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 「JAXA 宇宙飛行士 野口聡一 特別講演

会」が国際教養大学多目的ホールで８月６日

に開催されました。 

 講師は、国際宇宙ステーションでの半年間

の滞在について動画で紹介したのち、宇宙で

のリスク管理、宇宙開発と産業への波及につ

いて説明、宇宙活動の魅力を語りました。 

 講座には４５０名余りが参加し、中高校

生、大学生から活発な質問が出されました。 

  An open lecture by JAXA Astronaut Soichi 
Noguchi was held in the AIU Multi Purpose Hall 
on Tuesday, August 6

th
. 

  Mr. Noguchi introduced his half-year stay in 
the International Space Station (ISS) with a 
video. He described the attraction of space 
activity before explaining about risk 
management in space, and the industrial 
potential of space development. 
  About 450 members joined the audience. 
Students from secondary school, high school and 
the University asked questions actively. 

 Open Lecture by JAXA Astronaut Soichi Noguchi JAXA 宇宙飛行士 野口聡一 特別講演会 

Lecture Report＞ ＜講座報告 
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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 offers a lecture series sponsored by Akita Bank and Hokuto Bank. 

 Open Lecture on Oct. 9
th

, 26
th 

& Nov. 9
th

 公開セミナーを 10/９、10/26、11/9 に開催 

Information＞ ＜お知らせ 

 「秋田から東アジアを考える」公開セミナー 

○第５回＜10 月９日（水）16:30～18:00＞ 

  講師：マーク・デビッドソン 米国大使館公使 

 テーマ：「21 世紀の東アジアパートナーシップ」 

  会場：カレッジプラザ（秋田市中通）講堂 

○第６回＜10 月 26 日（土）14:00～16:00＞ 

  講師：高安 雄一 大東文化大学経済学部教授 

 テーマ：「データが語る韓国経済の姿」 

  会場：カレッジプラザ（秋田市中通）講堂 

○第 7 回＜11 月 9 日（土）14:00～16:00＞ 

  講師：堀 明則 ホープウィルグループ代表取締役 

 テーマ：日本人と中国人・華人の共通点と違い 

  会場：遊学舎（秋田市上北手）会議室 

 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。 

 

 Open lecture Series ”Looking into East Asia from Akita” 

#5 <16:30-18:00, Wednesday, October 9
th

> 
 -Speaker: Mr. Mark Davidson 
                   (Minister Counselor, U.S. Embassy) 
 -Theme: “East Asia Partnership in 21

st
 Century” 

 -Venue:  College Plaza (Nakadori, Akita City) 

#6 <14:00-16:00, Saturday, October 26th> 
 -Speaker: Professor Yuichi Takayasu 
                   (Faculty of Law, Daito Bunka University) 
 -Theme: “Data tells Korean Economy” 
 -Venue: College Plaza (Nakadori, Akita City) 

#7<14:00-16:00, Saturday, November 9
th

> 
 -Speaker: Mr. Akinori Hori 
                   (President, Hopewill Holdings Ltd.) 
 -Theme: “The Difference between Japanese, Chinese, 

and People of Chinese Descent” 
 -Venue: Yugakusha (Kamikitade, Akita City) 

 To join the lecture, please resister by telephone, 
facsimile, or e-mail to CEAR beforehand. Anyone 
interested can attend. 

Tel: 018-886-5844  Fax: 018-886-5807  Mail: cear@aiu.ac.jp 
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 lecture in AIU was on Friday, June 28
th

. The speaker was 

Mr. Chang-nyun Kim, Economic Counselor, Korean 

Embassy in Japan. 24 people joined the lecture. 

  The fourth guest lecture was held on Friday, July 19
th

 

in AIU, with an open lecture on Saturday, July 20
th 

at 

College Plaza. The Speaker was Dr. Nobuo Shimotomai, 

Professor in the Faculty of the Law at Hosei University. The 

topic was “Putin II and the Japan-Russo Relationship”. 30 

people joined the guest lecture, and 68 people joined the 

open lecture. 

  The guest lectures in AIU were given in English. 

