
(単位：千円）

助成件数 助成額

　①地域の振興に係る研究事業（チャレンジ） 6 5,633

　②地域の振興に係る研究事業（一般） 24 6,380

　③公開講座開催事業 20 3,947

　④学術・文化振興事業 4 969

　⑤学術図書出版事業 2 585

小計 56 17,514

　⑥人材育成事業 2 2,991

　⑦教員長期研修事業 0 0

　⑧国際交流・教育事業 0 0

小計 2 2,991

58 20,505

令和３年度青森学術文化振興財団助成事業　総括表

青森公立大学の国際交
流を中心とした教育活動
に対する助成

助成事業　計

区分

青森県内の地域におけ
る学術・文化の振興に係
る事業に対する助成



①地域の振興に係る研究事業(チャレンジ) （単位：千円）

大学名 内定者名

1

弘 前 大 学
人 文 社 会
科学部 地
域 未 来 創
生センター

センター長
李　永俊
副センター長
平野　潔
深浦円覚寺
古典籍保存
調査プロジェ
クトチーム代
表　原　克昭

深浦町におけ
る歴史文化資
源調査とその
活用による津
軽青森地域振
興事業

3回目

津軽地域及び青森県内
に現存する歴史文化資
源を発掘・活用することに
よって、青森県の文化や
歴史を再認識し郷土に対
する誇りを涵養する。ま
た、県外に向けて「歴史
文化都市」としての「青
森」を再認識してもらうこ
とで、多くの方に津軽青
森に来訪してもらう契機と
なるような「新たな文化観
光資源」の開拓を目指
す。

深浦円覚寺に所蔵される古
典籍資料について、市民参
加型「青森モデル」による調
査・研究を行い、青森県の
重要文化財登録に向けた
準備を行うとともに、津軽青
森地域の新たな歴史文化
圏を復原する。
研究者を招へいした成果報
告会の開催及び報告書の
刊行により、調査・研究成果
の地域住民への還元を図る
とともに、学術的な意義と成
果を共有する。

1,000

2

青 森 大 学
社会学部・
櫛 引 研 究
室

教授
櫛引　素夫

『人口減少×
新幹線』社会
の再デザイン
②－ポストコロ
ナ 時 代 の 移
住・定住促進
および受け皿
づくりの研究と
提言事業

2回目

先行事例を研究し、青森
県における施策推進の提
言を行う。　①暮らし、経
済活動、移住・定住促進
への新型コロナウイルス
感染症の影響やニーズ
の整理　②他地域の取組
の検証　③青森県らしさ
を生かした新たな暮らしと
経済活動の検討　④新た
な移住・定住促進策の検
討　⑤移住者・定住者と
地元を結ぶネットワーク
や生業づくりの検討、移
住・定住の促進と　⑥組
織・ネットワークづくりの検
討

青森県において、交流人
口・関係人口の増加や移
住・定住の促進により持続
可能な地域づくりを進める
ため、研究機関やNPO等と
連携し、先行している新幹
線沿線の他都市事例研究
等により、ポストコロナ時代
の移住・定住促進及び受け
皿づくりの提言を行う。

964

3
青 森 大 学
SDGs 研 究
センター

藤 公晴

SDGs 時 代 の
地方創生にお
ける高等教育
機関の役割に
関する調査研
究③　事業

3回目

青森大学SDGs研究セン
ターを主体とするSDGsの
普及啓発を通した国際交
流、人材育成、地域活性
化の三つのテーマ軸によ
る3年目の研究事業とし
て、海外協定大学との共
同による英語ゼミ等を通
じて、学生の変容と受入
先地域や組織の変容を
見定め、そうした取組を
高等教育機関が推進す
ることの可能性と課題を
整理するとともに、地域の
次世代の人材育成に資
する。

SDGsの普及啓発を通した
国際交流、人材育成、地域
活性化の3つのテーマ軸に
より、海外協定大学との共
同による英語ゼミや関係機
関と連携した普及啓発事業
などを行い、成果を発信す
るとともに、青森大学の学生
と留学生を主な対象に学生
の変容と受入先地域や組織
の変容を見定め、そうした取
組を高等教育機関が推進
することの可能性と課題の
整理を行う。

889

事業概要

令和３年度青森学術文化振興財団助成事業

No.
内定者

事業名 事業趣旨 助成額区分



大学名 内定者名
事業概要No.

内定者
事業名 事業趣旨 助成額区分

4
八 戸 工 業
大学 工学
部

教授
田中 義幸

種差海岸にて
ド ロ ー ン を 活
用して、市民・
学生協働の学
術成果をあげ
ることにより八
戸市の魅力を
再認識する事
業

2回目

市民・学生協働で学術成
果をあげることによって、
青森県の豊かで多様な
自然の価値を再認識する
とともに、全国に向けた地
域の魅力の発信、学術成
果の公表につなげる。

八戸市の種差海岸にてド
ローンを用いて海藻や高山
植物の分布を撮影し、市
民・学生がＧＰＳ付きデジタ
ルカメラなどで撮影した
データと併せ分布図を作成
することによって生態学的な
学術成果を獲得・発信し、
その豊かさを再認識する。

950

5
八 戸 工 業
大学

小坂谷　壽一

「自動採譜装
置」を使って、
楽譜の無い邦
楽楽器 ( 津軽
三 味 線 ) の 譜
面化と消えゆ
く伝統音楽の
保存を目的と
した　事業

新規

従来、口伝で継承されて
きた伝統邦楽(津軽三味
線)の正確な保存が可能
になる[伝統音楽保存用
自動採譜装置]により、津
軽民謡を譜面化(三味線
譜・西洋譜)するとともに、
譜面を活用した後継者教
育の効率向上及び若年
層従事者の底辺拡大に
寄与する。

