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I. Introduction and Acknowledgments 

 

Since its foundation in 2004, Akita International University (AIU) has been 

attracting strongly motivated students and faculty with its liberal arts approach to 

education and a thoroughly internationalized curriculum where all regular courses 

are taught in English and every student is required to spend a year in study abroad. 

Its globalized education is all the more unique in its very rural setting, in a country 

where most high-ranked universities are located in Tokyo, Kyoto and other big cities. 

Its Japan-U.S. Project-Based Learning (PBL) program is one of many innovative 

educational enterprises implemented with the funding of the Ministry of Education, 

Sports, Science and Technology (MEXT). AIU is a beneficiary of the MEXT grant to 

implement PBL courses from FY 2012 to FY 2015. In 2015, AIU implemented four 

PBL courses respectively with Dickinson College (Pennsylvania), the University of 

California – Berkeley, Oregon State University and the University of Oregon. 

 

The University of Oregon (UO) is a public university in Eugene, Oregon. Founded in 

1876, UO has been contributing to the society and economy by providing educated 

individuals and research innovations and through commitment to local issues as 

part of educational programs. The desire to learn from the extensive experience of 

the University of Oregon in activities of local contribution pushed Tetsuya Toyoda, 

associate professor and deputy director of the AIU Institute for Asian Studies and 

Regional Collaboration, to set up a joint PBL course with the University of Oregon. 

Jeffrey Stolle, senior instructor of management at UO’s Lundquist College of 

Business, accepted the call to work with AIU, finding there a unique opportunity of 

collaboration between Oregon and Akita students. It was in September 2014 that 

the first idea of a new PBL course between the two institutions emerged. The topic 

was set: “Local Contribution of Universities in Japan and the U.S.” In less than a 

year, the idea came to fruition, when the joint course was implemented in June-July 

2015 and this report was prepared in August based on student reports submitted in July. 
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I. 序文および謝辞 

 

国際教養大学（AIU）は 2004 年の開学以来、教養教育というアプローチと完全に国際

化されたカリキュラムによって、意欲的な学生と教授陣を集めてきました。国際教養大

学のカリキュラムでは、正規科目はすべて英語で行われ、全学生が 1 年間の留学を義務

付けられています。日本では上位の大学は東京や京都をはじめとする大都市に集中して

いるため、かなりの田舎にあるという点で AIU のグローバル教育はなおのこと独特な

ものとなっています。文部科学省（MEXT）の資金援助により、多数の革新的な教育事

業が実施されていますが、その一つが本学の日米協働課題解決型プロジェクト（PBL）

科目です。AIU は MEXT の助成金を受け、2012 年度から 2015 年度まで PBL 科目を

開講しています。2015 年には、ディキンソン大学（ペンシルバニア州）、カリフォルニ

ア大学バークレー校、オレゴン州立大学、オレゴン大学とともに 4 つの PBL 科目を実

施しました。 

 

オレゴン大学（UO）は、オレゴン州ユージーンにある公立大学です。1876 年に創立さ

れた UO は、教養ある人材を輩出し、革新的な研究を行うとともに、教育プログラムの

一環として地域の問題に取り組むことによって、社会と経済に貢献してきました。AIU

アジア地域研究連携機構の副機構長を務める豊田哲也准教授は、地域貢献活動に関する

オレゴン大学の豊富な経験に学びたいとの考えから、オレゴン大学と共同で PBL 科目

を立ち上げました。UO ビジネス学部上級講師の Jeffrey Stolle は、オレゴンと秋田の

学生間の連携はまたとない機会であると考え、AIU からの協力の要請に応じました。両

校の間で PBL 科目を新設するという話が最初に持ち上がったのは 2014 年 9 月のこと

です。テーマは「日本と米国の大学における地域貢献」に決まりました。そして、それ

から 1 年もたたないうちにそれが実を結び、2015 年 6 月から 7 月にかけて共同科目が

開講されました。本報告書は、7 月に学生から提出された報告書に基づいて 8 月に作成

されました。 
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This report shares the achievements of this joint PBL course with the general public. 

It should illustrate how much undergraduate students can achieve in four weeks – 

two weeks in Oregon and two weeks in Akita – and how much they can learn there. 

The PBL approach to undergraduate education is still at the experimental stage, 

especially the international PBL courses, which are yet to be critically evaluated. 

However, it is clear for everyone involved in higher education that the lowering cost 

of international transportation and communication and the rising needs for 

international exchanges in business and all other sectors of human activities will 

facilitate and necessitate such new types of courses in higher education. This report 

will be a modest reference for everyone interested in this relatively new approach to 

higher education. It is also hoped that people in Akita and people involved in higher 

education will take some interest in reading what the UO and AIU students found 

out in this program. They are in no way professional scholars or consultants. But 

they have worked quite hard during the four weeks they were in Oregon and Akita 

that there might be some ideas that most learned experts of university-community 

partnership will find interesting in this report. 

 

The report consists of seven sections. After this introductory section, the course 

syllabus and itinerary in the 2nd section (with some editorial revisions included in 

this report) should clarify the course outline. The 3rd section is a general overview 

of the current conditions of local society and economy in Akita and Oregon and higher 

education in Japan and the U.S. The 4th section incorporates the report of the 

student teams, which looked university-community partnerships from business and 

educational perspectives and then developed recommendations, and the 5th section 

is a copy of their slides from their final presentation in Akita. The 6th section 

contains brief comments from the instructors. The final section contains descriptions 

of the instructors and student participants. 
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本報告書では、共同 PBL 科目の成果を報告します。学部生たちはオレゴンと秋田でそ

れぞれ 2 週間過ごしましたが、彼らが 4 週間でどれほど多くのことを成し得るか、そし

てそこからどれほど多くのことを学べるかを明らかにします。学部教育における PBL

のアプローチはまだ実験段階であり、特に国際的な PBL 科目については精査していく

必要があります。しかし、海外への渡航費や通信費が安くなり、ビジネスおよび人間の

その他のあらゆる活動において国際交流の必要性が高まるにつれ、高等教育においても

このような新しい科目が必要となり、推進されるであろうことは、高等教育に携わる誰

の目にも明らかです。本報告書はささやかながら、高等教育におけるこのような比較的

新しいアプローチに関心をお持ちの皆様の参考になるものと思います。また、秋田の皆

様と高等教育に携わる皆様に UO と AIU の学生たちが本科目で学んだことに少しでも

興味を持ち、目を通していただければ幸いです。彼らは決して本職の研究者でもコンサ

ルタントでもありませんが、オレゴンと秋田で過ごした 4 週間、多くの努力を払いまし

た。本報告書には、大学と地域の連携に造詣の深い専門家にも興味を持っていただける

見解もあるかも知れません。 

 

報告書は 7 章で構成されています。この序章に続く第 2 章では、シラバス（本報告書で

は編集上の理由で一部修正を加えてありいます）を掲載して科目の概要を示しています。

第 3 章では、秋田およびオレゴンの地域社会と経済を概説し、日米の高等教育の現状を

概説します。第 4 章には学生チームの報告書を掲載します。学生報告書は大学と地域の

連携をビジネスと教育の視点からとらえ、提言を行っています。第 5 章には、彼らが秋

田で最終プレゼンテーションを行った際に使用したスライドを掲載しています。第 6 章

には担当教員のコメントをまとめています。最後に第 7 章として、担当教員と受講生を

紹介します。  
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The views contained in the 4th and 5th sections are those of the participating 

students, and the rest of the report is prepared by the two instructors in charge. In 

no way does this report represent the views of Akita International University or the 

University of Oregon on what directions local contribution of universities should take. 

This report only illustrates what can be achieved in a PBL course. It should be noted 

also that the timeframe for this course was the shortest among the PBL courses 

implemented by AIU and its partner institutions. The other ones have been 

implemented in five or six weeks or even longer. If there should be any criticism on 

the quality of the students’ work, the instructors should take the blame for the time 

constraint imposed on the participating students. 

 

As mentioned earlier, this course was made possible thanks to a general grant of the 

Ministry of Education, Sports, Science and Technology. Its practical implementation 

owes much to Mss. Yuka Okura and Sakiko Kobayashi of the AIU Academic Affairs 

Office and Ms. Lori O'Hollaren, Associate Director of the University of Oregon 

Center for Asian and Pacific Studies. We are also deeply grateful to those who spoke 

with our students in meetings and student interviews:  

 

Oregon: 

 Nate Stice, Government and Community Relations Associate, UO 

 Bob Parker, Co-Director of UO Community Service Center 

 David Hauser, President, Eugene Chamber of Commerce 

 Joe Maruschak, Chief Startup Officer and Executive Director, RAIN 

 Patrick Jones, Associate Vice President, Research & Innovation, UO 

 Dana Siebert, President and CEO Chambers Communications 

 John Hull, Assistant Dean, Lundquist College of Business and Executive 

Director, Business Innovation Institute 

 Sucheta Bal, Business Development Manager—Athletic & Outdoor Industry, 

Portland Development Commission 

  



序文と謝辞 

 
9

本報告書の第４章と第 5 章に示されているのは受講生の見解です。残りの部分は 2 人

の担当教員が作成しました。本報告書は、大学による地域貢献の方向性について、いか

なる意味においても、国際教養大学またはオレゴン大学の見解を示したものではなく、

PBL 科目によって達成可能な成果を説明しているにすぎません。また、本科目が AIU

およびその提携機関が実施した PBL 科目の中で期間が最も短いものであったことにも

注意が必要です。他の PBL 科目は 5、6 週間あるいはそれよりも長い期間をかけて実

際されました。本報告書に含まれている学生報告書の品質になんら問題があるとすれば、

その責はそうした時間的な制約を課した担当教員が負わなければなりません。 

 

前述した通り、本科目は文部科学省の一般的な助成金によって実現しました。実際の開

講にあたっては、AIU 教務課教育推進プロジェクトチームの大倉祐佳リーダーと佐藤

健剛氏、オレゴン大学アジア太平洋研究センターの Lori O'Hollaren 副センター長に大

変お世話になりました。また、面会やインタビューに応じてくださった以下の方々にも

深く感謝申し上げます。  

 

オレゴン： 

 Nate Stice 氏、UO 渉外アソシエイト 

 Bob Parker 氏、UO コミュニティサービスセンター共同センター長 

 David Hauser 氏、ユージーン商工会議所長 

 Joe Maruschak 氏、地域起業促進技術革新ネットワーク(RAIN)首席起業支援員

兼エグゼクティブディレクター 

 Patrick Jones 氏、UO 研究・技術革新担当副学長補 

 Dana Siebert 氏、チャンバーズ・コミュニケーションズ社社長  

 John Hull 氏、UO ビジネス学部副学部長兼事業革新研究所エグゼクティブディ

レクター 

 Sucheta Bal 氏、ポートランド開発委員会スポーツ・アウトドア産業担当事業開

発マネージャー 
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 Ellen Schmidt-Devlin, Director, Sports Product Management, Co-Director, 

Sports Product Institute, UO 

 Steve Bence, Director Nike Global Transition Management 

 Elizabeth Brock, Footwear Developer II, Nike 

 Aaron Miller, Senior Director, Basketball and Training Footwear, Under 

Armour 

 Elysia Davis, Director Future Basketball, adidas 

 Kellie Holloway, Senior International Trade Specialist, Portland Export 

Assistance Center, US Commercial Service, US Department of Commerce 

 Skip Rung, President and Executive Director, Oregon Nanoscience and 

Microtechnologies Institute, Oregon State University 

 Jamie Floyd, co-founder of Ninkasi Brewing 

 Kari Westlund, President and CEO, Lane Country Travel 

 Natalie Inouye, Vice President of Tourism Marketing, Travel Lane County 

 Casey Whelan, IP and Legal Counsel, Fall Creek Farm & Nursery, Inc. 