 

 「秋田から東アジアを考える Looking into East 

Asia from Akita」第３回が開催されました。公開セ

ミナーは６月 15 日（土）、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、会場のカレッジプラザ

には 94 名が集まりました。学内特別講座は６月 28

日、講師は在日大韓民国大使館の金昌年経済参事

官、テーマは韓国の FTA 政策で、24 名が参加しま

した。 

 また第４回は、学内特別講座が７月 19 日（金）

に、公開セミナーが 20 日（土）にカレッジプラザ

で開催されました。講師は法政大学法学部の下斗米

伸夫教授、テーマは「プーチン第二期政権と日露関

係」で、学内特別講座には 30 名、公開セミナーに

は 68 名が参加しました。 

 なお、学内特別講座は英語で行われました。 

 
    The third lecture of the series “Looking into East 

Asia from Akita” was held on Saturday, June 15
th

. The 

speaker was Dr. Susumu Kohari,  Professor in the 

department of International Relations at the University of 

Shizuoka. He spoke about “Korean Society and the Japan-

Korea Relationship under Park Geun- hye Government”. 

94 people joined the lecture at College Plaza. The guest 

 Open & Guest Lectures in June & July  学内特別講座・公開セミナー（６・７月） 

Lecture Report＞ ＜講座報告 

 Exchange Meeting between Globally Operating Akita Companies and AIU Students 県内海外展開企業と国際教養大学生との交流会 

Event Report＞ ＜行事報告 

リアに会場を移し、参加企業と学生の間で活発な意見

交換が行われました。 

 「攻める秋田企業応援プロジェクト」は、東アジア

調査研究センターとジェトロ秋田貿易情報センターが

共同で昨年 7 月に設立し、海外での展開を目指す地

域の企業を応援しています。 

 
  An “Exchange Meeting between Globally Operating 

Akita Companies and AIU Students” was held on Friday, 

June 14
th

. 

  Fifteen Akita companies with overseas operations and 

60 AIU students joined the meeting. Six representative 

companies made presentations in the Lecture Hall in Part 1 

of the 2 part program. Participant companies and students 

had active discussions in the Cafeteria during Part 2. 

  This meeting was organized as part of the ”Support 

for Active Akita Companies Project”. The project was 

established in July last year, under the joint auspices of the 

Center for East Asia Research (CEAR) and JETRO Akita. 

 「攻める秋田企業応援プロジェクト」県内海外展

開企業と国際教養大学生との交流会が学内で 6 月

14 日（金）に開催されました。 

 交流会には海外展開を積極的に行っている県内企

業１５社と学生６０名が参加。第 1 部ではレクチャ

ーホールを会場に、参加企業を代表する６社のプレ

ゼンテーションが行われました。第２部はカフェテ 

 

下斗米教授下斗米教授下斗米教授下斗米教授のののの学内特別講座学内特別講座学内特別講座学内特別講座    
Guest lecture by Professor Shimotomai 

 

第第第第１１１１部部部部    参加企業参加企業参加企業参加企業のプレゼンテーションのプレゼンテーションのプレゼンテーションのプレゼンテーション    

Presentation of participant company in Part 1 
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 秋田県の地域活性化のために東アジア調査研究セン

ター（CEAR）では、どんな貢献ができるのか。日々

の研究活動のなかで、遠く離れた海外で活躍する本県

出身者の方々と連絡を取るように努めている。彼らの

活動と生活体験の中に、新しい地域づくりのヒントが

あるかもしれないと考えるからである。 

自分の故郷を冷静に見つめるためには、住み慣れた

地を離れてみることが大切だ。そこで初めて故郷のす

ばらしさと欠点が認識できる。比較の視点は国際関係

論、とりわけ地域研究でも必要な要素だ。対象が外国

であれば、相違点は一層明瞭になる。 

 そんなわけで海外にある秋田県人会の活動ぶりを探

ってみた。すべて調べたわけではないが、ニューヨー

ク（米国）と北京(中国)の県人会が活発であることが

分かった。ロンドン、パリ、シンガポールなどの県人

会は“休眠状態”か、存在しないようだ。 

 ニューヨークでは「秋田ゆかりの会」（http://ascc. 