伝統音楽保存用自動採譜
装置を使って「津軽じょんが
ら節」等の青森県民謡の採
録と譜面化のほか、東北及
び全国の民謡の譜面化を
行い、作成した楽譜（三味
線譜及び西洋譜）を県の公
的教育機関（教育委員会
等）や地域の文化保存協会
に寄贈する。

950

6
八 戸 学 院
大学

講師
井上　丹

浅虫地域にお
ける持続可能
な観光振興・
地 域 づ く り の
ための実証調
査事業

新規

少子高齢化が著しい観
光地青森市浅虫地域に
おいて、地域全体の利益
を目的とし、地域住民と
地域事業者が協働しなが
ら持続可能な観光振興・
地域づくりに向けた体制
を3か年で検討し、持続
可能な地域づくりを目指
す。
※2年目：空き家・空き店
舗・空き地等のリノベー
ション事業、浅虫の広報
を調査・検討、3年目：組
織のあり方に係る結論を
関係団体に提案。

観光協会やまちづくり協議
会と連携し、県外観光客数・
消費額、県内の来訪者・関
係人口・地域の投資を増加
させる事業を企画・実施し
効果検証する。キャンプ・グ
ランピングによる新規集客を
目的とした実証実験や、空
き店舗等のリノベーション候
補地選定を行う。まちづくり
協議会を通し定期的に地域
住民等へ情報共有するほ
か、経営学を学ぶ大学生の
協力を得て、組織体制や人
財育成の仕組みを検討す
る。

880



②地域の振興に係る研究事業(一般) （単位：千円）

大学名 内定者名

1
青森公立
大学

遠藤　哲哉

イノベーション
創造と自治体
経営戦略研究
事業

新規

今日、自治体経営戦略に
おいて、イノベーション創
造への政策と実践は、重
要性が高まっているが、
地域経営におけるイノ
ベーション創造政策への
戦略的対応は十分とはい
えない。
本事業では、グローバル
な情報ネットワーク社会
の構造変動の中で、イノ
ベーション創発に当たり、
どのような政策対応と地
域経営における協働の営
みを行っていく必要があ
るのか検討する。

自治体経営の実践的理論
を踏まえつつ、国際地域間
交流、インバウンド観光・
ツーリズムを素材に、イノ
ベーション創造について、
プロトタイプ型（社会実験的
なモデルを構築し、実践を
通じてその有効性を検証し
ていく方法）で、国内外の自
治体経営に関する実務家
及び、海外の研究者と協働
により実践的な研究を進め
る。

285

2
青森公立
大学

丁　圏鎭
浅虫地域力の
強化事業

3回目

浅虫地区において、学生
主催イベントの開催、経
営経済の専門知識を交
えた観光商品の開発、
マーケティング戦略、戦
略的ビジネスモデルづく
り、誘客活動など持続可
能な観光事業モデルの
創出、地域住民との交流
の輪を広げる活動により、
地域活性化を図る。

浅虫地域において、学生が
主体的に企画・実行するイ
ベントを開催し、学生のアク
ティブラーニング及びSNS等
による地域の情報発信を行
う。
また、学生が経営経済の専
門知識を交えて観光商品の
開発、マーケティング戦略、
戦略的ビジネスモデルづく
り、誘客活動を行うとともに、
交流イベントにおけるボラン
ティア活動を行い、人と人の
輪を広げる契機とし、地域
の活性化を図る。

285

3
青森公立
大学

教授
香取　真理

遠隔英会話授
業における効
果的なeポート
フォリオシステ
ムの構築事業

新規

遠隔授業（英会話）学習
者の学習成果や成長を
引証付ける学習エビデン
スとしての役割を持つe
ポートフォリオシステムを
構築し、英語運用力向上
や遠隔授業等の効果的
な実施に資する。

県内大学生を被験者とし、
遠隔授業（英会話）を受講し
ている学習者の思考プロセ
スを外化することにより、学
習成果や成長を引証付ける
学習エビデンスとしての役
割を持つeポートフォリオシ
ステムを構築する。
※eポートフォリオシステム：
学習者の学習・評価を継続
的に促進させるツールとし
ての役割を持ち、学習者の
モチベーションを高めたり、
自己調整や省察を支援し、
成長を促すための学習エビ
デンスとしての役割を持つ
システム

270

事業概要

令和３年度青森学術文化振興財団助成事業

No.
内定者

事業名 事業趣旨 助成額区分



大学名 内定者名
事業概要No.

内定者
事業名 事業趣旨 助成額区分

4
青森公立
大学　経営
経済学部

佐々木　てる

青森県内の外
国人材と多文
化化について
の研究事業

2回目

青森県内等で働いている
外国人の現状を把握する
ための聞き取り調査を行
い、外国人材を単なる労
働力としてだけではなく、
将来の住民、国民として
受け入れる素地を作り、
県内の多文化化に寄与
する。

青森県内等で働いている外
国人に注目し、その現状を
把握するため、技能実習生
の管理団体、飲食店などの
自営業者、学校の先生、農
協などで聞き取り調査を行
い、将来的な青森県におけ
る労働力供給や多文化化
の検討材料とする。

285

5
青森公立
大学　経営
経済学部

佐々木　てる
灯籠文化圏に
関する研究事
業

新規

中国大陸から伝わり、富
山、新潟、秋田に伝わっ
た祭礼における灯籠文化
を調査することにより、青
森県の祭の源流を探り、
学術的に提示し、青森県
の祭が、太平洋側、日本
海側の文化を融合させ
た、高度な文化的構築物
であることを明らかにす
る。

中国大陸から伝わり、富山、
新潟、秋田に伝わった祭礼
における灯籠文化につい
て、基礎分権や現地での聞
き取り調査を行い、青森県
の祭の源流を探り、学術的
に提示する。研究成果は
フォーラムや報告書で公表
し、青森県の祭りが日本の
中でも、太平洋側、日本海
側の文化を融合させた、文
化・伝統の面でも高度な文
化的構築物であることを周
知するとともに、全国さらに
は全世界へ青森県の文化
をアピールする。

270

6
青森公立
大学

丹藤　永也

青森県版中学
校英語シャ
ドーイング教
材の開発　事
業

新規

青森県内の中学生を対
象とした英語のデジタル
地域教材を開発し、英語
ICT教材の充実と中学生
の英語力の向上を図る。

青森県中学生の英語力の
向上のため、アウトプットへ
の効果が証明されている
シャドーイングをはじめとす
る音読練習ができるデジタ
ル地域教材を開発する。

272



大学名 内定者名
事業概要No.

