
IASRC/AIU Newsletter - No. 2 (October 2015)                  page 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

< 研究プロジェクトについて Research Projects> 
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(1)「美酒王国秋田」出版記念シンポジウム・

秋田の『酒物語』：美酒王国の対外戦略 

 

 10月 3日、アジア地域研究連携機構は、秋田

県酒造組合と共催により、秋田の酒蔵のブラン

ド力を高め対外戦略を議論するシンポジウムを

国際教養大学コベルコ・ホール（旧レクチャー

・ホール）で開催した。このシンポジウムは機

構の地域貢献プロジェクトの一環としてその編

集・制作に関与してきた秋田の 35の酒蔵を紹介

する「美酒王国秋田」（注）日本語版の出版記

念でもあった。 

 講師として秋田県酒造組合・小玉真一郎会長

が「秋田県産清酒の現況と今後」、（株）日本

経済研究所の佐藤淳上席研究主幹が「新たな発

展期を迎える清酒産業」、トラベルデザイン

（株）の須崎裕社長が「Local to World～地域

主導のインバウンド観光～」と題して講演し

た。名古屋大学のニコラ・ボーメール准教授は

「日本酒を他の食文化の国々で広める」と題し

てパワーポイントスライドでの参加となった。 

 パネルディスカッションには 3名の講師と

「美酒王国秋田」編集委員が参加し、秋田の酒

蔵の対外戦略について討論した。「秋田らし

さ」、「地域性」の強調のあり方、行政の六次

産業支援や一部の海外展開から距離を置かれて

いる日本酒の実情、クルーズ観光と酒蔵ツーリ

ズムの結びつき等幅広く討論された。 

 アジア地域研究連携機構は、「美酒王国秋

田」日本語版をベースに英語版を年度内に制作

する予定。               （文責 竹村 豊） 

 

（注）『美酒王国秋田』無明舎出版 

   ISBN978-4-89544-596-2 

 

(1) Symposium “Akita Sake Stories”  

: External Strategy of  “Akita Fine Sake Land”  

 

On October 3, 2015, Institute for Asian Studies and 

Regional Collaboration (IASRC) hosted a symposium 

with “Akita Sake Brewers Association” at Kobelco 

Hall in order to discuss the external strategy for Sake 

breweries of Akita to raise their brand value. This 

symposium was also organized commemorating the 

publication of the book called “Akita Fine Sake Land”, 

for which IASRC was involved in making and editing 

this book.  

We had four lecturers giving oral presentations: Mr 

Shinichiro Kodama, Chair of the Akita Sake Brewers 

Association; Mr Jun Sato, Senior Principal Researcher 

of Japan Economic Research Institute Inc.; Mr Hiroshi 

Susaki, President of Travel Design Corp. And Dr. 

Nicola Baumert, Associate Professor of Nagoya 

University also gave a presentation by PPT slides.  

After them, a panel discussion with a theme-“External 

Strategy of Akita  Fine Sake Land” was held among the 

lecturers and the members of  editing committee of the 

book, and discussed on the various problems as below: 

“Akitaness”, focusing method of Locality, 

governmental finance support and present situation of 

Sake Market in abroad, connection between cruise tour 

and Sake brewery tourism.  

IASRC is planning to publish an English version of  

“Akita Sake Breweries and Their Stories”.  

(Yutaka Takemura)  

Remarks:  

“Akita Fine Sake Land” eds. Editing Committee 

published by Mumyosha, Akita. 
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(2) 介護人材研究プロジェクト 

秋田県における外国人看護・介護人材受入れの

可能性や、受け入れる場合に必要な受入れ態勢

について調査研究を行う学内連携プロジェクト

はこの秋と冬、2年目の活動に本格的に取り組

む。特に、県内の介護施設に対する訪問・聞き

取りによる実態調査、意識調査を行うととも

に、外国人材受入れについて、多角的な視点か

らの研究会の開催を予定している。11月 6日に

は、このテーマに関する一線の研究者である京

都大学の安里和晃准教授、また 12月 2日には、

東北地方を拠点に、外国人材受入れを事業とし

て展開されている押谷祐子氏を講師にお招きす

る予定である。会場や日時、参加方法は機構の

ウェブサイトに掲載する。なお、昨年度の研究

報告書の概要を当機構の研究紀要（第 2号）に

掲載するので、当プロジェクトの活動内容にご

関心のある方はそちらも参照してほしい。 

（文責 秋葉丈志） 
 
 

