
《盛岡大学短期大学部の特色等》

（１）短期大学を設置する学校法人（以下「法人」という）の沿革（概要）及び短期大
学の沿革（概要 。）

学校法人盛岡大学及び盛岡大学短期大学部の概要及び沿革は、以下の通りである。
①学校法人盛岡大学及び短期大学の概要
本法人及び本学の創設者で初代学長の細川泰子は、学園創立当時より「主を畏れるこ

とは知恵の初め （箴言１：７）という聖書の精神を基盤とし、聖句 「いつも喜んで。」 、
いなさい。絶えず祈りなさい。すべての事について感謝しなさい （テサロニケ人へ。」

） 、 、の第一の手紙５ １６－１７ という聖句を礼拝を行う教室と会議室 事務室に掲示し
学生と教職員に学園創設の精神を示した。現在でも、本学では、この精神を受け継ぎ、
キリスト教の精神をもって教養を身に付け、愛と奉仕のできうる人格の育成を教育の目
標としている。
現在の本学の具体的な特色として、教職員と学生の距離の近さ、教員の教育への熱心

、 。 、さによる 学生達の活況と成長が挙げられる 教職員・学生もそのことを実感しており
卒業文集である『道程』にはその一部が紹介されている。このことをより客観性の高い
データにまとめるところまで至っていないのが残念である。
②学校法人盛岡大学及び盛岡大学短期大学部の沿革

昭和２５年 ９月１０日 創始者細川泰子が盛岡市三戸町に生活研究所を開設
昭和２６年 ６月１５日 各種学校盛岡生活学園の設置認可
昭和２９年 ４月 １日 盛岡生活学園栄養科が栄養士養成施設として厚生省から指定
昭和３１年 ３月２０日 学校法人生活学園の設置認可
昭和３２年 ４月 １日 愛育幼稚園開園
昭和３２年 ８月 １日 盛岡生活学園栄養科を盛岡栄養専門学校に名称変更
昭和３３年 ４月 １日 生活学園高等学校開設
昭和３６年 ４月 １日 盛岡調理師学校開設
昭和３９年 １月２５日 生活学園短期大学食物栄養科設置認可
昭和３９年 ３月２７日 生活学園短期大学食物栄養科が栄養士養成施設として厚生省

から指定
昭和３９年 ４月 １日 生活学園短期大学食物栄養科を盛岡市下厨川（現在の盛岡市

みたけ地内）に開設
昭和４０年 ５月２１日 盛岡栄養専門学校の廃止認可
昭和４１年 ３月 １日 生活学園短期大学保育科が保育士養成施設として厚生省から

指定
昭和４１年 ４月 １日 生活学園短期大学に保育科増設
昭和４３年 ４月 １日 生活学園短期大学附属幼稚園開園
昭和４８年 ４月 １日 松園幼稚園開園



昭和５２年 １月２０日 生活学園短期大学保育科を幼児教育科と改称
昭和５３年 ８月１０日 盛岡調理師学校が専修学校として認可され盛岡調理専門学校

と改称
昭和５６年 １月１６日 盛岡大学文学部英米文学科・児童教育学科設置認可
昭和５６年 ２月１０日 教員養成課程の認定（英米文学科〈中学・高校英語教諭 、〉

児童教育学科〈幼稚園教諭 ）〉
昭和５６年 ４月 １日 盛岡大学文学部英米文学科・児童教育学科開設
昭和５９年 ４月 １日 盛岡大学文学部児童教育学科に小学校教員養成課程開設
昭和６１年１２月２３日 盛岡大学文学部日本文学科設置認可
昭和６２年 ２月２７日 盛岡大学文学部日本文学科に教員養成課程の認定（日本文学

科〈中学・高校国語教諭、高校書道教諭 ）〉
昭和６２年 ４月 １日 盛岡大学文学部日本文学科開設、同文学部に図書館司書課程

開設
昭和６２年 ９月２０日 カナダ・カモーソン大学と姉妹校協定締結
平成 元年 ７月２５日 盛岡大学・盛岡大学短期大学部砂込キャンパスに移転
平成 ２年 ４月 １日 生活学園短期大学を盛岡大学短期大学部に、生活学園高等学

校を盛岡大学附属高等学校に、愛育幼稚園を盛岡大学附属愛
育幼稚園に、生活学園短期大学附属幼稚園を盛岡大学附属厨
川幼稚園に、松園幼稚園を盛岡大学附属松園幼稚園に名称変
更

平成 ５年 １月２９日 盛岡大学学生会館完成
平成 ５年１１月１３日 盛岡大学セミナーハウス完成
平成 ７年 ４月 １日 学校法人生活学園を学校法人盛岡大学に名称変更、盛岡大学

文学部に学芸員課程開設
平成１２年 ４月 １日 盛岡大学に英米文学専攻科、日本文学専攻科、児童教育学専

攻科開設
平成１２年１２月２１日 盛岡大学が放送大学との単位互換協定締結
平成１３年 ３月３１日 盛岡大学附属愛育幼稚園閉園
平成１３年 ６月１５日 生活学園創立者細川泰子記念礼拝堂完成と命名
平成１３年１２月２６日 盛岡大学がいわて５大学単位互換協定締結
平成１５年 ３月２８日 いわて５大学と岩手県教育委員会との高大連携事業に関する

協定締結
平成１６年 ９月２９日 盛岡大学と盛岡大学短期大学部との単位互換協定締結
平成１７年 ３月２９日 盛岡大学短期大学部食物栄養科に栄養教諭二種免許状に係る