内定者
事業名 事業趣旨 助成額区分

7
青森公立
大学

石本　雄大

「少子高齢化
地域における
生業および生
活の在来知に
関する再評価
と活用」事業

2回目

忘れ去られ、消失する可
能性の高い、少子高齢化
地域の生業および生活
の在来知に光を当て、新
たな価値を付与し、地域
住民と共有し、その価値
を持続的にする。

少子高齢化地域において、
生業及び生活の在来知に
ついて、外部者が地域住民
と共に、生業および生活に
おける在来知を再評価し、
情報発信及びアーカイブ化
し、地域振興に活用する方
策を検討する。

257

8
青森県立
保健大学

井澤　弘美

青森県産ホウ
レンソウの機
能性表示食品
化事業

新規

青森県産ホウレンソウが
含有する機能性関与成
分ルテインに関する学術
的データ収集により、青
森県産ホウレンソウの機
能性表示食品届出を目
指す。

青森県産ホウレンソウの機
能性表示食品届出を目指
し、青森県産ホウレンソウの
ルテイン含有量を調査し、
機能性を発揮するための一
日摂取目安量以上のルテイ
ンが含まれていることを科学
的に証明する。
※ルテイン：カロテノイドの
一種。継続摂取により、目の
網膜（黄斑部）色素増加、
活性酸素消去機能増強、
青色光吸収作用による光酸
化損傷からの黄斑部保護
効果が認められる。

300

9
青森大学
薬学部

准教授 佐藤
昌泰
薬学部長・教
授　三浦　裕
也
教授 大越 絵
実加

地域住民の意
識向上に寄与
する健康志向
の調査‐感覚
器機能を用い
たフレイル・サ
ルコペニア予
防の啓発活動
（2回目）- 事
業

2回目

フレイル（虚弱）やサルコ
ペニア（食環境および口
腔機能の悪化から始まる
筋肉減少）の周知を目的
とした啓発活動を行い、
青森県の健康寿命延伸
や県民の健康維持を図
る。

青森大学の教員と学生が、
健康教育イベント等で運動
や食事、オーラルフレイル
予防に係る唾液の役割の紹
介や、身体能力の評価を行
い、コロナ禍でもできる具体
的なフレイル（虚弱）・サルコ
ペニア（食環境および口腔
機能の悪化から始まる筋肉
減少）予防の啓発につなげ
る。

300



大学名 内定者名
事業概要No.

内定者
事業名 事業趣旨 助成額区分

10

青森大学
社会学部・
櫛引研究
室

教授
櫛引　素夫

新青森駅・青
森駅を核とし
た市民協働の
場づくりおよ
び情報発信の
強化に関する
研究・実践事
業

3回目

新青森駅前の変化を記
録し、伝え、地域研究の
基礎資料を残すととも
に、新青森駅の活用法や
青森駅等との効果的な連
携の在り方を探る。

様々な主体と連携し、新青
森駅及びその周辺の変化
の記録、情報発信や、新青
森駅の活用方法や他の駅と
の連携方法について研究・
公表により、今後のまちづく
りに資する基礎資料とすると
ともに、駅、地域、人の役割
や協働について提言する。

283

11 青森大学 鹿内　史
青森大学子ど
もの居場所事
業

新規

経済的に厳しい環境にあ
り、他の子どもたちに比べ
教育機会等が少なく、学
業不振に陥ったり、高等
教育機関への進学を断
念せざるを得ない状況に
ある子どもたちの「貧困の
連鎖」を断ち切るため、子
どもたちに「居場所」を提
供するとともに、青森県内
にある子どもの貧困支援
の現状を把握し、青森市
内においてどのような支
援をするべきかを探る。

経済的に厳しい環境にある
子どもたち、特にひとり親世
帯の子どもたちを対象に、
青森大学内に、大学生等が
運営する安心できる「居場
所」とアクティビティを提供
し、子ども達の「生きる力」や
地域の教育支援体制を整
え、地域の教育力向上を図
るとともに、県内の取組事例
やアンケート調査により、今
後の対応策を検討する。

253

12

青森中央
学院大学
経営法学
部

教授
高橋  興

市町村による
〈高校魅力化〉
の具体的な取
組に関する研
究③事業

3回目

公立高校存続を目指す
立地市町村による「高校
魅力化」について、県内
市町村の今後の取組の
方向性を提示する。

公立高校存続を目指す立
地市町村による、子どもが
「行きたい」、「保護者が行
かせたい」と希望し、地域が
「活かしたい」と考えるような
高校づくり、いわゆる「高校
魅力化」について、先進事
例を調査し、青森県内市町
村及び関係機関等の今後
の取組の参考とする。

285



大学名 内定者名
事業概要No.

