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CEAR (Center for East Asia Research, Akita International University)

＜お知らせ Information ＞

秋田銀行と北都銀行の寄附により ,

公開セミナー「東南アジアの今」を開催します

Open Lecture Series "South East Asia Now"

with the sponsorship of Akita Bank and Hokuto Bank,
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　平成 26 年度の公開セミナー「東南アジアの今」の

第５回、第６回、第７回を開催します。

○第５回＜ 10 月 7 日（火）18:00 ～ 19:30 ＞

　テーマ：「商社から見た ASEAN」

　講　師：中原 秀人

　　　　　三菱商事㈱代表取締役副社長執行役員

○第６回＜ 11 月 11 日（火）18:00 ～ 19:30 ＞

　テーマ：「クールジャパン戦略のフロントランナーとしての『國酒』」

　講　師：佐藤 宣之

　　　　　名古屋大学大学院経済学研究科教授

○第７回＜ 12 月 2 日（火）18:00 ～ 19:30 ＞

　テーマ：「経済大国インドネシアの展望 - ジョコウィ新政権の課題 -」

　講　師：佐藤 百合

　　　　　JETRO アジア経済研究所地域研究センター

　　　　　上席主任調査研究員

　会場はいずれもカレッジプラザ（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。

　　CEAR will offer the  5th, 6th and 7th lectures
of the Public Lecture Series "South East Asia Now."

#5 <18:00-19:30, Tuesday, October 7th>
 -Theme: "ASEAN from a Sogo Shosha's Perspective"

-Speaker: Mr. Hideto Nakamura
                  Executive Vice President, Mitsubishi Corporation

#6 <18:00-19:30, Tuesday, November 11th>
 -Theme: "Sake: the Front Runner of Cool Japan Strategy"

-Speaker: Professor Nobuyuki Sato
                  Graduate School of Economics, Nagoya University

#7 <18:00-19:30, Tuesday, December 2nd>
 -Theme: "Prospects for Indonesia as a Economic Power:

                  Challenges for New President Jokowi"
-Speaker: Ms. Yuri Sato

                  Chief Senior Researcher, Area Studies Center,
                  Institute of Developing Economies, JETRO

　　These lectures will be held at College Plaza (Nakadori, 
Akita City). To join the lecture, please resister by telephone, 

facsimile, or e-mail to CEAR beforehand.

国際教養大学国際シンポジウム

「日本海を越える情熱 ：秋田と延辺とプリモーリェの

友情と協力」 １１月２９日 （土） 14:00 ～ 16:00

会場 ：国際教養大学多目的ホール

後援 ：秋田商工会議所、 秋田県、 秋田市

AIU International Symposium 
"Passion Across the Sea of Japan: Friendship and 
Cooperation of Akita, Yeonbyeon and Primorye"

on Nov. 29, 14:00-16:00, at AIU Multi-Purpose Hall 
with Support of Akita Chamber of Commerce,  Akita 

Prefecture and Akita City Office
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TOYODA Tetsuya
Diepty Director & Associate Professor, CEAR since April 2014
DEA en droit international, Université de Paris II Panthéon-Assas
Ministry of Foreign Affairs (1994-2000), COE Project Researcher 
at the University of Tokyo (2006-07).

豊田哲也
CEAR センター副センター長・准教授
学歴／パリ第二大学 DEA（修士相当）
略歴／外務省（1994-2000）、 東京大学 COE プログラ
ム特任研究員（2006-2007）、2014 年 4 月より現職。

　　Five months passed since I assumed the deputy-
directorship of the Center for East Asia Research. I have 
been trying to enhance the research functions of the Center 
as an organ within a university while further strengthening 
the its cooperation with local governments and business. 
　　It is the advantage of being in an academic institution 
that the Center can assume the role of a nodal point 
between the university and local communities. Since 
AIU has many regular students with globalized spirit and 
competences as well as many exchange students coming 
from overseas, the Center can greatly improve the learning 
experience of regular and exchange students and contribute 
to Akita’s globalization simply by introducing them to the 
local communities of Akita. In taking asset from the glocal 
(global and local) character of AIU, it can be an important 
strength of the Center that its professors have two caps, 
teaching students on the one hand and working with Akita’s 
local governments and business on the other.
　　In addition, the Center is currently promoting research 
cooperation with the Far Eastern Federal University 
(FEFU) at Vladivostok, Russia and Universiti Teknologi 
Malaysia (UTM) at Johor Bahru, which should produce 
synergy effects with educational cooperation with those 
universities. I myself was in Johor Bahru in August for 
research cooperation with UTM and will be in Vladivostok 
in October for guest lectures at FEFU. The Center should 
contribute to Akita with its international network while 
acquiring an international reputation with its contribution 
to local communities.
　　Please look forward to further activities of the Center 
as the nodal point between AIU and local governments/
business and between Akita and the international 
community!

