を図り、5教科では毎時間小テストを実施し学力の向上を

図った。

・寮に関しては、生活環境が自宅生に近づけられるよう、寮監のみではなく、クラス

担任が密に保護者と連絡をとる体制ができた。

また、寮生のみの集会の機会を設け、中学生という多感な時期の生徒の心の安定を

図るためのケアを図った。県外からの入学者数については、従来通り確保できた。

（3）教員研修計画
・全教員が青森市中学校教員研修会へ参加（10月25日・26日・30日実施）

・他校の校長先生を講師として講話してもらい、生徒会、学習、学級経営の在り方に

ついて研修を実施した。（青森市立新城中学校校長　工藤裕二先生による）

・校長・副校長・教育相談を中心に週一回の校内研修を実施した。

3　施設等の改善計画

（1）新設・新規購入計画
・弦楽器の半数は修理済み、平成26年度に修理実施予定
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10．青森大学オープンカレッジ

講　　座　　名 ��実　施　日 �定員 �登録者数 （参加者）‾ �のべ参加総数 （実参加数） �備　考 

総 A 口 講 座 �オープンカレッジ 　市民大学 �年間20回、金曜日 �40 �45 �754 �32年目 

野 外 講 座 �みちのく散歩みち �年間6回、火曜日 �2　5 �25 �138 �31年目 

大自然トレッキング �年間6回、木曜日 ①5／23②6／6 ③6／20④7／25 ⑤9／5⑥10／3 （登録者数） �25 �①29 ②21 ③34 ④28 ⑤24 ⑥22 （57） �153 �13年目 

教 養 講 座 �源氏物語を読む �年間10回、火曜日 5月～11月 �12 �12 �90 �14年目 

特別講義・縄文講座 �10／25（金） 市民大学第17講として � � � �2年目 

植物の不思議観察会 �8／3（日） �15 �13 �13 �1年目 

（夏休み小学生主体） �日曜日 

趣 味 講 座 �ソシアルダンス �10月～12月 火曜日、8回 �12 �10 �62 �15年目 

油彩画教室 �11月～12月、5回 木曜日 �12 �8 �37 �12年目 

冬 �オープンカレッジ �1日コース、6日間 半日コース、4日間 �30 �26 �179 �37年目 

講 座 �スキー大学 �火曜目 安比ツアー1日 ��4 24 

スノーシュー歩き �H26．2／27，3／62回 木曜日 �20 �13 �20 �1年目 

イ �版画まつり �青森会場3／8．9 � � � �第29回 
ベ ン ト �（陸奥新報社共催） �弘前会場2／28～3／2 八戸会場3／15．16 

総　　合　　計 ����214 �1，446 � 
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11．青森県へアアーチスト専門学校