 Amy Daniel, Marketing Manager, Fall Creek Farm & Nursery, Inc. 

 Glynne Walley, Assistant Professor of East Asian Languages and Literature, 

UO 

 Anne Rose Kitagawa, Chief Curator of Collections and Asian Art, Jordan 

Schnitzer Museum of Art 

 

Akita: 

 Prof. Mayumi Terano, Global Studies Program, Coordinator, Center for 

Promotion of International Liberal Arts Education 

 Prof. Yoshitaka Kumagai, Dean of International Collaboration, AIU  

 Prof. Norihiko Suzuki, President, AIU 

 Mr. Takashi Abe, Career Development Center, AIU 

 Mr. Keietsu Sato, Division of Research and Community Outreach and 

Services, AIU 
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 Ellen Schmidt-Devlin 氏、UO スポーツ用品マネージメント担当ディレクター

兼スポーツ用品研究所共同所長 

 Steve Bence 氏、ナイキ社グローバル・トランジション・マネジメント担当ディ

レクター 

 Elizabeth Brock 氏、ナイキ社フットウェア開発者クラス２ 

 Aaron Miller 氏、アンダーアーマー社バスケットボール・トレーニング・フッ

トウェア担当シニアディレクター 

 Elysia Davis 氏、アディダス社フューチャー・バスケットボール・ディレクタ

ー 

 Kellie Holloway 氏、米国商務省国際貿易局商業サービス庁ポートランド輸出支

援センター国際貿易シニアスペシャリスト 

 Skip Rung 氏、オレゴン州立大学オレゴン州ナノサイエンス・マイクロテクノ

ロジー研究所所長兼エグゼクティブディレクター 

 Jamie Floyd 氏、ニンカシ醸造社共同創設者 

 Kari Westlund 氏、トラベル・レーン・カウンティ代表兼 CEO 

 Natalie Inouye 氏、トラベル・レーン・カウンティ観光マーケティング担当副

代表 

 Casey Whelan 氏、フォール・クリーク・ファーム・アンド・ナーセリー社知的

財産および法務担当顧問 

 Amy Daniel 氏、フォール・クリーク・ファーム・アンド・ナーセリー社マーケ

ティングマネージャー 

 Glynne Walley 氏、UO 助教授（東アジアの言語と文学） 

 Anne Rose Kitagawa 氏、ジョーダン・シュニッツァー美術館収集・アジア美術

担当首席学芸員 

 

秋田： 

 寺野摩弓氏、AIU 国際教養教育推進センター・コーディネーター、グローバル・

スタディズ課程助教 

 熊谷嘉隆氏、AIU 国際連携部長、AIU アジア地域研究連携機構、教授 
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 Mr. Teruo Yonezawa, Director for General Affairs at the Hiraka Regional 

Development Office of the Akita Prefectural Government, former director for 

trade and commerce at the Akita Prefectural Government, and also former 

senior director for general affairs and planning at AIU 

 Mr. Dai Takahasi, Mayor of Yokote City 

 Mr. Kiyokazu Ishiyama, Deputy Mayor, Yokote City 

 Mr. Masayoshi Sasaki, Executive Trustee at AIU, former Director-General for 

General Affairs of the Akita prefectural government 

 Mr. Akihiro Oyama, director of Akita Office of Japan External Trade 

Organization (JETRO-Akita) 

 Mr. Yasufumi Shinde, Director for General Affairs in the Bureau for 

Agricultural Affairs and his colleagues (Mr. Tatsuo Washiya and Ms. Saori 

Matsuoka) 

 Profs. Yutaka Takemura and Yo Negishi, Institute for Asian Studies and 

Regional Collaboration, AIU 

 Prof. Yoshimitsu Taniguchi, Professor of Environmental Sociology at Akita 

Prefectural University Science and Technology Integration Center  

 Prof. Jun Hamada, Associate Professor of Education, Head of the Regional 

Cooperation Department, Akita University Center for Regional Development 

 Mr. Norio Takahashi, Director for Regional Cooperation, Akita University 

 Prof. Masahiko Agata, Global Business Program, Select Professor 

 Mr. Keisuke Ichita, Chief at the Corporate Planning Division, Hokuto Bank 

 Prof. Hiroki Uchida, coordinator of the English Village at AIU 

 Prof. Hiroya Ichikawa, director of the Global Business Program at AIU 

 Mr. Hiroshi Susaki, CEO of Travel Design 

 Mr. Masahiko Asano, Akita Chamber of Commerce and Industry 

 Prof. Jun Igarashi, Social Contribution Center, Akita University of Art 

 Mr. Junichi Hirakawa, President of Takashimizu 

 Ms. Miho Suzuki, Sales Department, Takashimizu 
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 鈴木典比古氏、AIU 理事長兼学長 
 阿部孝史氏、AIU キャリア開発センター 
 佐藤啓悦氏、AIU 研究・地域交流支援チーム 
 米沢輝夫氏、秋田県平鹿地域振興局総務企画部長、前秋田県商業貿易課長、元

AIU 事務局次長兼企画課長 
 髙橋大氏、横手市長 
 石山清和氏、横手市副市長 
 佐々木昌良氏、AIU 常務理事、元秋田県総務部長 
 大山明裕氏、日本貿易振興機構秋田貿易情報センター（ジェトロ秋田）所長 
 新出康史氏、秋田市農林部農林総務課課長 
 鷲谷達夫氏、同課６次産業担当官 
 松岡さおり氏、同課技師 
 竹村豊氏および根岸洋氏、AIU アジア地域研究連携機構特任教授および助教 
 谷口吉光氏、秋田県立大学地域連携・研究推進センター環境社会学教授 
 濱田純氏、秋田大学地域創成センター准教授 
 高橋紀夫氏、秋田大学地域創成課課長 
 縣正彦氏、グローバル・ビジネス課程特任教授 
 市田圭介氏、北都銀行経営企画部広報室室長 
 内田浩樹氏、AIU English Village コーディネーター、教授 
 市川博也氏、AIU グローバル・ビジネス課程長、教授 
 須崎裕氏、トラベルデザイン株式会社 CEO 
 浅野雅彦氏、秋田商工会議所経営支援部長  
 五十嵐潤氏、秋田公立美術大学社会貢献センター教授 
 平川順一氏、高清水社社長  
 鈴木美帆氏、同社営業部 
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II. Syllabus and Itinerary  
 
1) Syllabus for INT341 Local Contribution of Universities in Japan and the U.S. 
(with editorial adaptations for this report) 
 
Instructors: 
Jeffrey Stolle, Senior Instructor of Management, University of Oregon 
Tetsuya Toyoda, Deputy-Director of the AIU Institute for Asian Studies and Regional 
Collaboration 
 
Students:  
3 from Akita International University (AIU) and 4 from the University of Oregon 
(UO) 
 
Dates:  
June 22 to July 17, 2015 (June 22 to July 3 in Oregon and July 6 to July 17 in Akita) 
 
Background: 
The international collaborative Project-Based Learning (PBL) method is a 
comprehensive approach to learning where students participate in projects and 
practice an array of skills across academic disciplines. In this special international 
collaborative PBL course, mostly funded by Japan’s Ministry of Education, students 
from Akita International University (AIU) and the University of Oregon (UO) will 
learn and experience intellectual differences and obtain various skills which are 
often difficult to develop in the classroom. Specific study projects will be conducted 
under the general theme of “Local Contribution of Universities in Japan and the U.S.” 
Students will set up their research topics and conduct field research (interviewing 
faculty members and administrators in local universities, officials of local 
governments and other stakeholders in Akita and Oregon). 
 
In both Akita and Oregon, universities are expected to contribute to the sustainable 
development of local businesses and communities. But there are differences between 
Akita and Oregon because of the difference of challenges local businesses and 
communities face in those two regions. In Akita, universities, especially Akita 
International University, are expected to work more on international components of 
local challenges than are U.S. universities. That is because Japanese business and 
communities suffer more from language and cultural barriers than their American 
counterparts. Many Japanese universities in rural areas, including AIU, have 
institutes and research centers to support the globalization of local business 
(including the export promotion of local products) and the study of globalization of 
local communities (including the integration of immigrants in rural areas). In 
Oregon, universities are expected more to provide scientific and technical assistance 
to local communities and local businesses than in Japan. In brief, universities in 
Akita and Oregon have different social backgrounds and different expectations. This 
course is to explore the history, development, present status and future of local 
contributions of universities in Akita and Oregon. 
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II. 概要と日程 
 
1) INT341「日本と米国における大学の地域貢献」の概要 
（本報告書用に修正） 
 
担当教員： 
Jeffrey Stolle、オレゴン大学経営学上級講師（Senior Instructor of Management） 
豊田哲也、AIU アジア地域研究連携機構副機構長、准教授 
 
学生：  
国際教養大学（AIU）3 名、オレゴン大学（UO）4 名 
 
期間：  
2015 年 6 月 22 日から 2015 年 7 月 17 日（6 月 22 日から 7 月 3 日までオレゴン、7 月

6 日から 7 月 17 日まで秋田） 
 
背景： 
国際協働課題解決型プロジェクト（PBL）手法は、生徒がプロジェクトに参加し、学問

分野を超えた様々なスキルを実践する包括的な学習アプローチです。主に日本の文部科

学省の資金援助によって実現したこの特別な国際協働 PBL 科目では、国際教養大学

（AIU）とオレゴン大学（UO）の学生が知的差異を認識および経験し、教室ではなか

なか伸ばすことのできない様々なスキルを習得します。「日本と米国における大学の地

域貢献」という大きなテーマの下、特定の研究プロジェクトが実施されます。受講生は

研究テーマを決め、実地調査を行います（秋田とオレゴンで地元大学の教職員、地方自

治体の職員、その他の関係者にインタビューを行います）。 
秋田でもオレゴンでも、大学は地元企業および地域社会の持続的な発展に貢献すること

を期待されています。しかし、両地域で地元企業と地域社会が直面している問題は異な

るため、秋田とオレゴンには違いがあります。国際教養大学をはじめとする秋田の大学

は、米国の大学に比べて、地元が抱える問題の国際的な側面に取り組むことを求められ

ています。これは、日本の企業と地域社会が米国よりも言語と文化の壁に苦しんでいる

からです。AIU もそうですが、地方にある日本の大学の多くは、地元企業のグローバル

化（地元で生産された製品の輸出を含む）と地域社会のグローバル化（地方における移

民の融合を含む）に関する研究を支援するための研究機関や調査センターを設置してい

ます。一方、オレゴンでは、日本に比べて地域社会と地元企業に対する科学的および技

術的支援が期待されています。つまり、秋田とオレゴンの大学とでは、社会的背景も求

められている役割も異なるのです。本科目では、秋田とオレゴンにおける大学の地域貢

献の歴史、発展、現状、将来について探ります。 
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Prerequisites: 
Students will benefit from having a background in economics, business studies, 
political science, and/or international economic law, though none of them is required.  
 
Required reading: 
- OECD, Higher Education and Regions: Globally Competitive, Locally Engaged, 

2007 (the executive summary at http://www.oecd.org/edu/imhe/39378517.pdf); 
- Franklin, Nancy E. “The Need Is Now: University Engagement in Regional 

Economic Development.” Journal of Higher Education Outreach and Engagement 
13 (2009): 51-73; 

- Chatterton, Paul and John Goddard. " The Response of Higher Education 
Institutions to Regional Needs." European Journal of Education 35(4) (2000): 475-
496; and 

- Yonezawa, Akiyoshi. “Japan's challenge of fostering ‘global human resources’: 
Policy debates and practices.” Japan Labor Review 11 (2014): 37-52.  

