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 学内特別講座と公開セミナー「秋田から東アジ

アを考える」の第１回が 4 月 23 日に開催され

ました。 

 講師は前駐米大使で上智大学特別招聘教授、国

際戦略顧問の藤崎一郎氏、テーマは「日米関係と

東アジアの将来を考える－日米外交の最前線を振

り返って－」で、学内講座（英語）には教養大生

約 70 名が、カレッジプラザ講堂で行われた公開

セミナーには市民約 100 名が参加しました。 

  The guest lecture ”Looking into East Asia from 
Akita” was held on April 23

rd
. 

  CEAR hosted H.E. Ambassador Ichiro FUJISAKI, 
Former Ambassador of Japan to the United States, 
and Distinguished Professor & Chairman of 
International Strategies at Sophia University. He 
presented his lectures on “Future Aspects of Japan-
US Relation and East Asia – Looking back upon 
Japan’s diplomacy in Washington D.C”. About 70 
students joined the lecture in AIU, and about 100 
audience members at the open lecture at College 
Plaza. 

 Guest Lecture #1 on April 23
rd

 学内特別講座・公開セミナー第１回（4/23） 

Lecture Report＞ ＜講座報告 

編集・発行 

 公立大学法人国際教養大学 

 東アジア調査研究センター 

 〒010-1292 

 秋田市雄和椿川字奥椿岱 

 

Tel: 018-886-5844 

Fax. 018-886-5807 

E-mail: cear@aiu.ac.jp 

http://web.aiu.ac.jp 
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学内特別講座と公開セミナーは、秋田銀行と北都銀行の寄附により開催しています。学内特別講座と公開セミナーは、秋田銀行と北都銀行の寄附により開催しています。学内特別講座と公開セミナーは、秋田銀行と北都銀行の寄附により開催しています。学内特別講座と公開セミナーは、秋田銀行と北都銀行の寄附により開催しています。    
CEAR holds the lecture series sponsored by Akita Bank and Hokuto Bank. 

 Next Guest Lecture on June 15
th

 次回の公開セミナーは 6 月 15 日（土）に開催 

Information＞ ＜お知らせ 

 次回の第 3 回公開セミナーを 6 月 15 日

（土）に開催します。 

 講師は静岡県立大学国際関係学部の小針進教

授、テーマは「朴槿恵政権下の韓国社会と日韓関

係」です。 

 時間は午後２時から４時まで、会場はカレッジ

プラザ（秋田市中通）講堂です。参加をご希望の

方は、東アジア調査研究センターに電話またはフ

ァックス、メールで事前にお知らせください。ど

なたでも参加できます。 

 

 

  The 3
rd

 lecture of the open lecture 

series ”Looking into East Asia from Akita” will be 

opened on Saturday, June 15
th

. 

  The guest speaker is Dr. Susumu Kohari, 

Professor in the Department of International 

Relations at the University of Shizuoka. Dr. Kohari 

will speak about “Korean Society and Japan-Korea 

Relationship under Park Geun-hye Government”. 

  The lecture is from 2 pm to 4 pm at College 

Plaza in Nakadori, Akita City. To join the lecture, 

please resister by telephone, facsimile, or e-mail to 

CEAR beforehand. Anyone who has interest can join 

it. 

Tel: 018-886-5844  Fax: 018-886-5807  Mail: cear@aiu.ac.jp 
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   The guest lecture “Looking into East Asia from 

Akita” was held on Friday, May 10
th

 in AIU. The 

speaker was Dr. Tiejin Yu, associate professor in the 

School of International Studies and Deputy Director 

of the Center for International and Strategic Studies 

at Peking University. The topic was “China’s Foreign 

Policy and Sino-Japanese Relations.” About 50 

students joined the lecture. 

  The open lecture was presented by Dr. Chi Hung 

Kwan, senior fellow of Nomura Institute of Capital 

Market Research on Saturday, May 18
th 

at College 

Plaza. The topic of the lecture was “Future of Chinese 

Economy – overcoming the two traps of middle 

income country and regime change”. About 110 

people joined the lecture. 