内定者
事業名 事業趣旨 助成額区分

13
東北女子
大学

前田　朝美

体づくりと体力
向上のための
食育～いつの
ミネラルが大
切か～事業

2回目

青森県では、子どもの健
康問題として肥満の予防
や改善、生活習慣病予
防に重点が置かれている
が、これらに加え、介護
予防を見据えた体力向
上の視点も必要である。
子どもの体力向上の取組
は、「栄養」に関する内容
が不足していることから、
子どもから高齢者まで、
各ライフステージの特徴
を踏まえ、運動器の健康
維持における効果的なミ
ネラル摂取について検討
し、青森県の食育と一次
予防に資する。

食事から摂取したミネラル
（主にカルシウム、リン、マグ
ネシウム）が効率よく体内で
利用される時間帯、又は、ミ
ネラルの不足を効率よく防
ぐには、いつ、どのようなバ
ランスでミネラルを摂取する
のがよいか、食後のミネラル
の尿排泄を比較することで
検討し、体力向上の面から
の実践的な食育につなげ
る。

285

14
東北女子
大学

家政学部　健
康栄養学科
助教
花田　玲子

青森県の地域
住民を対象と
した生活習慣
病予防のため
の食事スタイ
ル(Active
cook)の研究と
献立冊子を用
いた提案事業

2回目

おいしさ、楽しみ、簡単、
継続、栄養素の組み合わ
せ、いつ食べるかの6つ
の要素で構成されてる
Active cookに基づいた
献立レシピを地域住民に
提案し、地域の生活習慣
病の発症予防に貢献す
る。

40～50代を対象とした糖
尿病・腎臓病予防のため
の食事スタイルについ
て、Active cookに基づい
た献立冊子を配布・効果
検証し、生活習慣病予防
の食事スタイルを推進す
る。
※Active cook：「いつ食
べるか」の時間栄養学を
踏まえ、栄養素の組み合
わせが整った食事を継続
するため、おいしさ、楽
しみ、簡単に作れる要素
を加え、日常に取り入れ
やすい健康づくりの食事
スタイルの提案。

285

15
東北女子
大学

特任教授
石戸谷　繁

高校生の進路
選択と「地域」
への意識に関
する研究事業

新規

進学校に焦点を当て、
「地域」の人材育成の観
点からの高校教育の在り
方や、生徒を対象に「進
路」と「地域」に関する意
識の実情を明らかにし、
進学校における地域の人
材育成の観点からの指導
を考える。

本県の進学校の生徒を対
象に、「地域」と「進路」に対
する意識調査、進学校の指
導の性格の調査、それらを
踏まえた「地域」に貢献する
人材の育成に資する高校の
指導の在り方を研究し、高
校の指導上の課題を探る。

247



大学名 内定者名
事業概要No.

内定者
事業名 事業趣旨 助成額区分

16
東北女子
大学

大髙　梨沙

健康づくりに
おける食の嗜
好性を考える
事業

新規

食の嗜好性と健康に係る
実験及びアンケート調査
により得られた成果を健
康づくりと生活習慣病予
防のための食育に活用
し、子どもだけでなく各世
代の健康づくりに貢献す
る。

「食の嗜好性と健康」をテー
マに、実験動物を用いて、
自由に食べ物を選択できる
カフェテリア形式の環境に
おける栄養組成欲求や健
康面の問題を調査するとと
もに、人の食嗜好のアン
ケート調査を実施し、食育
活動や健康づくりの検討材
料とする。
※カフェエリア形式：1つの
ケージに3種類の食餌（標
準食、高脂肪食、高砂糖
食）を配膳し、実験動物が
好きな食餌を選んで食べら
れる形式。

270

17
東北女子
大学

助手
齋藤　望

朝食欠食によ
る嗜好性とそ
の後の摂食行
動から肥満予
防対策を検討
する事業

新規

朝食欠食による食嗜好や
摂食行動への影響を調
査し、青森県民に合った
継続的に実践できる肥満
予防対策を提案する。

大学生を対象に、欠食時の
エネルギー摂取のために甘
味と脂肪味のどちらの嗜好
性が高まるかを摂食時と欠
食時前後で調査し、朝食欠
食による絶食時やその後の
摂食時にどのような食嗜好
が高まるのかを明らかにす
ることで肥満の予防へとつ
なげる。

285

18
東北女子
大学

助手
田中　夏海

リンゴの摂取と
肝臓機能に関
する研究事業

新規

リンゴ果汁の投与が肝臓
機能や肝臓グリコーゲン
に与える効果等について
調査し、幅広い世代への
リンゴを活用した健康づく
りの提案を目指す。

ヒトに応用が可能である実
験動物のラットを用いて、リ
ンゴ果汁の投与が肝臓機能
及び脳の栄養にも有効な肝
臓グリコーゲン並びに高齢
者の身体機能障害や転倒
のリスク要因になるサルコペ
ニアの予防や運動・競技力
の向上といったスポーツ栄
養への応用が期待される筋
肉グリコーゲンに与える影
響を調査し、幅広い世代へ
のリンゴを活用した健康づく
りを検討する。

285



大学名 内定者名
事業概要No.