 
Further references: 
- Abel, Jaison R. and Richard Deitz. “The Role of Colleges and Universities in 

Building Local Human Capital.”  Current Issues in Economics and Finance 17(6) 
(2011):  1-7. 

- Bridger, Jeffrey C. and Theodore R. Alter. “The Engaged University, Community 
Development, and Public Scholarship.” Journal of Higher Education Outreach and 
Engagement 11 (2006): 163-178. 

- DeLugan, Robin Maria, Stergios Roussos, and Geneva Skram. “Linking Academic 
and Community Guidelines for Community-Engaged Scholarship.” Journal of 
Higher Education Outreach and Engagement 18 (2014): 155-168. 

- Maurrasse, David J. “The Mission of Higher Education.” Chap. 1 in Beyond the 
Campus – How Colleges and Universities Form Partnership with the 
Communities, 11-28. New York: Routledge, 2002. 

- Mizuta, Kensuke. “Public Funding Schemes for the Higher Education Sector in 
Japan: Their Objectives and Characteristics.” Journal of Finance and 
Management in Colleges and Universities, special edition (2008): 33-82. 

- Nicotera, Nicole, Nick Cutforth, Eric Fretz, and Sheila Summers Thompson. 
“Dedication to community engagement: A higher education conundrum?” Journal 
of Community Engagement and Scholarship 4(2011): 37-49. 

- Siegel, David J. “Why Universities Join Cross-Sector Social Partnerships: Theory 
and Evidence.” Journal of Higher Education Outreach and Engagement 14 (2010): 
33-62. 
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履修要件： 
経済学、企業研究、政治学、国際経済法の経験があれば役立ちますが、いずれも必須で

はありません。  
 
必読文献： 
- OECD, Higher Education and Regions: Globally Competitive, Locally Engaged, 

2007（http://www.oecd.org/edu/imhe/39378517.pdf の要旨） 
- Franklin, Nancy E. “The Need Is Now: University Engagement in Regional 

Economic Development.” Journal of Higher Education Outreach and Engagement 
13 (2009): 51-73 

- Chatterton, Paul and John Goddard. "The Response of Higher Education 
Institutions to Regional Needs." European Journal of Education 35(4) (2000): 475-
496 

- Yonezawa, Akiyoshi. “Japan's challenge of fostering ‘global human resources’: 
Policy debates and practices.” Japan Labor Review 11 (2014): 37-52.  

 
その他の参考文献： 
- Abel, Jaison R. and Richard Deitz. “The Role of Colleges and Universities in 

Building Local Human Capital.”  Current Issues in Economics and Finance 17(6) 
(2011):  1-7. 

- Bridger, Jeffrey C. and Theodore R. Alter. “The Engaged University, Community 
Development, and Public Scholarship.” Journal of Higher Education Outreach and 
Engagement 11 (2006): 163-178. 

- DeLugan, Robin Maria, Stergios Roussos, and Geneva Skram. “Linking Academic 
and Community Guidelines for Community-Engaged Scholarship.” Journal of 
Higher Education Outreach and Engagement 18 (2014): 155-168. 

- Maurrasse, David J. “The Mission of Higher Education.” Chap. 1 in Beyond the 
Campus – How Colleges and Universities Form Partnership with the 
Communities, 11-28. New York: Routledge, 2002. 

- Mizuta, Kensuke. “Public Funding Schemes for the Higher Education Sector in 
Japan: Their Objectives and Characteristics.” Journal of Finance and 
Management in Colleges and Universities, special edition (2008): 33-82. 

- Nicotera, Nicole, Nick Cutforth, Eric Fretz, and Sheila Summers Thompson. 
“Dedication to community engagement: A higher education conundrum?” Journal 
of Community Engagement and Scholarship 4(2011): 37-49. 

- Siegel, David J. “Why Universities Join Cross-Sector Social Partnerships: Theory 
and Evidence.” Journal of Higher Education Outreach and Engagement 14 (2010): 
33-62. 
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Assessment: 
- Literature Review Report: 20 points 
- Field Study Report: 20 points 
- Team Research Paper: 20 points 
- Team Final Presentation: 30 points 
- Final Individual Reports: 10 points 
(There are no points for participation, as full participation is expected.) 
 
Assignments: 
- Literature Review Report (Pre-Course Assignment) (500-1000 words): Students 

must write a literature review report to examine at least two articles or chapters 
from the reading list. It must be submitted to the instructors by Friday, June 19, 
at 5:00 pm PDT. 

- Field Study Report (750-1500 words): At the end of the Eugene portion of the 
program, each student will submit a short report (3-4 pages) on their preliminary 
findings. It will be due Friday, July 3, at 1:00 pm PDT.  Students will also give an 
oral summary individually on the afternoon of July 3. 

- Team Research Paper (1000-2000 words, per sub-team): Students will form two sub-
teams of 3 to 4 members (consisting of both AIU and UO students), focusing on a 
specific topic of their choice related to the main course themes. Each sub-team will 
write an analysis of their relevant findings with recommendations for AIU and 
Akita.  The paper will be due Wednesday, July 15th, at 11:00 pm (Japan time). 

- Team Final Presentation: Each sub-team will deliver a formal, public presentation 
on their analysis and recommendations on Friday, July 17th, 3:30-4:45 pm (Japan 
time). 

- Final Individual Reports (750-1500 words): Each student will submit a final 
reflection on what they learned from the project.  Topics may include 
intercultural observations (personal, team, or organizational), skills developed 
through the project, or deeper appreciation for the relationships of universities, 
business partnerships, and governmental organizations.  This report will be due 
Saturday, July 25, 11:00 pm PDT. 
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評価： 
- 文献レビュー報告書：20 点 
- 実地調査報告書：20 点 
- チームの研究論文：20 点 
- チームの最終プレゼンテーション：30 点 
- 個人の最終報告書：10 点 
（完全な参加が求められるため、出席点はありません） 
 
課題： 
- 文献レビュー報告書（事前課題）（500～1000 語）：文献レビュー報告書を作成し、文

献リストに記載されている 2 つ以上の論文または章について考察しなければなりま

せん。6 月 19 日午後 5 時（太平洋夏時間）までに担当教員に提出することとします。 
- 実地調査報告書（750～1500 語）：ユージーンでの期間が終了したら、各自が予備調

査結果に関する簡単な報告書（3～4 ページ）を提出します。期限は 7 月 3 日午後 1
時（太平洋夏時間）です。7 月 3 日の午後には、各自がその内容を要約し、口頭で発

表します。 
- チームで作成するリサーチペーパー（サブチームごとに 1000～2000 語）：生徒は 3～

4 人のサブチームに分かれます（チームは AIU と UO の両方の生徒で構成されるよ

うにします）。各サブチームは、科目のメインテーマと関係がある特定のトピックを

選び、重点的に取り組みます。チームごとに関連する調査結果を分析したペーパーを

作成し、AIU と秋田のための提言を行います。提出期限は 7 月 15 日（水）午後 11
時（日本時間）とします。 

- チームの最終プレゼンテーション：7 月 17 日（金）の午後 3 時 30 分から 4 時 45 分

まで（日本時間）、サブチームごとに分析と提言に関する正式な公開プレゼンテーシ

ョンを行います。 
- 個人の最終報告書（750～1500 語）：最後に各自が科目で学んだことについて考えを

まとめ、提出します。異文化間の観察（個人、チーム、組織）、科目を通して身に付

けたスキル、大学、企業提携、政府機関の関係に対する理解の深まりなどがトピック

となります。提出期限は 7 月 25 日（土）午後 11 時（太平洋夏時間）です。 
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2) Itinerary 
 
Sunday, June 21 
4:00pm 

Tour and welcome dinner at King Estate Winery 
 
Monday, June 22  
9:00-11:00am 

Tetsuya's lecture on "Key Facts about Akita and 
Akita International University and To-Be-Defined Purposes of the PBL Program"  
Jeff ’s lecture on "Overview of University / Local Business / Government 
Partnerships in Eugene and Environs" 

1:00-2:30pm  
Guest speaker: Nate Stice, Government and Community Relations Associate, UO 

3:00-4:30pm  
Skill development: team building, leadership self-reflection and team discussion 

 
Tuesday, June 23 
9:00-11:00am  

Discussion on the contents of the final reports and preparation for the afternoon 
interviews 

1:00-2:30pm  
Guest speaker: Bob Parker, co-director of UO Community Service Center 

4:00-5:00pm 
RAIN (Regional Accelerator and Innovation Network) board meeting at Eugene 
Chamber of Commerce: David Hauser, President, Eugene Chamber of Commerce; 
Joe Maruschak, Chief Startup Officer and Executive Director, RAIN Eugene 
Accelerator; Patrick Jones, Associate Vice President, Research & Innovation, 
University of Oregon; Dana Siebert, President and CEO Chambers 
Communications; John Hull, Assistant Dean, Lundquist College of Business and 
Executive Director, Business Innovation Institute 

  
Wednesday, June 24 

Research on community-university partnership at UO and OSU 
Making appointments for interviews next week 

  



 概要と日程 

 
21

2) 日程 
 
6 月 21 日（日） 
午後 4:00 
キング・エステート・ワイナリーの見学とウェルカム・ディナー 

 
6 月 22 日（月）  
午前 9:00～11:00 
豊田准教授による「秋田と国際教養大学の主な特徴と本 PBL 科目の目標設定」につ

いての講義  
Jeffrey Stolle 上級講師による「ユージーンおよびその近郊における大学／地元企業

／自治体による連携の概要」についての講義 
午後 1:00～2:30  
ゲストスピーカー：Nate Stice 氏（UO 政府・地域渉外アソシエイト） 

午後 3:00～4:30  
能力開発：チーム作り、リーダーシップについての検討、チームディスカッション 

 
6 月 23 日（火） 
午前 9:00～11:00  
最終報告書の内容に関するディスカッションと午後のインタビューの準備 

午後 1:00～2:30  
ゲストスピーカー：Bob Parker 氏（UO コミュニ

ティサービスセンター共同センター長） 
午後 4:00～5:00 
ユージーン商工会議所における地域起業促進技

術革新ネットワーク(RAIN)理事会メンバーとの

懇談：David Hauser 氏（ユージーン商工会議所

長）、Joe Maruschak 氏（RAIN 首席起業支援員

兼エグゼクティブディレクター）、Patrick Jones
（UO 研究・技術革新担当副学長補）、Dana Siebert 氏（チャンバーズ・コミュニケ

ーションズ社社長）、John Hull 氏（UO ビジネス学部副学部長兼事業革新研究所エグ

ゼクティブディレクター） 
  
6 月 24 日（水） 

UO および OSU における地域と大学の連携に関する調査 
翌週に行うインタビューのアポイントの申込み 
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Thursday, June 25 
8:30am - departure for Portland 
11:00am-noon  

Talk by Sue Bal, Business and Development Manager – Athletic & Outdoor 
Industry, Portland Development Commission, and Ellen Schmidt-Delvin, Director, 
Sports Product Management, Co-Director, Sports Product Institute, University of 
Oregon, to discuss the sports product industry in Oregon 

Noon-1:00pm 
Lunchtime panel discussion with local sports industry 
specialists Elizabeth Brock (Footwear Developer II, 
Nike), Aaron Miller (Senior Director, Basketball and 
Training Footwear, Under Armour), and Elysia Davis 
(Director Future Basketball, adidas) 