教職課程認定
平成１７年 ４月 １日 盛岡大学文学部英米文学科を英語文化学科に名称変更、同文

学部に社会文化学科を開設
平成１７年 ９月２２日 盛岡大学図書館開館



（ ） 、 （ ）、 （ 、 ）２ 短期大学の所在地 位置 市・区・町・村の全体図 周囲の状況 産業 人口
等。

①本学の所在地：〒 岩手県岩手郡滝沢村滝沢字砂込８０８
②位 置：岩手県の県庁所在地がある盛岡市の北側に隣接し、滝沢村の東部に位

。 。置している キャンパスは周囲を山に囲まれた北上盆地の北辺にある
③滝沢村の概況

、 、 、滝沢村は ほぼ中央にある小高い丘陵地帯を挟んで 二つの地区に分かれているため
、 。 、 、世帯・商業地も分散し 市街地の集積が少ない しかし 当大学のキャンパス近くには

小学校・中学校・高等学校・大学等も存在している。
ア）面積は、 平方キロメートル
イ）人口は、 人（平成 年 月 日現在）
ウ）人口密度は、 人／平方キロメートル
エ）主なイベントとしては、チャグチャグ馬コという、みちのくの初夏を彩る伝統行

事がある。



（３）法人理事長、学長の氏名、連絡先及びその略歴、ＡＬＯの氏名、連絡先及びその
略歴。なお、連絡先としては、ＴＥＬ、ＦＡＸ、Ｅ－Ｍａｉｌ等を記載して下さ
い。

役 職 氏 名 略 歴／連絡先
（ ） （ （ ） ）理事長 久 慈 次 男 年 月 株 久慈一戸建築事務所 現 株 久慈設計

代表取締役社長に就任。
年 月（株）久慈設計代表取締役会長に就任。
年 月（株）久慈設計取締役、名誉会長に就任。
年 月学校法人盛岡大学理事長に就任。

（代）
学長 望 月 善 次 年 月岩手大学教育学部教授に就任。

年 月岩手大学教育学部長に就任。
年 月岩手大学名誉教授
年 月盛岡大学・盛岡大学短期大学部学長に就任。

（代）
大 塚 健 樹 年 月生活学園短期大学（後に、盛岡大学短期大学部

となる）専任講師、以後助教授、教授となる。
年 月盛岡大学短期大学部学務部次長兼務。
年 月盛岡大学短期大学部学務部長兼務。
年 月盛岡大学短期大学部学生部次長兼務。
年度 に就任。

（代）



（４）平成１５年度～２１年度までの学科・専攻（通信による教育を行う学科（以下
「通信教育学科」という 、専攻科を含み、以下「学科等」という）ごとの入学）
定員、入学者数、入学定員充足率（％ 、収容定員、在籍者数、収容定員充足率）
（ ） 。 、 、％ を次ページの表を例に作成して下さい 廃止 募集停止等の学科等を含む
該当する期間内に設置されたすべての学科等について作成して下さい。なお、在
籍者数は毎年度５月１日時点とします。

平成１５年度から２１年度の設置学科、入学定員等
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 備考学科等の名称

食物栄養科 入学定員
入学者数
入学定員

充足率( )
収容定員
在籍者数
収容定員

充足率( )
幼児教育科 入学定員

入学者数
入学定員

充足率( )
収容定員
在籍者数
収容定員

充足率( )



（５）平成１８年度～ ２０年度に入学した学生（この事項においては通信教育学科の
学生を除く）の出身地別人数及び割合（１０程度の区分）を下表を例に毎年５月
１日時点で作成して下さい。なお、短期大学の実態に沿って地域を区分して下さ
い。

出身地別学生数（１８年度～２０年度）
地 域 学科 １８年度 １９年度 ２０年度

人数(人) 割合(％) 人数(人) 割合(％) 人数(人) 割合(％)
盛岡広域 食栄

幼教
県北地域 食栄

幼教
県南地域 食栄

幼教
沿岸南部地域 食栄

幼教
宮古地域 食栄

幼教
青森県 食栄

幼教
秋田県 食栄

幼教
宮城県 食栄

幼教
山形県 食栄

幼教
福島県 食栄

幼教
その他 食栄

幼教
合計 食栄

幼教

注）盛岡広域は、盛岡市・岩手郡・紫波郡・八幡平市。県北地域は、久慈市・九戸郡・二
戸市。県南地域は、遠野市・花巻市・北上市・一関市・奥州市。沿岸南部地域は、釜
石市・大船渡市・陸前高田市。宮古地域は、宮古市・下閉伊郡。



（６）法人が設置する他の教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員及び在籍者数
をそれぞれ下表を例に平成２１年５月１日時点で作成して下さい。

法人が設置する他の教育機関の現状
（平成２１年５月１日現在）

教育機関名 所 在 地 入学定員 収容定員 在籍者数

盛岡大学専攻科 岩手郡滝沢村滝沢字砂込
盛岡大学 岩手郡滝沢村滝沢字砂込
盛岡大学附属高等学校 盛岡市厨川５－４－１
盛岡大学附属厨川幼稚園 盛岡市厨川５－４－１
盛岡大学附属松園幼稚園 盛岡市松園１－１９－１
盛岡調理師専門学校 盛岡市中央通３－７－２１
盛岡大学短期大学部 岩手郡滝沢村滝沢字砂込

（ 、 ）数字は 人