内定者
事業名 事業趣旨 助成額区分

19
東北女子
大学

助手
江良　真衣

魚の調理法の
違いによるパ
ルブアルブミ
ンの定量事業

新規

魚類アレルギーについて
調査し、アレルギー患者
や乳児にとって安全な調
理法を提案する。

青森県でよく食べられてい
る魚介類10種類の調理法を
変えてパルブアルブミン量
の測定を行い、魚類アレル
ギー患者であっても食べる
ことのできる魚はあるか、低
アレルゲン化できる調理法
はあるかの2点についてパ
ルブアルブミンの定量により
検討する。

285

20
東北女子
短期大学

助教
佐藤 ゆかり

津軽地域の小
学校における
プログラミング
教育に関する
実態調査事業

新規

全国に比べて進んでいな
い青森県のプログラミン
グ教育について、各小学
校・教員が抱える現場で
の問題を把握し、プログ
ラミング教育を推し進める
一助とするとともに、高等
教育機関として短期大学
の関わり方について検討
することを目的とする。

令和2年度から必修化され
た小学校のプログラミング教
育について、令和3年度の
津軽地域の小学校の取組
状況を調査し、各小学校・
教員が抱える現場での問題
の把握、高等教育機関とし
ての短期大学の関わり方に
ついて検討する。

111

21
東北女子
短期大学

助教
江苅川　淳子

絵本の読み聞
かせによる子
育て支援事業

新規

2000年「子ども読書年」を
契機に、全国自治体で
ブックスタートの活動が行
われ、乳幼児期からの家
庭での読み聞かせが浸
透し、親子間の大事なコ
ミュニケーションとして成
果が上がっている。本事
業で、絵本の読み聞かせ
に取り組み、その重要性
を再認識する。
※ブックスタート：赤ちゃ
んとふれあう絵本の配付
等により、育児の孤立化
を防ぎ、絵本を通じて親
子の絆を深め、心の健康
づくりを図る。

幼保連携型認定こども園柴
田幼稚園において、読み聞
かせに関するアンケート及
び読み聞かせの実践を行
い、乳幼児期の子育て家庭
の親子のコミュニケーション
を図る有効な支援の一つと
して、読み聞かせの重要性
を再認識する。
実施に当たっては、必要に
応じて津軽地区読書推進
運動連絡会と連携を図る。

131



大学名 内定者名
事業概要No.

内定者
事業名 事業趣旨 助成額区分

22
東北女子
短期大学

北山　育子
津軽地方の郷
土料理の研究
事業

新規

近年、食生活の多様化、
食の外部化や簡便化な
どにより、地域における伝
統料理の世代間の伝承
が途切れる場合が多くみ
られることを踏まえ、郷土
料理のレシピを再検討
し、一般市民他にレシピ
を提供し、地域・家庭で
の郷土料理の継承に寄
与することを目的とする。

地域に伝承されている郷土
料理の保護・継承のため、
平成24年から8年間にわた
り公開講座で実施した郷土
料理70品目の分量、作り方
等を再検討し、季節の献立
ごとに紹介するレシピ集を
作成し、一般市民他に提供
する。

285

23
八戸工業
大学

星野　保

県内の伝統的
小規模発酵食
品に含まれる
食経験を有す
る未知微生物
の産業利用の
可能性に関す
る調査事業

新規

県内地域で小規模生産・
消費されている発酵食品
に含まれる微生物を明ら
かにするとともに、伝統的
発酵食品以外の新たな
利活用の可能性を探索
する。

東通村の玉味噌や十和田
市のごど、津軽のすしこな
ど、県内で小規模生産され
ている発酵食品に含まれる
微生物を分離・同定し、そ
の役割を明らかにする。

285

24
八戸工業
大学

准教授
川守田 礼子

「南部菱刺し」
魅力発信コン
テンツ調査研
究事業

新規

八戸地域の伝統文化とし
ての「南部菱刺し」の価値
や魅力をより分かりやすく
紹介するコンテンツ制作
に向けた本研究事業は、
「南部菱刺し」の芸術・文
化・民俗的価値の再発見
と、地域に継承される伝
統的手仕事の活性化に
資するとともに、青森県全
体の観光振興に寄与す
る。

「南部菱刺しの魅力発信」を
目的として、地域の風土や
生活文化とともに発展した
歴史や民俗学的な歩み、幾
何学模様や刺し技法など美
術工芸的な価値や特色、現
代の製作者たちの取組、博
物館・資料館に所蔵されて
いる古作等の文化的財産に
関する情報などをまとめた
ブックレット及びデジタル
ブックレットを制作し、「南部
菱刺し」を周知する。

281

※「東北女子大学」、「東北女子短期大学」は、令和3年4月にそれぞれ、「柴田学園大学」、
　「柴田学園大学短期大学部」に名称変更予定。



③公開講座開催事業 （単位：千円）

大学名 内定者名

1
青森公立
大学

学長
香取　薫

青森圏域連携
中枢都市圏公
開講座事業

新規

「青森圏域連携中枢都市
圏ビジョン」を踏まえ、令
和3年度から同ビジョンの
取組期間が満了する令
和6年度までの各年度に
おいて、連携町村数か所
に出向き、ビジョンに掲げ
る「一定の圏域人口を有
し活力ある社会経済の維
持」に関連する公開講座
を開催する。

「青森圏域連携中枢都市圏
ビジョン」を踏まえ、平内町
及び外ヶ浜町において、移
住・定住及びリーモートワー
ク・ワーケーションの受け入
れをテーマとした公開講座
を開催する。

300

2
青森公立
大学　経営
経済学部

教授
佐々木　てる

青森公立大学
公開講座　ね
ぶた学事業

継続

青森ねぶた祭に関する
公開講座開催を通じて、
市民が祭りに参加すると
いうことを積極的に考える
契機とする。

「民衆の祭としての青森ね
ぶた祭」をテーマに、総合
的な研究や、祭に積極的に
関わっている方による講座
や、ねぶた師による祭りと民
衆に関する講座を全6回開
催する。

300

3
青森公立
大学

教授
藤井　一弘

2021年度青森
公立大学大学
院公開セミ
ナー　事業

継続

地域の多様かつ複雑な
諸課題の解決に向け、複
数かつ新たな視点・視座
（perspectives）からの柔
軟なアプローチによる発
想の根本的な転換が求
められている。青森公立
大学大学院における研
究活動は、この多様・柔
軟なアプローチの一環を
なすものであり、研究内
容の講座開催により地域
社会の人々の研究への
理解と課題解決への参
画を促進する。

題目：“Perspectives Ⅱ”副
題：「錯綜する諸課題への
多様な視点」をテーマに、
全4回の公開講座を開催
し、地域の方が研究内容に
触れ、知見を深めるととも
に、地域、社会の課題解決
に参画するケイパビリティ
（潜在力を含めた能力）を高
める機会とする。

285

事業概要

令和３年度青森学術文化振興財団助成事業

No.
内定者

事業名 事業趣旨 助成額区分



大学名 内定者名
事業概要No.