blog55.fc2.com/）が活躍している。会長の山本正俊さ

ん（59）（鹿角郡小坂町出身）はマンハッタン地区

で不動産会社を経営している。在米歴 34 年という超

ベテランで、中心メンバー４０人余りで、06 年から

毎年 5 月と 11 月に日系人会事務局のホールなどを

利用して、日本酒の利き酒会を開催している。毎回

120 人余りが訪れる盛況ぶりだ。秋田産の日本酒を

中心に、「稲庭うどん」や「きりたんぽ」などを取り

寄せ、現地在留邦人や米国人に楽しんでもらってい

る。山本さんは県内の飲食店経営者にニューヨークで

の出店を呼びかけたことがある。根強い日本酒・日本

食ブームは本県物産の売り込みの商機でもある。ビジ

ネスだけでなく様々な秋田県関連の文化活動でも、山

本さんを中心とした NY 在住の本県出身者と連携する

ことは可能だ。“Akita in USA”で何ができるかを

模索するのも楽しいではないか。 

 北京にも秋田県人会が存在し、リーダー格の一人で

ある鈴木さなえさん（能代市出身）が中国語の通訳と

して知事や副知事の訪中に際して活躍しているほか、

県内の酒造メーカーから日本酒のほか樺細工など工芸

品を輸入して、秋田産品の普及・売り込みに努めてい

る。尖閣問題で日中関係が最悪の状態に陥っているな

か、貴重な地域間協力でもある。 

 新潟県の地元紙『新潟日報』は２０１０年から、世

界各地の新潟県人会をベースに同県出身者の活躍ぶり

を月１回、「グローバルにいがた」面で報道してい 

る。＜海外交流拠点＞と名付けた都市は、ニューヨー

ク、サンパウロ（ブラジル）、上海、パリと拡大し

た。５月にはニューヨークに自社記者を常駐させる力

の入れようだ。ネットの普及で世界どこからでも原稿

や写真を送信できるＩＴ時代ならではのネットワーク

作りである。海外で県出身者が活躍しているニュース

は、様々な波及効果を生み出すに相違ない。まずは、

人とのつながり、そこから新たな発想ときっかけを掴

みたいものである。 

 

 

 
<Summary> 
  At CEAR, we are trying to revitalize Akita prefecture's 
local economy and society. I am currently making a special 
effort to connect with Akita natives living overseas. This is 
because I believe that the experiences of living and working 
abroad will enable them to make an objective analysis of 
Akita, and provide important ideas for the rebuilding and 
redesigning of Akita Prefecture.  
   I researched on overseas Akita associations, and found 
that they are active in New York and Beijing. 
  In New York, the “Akita Roots Association” organizes 
Sake tasting events twice a year. The Japanese food boom is 
a good opportunity to promote Akita products. It is possible 
to cooperate with Akita people there, not only for business 
but also for cultural exchange. 
  In Beijing, one of the leaders of the Akita Association, 
Ms. Sanae Suzuki, imports and promotes Akita products to 
China. The business represents a valuable regional 
cooperation under the difficult Sino-Japanese relationship 
caused by the Senkaku Islands dispute. 
  A local newspaper “Niigata Nippo” reports the overseas 
activities of the people who are originally from Niigata once a 
month. Such news could be highly influential. Connections 
between people come first, to be followed by new ideas and 
opportunities. 

濱本良一教授・副センター長 

 名古屋市出身。東京外国語大学中国語科卒。読売新聞論説委員

（2008）、米 UC バークレー校ジャーナリズム大学院講師

（2007）、中国総局長（北京）、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 Ryoichi Hamamoto 

 Born in Nagoya, Aichi Prefecture 

 B.A., Contemporary China Studies, Tokyo University of Foreign Studies. 

Former Editorial Writer, former General China Bureau Chief in Beijing 

of Yomiuri Shimbun; and former Lecturer of Graduate School of 

Journalism, UC Berkeley. Professor, CEAR, AIU (2012- ) 

 Get connected with Overseas Akita Association by Professor Hamamoto 海外の県人会ともつながろう（濱本良一教授） 

Column＞ ＜コラム 

（（（（NYNYNYNY でででで 12121212 年年年年 11111111 月月月月にににに開催開催開催開催されたされたされたされた利利利利きききき酒大会酒大会酒大会酒大会のののの模様模様模様模様＝＝＝＝山本正俊山本正俊山本正俊山本正俊ささささ

んんんん提供提供提供提供））））    
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 秋田県インドネシア・ベトナム経済交流ミッション