2:30pm-4:00pm  
Nike Campus Tour with Steve Bence, Director Nike Global Transition 
Management 

 
Friday, June 26 
10:30-11:30am 

Discussion with Kellie Holloway, Senior International Trade Specialist, Portland 
Export Assistance Center, US Commercial Service, US Department of Commerce 

Noon Departure for Corvallis 
2:30-3:30pm 

Talk by Skip Rung, President and Executive Director, ONAMI (Oregon 
Nanoscience and Microtechnologies Institute), Oregon State University 

 
Monday, June 29 
9:00-11:00am 

Outline potential project ideas and generate questions for the week’s meetings. 
4:00pm 

Tour and interview with Jamie Floyd, co-founder of Ninkasi Brewing 
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6 月 25 日（木） 
午前 8:30 ポートランドに向けて出発 
午前 11:00～正午  
ポートランド開発委員会スポーツ・アウトドア産業

担当事業開発マネージャーの Sucheta Bal 氏と UO
スポーツ用品マネージメント担当ディレクター兼

スポーツ用品研究所共同所長の Ellen Schmidt-
Devlin 氏による、オレゴンにおけるスポーツ用品業

界に関する講義 
正午～午後 1:00 
地元スポーツ業界関係者の Elizabeth Brock 氏（ナイキ社フットウェア開発者クラス

２）、Aaron Miller 氏（アンダーアーマー社バスケットボール・トレーニング・フッ

トウェア担当シニアディレクター）、Elysia Davis 氏（アディダス社フューチャー・

バスケットボール・ディレクター）を迎え、昼食とパネルディスカッション 
午後 2:30～4:00  
ナイキ社グローバル・トランジション・マネジメント担当ディレクターナイキ・グロ

ーバル・トランジション・マネジメント担当ディレクターである Steve Bence 氏ナイ

キ本社訪問 
 
6 月 26 日（金） 
午前 10:30～11:30 
米国商務省国際貿易局商業サービス庁ポートランド輸

出支援センター国際貿易シニアスペシャリストの

Kellie Holloway 氏とのディスカッション 
正午にコーバリスに向けて出発 
午後 2:30～3:30 
オレゴン州立大学オレゴン州ナノサイエンス・マイク

ロテクノロジー研究所所長兼エグゼクティブディレク

ターである Skip Rung 氏の講義 
 
6 月 29 日（月） 
午前 9:00～11:00 
調査テーマについてのディスカッションとインタビューの準備 

午後 4:00 
ニンカシ醸造社共同創設者 Jamie Floyd 氏の案内による同社醸造施設見学と同氏への

インタビュー 
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Tuesday, June 30 
1:30pm 

Interview with Kari Westlund, President and CEO, and Natalie Inouye, Vice 
President of Tourism Marketing, Travel Lane County 

 
Wednesday, July 1 
9:00-11:30am 

Tour and interview with Casey Whelan, IP and Legal Counsel, and Amy Daniel, 
Marketing Manager, Fall Creek Farm & Nursery, Inc. 

4:30pm 
Lecture on kabuki theater and art with Glynne Walley, Assistant Professor of East 
Asian Languages and Literature, and Anne Rose Kitagawa, Chief Curator of 
Collections and Asian Art, Jordan Schnitzer Museum of Art 

 
Friday, July 3 

Preparation in the morning 
Interim report presentations in the afternoon 

  
Saturday, July 4 
1:21pm 

Depart PDX (DL 623) 
 
Monday, July 6 
12:00pm 

Arrive in Akita 
12:15pm 

Arrive at AIU and check-in 
1:30-3:00pm 

Lecture on Japanese Higher Education by Mayumi Terano 
3:30-4:30pm 

Administrative orientation 
5:00-5:30pm 

Interview with Prof. Norihiko Suzuki, President of 
Akita International University 

5:30-6:00pm 
Interview with Prof. Yoshitaka Kumagai, Dean of 
International Collaboration, Akita International 
University  
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6 月 30 日（火） 
午後 1:30 
トラベル・レーン・カウンティの代表兼 CEO である Kari Westlund 氏と観光マーケ

ティング担当副代表である Natalie Inouye 氏へのインタビュー 
 
7 月 1 日（水） 
午前 9:00～11:30 
フォール・クリーク・ファーム・アンド・ナーセリー社

知的財産及び法務担当顧問である Casey Whelan 氏と

同社のマーケティングマネージャーである Amy Daniel
氏の案内による施設見学と両氏へのインタビュー 

午後 4:30 
UO 助教授（東アジアの言語と文学）である Glynne Walley 氏とジョーダン・シュニ

ッツァー美術館収集・アジア美術担当首席学芸員である Anne Rose Kitagawa 氏によ

る歌舞伎座および歌舞伎に関する講義 
 
7 月 3 日（金） 
午前は報告の準備 
午後は中間報告会 

  
7 月 4 日（土） 
午後 1:21 
ポートランド空港発（DL 623） 

 
7 月 6 日（月） 
午後 12:15 

AIU 到着 
午後 1:30～3:00 
寺野摩弓氏（AIU 国際教養教育推進センター・コーディネーター）による日本の高等

教育に関する講義 
午後 3:30～4:30 
事務手続きに関するオリエンテーション 

午後 5:00～5:30 
鈴木典比古氏（AIU 学長）へのインタビュー 

午後 5:30～6:00 
熊谷嘉隆氏（AIU 国際連携部長）へのインタビュー  
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Tuesday, July 7 
9:00-10:00am 

Interview with Mr. Takashi Abe, Career 
Development Center, Akita International 
University 

10:15-11:00am 
Interview with Keietsu Sato, Division of 
Research and Community Outreach and 
Services, Akita International University 

2:00-3:00pm 
Interview with Mr. Teruo Yonezawa, Director for General Affairs at the Hiraka 
Regional Development Office of the Akita Prefectural Government 

3:30-4:00pm 
Interview with Ｍayor of Yokote City Mr. Dai Takahashi 

4:30-5:30pm 
Visit of the old town of Masuda near Yokote 

 
Wednesday, July 8 
9:00-10:00am 

Interview with Mr. Masayoshi Sasaki, Executive Trustee at AIU, former Director-
General for General Affairs of the Akita prefectural government 

1:00-2:00pm 
Interview with Mr. Akihiro Oyama, Director of Akita Office of Japan External 
Trade Organization (JETRO-Akita) 

2:30-3:30pm 
Interview with Mr. Akita City Hall, Mr. Yasufumi Shinde, Director for General 
Affairs in the Bureau for Agricultural Affairs and his colleagues 

 
Thursday, July 9  
9:00-10:00am 

Interview with Profs. Yutaka Takemura and Yo Negishi, Institute for Asian Studies 
and Regional Collaboration, Akita International University 

2:00-3:00pm 
Interview with Prof. Yoshimitsu Taniguchi, professor at the Akita Prefectural 
University Science and Technology Integration Center  

4:00pm 
Interview with Mr. Norio Takahashi and Prof. Jun Hamada at Akita University 
Center for Regional Development 
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7 月 7 日（火） 
午前 9:00～10:00 
阿部孝史氏（AIU キャリア開発センター）による講義 

午前 10:15～11:00 
佐藤啓悦氏（AIU 研究・地域交流支援チーム）へのインタビュー 

午後 2:00～3:00 
米沢輝夫氏（秋田県平鹿地域振興局総務企画部長）へのインタビュー 

午後 3:30～4:00 
髙橋大氏（横手市長）へのインタビュー 

午後 4:30～5:30 
横手市内増田旧市街を訪問 

 
7 月 8 日（水） 
午前 9:00～10:00 
佐々木昌良氏（AIU 常務理事）へのインタビュー 

午後 1:00～2:00 
大山明裕氏（ジェトロ秋田所長）へのインタビュー 

午後 2:30～3:30 
新出康史氏（秋田市農林部農林総務課課長）、鷲谷達夫氏（同課６次産業担当官）及び

松岡さおり氏（同課技師）へのインタビュー 
 
7 月 9 日（木）  
午前 9:00～10:00 
竹村豊氏（AIU アジア地域研究連携機構特任教授）および根岸洋氏（同助教）へのイ

ンタビュー 
午後 2:00～3:00 
谷口吉光氏（秋田県立大学地域連携・研究推進センター）へのインタビュー  

午後 4:00 
高橋紀夫氏（秋田大学地域創成課長）と濱田純氏（同

地域創成センター准教授）へのインタビュー 
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Friday, July 10 
10:30am-12:00pm 

Interview with Prof. Masahiko Agata, who was the instructor for a PBL course 
with the San Francisco State University in spring semester 2013 on “Marketing 
and Branding in Tourism”  

5:00-6:00pm 
Interview with Prof. Hiroki Uchida, coordinator of the English Village at AIU 

 
Tuesday, July 14 
10:00-11:00am 

Interveiw with Mr. Ichita, Chief at the Corporate Planning Division, Hokuto Bank 
12:50-3:00pm 

Interview on a revitalization project of Arakawa village with Prof. Hiroya Ichikawa, 
director of the Global Business Program at AIU 

4:00-5:30pm 
Interview with Mr. Hiroshi Susaki, CEO of Travel Design, a startup company of 
Tourism in Akita 

 
Wednesday, July 15 
9:30-10:30am 

Interview at Akita Chamber of Commerce and Industry  
1:30-3:00pm 

Interview with Prof. Jun Igarashi, Social Contribution 
Center, Akita University of Art 

1:00-3:00pm 
Presentation by the AIU-OSU PBL team on “Developing 
Resilient Rural Communities in the United States and 
Japan” 

4:00-5:00pm 
Interview with Mr. Junichi Hirakawa, President, and Ms. Suzuki at Takashimizu 
(sake brewery)  

By 11:00pm (Japan time) 
Submit the Team Research Paper (1000-2000 words, per sub-team) 

 
Friday 17 
3:30-4:45pm 

Public presentation on “Local Contribution of Universities in Japan and the U.S.” 
in AIU Lecture Hall 
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7 月 10 日（金） 
午前 10:30～午後 12:00 

2013 年春学期にサンフランシスコ州立大学と協働で開講した PBL 科目「ツーリズム

におけるマーケティングとブランディング」を担当した縣正彦特任教授へのインタビ

ュー  
午後 5:00～6:00 
内田浩樹氏（AIU English Village コーディネーター）へのインタビュー 

 
7 月 14 日（火） 
午前 10:00～11:00 
市田圭介氏（北都銀行経営企画部広報室室長）へのインタビュー 

午後 12:50～3:00 
荒川村の再生プロジェクトに関して、AIU グロー

バル・ビジネス課程長である市川博也教授へのイ

ンタビュー 
午後 4:00～5:30 
秋田の観光業におけるスタートアップ企業であ

るトラベルデザイン株式会社の CEO、須崎裕氏

へのインタビュー 
 
7 月 15 日（水） 
午前 9:30～10:30 
秋田商工会議所でのインタビュー  

午後 1:30～3:00 
秋田公立美術大学社会貢献センターの五十嵐潤教授へのインタビュー 

午後 1:00～3:00 
「農村地域のレジリエンス」に関する AIU-OSU PBL チームのプレゼンテーション 

午後 4:00～5:00 
高清水（酒造会社）の社長である平川順一氏および鈴木美帆氏へのインタビュー 

 
17 日（金） 
午後 3:30～4:45 

AIU レクチャーホールにて、「日本と米国における

大学の地域貢献」に関する公開プレゼンテーション 
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III. Akita, Oregon and Universities  
 
1) Economy and Society in Akita Prefecture and the State of Oregon 
 
Located in the north of Honshu, Akita Prefecture (Akita-ken) faces the Sea of Japan 
in the west. Its capital is Akita City (Akita-shi). The population of Akita Prefecture 
was 1,027,000 in March 2015 and suffers from the fastest depopulation in all 47 
prefectures in Japan, at 1.26% per year (Oct. 2013 to Oct. 2014). With the current 
trend, the population is expected to drop to 700,000 in 2040. Akita Prefecture is also 
the most aged prefecture in Japan with 31.6% of the population aged 65 or more 
while the national average was 25.1% in October 2013. The state of Oregon is four 
times more populated (3,970,000 in 2014) and enjoys an annual population increase 
of 1.1% (from July 2013 to July 2014). 16.0% of the population is aged 65 or more in 
Oregon. 
 