　東アジア調査研究センターの副センター長に就任してか

ら５か月が経ちました。最初の２年間に当センターが秋田

の自治体や企業と築いてきた協力関係を更に強化しつつ、

大学内に設置された調査研究機関としての機能を強化すべ

く取り組んで参りました。

　当センターが大学内に設置されているメリットは、大学

と地域を結ぶ連結点としての役割を担うことができる点に

あります。国際教養大学は国際的な視野を持つ多くの正規

学生を抱えているのみならず、常に多くの留学生も擁して

おり、彼らを地元秋田に結び付けることで、学生の学修体

験を豊かなものにしつつ、秋田の地域の国際化に貢献する

ことができます。国際教養大学のグローカル（グローバル

かつローカル）な特長を生かす上で、当センターの教員が

一方で学生を講義で指導しながら、他方で秋田の自治体や

企業と協力事業を展開していることが強みとなります。

　また、当センターはロシア（ウラジオストク）の極東連

邦大学やマレーシア（ジョホールバル）のマレーシア工科

大学と研究面での協力を進めていますが、それを教育面で

の協力と並行して進めることで大きな相乗効果を生み出す

ことが可能になります。私自身も８月にはジョホールバ

ルに出張してマレーシア工科大学との共同研究に取組み、

１０月にはウラジオストクに出張して極東連邦大学で出張

講義を行います。当センターは国際的なネットワークを持

つことで地元秋田に貢献し、地元秋田とのつながりを持つ

ことで国際的に評価される存在となることができます。

　大学と自治体・企業をつなぎ、秋田と世界をつなぐ当セ

ンターの更なる活動にご期待願います。

＜行事報告 Event Report ＞

学内特別講座・公開セミナー第 2・3・４回 Public Lecture Series “South East Asia Now" 

　７月８日（火）、寄附講座「東アジアの今」第２回

が開催され、学内特別講座では「Japan's Economic 

Umbrella to ASEAN」、公開セミナーでは「ＡＳＥＡＮ

への日本の『経済の傘』」をテーマに、京都大学公共政策

大学院の佐伯英隆特別教授が講演を行いました。

　７月 23 日（水）、同じく第 3 回が開催され、学内特

別講座では「Emerging Economy of Myanmar」、公開

セミナーでは「沸き立つミャンマーの経済」をテーマに、

JETRO ミャンマー事務所の初代所長を務めた荒木義宏氏

が講演を行いました。

　9 月 9 日（火）、同じく第４回が開催され、学内特

別 講 座 で は「ASEAN Auto Industry Development 

Promoted by the Market Integration」、公開セミナー

では「ＡＳＥＡＮの市場統合と発展する自動車産業」をテー

マに、元トヨタ自動車専務取締役の長谷川康司氏が講演を

行いました。

　　On Tuesday, July 8, as the second lecture of the “South 
East Asia Now" Lecture Series, Professor Hidetaka Saeki of 
Kyoto University School of Government discussed "Japan's 
Economic Umbrella to ASEAN." 
　　On Wednesday, July 23, as the third lecture of the 
Series, Mr. Yoshihiro Araki, the founding Managing Director 
of the JETRO Yangon Office, discussed "Emerging Economy 
of Myanmar, Recent Condition and Issues for the Future". 
　　On Tuesday, September 9, as the fourth lecture of the 
Series, Mr. Koji Hasegawa, Former Senior Managing 
Director of Toyota Motor Corporation and Former Chairman 
CEO of Tokyo Metropolitan Expressway Co., Ltd., discussed 
"ASEAN Auto Industry Development Promoted by the 
Market Integration."

＜コラム Column ＞

豊田副センター長より  by Deputy Director Prof. Toyoda