（５月１１～１８日）に参加しました。佐竹知事以下

総勢５０名以上のミッションで、インドネシアではジ

ャカルタ、ベトナムではハノイをそれぞれ訪れまし

た。２０１２年の日本からのインドネシア向け海外直

接投資額は、シンガポールに次いで第２位、ベトナム

向け同投資額は第１位と注目されています。 

 最初の訪問地ジャカルタでは、市内のホテルで佐竹

知事自らトップセールスのセミナーを開催し、四季を

通じた秋田県の魅力をアピールしました。ヒト・カネ

の集まる所、需要のある所に自らの足で出向き、自ら

の目で見て、市場と向き合うのは海外販路の開拓では

重要なことです。英 BBC 放送の調査では、 インドネ

シア人の日本に対する好感度は 77%に達し、日本製

品に対する信頼度は極めて高いのです。 

たとえば同国内市場での日本車のシェア―は９６ 

%、二輪車にいたっては９９・８%と、インドネシア

商工会議所の担当者は微笑みながら説明していまし

た。県内企業と現地企業とのビジネスマッチングで

は、エネルギー関連、自動車部品・電子部品などの分

野が有望視されています。食品分野では「おはよう納

豆」のブランドで知られる㈱ヤマダフーズ（仙北郡三

郷町）が積極的に市場調査を行っていました。 

 次の訪問国ベトナム・ハノイは若い街です。ベトナ

ムの総人口は約９０００万人、平均年齢は２８・２歳

です。両親と一緒に二輪バイクに乗って通学する子供

たちの姿には、この国の活気を感じました。ヴィンホ

ック省人民委員会フン委員長との会談は印象的でし

た。若いエネルギッシュな委員長で、企業誘致・都市

計画などアイディアマンでもあります。私は昨年、秋

田訪問時に会っており、抱き合って再会を喜びまし

た。現地のタンロン２工業団地では本年 10 月に完工

を予定している秋田精工㈱（由利本荘市）の工場建設

現場を視察し、県内企業の海外進出への力強い熱意を

感じました。 

 今回訪問した両国とも大変な親日国であり、日系企

業の市場拡大が期待されます。現地のビジネスマンと

歓談をした際に、秋田の人々の誠実さに親しみを感じ

るとの発言がありました。海外ビジネスには「３Ｓ」

が大事であると言われます。SINCERITY(誠実)、

SPEED(スピード)、そして SMILE（笑顔）です。 

東アジア調査研究センターは秋田県への貢献度を高 

めるため、ジェトロ秋田と共同で「攻める秋田企業応

援プロジェクト」を実施しています。秋田版「グロー

カリゼ―ション」（グローバリゼ―ション＋ローカリ

ゼーション）を目指して、私のタイ駐在時代の事業投

資及び現地会社経営の経験が少しでも役に立てば、と

考えています。 

 

 
 

<Summary> 

  I participated in the Akita Indonesia Vietnam 

economic exchange mission for one week from May 11. 

Governor Satake served as the head of the delegation and 

50 or more members joined. 

  In the Indonesian market, the Japanese automobile 

share is 96%, with motorbikes at 99.8%. With regard to 

business matching between Akita and Indonesian 

enterprises, energy concerns, automobile parts and 

electronic parts have the potential for growth. 

  Hanoi in Vietnam was our next visit. The meeting 

with the Chairman of Vinhphuc province people’s 

committee, Mr. Hung was very impressive. He 

enthusiastically welcomes business investment. 

  I understand that【3S】is required for overseas 

business operations. This refers to 【 Sincerity 】 ,

【Speed】,【Smile】. I would like to promote Akita’s 

Glocalization (Globalization + Localization), and build on 

my business experience in global investment and 

management in Thailand. 

柴田澄雄特任教授 

 福島県会津坂下町出身。経済学士（早稲田大学政治経済学

部）。三菱商事入社（1973）、韓国・サウジアラビア・タイ海

外駐在（1973-2007）、三菱商事インシュアランス㈱取締役

（2007-2011）、2012 年 1 月より現職。 

Select Professor Sumio Shibata 

From Aizubange town, Fukushima Prefecture 

B.A., Economics, Waseda University. Joined Mitsubishi Corporation 

(1973); served in Korea, Saudi Arabia, and Thailand (1973-2007); 

Director Executive Officer of Mitsubishi Corporation Insurance Co., Ltd 

(2007-11). Select Professor, CEAR, AIU (2012- ) 

 

ジャカルタそごうジャカルタそごうジャカルタそごうジャカルタそごう果物売果物売果物売果物売りりりり場視察場視察場視察場視察    

 “３S”の重要性を再認識したインドネシア・ベトナムへの経済交流ミッション（柴田特任教授） 

Recognizing “3S” through the Indonesia Vietnam Economic Exchange Mission by Select Professor Shibata 

Column＞ ＜コラム 
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