(3) 遺産観光研究プロジェクト 

秋田県内に所在する考古遺跡、歴史的建造物、

無形文化財などの文化遺産を、持続的な観光資

源として有効活用するための方策について今年

度から調査研究を実施している。今年度は国指

定史跡秋田城跡（秋田市）と同伊勢堂岱遺跡

（北秋田市）に主眼を置き、特に秋田市におい

ては文化観光に関するアンケート調査を実施す

る等、データの蓄積と分析を行った。これらの

成果については、『秋田魁新報』8 月 7 日朝刊

に「秋田への提言」の一つとして執筆した他、

当機構の研究紀要（第 1・2 号）に発表した。 

また本プロジェクトの一環として、SNS やブロ

グを活用した秋田県内の様々な文化遺産を、日

本を訪れる観光客が多いいくつかの国に向けて

発信する取り組みを始めたところである。更に

研究成果のアウトリーチ活動の一環として、

（株）コアネット教育総合研究所と連携した

PBL 型講義を、歴史的建造物群を有する角館町

において実施した。   （文責 根岸 洋） 

(2) Foreign Health Care Workers Project 

This project explores the potentials of accepting 

foreign health care workers in Akita, and the needed 

support system were this to take place.  During fall 

and winter, we will conduct the core activities 

planned for this academic year.  In particular, we 

plan to visit and interview health care facilities in 

Akita in order to gauge the interest / preparedness of 

local facilities to the idea of foreign workers.  We 

will also hold a series of workshops to explore this 

issue from diverse perspectives.  On Nov. 6, we are 

inviting Prof. Wako Asato of Kyoto University, who 

is a leading researcher in this field.  Also on Dec. 2, 

we are inviting Ms. Yuko Oshitani, who is versed in 

the recruitment and management of foreign trainees 

as an academic and as an entrepreneur.  We will also 

publish a condensed version of the 2014 annual 

report of the project in the upcoming volume of the 

Journal of IASRC.                             (Takeshi Akiba) 

 
 

(3) Cultural Heritage Tourism Project 

This project is started from this fiscal year and 

explores the potential to promote effective use of 

cultural heritages in Akita prefecture (e.g. 

archaeological sites; historical buildings and 

intangible relics) as sustainable tourism resources. 

We focuses on two archaeological sites: Akita Fort 

Ruins located on Akita city and Isedoutai site in Kita-

akita city.  In particular, we are now collecting and 

analyzing basic information on cultural tourism in 

Akita prefecture based on the survey by 

questionnaire in summer season.  We published these 

achievements in local newspaper (Sakigake Shinpo) 

and Journal of IASRC in 2015. Furthermore, a new 

project on tourism marketing project by utilizing 

SNS and blog has been just started, aiming to 

transmit the tourism information in Akita prefecture 

to several foreign countries.  As an outreach activity 

of this research project, we undertook a fieldwork 

based on Project Based Learning (PBL) method in 

Kakunodate town, which had historical buildings, by 

collaborating  with Corenet Education Laboratory.                    

(Yo Negishi)  
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(2) 中嶋記念図書館への展示協力 

本学中嶋記念図書館で 7-8月に開催された

「グローバルな視点から見た秋田の文化遺

産」展に対して、本機構は秋田県を含めた４

道県教育委員会と連携して、世界文化遺産を

目指す「北海道・北東北の縄文遺跡群」に関

する展示協力を行った。（文責・根岸 洋） 

(2) Contribution to Exhibition at Nakajima Library  

IASRC contributed to a special exhibition “Akita 

Heritage by Global Perspectives” which was held in 

Nakajima Library during July-August. By collaborating 

four prefectures including Akita prefecture, IASRC 

provided several documents and materials on Jomon 

Archaeological sites in Hokkaido and Northern Tohoku 

Region.                                                    (Yo Negishi) 

 

 