1　平成25年度の基本構想

（1）教育理念や使命
・日常の教育活動を通じて教育理念の達成に全教職員一丸となって取り組んでいる。

（2）組織改革計画
・計画に基づき改革を進め、分掌業務の見直しを行い、業務分担の明確化図り、職員間

の意思疎通も円滑になった。

2　教学に関する計画

（1）志願者・入学者獲得の計画
・計画を確実に実施するよう努力した。

・進学相談会は、中弘南、西北五地区を中心に参加した。高校訪問は、重点地区は4回

～5回訪問を行い本校の教育内容の理解に努めた。

・体験入学は2回の実施。参加者1回目60名、2回目62名

・ヘアモードショーは223名の参加者

・情報媒体からの資料請求は300件を超えている。

今後も学生募集、広報活動には情報媒体を積極的に活用したい。

（2）教育内容の向上目標
・国家試験合格率～第28回（25年8・9月実施）　理容科75．0　％

通信課程3年対象　　　　　　美容料68．4　％

（全国平均　理容科52．3％　美容料49，4％）

第29回（26年2・3月実施）　　理容科88．9％

昼間課程2年対象　　　　　　美容料95．7　％

（全国平均　理容科66，6％　美容料80．5％）

・SBSメイク認定試験2級47名合格、ネイル認定試験2級合格21名合格、着付け2

級15名、3級48名合格

・ATF色彩検定2級2名、　3級3名合格

・資格取得に向けての意識が定着してきた。

（3）教職員研修計画
・3、4、5以外は計画通り実施した。

3　人事に関する計画

資格試験教科科目は、理容、美容実習担当教員合同指導体制を取ることにより、個別指

導等での実技強化に効果が上がった。
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12．呉竹幼稚園

1　平成26年度の基本構想

学校評価（自己評価や保護者アンケート等による）教員、保護者ともに、園の教育方針、

教育目標、等々理解が図られ、本園の教育活動に対する賛同を得られている。

2　教学に関する計画

（1）志願者・入園者獲得の計画
・青森山田学園グランドデザイン（第1次基本構想）により、平成26年度は満3歳児

の募集を停止した。

・ホームページの充実や各行事の広報活動など積極的な活動が行われ、かなりの報道

メディアに取り上げられ、効果的であった。

・園内研修等による成果があり、教職員の取り組みの姿勢が確立されてきている。ま

た、自己評価にもあらわれている。

（2）教育内容の充実

充実に向けて努力すべきことであり、日々の実績につとめ、改善を繰り返しながら精

進し、成果を得ている。

13．北園幼稚園

1　平成25年度の基本構想

（1）教育理念や使命

園の教育目標である「挨拶をきちんとできる子」「お仕事を最後まで頑張る子」「誰にでも

優しい子」を踏まえ、保育計画、教育環境を考え、取り組み、8割近い子どもたちに教育目

標が浸透している。

教職員一同一丸となり、園児の共通理解を図り、一人ひとりの発達や成長過程に合わせた

保育を行い、それぞれ個性のある子どもたちが育っている。また、家庭との連携を密にし、

保護者との良い信頼関係を築いている。

2　教学に関する計画

（1）志願者・入学者獲得の計画
・青森山田学園グランドデザイン（第1次基本構想）により、平成26年度は満3歳児の募

集を停止した。

・市内の2歳児を対象に幼児教室パレットを月2回行った。11月に平成26年度の満3歳

児募集停止に伴い説明会を行った。

・閉園するとのことで、入園を考えていた卒園児の下の兄弟、在園児の下の兄弟は別の幼

稚園に入園、又は、入園する予定でいる。

・入園を考えていた保護者の90％はホームページを見ているようであった。

・園児募集が主なホームページの為、4～5名の入園問合せがあった。
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（2）教育内容の向上目標

異年齢交流（縦割り保育）を重視し、クラスの枠を超えて子どもたちがかかわりを持っ

ている。年長・年中組が年少組の世話を進んで行ったり、一緒に遊んだりしており、年下

の友だちに自然と声をかける優しい気持ちが育っている。その姿を見て、年少組が年長・

年中組に憧れを持って、生活している。また、全園児が全員の顔と名前を言えるようにな

っている。

人に対してだけではなく、動物たちとも多く触れ合い、生き物に対する思いやりの心・命

の大切さを感じる心も育まれている。

（3）教職員研修計画

「動物を通しての子どもの心の育ち」を研究テーマに園内研修を行った。

《25年度に行った研修》

私立幼稚園連合会主催研修会

県教育委員会主催研修会

十和田市私立幼稚園協会主催研修会

十和田市教育委員会主催幼小連携研修会

14．螢ヶ丘幼稚園

1　平成25年度の基本構想について

教育方針・行事計画・保護者対応について検討協議し、園の運営全般について共通理解

を図るよう努めている。

2　教学に関する計画について

・青森山田学園グランドデザイン（第1次基本構想）により、平成26年度は満3歳児の

募集を停止した。
・メディアの活用、ホームページの更新、地域行事への参加等により園の認知度が上が

り、問い合わせ・見学者が増えてきた。
・毎週1回の未就園児教室は、1回平均5～10人の参加者があり、入園問い合わせ、申

し込みが10件はどあった。

3　施設等の改善計画

・遊戯室入口床補修完了

・玄関軒しろ補修完了

・老朽化した樹木の整理完了
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