 学内特別講座「Looking into East Asia 

from Akita」第２回が国際教養大で５月１０日

（金）に開催されました。講師は北京大学国際

関係学院准教授で同大学国際戦略研究センター

副主任の于鉄軍さん、テーマは「中国の外交政

策と日中関係」で、留学生を含む教養大生約５

０名が参加しました。講義は質疑応答を含めて

すべて英語で行われました。 

 また、公開セミナー「秋田から東アジアを考

える」第２回がカレッジプラザ講堂で 5 月 18

日（土）に開催されました。講師は野村資本市

場研究所シニアフェローの関志雄博士、「中国

経済の行方－<中所得国の罠>と<体制移行の罠>を

克服できるか－」をテーマに、約 110 名の市民

が参加しました。 

 Guest Lecture #2 in May 10
th

 and 18
th

  学内特別講座・公開セミナー第２回（５月） 

Lecture Report＞ ＜講座報告 

4 月 7 日から 18 日まで台湾に出張しまし

た。主な目的は、二つです。一つは、台湾におけ

る本学の提携校の一つである、国立曁南国立大学

(National Chi Nan University)の招聘により、

故中嶋嶺雄初代学長の名代として、「アジアの共

同体とグローバル教育」についての特別講義を行

いました。約 100 名の学部学生が熱心に聴講し

ました。同大学は、1995 年に、南投県・埔里

に 創 設 （ 再 建） さ れ た総 合 大学 で 学 生 数 約

6000 人、教職員数約 600 人の総合大学です

が、教授陣の多くは、米、英、仏、独、ロシア、

日本、豪州、ニュージーランド、中国などでの留

学経験がある教員で構成されています。とりわ

け、国際文化、教育および比較教育の分野では、

多くの実績を挙げているとの事です。今回の招聘

と特別講義を担当された楊武勲助教授（比較教育

学）は、早稲田大学の博士号を取得、夫人は東京

外国語大学の学部ならびに修士課程を修了され、

御夫妻とも大変日本語が堪能です。夫人が東京外

語大学の修士課程に在籍していた当時の学長が故

中嶋嶺雄先生だったそうです。楊先生は、去る 3

月 17 日の故中嶋学長の大学葬にも、わざわざ台

湾から駆け付け、参列してくださいました。 

台湾訪問の二つ目の目的は、台湾の高齢者福祉

とりわけ介護事情、介護制度等についての現地調 

 

 
 

査です。台湾でも「少子高齢化」が大変なスピ

ードで進んでいることから、日本の介護保険制

度を参考にしながら「高齢者介護」の法制化を

2016 年の成立、2018 年の施行を目標に検討

が重ねられています。今回、北都銀行から当セ

ンターに出向している渡辺利之研究員と共に、

台湾行政院衛生署中央保険局（日本の厚生労働

省保険局に相当）、介護福祉の専門家、介護関

連の各種施設の現場、シンクタンク等を訪問

し、インタビュー調査等を行いました。私達が

視察した長期介護施設、デイサービス、グルー

プホームなどはいずれも日本の介護施設と運営

や施設、設備の面で大差はないという印象を受

けました。しかし、台湾の人々の「介護」に対 

国立曁南大学国立曁南大学国立曁南大学国立曁南大学でのでのでのでの講義の様子講義の様子講義の様子講義の様子    

 Special Lecture at the National Chi Nan University and Research on Long Term Care for Elder People in Taiwan 

ong Term care for elder people in Taiwan care for elder people in Taiwan 

国立曁南大学での講義、台湾の高齢者介護事情 

Overseas Report from Taiwan by Professor Umehara＞ ＜梅原教授の台湾レポート 
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 する考え方には、現在の私たち日本人のそれとは