内定者
事業名 事業趣旨 助成額区分

4
青森公立
大学

教授
遠藤　哲哉

起業とイノ
ベーションで
青森の未来を
拓く実践公開
講座事業（２）

継続

地方における産業政策と
して、ニュービジネス、新
産業の創造に注目が集
まっており、青森県、青森
市を始め、県内の市町村
で重要な政策課題の一
つである。そのプロセス
や実践に関する知識、体
験がなく、イメージはあっ
ても具体的に一歩を踏み
出せない場合もあること
から、実践的な講義によ
り、起業、イノベーション
に向けた動きを加速させ
る。

「起業、イノベーション」政策
の重要性やトレンドを踏まえ
た上で、一般の市民が起業
したり、中小企業の経営者
の中でも、新しい知識を踏
まえて発展させたいという
ニーズに応え、実践的な公
開講座を開催する。

300

5

弘前大学
大学院保
健学研究
科

高間木　静香
北島　麻衣子
橋本　美亜

育児中の母親
のためのリフ
レッシュ講座
事業

継続

母親を対象とした講座開
催により、母親の健やか
な生活及び教育・知的資
源を地域社会への還元
を図る。

地域で子育てをしている母
親を対象に、地域の子育て
支援センター、保育施設等
において、精油を用いた制
作体験やヨガ等の無料のリ
フレッシュ講座を12回程度
開催し、母親が心身ともに
健やかに生活していくため
の一助とするとともに、教
育・知的資源を地域社会へ
還元すると同時に地域社会
から学ぶ機会とする。母親
のみの参加を可能とするた
め、託児も行う。

163

6
弘前大学
鹿嶋彰研
究室

日本語学習
支援ネット
ワーク会議
2021 in青森
実行委員会
鹿嶋　彰

「日本語学習
支援ネット
ワーク会議
2021 in青森」
事業

新規

地域の在住外国人・外国
につながる子どもの支援
を行っている青森県内及
び東北各地の日本語教
育関係者が集い、課題を
話し合い、ネットワークを
構築、強化することを目
指す。

在住外国人の増加を踏ま
え、青森市において、「日本
語学習支援ネットワーク会
議2021 in青森」を開催し、
外国人住民に対する医療
支援、子弟の学習支援及び
日本人住民・外国人住民双
方の異文化理解の促進を
図る。

296



大学名 内定者名
事業概要No.

内定者
事業名 事業趣旨 助成額区分

7
青森中央
学院大学

学長　佐藤
敬
教授　成田
昌造

青森中央学院
大学特別公開
講座事業

継続

地域に根ざし開かれた教
育・研究の拠点である本
学において、専門的知見
や先鋭的視点から課題
解決や将来戦略構築のヒ
ントを探り、地域や市民と
共有することにより、「ま
ち・ひと・しごと」づくりに
関わる課題の解決を目指
す。

「まち・ひと・しごと」づくりに
関するトピックについて、外
部講師による基調講演やパ
ネルディスカッション等の公
開講座を実施し、地域の課
題解決や将来戦略の構築
について、地域や市民と検
討・共有する。

232

8
青森中央
学院大学

学長　佐藤
敬
教授　成田
昌造

青森中央学院
大学サテライト
キャンパス市
民講座事業

継続

青森市中心部において、
市民の関心が高い公開
講座を開催し、地域の活
性化と住民の交流促進
等を図る。

青森市新町商店街にある青
森中央学院大学サテライト
キャンパスにおいて、暮らし
の法律や健康増進等、市民
に身近なテーマで、小規模
で気軽に参加できる公開講
座を複数回開催する。

182

9
青森中央
学院大学

学長　佐藤
敬
教授　成田
昌造

青森中央学院
大学市町村長
リレートーク事
業

継続

市町村長による公開講座
を開催し、地域の課題解
決を検討する機会とす
る。

地域経営の現場で実際的
な課題にリーダーとして取り
組んでいる県内外の市町村
長による公開講座を開催
し、一般市民に対し、地域
の様々な課題とその解決方
法を共に考え学ぶ機会を提
供する。

197



大学名 内定者名
事業概要No.

内定者
事業名 事業趣旨 助成額区分

10

青森中央
学院大学
地域マネジ
メント研究
所

所長
小松原　聡

青森中央学院
大学地域マネ
ジメント研究所
ビジネスセミ
ナー事業

継続

地域に根ざし開かれた教
育・研究の拠点である本
学が、専門的知見や先鋭
的視点から課題解決や
将来戦略構築のヒントを
探り、地域や市民との共
有を目指す。

人口減少克服を最重要課
題に位置付けている青森県
のめざす姿「生活創造社
会」の実現における課題の
抽出とその解決を目指し、
ビジネスをテーマの足掛か
りとした基調講演及びパネ
ルディスカッションの公開講
座を開催する。

207

11
青森中央
学院大学
看護学部

講師
菊池 美智子

ME／CFS啓
発シンポジウ
ム開催事業

新規

ME／CFS啓発シンポジウ
ムを開催し、関係者を支
援するとともに、青森県の
難病対策や支援策に貢
献する。

5月12日の「慢性疲労症候
群世界啓発デー」に合わせ
て、専門家による基調講
演、患者を支える支援者と
看護学生によるパネルディ
スカッション等を行う「ME
（筋痛性脳脊髄炎）／CFS
（慢性疲労症候群）啓発シ
ンポジウム」を開催する。

202

12
青森中央
短期大学

学長　久保
薫
准教授　鈴木
寛康

青森中央短期
大学連続公開
講座事業

継続

青森中央短期大学の各
学科・専攻の特性を活か
した公開講座を開催し、
市民の知的関心と要請に
応える。

青森中央短期大学が、地域
の知の拠点として、食物栄
養学科・幼児保育学科・専
攻科福祉専攻のそれぞれ
の特性を活かし、地域の
方々の興味・関心の高い、
暮らしに身近なテーマ（食、
健康、芸術、介護など）の公
開講座を4回開催する。

115



大学名 内定者名
事業概要No.