2) Universities in Akita compared to the universities in Oregon 
 
Oregon has eight public universities – Eastern Oregon University (EOU), Oregon 
Institute of Technology (OIT), Oregon Health Sciences University (OHSU), Oregon 
State University (OSU), Portland State University (PSU), Southern Oregon 
University (SOU), University of Oregon (UO), and Western Oregon University 
(WOU) – as well as 17 public community colleges. OSU, PSU and UO are by far the 
largest public universities, each enrolling between 24,000 and 30,000 students. The 
University of Oregon had 24,181 students in fall 2013 (20,569 undergraduates and 
3,612 graduate students). 
 
Akita has four public universities: Akita University, Akita Prefectural University, 
Akita International University, and Akita University of Art. Akita University is a 
national university, whereas Akita Prefectural University and Akita International 
University are prefectural universities. Akita University of Art is a city university 
funded by Akita City. But all those four universities are much smaller than the 
universities in Oregon. Even the largest one – Akita University – is as small as or 
smaller than the four smaller public universities in Oregon (EOU, OIT, SOU, and 
WOU).  
 
Akita University, founded in 1949, has four faculties, Faculty of International 
Resource Sciences, Faculty of Education and Human Studies, Faculty of Medicine, 
and Faculty of Engineering Science, and corresponding graduate schools, with a 
little more than 5,000 students (4,560 undergraduate students and 597 graduate 
students) and 564 teaching/researching staff (excluding the number of teachers at 
the affiliated elementary school) as of May 1, 2013. 
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III. 秋田、オレゴン、大学  
 
1) 秋田県とオレゴン州の経済および社会 
 
秋田県は本州北部に位置し、西側が日本海に面しています。県庁所在地は秋田市です。

秋田県の人口は 2015 年 3 月現在 1,027,000 人で、2013 年 10 月から 2014 年 10 月ま

での人口減少率は年間 1.26％と日本の全 47 都道府県で最も急速に過疎化が進んでいま

す。この傾向が続けば、2040 年には人口は 700,000 人に減少すると予想されます。ま

た、65 歳以上人口の割合は 2013 年 10 月現在、全国平均が 25.1％であるのに対し、秋

田県は 31.6％に達しており、秋田県は日本で最も高齢化の進んだ県でもあります。一

方、オレゴン州は秋田県の 4 倍の人口を擁し（2014 年現在 3,970,000 人）、その数は年

間 1.1％の割合で増加しています（2013 年 7 月から 2014 年 7 月）。オレゴン州の 65 歳

以上人口の割合は 16.0％です。 
 
2) 秋田の大学とオレゴンの大学の比較 
 
オレゴンには、東オレゴン大学（EOU）、オレゴン工科大学（OIT）、オレゴン健康科学

大学（OHSU）、オレゴン州立大学（OSU）、ポートランド州立大学（PSU）、南オレゴ

ン大学（SOU）、オレゴン大学（UO）、西オレゴン大学（WOU）の 8 校の公立大学と

17 校の公立のコミュニティカレッジがあります。公立大学の中では OSU、PSU、UO
は圧倒的に規模が大きく、それぞれ 24,000 人から 30,000 人の学生が在籍しています。

2013 年秋のオレゴン大学の学生数は 24,181 人（学部生が 20,569 人、大学院生が 3,612
人）でした。 
 
秋田には、秋田大学、秋田県立大学、国際教養大学、秋田公立美術大学の 4 校の公立大

学があります。秋田大学は国立大学で、秋田県立大学と国際教養大学は県立大学です。

秋田公立美術大学は、秋田市が出資した市立大学です。しかし、これら 4 校はいずれも

オレゴンの大学よりもはるかに規模が小さく、最も大きな秋田大学でさえ、オレゴンの

小規模公立大学 4 校（EOU、OIT、SOU、WOU）と同等かそれ以下の規模しかありま

せん。  
 
1949 年に設立された秋田大学には、国際資源学部、教育文化学部、医学部、理工学部

の 4 つの学部とそれぞれの大学院があり、2013 年 5 月 1 日現在、5,000 人強の学生（学

部生が 4,560 人、大学院生が 597 人）と 564 人の教授陣および研究員が在籍していま

す（付属小学校の教員を除く）。  
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Akita Prefectural University was founded in 1999 on the basis of a two-year college 
which existed then, Akita Prefectural College of Agriculture (founded in 1973). It has 
two faculties -- Faculty of Systems Science and Technology and Faculty of 
Bioresource Sciences and corresponding graduate schools -- with a little more than 
600 students (466 undergraduate students and 183 graduate students) and 212 
teaching/researching staff as of April 1, 2015. 
 
Akita International University, founded in 2004, has the Faculty of International 
Liberal Arts with two undergraduate programs – Global Studies Program and Global 
Business Program -- and the Graduate School of Global Communication and 
Language. It has around 950 students (899 undergraduate students and 48 graduate 
students) and 73 teaching/researching staff as of April 1, 2015. 
 
Akita University of Art was founded in 2013 on the basis of a two-year college which 
existed then –Akita Municipal College of Arts and Crafts (founded in 1995). It has a 
little more than 50 teaching/researching staff, accepts a little more than 100 
students every year, and has no graduate school. 
 
3) Local Contribution of Universities   
 
The most classical way to measure local contribution of a university is the calculation 
of economic impact of the university on local economy using "multiplier" tools in 
economics. We know how much subsidy the local government provides to the 
university and it is also possible for us to know, with techniques of economics, how 
much economic activity the university has generated in a given period of time. It is 
possible to define economic impact, which is also called "economic footprint," as "the 
aggregate activity affected by spending related to the University." (Duy 2015) 
 
In the case of the University of Oregon, the State of Oregon provided $59.9 million 
in 2013 and the University generated as much as $2 billion in economic activity in 
the same period. This means each dollar the State gives to UO generates $32.50. The 
figures of statewide economic activity generated per dollar of state investment, or 
the "multiplier" of the state investment in the unviersity, are much lower in similar 
universities. It is $15.8 for the Univeresity of Iowa, $16.7 for the University of North 
Carolina, and $9.0 for Indiana University. 
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秋田県立大学は、1999 年に当時は秋田県立農業短期大学（1973 年創立）として存在し

ていた 2 年制大学を基盤として設立されました。秋田県立大学にはシステム科学技術学

部と生物資源科学部の 2 つの学部とそれぞれの大学院があり、2015 年 4 月 1 日現在、

600 人強の学生（学部生が 466 人、大学院生が 183 人）と 212 人の教授陣および研究

員が在籍しています。 
 
国際教養大学は 2004 年に設立された大学で、国際教養学部と専門職大学院グローバル・

コミュニケーション実践研究科が設置されています。国際教養学部には、グローバル・

スタディズ課程とグローバル・ビジネス課程の 2 つの学部課程があります。2015 年 4
月 1 日現在、約 950 人の学生（学部生が 899 人、大学院生が 48 人）と 73 人の教授陣

および研究員が在籍しています。 
 
秋田公立美術大学は、秋田公立美術工芸短期大学（1995 年創立）を 2013 年に 4 年制

大学に再編したものです。秋田公立美術大学には 50 人強の教授陣および研究員が在籍

しており、毎年 100 人強の新入生を受け入れています。大学院はありません。 
 
3) 大学の地域貢献  
 
大学の地域貢献を評価する最も古典的な方法は、経済学における「乗数」概念を用いて

大学が地域経済にもたらす影響を計算することです。地方自治体から大学に支給されて

いる補助金の額は明らかにされていますが、経済学の手法を用いれば、大学が一定期間

にどのくらいの経済活動を創出したかも知ることができます。経済的影響は定義するこ

とが可能であり、「大学に関連する支出の影響を受けた総活動量」として「経済的フッ

トプリント」とも呼ばれています（Duy 2015）。 
 
オレゴン大学の場合、2013 年にオレゴン州は 5,990 万ドルを支給し、同期間に大学は

20 億ドルの経済活動を創出しました。オレゴン州が UO に 1 ドル支給するごとに 32.50
ドルが生み出されているということです。州の投資 1 ドルにつき創出される州全体の経

済活動、つまり大学に対する州の投資の「乗数」は、アイオワ大学では 15.8 ドル、ノ

ースカロライナ大学では 16.7 ドル、インディアナ大学では 9.0 ドルというように、UO
と同等の大学では UO よりはるかに低くなっています。  
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By the same token, the impact of Akita International University on its local 
economy is measured to be ¥4.0 billion yen (approx. $32 million, $1=124 yen).1 
Dividing it by the local government investment of ¥1.1 billion in FY2013, we can 
obtain the multiplier of 3.4. Each 1 yen the Prefecture gives to AIU generates ¥3.6 
yen. The muliplier effect is much smaller in the case of AIU because the budget of 
AIU largely depends (around 50%) on the prefectural subsidy, which is also the case 
with most public universities in Japan. This is very different from the financial 
situation of UO which depends on its state subsidy for only 8.7% of its annual 
budget. 
 
But local contribution of universities is not limited to short-term economic impact. 
In addition to the most material contribution measured by the "multiplier," a 
university has three other ways it impacts the economy, which are not clearly 
separated or mutually exclusive: education of human capital, provision of research 
innovations, and engagement in local community and business. 
 
Even if precise quantification is difficult, no one doubts that universities make local 
contributions in education. The Morrill Land-Grant Act of 1862 laid the legal basis 
for landgrant universities all over the U.S. "to promote the liberal and practical 
education of the industrial classes" with a focus on "such branches of learning as are 
related to agriculture and the mechanic arts." Oregon State University is typical of 
land-grant universities, which grew out from an agricultural college to a full-fledged 
university with emphasis on agriculture and engineering. But also the University of 
Oregon and Portland State University identify themselves as contributors to higher 
education in Oregon, as evidenced by the lower tuition for in-state students 
compared to out-of-state students. 
 
The public also expects universities to contribute to the local economy and society 
through their innovative research. Faculty members are typically expected to make 
innovative findings, combining their teaching with research. In order to strengthen 
the research function, universities often set up research centers. If we look at the 
list of research centers and institutes at UO, we can easily see that they conduct 
much environment and ecology-related research as well as local cultural 
heritage-related research. The attunement of research to local research needs is 
even more visible in the case of OSU. It is no wonder that AIU's only research 
center/institute is the Institute of Asian Studies and Regional Collaboration which 
focuses on studying local issues in the context of development in Asia. 
  