大きく異なっている点が一つあります。それは、

「年老いた親を家で面倒を見るのは子供の義務で

あるという観念が非常に強いことです。従って、

台湾では依然として「在宅介護」が「一般的」で

あり、高所得の家庭では、外国人介護労働者を雇

用し、あくまで自宅で親を介護するという形態が

主流のようです。たとえ、どんな立派な施設であ

っても自分の親を施設に預けることは「『親不孝

者』と後ろ指を指されてしましまう」といった話

もありました。高齢者介護の問題は、どこの国で

も難しいものと、改めて感じた次第です。今後の

渡辺研究員の研究成果に期待したいと思います。 

 

 

<Summary> 

  It was a great honor for me to be invited by the 

National Chi Nan University (Taiwan) to give a special 

lecture on “Common Community in Asia and Global 

Education” on behalf of the late Professor Mineo 

Nakajima, former President of AIU, on April 8
th

.  

  National Chi Nan Univ. is one of AIU’s partner 

institutions in Taiwan, established in 1995 and 

located in Puli, Nantou Prefecture, the geographical 

center of the island. About 6,000 students are 

studying in the campus with green trees and they are 

very proud of being one of the most prominent 

universities in Taiwan, especially in international and 

comparative education. 

  This short visit to the pretty campus was 

followed by research activity in Taipei and its suburbs 

on “Long Term Care for Elderly People in Taiwan”, 

accompanied by Mr. Toshiyuki Watanabe, currently 

serving as a research staff of CEAR, originally from 

Hokuto Bank. Mr. Watanabe seems to be ambitious 

in planning to write a paper focusing on the 

possibility/potentiality of the new business 

opportunity for local companies in Akita in the field 

of long term care for elderly people. We look forward 

to his research results! 

梅原克彦教授・副センター長 

 仙台市出身。法学士（東京大学法学部）。通商産業省入

省(1978)、通商政策局地域協力課長(1999-2002)、駐

米公使(2002-04)、経済産業省通商交渉官(2004-

05)、仙台市長(2005-09)、2012 年 1 月より国際教養

大学東アジア調査研究センター教授。 

 

Professor UMEHARA Katsuhiko 

 Born in Sendai, Miyagi Prefecture 

 1978 Graduated from the Faculty of Law, University of Tokyo 

 1978- Joined Ministry of International Trade and Industry 

 2004-2005 Deputy Director General, International Trade Policy 

Bureau, Ministry of Economy, Trade and Industry 

 2005-2009 Mayor of Sendai City 

 Spread Akita’s Sake Culture in Russia ロシアに広める秋田の日本酒文化 

Report from Russia by Select Professor Takemura＞ ＜竹村特任教授のロシアレポート 

 東アジア調査研究センターが創設されてから１

年４ヶ月が経過しようとしています。本センター

設立の趣旨は「東アジア地域に関する調査研究」

「秋田への地域貢献」という二本柱ですが、本稿

では「秋田への地域貢献」のひとつとして実施し

ております海外ビジネスの展開に熱心に取り組ん

でいる“地元企業への支援活動”の一端を述べさ

せて頂きます。 

 私は、４月中旬、「攻める秋田企業応援プロジ

ェクト」の一環でロシア向輸出ビジネスを志向す

る県内酒造会社とモスクワを訪れる機会がありま 

した。10 ヶ月振りのモスクワでしたが交通渋滞 

のあまりのひどさには驚かされました。リーマン

ショック直前の 2008 年頃に渋滞は最初のピー

クを迎え、ヨーロッパでは“モスクワは偉大な駐

車場”と揶揄されていました。2009 年のマイ

ナス 7.8％成長を経て、リーマンショックから立

ち直った好調なロシア経済が再びモスクワを“偉

大な駐車場”に押し戻してしまったようです。 

 経済成長路線に戻った市民の消費意欲は活発

で、今回の目的の日本酒売り込みの主戦場となる

日本食レストランもハイエンドの高級レストラン 

新北市の複合型介護施設、雙連安養生中心新北市の複合型介護施設、雙連安養生中心新北市の複合型介護施設、雙連安養生中心新北市の複合型介護施設、雙連安養生中心    
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 と大衆的なクラスに二極分化しそれぞれの領域で