(1)日本貿易振興機構（JETRO）との連結協定

締結について 

 9月 2日（水）、日本貿易振興機構

（JETRO）石毛理事長が本学を訪れ、同機構と

国際 教養大学との包括的連携協定が締結され

ました。この協定に基づき、国際教養大学の 

学生が JETROの国内外の事務所でインターン

をするなどの活動を予定しています。ま た、

海外から国際教養大に来ている留学生に対

し、日本の中小企業についての情報を 発信

し、海外人材を必要とする日本企業との橋渡

しを行うことも予定しています。ま た、今後

は JETRO職員を国際教養大学に客員研究員と

して受け入れ、地域経済のグ ローバル化を目

指す調査・研究などを行ってもらうことも検

討しています。こうした 活動をアジア地域研

究連携機構が中心となって進めていきます。             

                       （文責・豊田哲也）  

 

 

 

(1) Conclusion of the Comprehensive Partnership 

Agreement between AIU and JETRO (Japan 

External Trade Organization) 

 

On Wednesday, September 2, Mr. Ishige, Chairperson 

of Japan External Trade Organization (JETRO), visited 

AIU for conclusion of the Comprehensive Partnership 

Agreement between AIU and JETRO. By virtue of the 

Agreement, AIU students will have, among other 

things, internship opportunities at JETRO's offices in 

and out of Japan, international students studying at AIU 

will receive information on Japanese SMEs, which 

makes JETRO a bridge between human resources 

overseas and Japanese companies. It is also planned to 

have JETRO's staff members at AIU as guest 

researchers studying on the globalization of regional 

economies. On AIU's side IASRC will be at the center 

of the collaboration with JETRO. 

                                                                (Tetsuya Toyoda) 
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 (3) JR東日本寄付講座の実施について 

本機構では東日本旅客鉄道株式会社の寄附の

もと、「文化遺産論」を開講しました。本県

の有する豊富な文化遺産を活用して、年間を

通じた誘客を促進するための具体案を議論し

ながら考え、提案することを目標とします。

フィールドワークの対象とする文化遺産は、

いずれも 2016年度に新しい展示施設のオープ

ンが予定されており、これから施設環境作り

が始まる２箇所を主体とします。来年度以降

も継続する予定です。（文責・根岸 洋）  

(3) Donated Course “Cultural Heritage Studies” 

by JR EAST 

IASRC offers a donated course called Cultural 

Heritage Studies by JR East. This course aims to 

propose a promotional method of tourism in Akita 

prefecture by utilizing fruitful cultural heritages in 

this region.  Fieldworks will be undertaken in 

heritages in Akita city and Kita-akita city, both of 

which has newly-built museum from 2016 FY. We 

are planning to continue this course under the 

partnership between JR-EAST and IASRC.   

                                                               (Yo Negishi) 
 

 
 

(4) Souvenirs development project of Akita city. 

Following the last year, at the request of "product 

development using the local ingredients" that is the 

part of the sixth industrialization project of Akita 

City, 10 AIU students develop original souvenirs 

which can be the specialty of the city. Through the 

research of local farm products and visiting various 

manufactures, students decided to challenge in three 

different souvenirs cooperating with three 

manufactures in the city. Towards the next March, 

the students will have meetings and making trials 

with the manufactures repeatedly, they aim to 

develop the products more attractively by using the 

data of tasting the questionnaire at the campus 

festival. Simultaneously with the product 

development, the package design is also scheduled to 

be designed in collaboration with professor Kon, 

Akita university of Art.                         (Yukiko Kon) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

(4) 秋田市お土産品開発プロジェクト  

昨年度に引き続き、秋田市の六次産業化プロ

ジェクトの一環である「地元食材を使用した

商品開発」の依頼を受け、本学の学生 10 名が

市の特産品となりうる土産品の開発を行いま

す。地元農産物の調査や様々な製造業者の訪

問を経て、今年度は市内にある業者 3 社の御

協力のもとジャンルの異なる 3 商品に挑戦す

ることとなりました。来年 3 月の販売開始に

向けて、学生は企業との打ち合わせや試作を

重ねていくほか、学園祭来場者への試食アン

ケート結果も活かしながら、より魅力的な商

品の開発を目指します。また商品開発と同時

並行で、パッケージデザインについても秋田

公立美術大学の孔准教授と共同で製作してい

く予定です。    （文責 金 由貴子） 
 

 
 

 