                                                  
1 Kaname Yamazaki, "Economic Impact of Akita International University," Akita 
Keizai, No. 414, November 2013, available in Japanese at http://www.akitakeizai.o
r.jp/journal/20131102_topics.html. 
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同様に国際教養大学は地域経済に 40 億円の影響を及ぼしていると推計されています

（約 3,200 万ドル、1 ドル＝124 円）2。これを 2013 年度に自治体が投資した 11 億円

で割ると、3.4 という乗数が得られます。つまり、秋田県が AIU に 1 円支給するごとに

3.6 円が生み出されているのです。乗数効果が UO よりもかなり低いのは、日本の公立

大学のほとんどがそうであるように AIU も予算の多く（約 50％）を県からの補助金に

頼っているためです。UO の場合、州からの補助金は年間予算の 8.7％に過ぎず、この

点で両校の財政状況は大きく異なっています。 
 
しかし、大学の地域貢献は短期的な経済的影響にとどまりません。物的貢献のほとんど

は「乗数」で測ることができますが、大学はそれ以外に人材の教育、研究における革新

の提供、地域社会と地元企業との関わりという 3 つの方法で経済に影響を与えています。

これらは明確に区別できず、互いに重複する部分もあります。 
 
正確に数値化するのが困難であっても、大学が教育で地域に貢献していることに異論を

唱える人はいないでしょう。米国では、「農業および機械技術に関連する学習分野」を

中心に「労働者階級の進歩的かつ実践的な教育を推進するため」、1862 年のモリル・ラ

ンドグラント法によって全国のランドグラント大学に法的根拠が与えられました。オレ

ゴン州立大学は、農業大学から農業および工学を主体とする総合大学へと成長した、典

型的なランドグラント大学です。オレゴン大学とポートランド州立大学もオレゴンの高

等教育への貢献を謳っており、州内出身者の授業料を州外出身者よりも低く設定してい

ます。 
 
大学には、革新的な研究を通して地域経済および社会に貢献することも期待されていま

す。教授陣には通常、教育と研究を結び付け、革新的な発見を行うことが求められます。

研究機能を強化するため、多くの大学が研究センターを立ち上げています。研究センタ

ーおよび研究所の一覧を見れば、UO では環境や生態学に関する研究と地域の文化遺産

に関連する研究が盛んに行われていることが容易に分かります。OSU では、地域のニ

ーズに適応した研究が行われていることが、さらにはっきりと確認できます。AIU に

設置された唯一の研究センターが、アジアの発展に関連する地域の問題を研究すること

に重点を置いたアジア地域研究連携機構であることも不思議ではありません。 
  

                                                  
2 山崎要「国際教養大学が地域に及ぼす経済波及効果」『あきた経済』2013 年 11 月号 No.
414、http://www.akitakeizai.or.jp/journal/20131102_topics.html から日本語で入手可能 
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In addition to the traditional roles of universities in education and research, it has 
been a worldwide trend probably since 1990s to emphasize the community 
engagement of universities, as attested by the growing number of affiliations to such 
organizations as Global Compact which promote service learning and civic 
engagement. 
 
The project-based learning courses promoted by AIU and many other universities in 
Japan are also part of the recent rise of worldwide efforts for community-university 
partnerships. In the words of the OECD report in 2007, universities must be 
committed to "promoting the social, cultural and environmental development of 
regions" and universities "can be a major player in internationalising their regions 
and making them more diverse and multicultural." (OECD 2007: 16) The university 
can be the nodal point connecting the region and the world, students and residents, 
knowledge and practice. The local contribution of universities in this sense is not 
simply one-way, with universities contributing to the local communities, because 
service-learning is also learning, whereby the local community contributes to 
education by interacting with students.  
 
It is with much attention to the last aspect of the local contribution of universities 
that this student research has been conducted. The following section combines, with 
editorial adaptations, the reports submitted by the two subteams in our group: one 
was on the university-community partnership from educational perspective and the 
other was on the same subject but from a business perspective. This joint report does 
not intend to exhaust the issues related to local contribution of universities, but 
rather to explore the richness of the topic to stimulate further reflection. 
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教育と研究における従来の役割に加え、おそらくは 1990 年代以降、世界的な傾向とし

て、大学と地域社会との関わりが重視されるようになりました。サービスラーニングや

社会参画を推進するグローバル・コンパクトのような組織に加盟する大学が増えている

ことがその証拠です。 
 
AIU および日本のその他多くの大学で推進されている課題解決型プロジェクトも、近

年世界的に増加している地域と大学の連携に向けた取り組みの一つです。2007 年の

OECD 報告書の言葉を借りれば、大学は「地域の社会、文化、環境的発展の推進」に尽

力しなければならず、「地域を国際化し、多様性と多文化性を高める上で、重要な役割

を果たすことが可能」です（OECD 2007: 16）。大学は地域と世界、学生と住民、知識

と実践をつなぐ接点となることができます。そういう意味では、大学の地域貢献は大学

による地域社会への貢献でありながら、単純な一方向のものではありません。サービス

ラーニングは学習でもあり、地域社会も学生と関わることによって教育に貢献している

のです。  
 
本科目での学生による調査に際しては、大学の地域貢献の最後の側面に注目しました。

本グループの 2 つのサブチームから提出された報告書に修正を加え、組み合わせたもの

を次章に掲載します。一方は大学と地域の連携を教育的見地から考察し、もう一方は同

じ題材をビジネスの視点から取り上げています。この共同報告書は、大学の地域貢献に

関連する問題を網羅的に論じるというより、このテーマを探求し、さらなる考察に材料

を提供することを意図しています。 
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IV. Student Report 
 

During the last four weeks, we were given the task of conducting research on the different 

ways universities make local contributions in both Oregon and Akita Prefecture. Due to 

the fact that it was such a broad task, we wanted to break it down into what we felt to be 

the biggest issue surrounding this topic. Having this in mind, we decided that we would 

focus on ways we can transform Akita’s current declining and depopulating economy to 

a stable and sustainable one. We were then able to conclude that in order to achieve this 

we would have to find ways to create more workers, expand the workplace, bring more 

people into Akita, and work with the community to solve problems. After participating in 

over 30 interviews with different professors, industry professionals, and government 

officials we were able to compare and contrast the differences between the current local 

contributions being made by the University of Oregon to those of Akita International 

University. From this we were then able to develop three suggestions on how AIU can 

directly contribute to the revitalization of Akita’s economy. 

 

 

1) Research Findings 

 

Experiential Learning 

Students’ education was primarily knowledge-based for a long time. However, “because 

of policy changes from national governments, demands to create more regionally 

relevant education systems have appeared” (Chatterton and John 484). 

       

Locally-based education is a way for universities to make a local contribution through the 

teaching function. Different from the conventional education system, which is knowledge-

based, locally-based education serves students through experiential learning. This type 

of learning provided by locally-based higher education has benefits to both students and 

region. 

       

Students have a real-world experience through experiential learning. Bob Parker, Co-

Director of UO Community Service Center said that community-based learning motivates 

students to study real problems and real people. 
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IV. 学生の報告書 

 

私たちはこの 4 週間、オレゴン州と秋田県における大学の地域貢献のあり方の違いに関

する調査を実施するという課題を与えられていました。しかし、これは非常に幅広い課

題です。そこで私たちは、それをこのテーマに関して最も重大だと感じる問題に分解し

たいと考えました。これを念頭に、人口減少に直面し、衰退をたどっている秋田経済を

安定した持続可能な経済へと変革する方法に焦点を合わせることにしました。そして、

そのためには、労働者を増やし、働く場を広げ、秋田にもっと多くの人を呼び込み、地

域と協力して問題の解決にあたる方法を探らなければならないという結論に達しまし

た。様々な教授、業界関係者、自治体の方々への 30 以上におよぶインタビューに参加

したことによって、オレゴン大学と国際教養大学が現在行っている地域貢献の違いを比

較し、対比することができました。私たちはそこから、どうすれば AIU が秋田経済の再

生に直接貢献できるのか、3 つの提言を導き出しました。 

 
 

1) 調査結果 

 

実践型学習 

学生の教育は長い間、知識を主体としていました。しかし、「国の政策の変化によって、

地域に関連する教育システムを構築する必要が生じています」（Chatterton and John 

484）。 

       

地域に根差した教育が行われれば、大学は教育機能を通して地域に貢献できます。知識

を主体とした従来の教育システムとは異なり、地域に根差した教育は実践型学習という

形で学生の役に立ちます。そのような地域に密着した高等教育による学習は、学生と地

域の双方に利益をもたらすのです。 

       

学生は実践型学習によって実社会を経験できます。UO コミュニティサービスセンター

共同センター長の Bob Parker 氏は、地域に根差した学習によって、現実の問題および

人々を研究しようという意欲が高まると述べています。 
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Experiential Learning in Oregon 

Currently, most American universities have approved credit-bearing internships in order 
to encourage students to experience the real world. For example, in marketing classes 
at UO, students can experience real marketing research through collaboration with 
companies in the region. 
 
Having locally-based education makes it easier for students to get jobs in the area. 
Higher education can create programs which focus on the competitive industry in that 
region. For instance, UO has a Sports Products Management Program specializing in 
the outdoor industry in which Oregon has a competitive advantage. Programs 
collaborating with a specific industry allow students to acquire more practical skills, and 
it makes it easier for them to find a job in that region. 
       
From a community’s perspective, the biggest benefit is that locally-based education 
provides human capital. Industry specific programs will provide skillful workers for 
regional industries. Even if locally-based education does not offer specific experiences, 
experiential learning allows students to get interested in the community. This will 
influence graduates to stay in the region. 
 
Through the interviews we conducted in Oregon, we found that companies in Oregon 
responded positively to collaborating with students through classes and internships. In 
addition, the University of Oregon has offered a lot of locally-based education based on 
their philosophy to contribute to Oregon’s society. However, when it comes to Akita and 
AIU, contribution of universities through locally-based education may not work as well. 
Whether a university can have locally-based education system seems to depend on 
several factors. 
 
Experiential Learning in Akita 
In Akita, Project Based Learning (PBL) projects offered by AIU allow students to tackle 
community problems. Through such activities, students will learn what they cannot learn 
in classroom, such as teamwork and communication with business professionals. 
Moreover, experiential learning enables students to apply their knowledge learned from 
textbooks to real cases. 
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オレゴンにおける実践型学習 

学生の実社会での経験を促すため、米国では現在、ほとんどの大学でインターンシップ

の単位が認められています。例えば、UO のマーケティングの授業では、地元企業との

連携により、学生は実際のマーケティング調査を経験できます。 

 

地域に根差した教育を受けた学生は、地元で就職しやすくなります。高等教育では、そ

の地域が競争力を持つ産業に特化した課程を設置することが可能です。例えば、オレゴ

ンはアウトドア産業に競争上の優位性を持っていますが、UO にはそれを専門とするス

ポーツ用品管理課程があります。特定の業界と連携した課程を通して、学生はより実際

的なスキルを身に付けることができるため、地元で仕事を見つけるのが容易になります。 

       

一方、地域にとっては、人材の提供が地域に根差した教育の最大の利点です。業界に特

化した課程によって、地元の業界に熟練した労働者が輩出されます。学生は地元に密着

した教育によって特異な経験ができなくても、実践型学習を通じて地域社会に関心を持

つことができます。これが卒業生にその地域にとどまりたいと思わせるのです。 

 

オレゴンでのインタビューによって、オレゴンの企業は授業やインターンシップを通じ

て学生への協力に積極的に応じていることが分かりました。さらに、オレゴン大学は、

オレゴンの社会に貢献するという理念に基づき、地域に根差した様々な教育を行ってい

ます。しかし、秋田と AIU では、地域に密着した教育を通じた大学の貢献は、それほど

うまくいっていません。大学が地域に根差した教育システムを整備できるか否かは、複

数の要因に左右されると考えられます。 

 

秋田における実践型学習 

秋田では、AIU で課題解決型プロジェクト（PBL）課程が提供されており、学生は地域

の問題に取り組むことができます。学生はその活動を通して、チームワークや企業関係

者との交流など、教室では学べないことを学ぶことができます。また、実践型学習によ

って、教科書で学んだ知識を実際の事例に生かすことができます。 
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For Akita, there are a few challenges when implementing the same system of learning. 
Compared with Oregon, Akita has a much poorer economy. Companies cannot always 
afford to take students through classes and internships. One of our interviewees pointed 
out that most companies in Akita are not prepared to accept AIU students. In addition, 
there are fewer jobs in Akita, so getting jobs in Akita is difficult for AIU students. In this 
situation, locally-based education would not work well. 
       