熾烈な競争を演じています。 

 そのようなホットな市場でありながら、私達の

交渉相手であるロシア企業はワインの大手輸入デ

ィストリビューターで、日本酒を取扱う割合はま

だ低いのですが日本留学経験のある責任者を置き

“日本酒とは何か”から始まり、米の磨きかたに

より変わる吟醸酒の違い等をロシア語のパンフレ

ットで紹介・啓蒙し、更に日本でも紹介され始め

たばかりの日本酒ベースのカクテル・レシピ―を

多数開発しＰＲ活動を行っています。日本人が日

本酒の海外展開を図る上でも非常に参考になる取

組を行っています。 

 

 
 

 私はかねがね秋田の日本酒を売ることは単にア

ルコール飲料を扱うことではなく、秋田の豊かな

自然に育まれた水と米、そこから日本酒を生み出

す醸造技術、トータルの「文化」を売り込むこと

と思っています。相手のロシアにはウオッカとい

う優れた酒の文化があります。ロシア人の生活・

文化・歴史と切り離せないものであり、ロシア文

学からウオッカに纏わるエピソードが無くなるこ

とは全く想像できないことであります。未だ、日

本レストラン中心の需要とはいえ“酒の分かるロ

シア”に秋田の酒が日本酒文化日本酒文化日本酒文化日本酒文化とともに普及して

ゆく姿を想像するのは大変楽しいことです。 

 夢の実現のための第一歩は、ロシアの輸入販売

会社に売り込むことですが私はほんの少しだけ秋 

田企業の背中を押させてもらうつもりです。 

 
 

<Summary> 

  CEAR was instituted at the initiative of Dr. 

Nakajima in 2012 to implement two main purposes: 

to conduct research on East Asia, and to contribute 

to Akita by supporting the enterprises’ overseas 

operations as an example. I would like to introduce 

part of our activities achieved   in this line. 

  In mid-April, I had an opportunity to visit 

Moscow with Akita’s Sake brewery to support their 

business meeting with a Russian major importer-

distributor of wine & Japanese Sake.  I have always 

thought that the sales of Akita’s Sake should be 

materialized with the presentation of “total culture”, 

including water and rice fostered by the abundant 

flourishing nature in Akita and their superior sake-

making technique, instead of simply dealing with 

alcoholic beverages.   

  Russian people also have an excellent liquor 

culture - Vodka, which is indispensable for Russian 

livelihood, culture, and history. I can hardly imagine 

Russian literature without the Vodka-drinking scenes. 

Although the demand of Japanese sake is still mainly 

coming from Japanese restaurants, it makes me very 

happy to imagine that Akita’s Sake will spread with 

“Japanese Sake Culture” in Vodka-loving Russia.  

       I will give a supportive push for Akita’s brewery 

to reach a distribution agreement with Russian 

partners as a first step to fulfilling our dream.  

竹村豊特任教授 

 静岡県沼津市出身。文学士（東京外語大学ロシア語

科）。日綿實業（現双日）入社(1976)、ロシア、南アフ

リカ、ブラジルで現地駐在事務所長、現地法人社長などを

歴任ののち、金属資源担当部門長補佐(2009-12)、

2012 年 1 月より現職。 

 

Select Professor TAKEMURA Yutaka 

From Numazu, Shizuoka Prefecture 

1976 Graduated from Tokyo University of Foreign Studies (B.A., 

Russian Studies) 1976-2012 Nichimen Co., Ltd (current Sojitz 

Corp.) General Manager, Chief of Rep or President of foreign 

branches in Russia, South Africa & Brazil      

2012- Select Professor, CEAR, AIU 

 

ロシア企業が作成したパンフレット類ロシア企業が作成したパンフレット類ロシア企業が作成したパンフレット類ロシア企業が作成したパンフレット類    

日本酒の仕込み風景日本酒の仕込み風景日本酒の仕込み風景日本酒の仕込み風景    