内定者
事業名 事業趣旨 助成額区分

13
青森中央
短期大学

学長　久保
薫
准教授　鈴木
寛康

青森中央短期
大学公開講座
事業

継続

青森中央短期大学の教
育・研究の特性を活かし
た公開講座を開催し、地
域の活性化を図る。

文化・伝統の継承をコアに
据え、地域社会や時代の要
請に応じたテーマに係る一
般市民を対象とした講演・
ワークショップ等の公開講
座を開催する。

146

14
東北女子
大学

教授
一戸　智之

柴田学園大学
「親子でわくわ
くカレッジ」事
業

新規

親子を対象とした公開講
座を開催し、親子の絆の
構築や、子どもの健全育
成に寄与する。

柴田学園大学の教員・学生
による日頃の研究の成果を
生かし、主として親子を対象
として、親子の触れ合いを
創出し、子どもの健全育成
に資する公開講座を6回開
催する。

143

15
東北女子
大学

児童学科　准
教授
小野　昇平

「子どもの権
利と家庭・学
校・社会」に関
する公開研究
会事業

継続

「子どもの権利」に関する
公開研究会を開催し、社
会全体に対して子どもの
権利についての認識を広
める。

文科省の指定する人権教
育研究推進事業実施校の
教員等の外部専門家を招
き、学校、福祉、家庭など
様々な場面で、どのように子
どもの権利を実現していくか
を考える公開研究会を2回
開催する。

80



大学名 内定者名
事業概要No.

内定者
事業名 事業趣旨 助成額区分

16
東北女子
大学

工藤　寧子
子育て者のた
めの学び直し
講座開催事業

新規

生活技術の向上を目的と
した公開講座を開催し、
子育て者の学びの時間
の確保や親同士が集える
場所を提供する。

子育てによる離職・休職者
や子育て中の人の学び直し
のため、家庭生活で不足し
ている知識を学び直す場と
して、生活技術の向上に資
する公開講座を5回開催す
る。

133

17
東北女子
大学家政
学部

特任准教授
花田 裕
専任講師　吉
田　裕美子

｢子育て力｣向
上公開講座事
業

新規

「青森県教育振興基本計
画」（2019～2023年度）で
示されている子育て支援
を視点として、子どもに対
する話し方や言葉がけの
実践的演習講座を開催
し、保護者の子育ての実
践力を高める。

保護者に対し、子どもへの
接し方、特に言葉がけに係
る講義及び実践演習を行
い、子育ての実践力を高め
る公開講座を2回開催する。

43

18
東北女子
短期大学

学長
島内 智秋

東北女子短期
大学公開講座
事業

継続

本学の教育研究の成果と
して、家政学に注力した
「衣食住」から多岐にわた
る幅広い知識、教育的財
産の公開により、地域住
民に生涯にわたる学習機
会を提供し、学術及び文
化の発展に寄与する。

一般教養から専門（栄養・
調理学、手工芸、教育・保
育学、情報処理等）の多岐
にわたるテーマで、地域住
民のニーズに応じ、生涯学
習の場となる公開講座を15
回程度開催する。

228



大学名 内定者名
事業概要No.

内定者
事業名 事業趣旨 助成額区分

19
青森中央
経理専門
学校

校長　石田
憲久
教諭　塚本
大広

青森中央経理
専門学校公開
講座事業

継続

青森中央経理専門学校
は、主に経理・医療事務・
観光分野において、社会
に貢献できる人材の育成
を教育目標とし、地域に
根ざし開かれた活動を長
年展開してきた。本事業
では一般市民や学生を
対象に、金融知識を身に
付けてもらう。

金融・経済のスペシャリスト
を招き、一般市民や学生を
対象に、正しい金融知識を
身に付ける契機となる公開
講座を開催する。

175

20
青森中央
文化専門
学校

校長　久保
薫
教諭　小笠原
華子

青森中央文化
専門学校連続
公開講座事業

継続

生涯学習、地域貢献活
動の一環として、青森県
の伝統文化のこぎん刺し
や、服飾手芸に関する公
開講座を実施すること
で、青森中央文化専門学
校と、市民の交流の場と
するとともに、地域の活性
化に貢献する。

一般市民や学生を対象に、
伝統文化こぎん刺しや服飾
手芸に関する公開講座を12
回開催し、伝統文化の承継
や世代間交流を図る。

220



④学術・文化振興事業 （単位：千円）

大学名 内定者名

1
公立大学
法人青森
公立大学

理事長
八桁 幸男

国際芸術セン
ター青森にお
ける地域資源
を活用した展
覧会等事業

新規

野外彫刻作品や伝統工
芸等、市内に存在する文
化的遺産を題材とした展
覧会の開催により、伝統
工芸や野外彫刻を再評
価し鑑賞者の想像力を刺
激するとともに、今後の地
域資源の利活用につい
て思考を促す。

野外彫刻作品や伝統工芸
等、市内に存在する文化的
遺産を地域資源と捉え、学
芸員やアーティストによる調
査をもとに、それらを題材と
した2つの展覧会を開催す
る。