The belief and trust in students is also an important factor. In Oregon, most companies 
are willing to take students’ work from universities and trust them. However, companies 
in Akita tend not to believe in students’ work. This will prevent AIU from serving locally-
based education in Akita. In order to overcome these problems, we need to develop a 
long-term relationship with local businesses and show that students are serious and 
capable. 
 
Moreover, AIU’s philosophy and students’ hometowns may appear not appropriate to 
locally-based education. For example, University of Oregon conducts its education and 
research for the support of the local community. Similarly, Akita National University (ANU) 
created a Center for Regional Development. This allowed the university to open branch 
schools in Akita and has promoted locally-based education. On the other hand, AIU’s 
philosophy is to produce global leaders and has been selected to be a part of the Top 
Global University Project by the government. In addition, unlike UO and ANU, AIU’s 
students are mostly from other prefectures. This causes them not to have a strong bond 
to Akita. In this sense, locally-based education may be seen as contrary to AIU’s mission. 
       
Although there are some factors that make AIU’s education locally-based, Akita has 
unique industries which can be globalized, such as sake and tourism. Through these 
industries, AIU may start to make relationships with local business and serve experiential 
learning. 
 
Service Learning 
Through interviews in Oregon and Akita, we learned various examples of service learning, 
which combine community service with experiential learning. 
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秋田の場合、同じような学習システムを導入するには、いくつか課題があります。秋田

の経済は、オレゴンよりもはるかに脆弱です。企業に必ずしも授業やインターンシップ

を通じて学生を受け入れる余裕があるとは限りません。インタビューさせていただいた

ある方は、秋田のほとんどの企業は AIU の学生を受け入れる準備ができていないと指

摘されました。また、秋田は仕事が少ないため、AIU の学生が秋田で就職するのは容易

ではありません。このような状況では、地域に密着した教育はうまくいかないかも知れ

ません。 
       
学生に対する信頼も重要な要因です。オレゴンでは、ほとんどの企業が大学から学生の

仕事を引き受けることに前向きであり、学生を信頼しています。しかし、秋田の企業は

学生の仕事を信頼しない傾向にあります。このことは、AIU が秋田で地域に根差した教

育を行う障害となるでしょう。こうした問題を克服するためには、地元企業と長期的な

関係を構築し、学生が真剣かつ有能であることを証明する必要があります。 
 
さらに、AIU の理念と学生の出身地は、地域に根差した教育に適していないかも知れま

せん。例えば、オレゴン大学は地域社会を支援するための教育と研究を行っています。

秋田大学（ANU）も同様に政府の「地（知）の拠点整備事業」に選定されています。秋

田大学は、それによって県内に分校を設置し、地域に根差した教育を推進しています。

一方、AIU はグローバル・リーダーの育成を理念としており、政府の「スーパーグロー

バル大学等事業」に採択されています。また、UO や ANU とは異なり、AIU の学生は県

外出身者が大半を占めるため、秋田とのつながりが希薄です。そのため、地域に根差し

た教育は AIU の使命に反しています。 
       
AIU による地域密着型教育の提供はいくつかの要因に左右されますが、秋田には日本酒

や観光業など、国際化できる独自の産業があります。AIU は、まずはそれらの産業を糸

口として、地元企業との関係を構築し、実践型学習を提供できるのではないでしょうか。 
 
サービスラーニング 

オレゴンと秋田でのインタビューを通じて、私たちは社会奉仕と実践型学習を組み合わ

せたサービスラーニングの様々な事例を学びました。 
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At the University of Oregon there is a Community Service Center which offers service 
learning programs. One of their programs is to lead Community-Planning Workshops 
where graduate students majoring in Planning, Public Policy, and Management work in 
teams under the direction of faculty in order to make recommendations of solutions to 
planning problems in Oregon communities. 
 
In Akita, AIU has a similar service learning program called English Village. In this 
program, AIU students who want to be teachers are able to teach English to high school 
students. These AIU students are able to get practical experience teaching through the 
program. Additional service learning programs will need sufficient support from faculty to 
be successful, but they can be an effective model for AIU to make a local contribution. 

 
Community Service 
Community service is “the contribution that higher education institutions make to civil 
society through the extra-mural activities of individual staff,” and it is considered as a 
third role of university in addition to the traditional roles of teaching and research 
(Chatterton and John 489). Universities in Akita have made various kinds of local 
contributions through community service, as they each have their own center or 
organization for community service. For example, Akita University has a Center for 
Regional Development, and it has accepted many campus tours from elementary, junior 
high, and high schools and has offered various kinds of forums for the local community. 
AIU has also done similar activities. 
 
Through many interviews, we found that the government, business, and the community 
in Akita expect AIU to make contributions in the fields of English and international 
exchange. In addition, some industry professionals want to communicate with students 
to get new ideas. 
       
In response to these expectations, AIU has utilized its Division of Research and 
Community Outreach Services (RCOS), which has offered a variety of international 
community exchange activities. These send international students to elementary and 
junior high schools throughout Akita to teach students about their cultures. These 
activities will help Akita’s communities become more global, just as the government 
expects from AIU. Among their various contributions, AIU students have collaborated 
with Akita City government to conduct Akita Souvenir Developing projects. Through 
these projects, they have developed new sweet foods which are made of local products. 
In addition, AIU has offered many exchange activities with local communities. In this 
context we can say that AIU is making a local contribution through community service. 
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オレゴン大学では、コミュニティサービスセンターがサービスラーニング課程を提供し

ています。その一つでコミュニティプランニングのワークショップが開催されており、

オレゴンの地域計画における問題の解決策を提案するため、計画・公共政策管理学科の

大学院生が教授陣の指導の下、チームに分かれて研究を行っています。 
 
秋田では、AIU に English Village と呼ばれる同様のサービスラーニング・プログラムが

設置されています。このプログラムでは、教員を目指す AIU の学生が高校生に英語を教

えることができます。AIU の学生は、それを通じて実際の指導経験を積むことができま

す。さらなるサービスラーニング・プログラムの成功には、教授陣の十分なサポートが

必要になりますが、それらは AIU による地域貢献の効果的なモデルとなるはずです。 
 

社会奉仕 
社会奉仕とは「高等教育機関が各職員の学外での活動を通して行う市民社会への貢献」

であり、教育と研究という従来の役割に加えた、大学の第三の役割と考えられています

（Chatterton and John 489）。秋田では、それぞれの大学に社会奉仕のための拠点や組

織があり、社会奉仕を通して様々な地域貢献が行われています。例えば、秋田大学は地

域創生センターを設置し、小学校、中学校、高等学校によるキャンパス見学を度々受け

入れ、地域に向けて様々なフォーラムを開催しています。AIU でも同様の活動が行われ

ています。 
 
多くのインタビューを通じて、秋田の自治体、企業、地域は AIU に英語および国際交流

分野での貢献を期待しているということが分かりました。また、学生と交流し、新しい

アイデアを得たいと考えている業界関係者もいました。 
       
これらの期待に応えるため、AIU は研究・地域連携支援チーム（RCOS）を通じて国際

的な様々な地域交流活動を行っており、留学生が秋田県内の小学校および中学校に派遣

され、自国の文化について教えています。政府が AIU に期待する通り、これらの活動は

秋田の地域社会の国際化につながります。様々な貢献の一つとして、AIU の学生は秋田

市と連携し、秋田市お土産開発プロジェクトを実施しました。プロジェクトでは、特産

品を使用した新しいお菓子が開発されました。AIU は、地域社会との交流活動も盛んに

行っています。このような現状から、AIU は社会奉仕を通じて地域に貢献していると言

えるでしょう。 
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Expectations and Promotions of Innovation 
Perhaps the most significant role universities are required to play is to promote and 
support innovation within their regions. In both Akita and Oregon, innovation is 
recognized as the key factor for creating a sustainable region, and both regions 
anticipate the university’s ability to realize it. 
 
Expectations of Innovation 
Mr. Maruschak at Regional Accelerator and Innovation Network (RAIN) Eugene 
emphasized the importance of enhancing innovation within the region by helping 
determine whether a new business will succeed or not. The program also works to 
ensure that the capital invested in the business will not flow out of the region but stay 
active in the circulation of money within the region. The importance of innovation was 
also emphasized in our research in Akita. 
 
In Akita, where depopulation and aging are big problems and existing industries lack 
capacity to absorb and implement new ideas, labor demand continuously decreases and 
results in the flow of capital and human resources away from Akita and accelerates 
further depopulation. While people and companies tend to be change resistant and avoid 
new ideas, as Professor Agata has asserted, many stakeholders in Akita recognize the 
need for innovation and expect universities to take the initiative.. Mr. Takahashi, the 
Mayor of Yokote city, and Mr. Ichita, Chief at the Corporate Planning Division of Hokuto 
Bank, both agreed that what the community expects from the university the most is the 
introduction of innovative ideas in the local community through the spirit of 
entrepreneurship 
 
Promotion of Innovation in Oregon 
The main way the University of Oregon is promoting innovation in their region is through 
bridging the gap between their research and the external environment. Through 
cooperation with organizations such as the Oregon Nanoscience and Microtechnologies 
Institute (ONAMI) and RAIN in the region, University of Oregon’s research is being 
commercialized within the region which enables a support mechanism where new 
business continuously emerges by using resources within the region. Mr. Rung, 
President and Executive Director of ONAMI, has stated that by investing and supporting 
entrepreneurs and small and middle size enterprises through providing efficient 
technology assistance and commercialization advising, Oregon is able to attain 
sustainable innovation. Therefore, in the case of University of Oregon as large-scale 
research institution, the university is promoting regional innovation by producing 
research that can be commercialized and encouraging entrepreneurs to come and stay 
in the region. 
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革新の期待と推進 

