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<公開講座のお知らせ         Forthcoming Public Lectures > 
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秋田銀行と北都銀行の寄附により、                Public Lectures on “South East Asia Now” will be held 

公開講座「東南アジアの今」を開催します。  with the sponsorship of Akita Bank and Hokuto Bank. 

第８回 ２月２１日（土）１４：００～１５：３０ 

演題  「カンボジアの経済、貿易、投資環境と  

進出日系企業」  

講師   道法清隆 日本貿易振興機構（JETRO）  

進出企業支援・知的財産部海外投資課課長 

代理、前ＪＥＴＲＯプノンペン事務所長  
 

第９回 ３月１４日（土）１３：３０～１５：３０  

演題  「東南アジアのイスラーム：  

２１世紀市民社会からのアプローチ」  

講師  中村光男千葉大学名誉教授  

ハーバード大学中東研究所フルブライト  

上級客員研究員、オーストラリア国立大学  

大学院客員研究員、国際協力銀行シニア・ 

リサーチ・アドバイザー等を歴任  
 

最終回 ３月２８日（土）１４：００～１５：３０ 

演題 「ＡＳＥＡＮの経済発展と、これからの 

 秋田、東北 –『東南アジアは今』シリーズ 

 総括討論」 

討論者 梅原克彦 当センター教授 

 柴田澄雄 当センター特任教授 

司会 竹村豊当センター特任教授 
 

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。 

 

３年間にわたり開催されてきた連続講座は、３月を

もって終了となります。寛大なる寄附をもってその

実現を可能としてくださった秋田銀行と北都銀行の

関係者の皆様にあらためて謝意を表します。また、

毎回の講座に足を運んでくださった市民の皆様にも

感謝申し上げます。来年度からは形を変えての公開

講座を予定しています。引き続き当センターの公開

講座をよろしくお願いいたします。 

 #8 < Saturday, 21 February 2015, 14:00-15:30>>  

“Economy, Trade and Investment Environment in 

Cambodia”  

by Mr. Kiyotaka Doho, Deputy Director for Overseas 

Investment at the Overseas Business Support Department, 

JETRO; former JETRO Phnom Penh Office Representative  

 
#9 <Saturday, 14 March 2015, 13:30-15:30>  

“Islam in Southeast Asia – Approaches from ’Civil Society’ 

in the 21st Century”  

by Dr. Mitsuo Nakamura, Professor Emeritus of Chiba 

University, former senior research advisor for the Japan 

Bank for International Cooperation, former visiting 

Fulbright senior research fellow at Harvard University, 

former visiting fellow at the Australian National University  

 
 

#10 (final) <Saturday, 28 March 2015, 14:00-15:30>  

“Economic Development of ASEAN and the Future of 

Akita and Tohoku – Concluding Discussion on the 

‘ASEAN Now’ Series” 

by CEAR Profs. Katsuhiko Umehara and Sumio Shibata, 

with CEAR Prof. Yutaka Takemura as moderator 
   
 

These lectures will be held at College Plaza (Nakadori, 

Akita City). To join the lecture, it is kindly requested 

to give us a notice in advance by telephone, facsimile, 

or e-mail. 

 
The public lectures in series held for three years come to 

a provisional end in March 2015. We would like to 

express once again our sincere gratitude to Akita Bank 

and Hokuto Bank for the generous funding without 

which these lectures could not come to day. We would 

like to thank also the citizens who joined us and ask for 

further support for our public lectures, which should be 

continued with a renewed format.  
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< シンポジウム報告                 Symposium Report  > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< コラム                        Column > 

国際シンポジウム        International Symposium 

「日本海を越える情熱」を             “Passion Across the Sea of Japan” 

１１月２９日に開催しました。                         was held on November 29.  

豊田哲也           Tetsuya  Toyoda 

ＣＥＡＲ副センター長      Deputy Director of AIU-CEAR 

１１月２９日（土）、国際教養大学にて、

秋田と延邊（えんぺん）とプリモーリエの

３地域の経済交流の一環として、国際シン

ポジウム「日本海を越える情熱： 秋田と

延邊とプリモーリエの友情と協力」が開催

されました。ロシア連邦沿海地方商工会議

所のボリス・ストゥプニツキー代表、延邊

朝鮮族自治州人民政府の朱哲峰（ジュウ・

ジエファング）副秘書長、秋田商工会議所

の三浦廣巳会頭の来賓挨拶の後、極東連邦

大学のセヴァスティアノフ教授が「延邊＝

プリモーリエ間の協力と秋田の関与の可能

性」、東洋大学の梁春香教授が「地域連携

と観光振興」、環日本海経済研究所の辻久

子名誉研究員が「秋田～プリモーリエ～延

辺を繋ぐ物流」というテーマで報告を行

い、さらに会場の参加者らとともに３地域

の協力の可能性について熱い議論を交わし

ました。 

On Saturday, November 29, we held an international 

symposium titled “Passion across the Sea of Japan: 

Friendship and Cooperation of Akita, Yanbian and 

Primorye" as part of trilateral economic cooperation events 

of Akita (Japan), Yanbian (China) and Primorye (Russia). 

After the speeches by Mr. Boris Stupnitskiy, chairperson of 

the Primorye Chamber of Commerce and Industry, Mr. 

Zhu Jiefeng, vice-secretary-general of the Government of 

the Yanbian Korean Autonomous Prefecture, and Mr. 

Miura Hiroki, Chairperson of the Akita Chamber of 

Commerce and Industry, three panelists, Prof. Sergei 

Sevastianov of the Far Eastern Federal University, Prof. 

Liang Chunxiang of Toyo University, and Ms. Tsuji of the 

Economic Research Institute for Northeast Asia, made brief 

but illuminating presentations to explore the possibilities of 

cooperation among the peoples of the three regions, after 

which they had enthusiastic discussion with the audience 

on how to enhance cross-border cooperation among the 

three regions which are tied by geography and history. 

 

２０１１年１月に当センターが設立されて

から３年が経とうとしています。国際教養

大学の強みは、グローバルな教育・研究の

ネットワークと日英バイリンガルの環境で

力を発揮できる学生・教員・職員を擁する

ことにあり、それを生かし、当センターは

世界と日本と地域をつなぐ連結点としての

役割を果たすべく活動してきました。 

 ４年目となる２０１５年には、国内外の

企業・行政・教育研究機関からの短期での

研究・研修プログラムの立ち上げを図って

いきます。スーパーグローバル大学指定を

受けて更なる変革を遂げつつある国際教養

大学の中にあって、当センターも更なる進

化を目指していきます。 

 グローバル社会の中に秋田の経済と地域

社会の活路を求める当センターの試みは、

高齢化の進む日本社会に、一つの将来像を

提示することにもなります。当センターの

更なる活動にご期待願います。 

It will soon be three years since the establishment of 

this Center in January 2011. The strength of Akita 

International University lies in its global network of 

education and research and the corpus of students, 

faculty and staff members capable of working in the 

English-Japanese bilingual environment. As a research 

center in such a highly globalized institution, CEAR has 

strived to serve the local community as a nodal point to 

the international community. 

    During the fourth year of its existence, CEAR should 

set up a scheme for short-term research and training 

programs for people from business, administration and 

universities in and out of Japan. As AIU is in midst of 

further reforms after the national designation as one of 

Super Global Universities, CEAR is pursuing further 

progress. 

    CEAR’s efforts to find the future of Akita’s economy 

and society in the global community is, in fact, to show 

a future model for the rapidly aging Japanese society. 

Please look forward to CEAR’s further activities. 