300

2
青森公立
大学

学長
香取　薫

青森まるっとよ
いどころ祭り
開催事業

2回目

学生による現地調査等に
より、地域産品に焦点を
当て、将来の青森地域を
代表する潜在的な特産
品の発掘・育成及び学生
の地域の産業構成や地
理的特徴等への理解を
深める。

青森中心市街地エリアにお
いて「青森まるっとよいどこ
ろ祭り」を開催し、県内各地
域をPRするとともに、学生の
研究・教育の成果を市民に
発信する。

300

3
青森中央
短期大学

教授
前田　美樹

青森中央短期
大学「まちな
かdeミュージ
カル」公演事
業

2回目

総合芸術であるミュージ
カル公演を公開実施し、
まちなかの活性化や交流
の深化を図る。

幼児保育学科の教育・研究
分野のテーマ、表現手法に
より、音楽と美術の総合芸
術ミュージカル公演を、アク
セス面で利便性の高いまち
なかの施設で無料開催し、
地域の活性化や協働のまち
づくりや地域振興の礎となる
交流の深化を図る。

192

事業概要

令和３年度青森学術文化振興財団助成事業

No.
内定者

事業名 事業趣旨 助成額区分



大学名 内定者名
事業概要No.

内定者
事業名 事業趣旨 助成額区分

4
青森市産
官学連絡
会議

会長　長谷川
みほ
事務局　寺井
和夫

情熱無限大Ａ
ＯＭＯＲＩ　ＳＩ
Ｘ合同学習研
究発表会事業

3回目

青森市内６大学・短期大
学の教育・研究活動を公
開し、市内高等教育機関
の周知及び教育・研究成
果等の地域還元を図る。

青森市内６大学・短期大学
生による学修研究成果発表
（ステージ発表、ワークショッ
プ及びポスター発表）を行
い、市民・県民（特に生徒及
び保護者）に市内高等教育
機関を周知するとともに、教
育・研究成果等を地域へ還
元する。

177



⑤学術図書出版事業 （単位：千円）

大学名 内定者名

1
青森公立
大学

遠藤　哲哉

学術図書出版
「自治体経営
と地域イノ
ベーション
（仮）」事業

新規

地域社会の様々な経営
主体を活かし、その活力
を基に地域を経営するこ
とが重要な時代である。こ
れまで実施したプロジェク
トや公開講座での知見を
活用し、各地域の事例を
踏まえながら今後の自治
体経営戦略の展望に関
する図書を刊行すること
により、今後の自治体経
営、地域経営に資するこ
とを目的とする。

「国際的な視点からする地
域新ビジネスとイノベーショ
ン創発のための自治体コ
ミュニティ戦略」、「スカイプ
その他のＳＮＳを活用した地
域経営志向インバウンド・コ
ミュニティＭＩＣＥ国際観光
企画・プロモーション・評価
の研究」プロジェクトや関連
する公開講座での知見を活
用し、地方分権下における
各地域の事例を踏まえなが
ら、今後の自治体経営戦略
の展望を考える図書を出版
する。

300

2
青森中央
学院大学

准教授
金　美和

学術図書『国
際代理商契
約』の出版事
業

新規

近年、諸外国の事業者と
代理商契約を締結する
事業者は年々増加傾向
にある。それに伴う将来
の渉外的紛争に備え、代
理商契約の準拠法及び
国際裁判管轄について
いかに考慮すべきかを検
討し、国際私法分野のみ
ならず、実質法（代理商
法）の研究に対しても貴
重な資料を提供する。

EU諸国において盛んに議
論されているにも関わらず、
日本ではほとんど取り上げ
られていなかった代理商契
約における強行法規の適用
に関する研究成果をまと
め、国際代理商契約の法的
問題に関する参考資料とな
る図書を出版する。

285

事業概要

令和３年度青森学術文化振興財団助成事業
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⑥青森公立大学の国際交流を中心とした教育活動に関する助成（人材育成事業） （単位：千円）

大学名 内定者名

1
青森公立
大学

理事長
八桁　幸男

青森公立大学
学生のニュー
ジーランド短
期語学研修事
業

継続

国外の大学・研究機関と
の連携により、国際化社
会に通じる多様な研究活
動を行うことを通じて、国
際社会の事情や理解促
進に向けて、地域の国際
交流活動に貢献するとい
う公立大学法人青森公立
大学の使命を達成するた
め、参加学生の語学能力
の向上を図るとともに、オ
セアニア地域における生
活を通して国際社会に対
する理解を促進し、精神
的に自立するための研修
を支援する。

英語能力向上を目的とし
た、ニュージーランド国ハミ
ルトン市の国立ワイカト大学
パスウェイズカレッジ（WPC）
の総合英語（General

English）プログラムに
本学学生を約3週間派遣
し、参加学生の語学能力
の向上を図るとともに、
ホームステイを体験する
ことによって異文化を理
解し、地域の国際交流活
動に貢献する。

1,854

2
青森公立
大学

理事長
八桁　幸男

青森公立大学
学生のニュー
ジーランドオ
ンライン語学
研修事業

新規

留学の入門編の位置付
けで、留学を検討してい
るが、不安や疑問があり
留学に踏み出せない学
生のミスマッチの解消を
図り、ニュージーランド短
期語学研修への参加促
進を図る。また、就職活
動と両立可能な留学プロ
グラムとして4年生の英語
の学修機会を増やし、学
生支援を強化する。

Zoom等を利用し、ワイカト大
学の英語能力向上を目的と
したオンラインプログラムに
本学学生を約4週間参加さ
せ、実践的な英語に触れる
機会を設け、学生支援を図
る。
また、コース全体を通してワ
イカト大学の学生と交流す
る機会がある。

1,137
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