大学に求められる最も重要な役割は、それぞれの地域における革新の推進と支援ではな

いでしょうか。秋田でもオレゴンでも革新は持続可能な地域づくりの鍵となる要因であ

ると考えられ、どちらでも大学にそれを実現する能力が期待されています。 
 
革新の期待 

地域起業促進技術革新ネットワーク(RAIN)の首席起業支援員兼エグゼクティブディレ

クターを務める Maruschak 氏は、新しいビジネスが成功するか否かの判断を支援する

ことによって、地域の革新を強化する重要性を強調していました。同ネットワークでは、

ビジネスに投じられた資金が地域から流出せず、地域内で循環し続けるようにするため

の取り組みも行われています。秋田で私たちが行った研究でも革新の重要性を重視しま

した。 
 
秋田では人口の減少と高齢化が深刻な問題となっており、既存の業界には新しいアイデ

アを取り入れ、実行する余裕がありません。また、労働需要が減少の一途をたどり、資

金と人材の県外流出を招き、人口減少をさらに加速させています。住民と企業は変化を

好まず、新しいアイデアを避ける傾向にありますが、縣教授が主張しているように、秋

田の多くの関係者が革新の必要性を認識し、大学に主導権を握るよう期待しています。

横手市長の髙橋氏と北都銀行経営企画部広報室室長の市田圭介氏は、地域が大学に最も

期待することは、企業家精神に基づき、地域社会に革新的なアイデアをもたらすことで

あることに同意しています。 
 
オレゴンにおける革新の推進 

オレゴン大学は、主に研究と外部環境との隔たりを埋めることによって、地域の革新を

推進しています。オレゴン大学の研究は、オレゴン州ナノサイエンス・マイクロテクノ

ロジー研究所（ONAMI）や RAIN をはじめとする地元機関との連携を通じて地域内で商

業化されており、それによって、地元の資源を活用した新しいビジネスが継続的に生み

出される支援体制が実現しています。ONAMI の所長兼エグゼクティブディレクターで

ある Rung 氏は、効率的な技術支援と商業化に関する助言の提供を通じて、企業家と中

小企業に投資し、支援することによって、オレゴンは持続可能な革新を実現できると述

べています。したがって、大規模研究機関であるオレゴン大学の場合、商業化が可能な

研究を行い、企業家を地域に呼び込み、地域にとどまるよう促すことによって、地域の

革新を推進しています。 
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Promoting Innovation in Akita 
When looking back to the case in Akita, the form of the research institution at Akita 
International University is very different from the University of Oregon in terms of its scale 
and contents. Akita International University only has one research institution, the Institute 
for Asian Studies and Regional Collaboration, and its main objective can be categorized 
in three ways: first, enriching Asian regional studies by conducting comparative analysis 
of studies on different regions; second, promoting interdisciplinary collaboration; and 
third, providing local contribution and policy proposals (“About the Institution”). The 
research that IASRC conducts typically takes the form of regional field report. Hence, 
the research at AIU contributes to the region through aiding existing companies and the 
community by offering market research, consultancy, investigation of local resources, 
and so on, but not by creating innovation with the utilization of research. From this 
perspective, it is difficult to promote innovation through utilizing research in the way 
University of Oregon does. 
 

The route Akita International University can take for promoting innovation without 
research elements can be accomplished through students’ active promotion of enterprise. 
In Akita, and Japan in general, the entrepreneurial culture is weak compared to the 
United States. However, Akita International University has the potential of producing 
students with an entrepreneurial mindset for multiple reasons. According to Mr. Susaki, 
CEO of Travel Design and an entrepreneur from AIU, the fact that Akita International 
University is a very new university and has started an innovative educational system in 
Japan, shows that students and faculty already tend not to have risk aversive mindsets. 
Students’ and faculties’ personalities of eagerly accepting challenges, it can be argued, 
shows that AIU students have entrepreneurship mindsets and a competitive advantage. 
The success of new business requires business knowledge, resources to manage the 
business, fund raising, and many other aspects. However, in a region where cultural 
characteristics of risk aversion create huge obstacles in attaining innovation, providing 
human resources with an entrepreneurial mindset will be the first step needed to promote 
innovation within the region. 
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秋田における革新の推進 

秋田の事例を振り返ると、国際教養大学の研究機関は、規模と内容がオレゴン大学とは

大きく異なります。アジア地域研究連携機構は、国際教養大学に置かれた唯一の研究機

関で、その目的は 3 つに分類できます。1 つ目は各地域の研究成果を比較検証すること

によるアジア地域研究の深化、2 つ目は学術的連携の推進、3 つ目は地域貢献・政策提

言です（「機構について」）。アジア地域研究連携機構の研究は、各地域の現地報告とい

う形をとっています。したがって、研究を活用して革新を生み出すのではなく、市場調

査、コンサルティング、地域資源の調査などを通して既存の企業や地域社会を支援する

ことによって、アジア地域研究連携機構の研究は地域に貢献しているのです。このよう

な点から、オレゴン大学のような形で研究を活用し、革新を推進することは困難です。 

 

国際教養大学は、学生の進取の気性を積極的に育むことによって、研究という要素に頼

ることなく革新を推進する道をたどることができます。日本全体に言えることですが、

秋田には米国ほど強固な企業家文化がありません。しかし、複数の理由により、秋田教

養大学は企業家意識を持った学生を育成できる可能性を備えています。AIU 出身の企業

家でトラベルデザイン社の CEO を務める須崎氏によれば、国際教養大学は非常に新し

く、日本で革新的な教育システムを開始した大学であることから、リスクを回避すると

いう考え方を持った学生と教授陣が少ないことは明らかです。学生と教授陣の変化を意

欲的に受け入れる性格は、AIU の学生が企業家意識と競争上の強みを持っていることを

示していると言えます。新しいビジネスを成功させるには、ビジネスの知識、ビジネス

を運営するための資源、資金調達、そしてその他の様々な要素が必要となります。しか

し、リスク回避という文化的特徴が革新を実現する上で大きな障害となっている地域で

は、企業家意識を持った人材を提供することが地域で革新を推し進めるために必要な第

一歩となるでしょう。 
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2) Suggestions 
 
Industry Specific Courses 
In examining the relationships between universities and communities in Oregon, we 
found one of the most successful ways that the University of Oregon took active steps to 
stimulate regional economic growth and retain human capital in the area was to create 
curricula that responds to specific industry needs. The University of Oregon assessed 
industries that are prominent in Oregon and communicated closely with them to 
understand their needs. In order to address the issues of depopulation in Akita, AIU 
should take similar steps to provide more opportunities for AIU graduates to find 
employment in Akita. Correlating their curricula with the needs of the local industry will 
help to build relationships between the students and local industry, generate new ideas 
for industries through research and experiential learning, motivate the retention of highly 
capable human capital in Akita, and ultimately stimulate economic growth. We have 
come up with three industry specific courses that could be easily integrated into the AIU 
curriculum and offered as additional elective courses: 
 
i)  International Marketing of Regional Food and Beverage 
This course will teach students how to segment and target international markets based 
on consumer preferences and behavior. It will examine successful examples of the 
development of a regional identity through the presence of food and beverage. Students 
will examine various communications campaigns created to market a regional identity on 
an international platform. The course will also involve an experiential learning portion 
where teams of international and Japanese students will be asked to communicate 
directly with a local food or beverage company, and develop an international 
communications campaign focused on a specific target market. 
 
ii)  Development of Regional Branding 
This course will teach students how to develop a regional brand through studying 
contemporary and historical cultures. Students will learn to segment and target 
international markets through the analysis of behavior, demographics and 
psychographics and communicate accordingly. The course will examine successful 
cases of the development of a regional brand identity and analyze their processes and 
characteristics. Students will then work in teams to create a brand development and 
communication plan based on historical, contemporary, and popular cultural references 
in Akita. These references could include things like the Kanto lantern festival, popular 
films and television filmed in Akita, the Akita dog, et cetera. Students will be actively 
creating plans for the community that can help with international tourism and brand 
development by utilizing their unique perspectives and insights. 
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2) 提言 
 
業界に特化した科目 
オレゴン大学は地域の経済成長を促し、人材を地域にとどめるために積極的な手段を講

じていますが、オレゴンにおける大学と地域の関係を考察するうちに、その中で特に効

果的なのは、特定の業界のニーズに応えるカリキュラムを用意していることであること

が分かりました。オレゴン大学はオレゴンの主要な業界を評価し、それらの業界と密接

な交流を図りながら、ニーズを割り出しています。秋田の人口減少の問題に対応するた

め、AIU も卒業生が県内で就職できるよう同様の手段を講じるべきです。地元の業界の

ニーズに関連するカリキュラムを提供することによって、学生と地元の業界との関係が

構築され、研究や実践型学習を通して産業界に新たなアイデアがもたらされ、優秀な人

材が秋田にとどまるきっかけとなり、ひいては経済成長が促進されます。私たちは、業

界に特化した科目で、AIU のカリキュラムに簡単に取り入れ、付加的な選択科目として

提供できるものを 3 つ考え出しました。 
 
i)  地域の食品および飲料に関する国際的なマーケティング 
本科目では、消費者の嗜好と行動に基づいて国際市場をセグメント分析し、目標を定め

る方法を教えます。食品と飲料の存在によって地域の独自性を打ち立てた成功事例を検

証します。学生は、国際的な舞台で地域の独自性を売り込むために実施された様々な広

報活動を研究します。また、留学生と日本人学生のチームが地元の食品および飲料企業

と直接に交流し、目標とする特定の市場に狙いを定めた国際的な広報活動を展開するこ

ととするなど、実践型学習の要素を取り入れた科目とします。 
 
ii)  地域ブランドの開発 
本科目では、現代および歴史的文化の研究を通して地域ブランドを開発する方法を教え

ます。学生は、行動、人口統計学、心理学の分析を通して国際市場をセグメント分析し、

目標を定め、それに応じて情報を発信する方法を学びます。独自の地域ブランドを開発

した成功事例を検証し、そのプロセスと特徴を分析します。学生はチームに分かれ、秋

田の歴史的および現代的文化や有名な文化に基づき、ブランドの開発および広報計画を

作成します。秋田のよく知られた文化には、竿燈まつり、秋田を舞台にした有名な映画

やテレビ番組、秋田犬などが含まれます。学生が地域のために積極的に作成する計画は、

独自の視点と洞察により、国際的な観光業とブランド開発を促進します。 
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iii)  International Marketing of Outdoor and Athletic Industry 
This course will teach students how to market outdoor recreation and various attributes 
of the athletic industry. Students will examine successful examples of marketing 
campaigns, attributes, and processes. They will examine the incorporation of 
merchandise in the promotion of the outdoor and athletic industry. The course will discuss 
how to segment international markets based on classic marketing strategies. Students 
will work in teams to develop a communications campaign for an outdoor recreational 
activity, event or sports team. They will design merchandise prototypes to help with the 
promotion of these industries. Akita has an abundance of examples with room for 
development like Tazawako ski resort, Tazawa Lake, multiple hot springs, and many 
more. Students will be providing innovative marketing strategies with broad international 
perspectives that can be used at the discretion of companies within the industry. 
  
Advantages of Industry Specific Courses 
The implementation of industry specific courses would have substantial benefits for 
students and the community. It would create human capital that has a comprehensive 
understanding of industries in Akita and has actively researched ways to globally expand 
existing industries. All three courses would provide students with a unique opportunity to 
communicate directly with industry professionals in Akita and develop relationships 
within the private sector and the prefecture. Through creating more opportunities to 
globalize industries, AIU would be contributing to the creation of employment prospects 
in Akita. The experiential learning format of these courses would also actively generate 
innovation while providing companies with access to new perspectives and information. 
  
The relationship formed through these courses would be mutually beneficial because 
they would help companies in the community and give students real-life business 
experience. Additionally, participation in these courses would take little time and effort 
from the companies involved. These programs would be simple to implement as they are 
already highly cohesive with the objectives of AIU and its global business agenda. 
Furthermore, Akita presents a unique opportunity for Japanese and international 
students to learn traditional Japanese business professionalism and communication. 
This will give students a competitive advantage in the East Asian business environment 
and enable them to better relate to established business professionals. 
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iii)  アウトドアおよびスポーツ業界の国際的マーケティング 

本科目では、アウトドアレクリエーションやスポーツ業界の様々な特性に関して、マー

ケティングの方法を教えます。学生は、マーケティング活動の成功事例、特性、プロセ

スを検証し、アウトドアおよびスポーツ業界の促進に向けた商品の利用について研究し

ます。伝統的なマーケティング戦略に基づいて国際市場をセグメント分析する方法を議

論します。学生はチームに分かれ、アウトドアレクリエーションやイベント、スポーツ

チームの広報活動を展開します。また、それらの業界の促進につなげるため、商品の試

作品をデザインします。たざわ湖スキー場、田沢湖、多数の温泉など、秋田には開発の

余地のある事例が豊富にあります。学生は幅広い国際的な視野で革新的なマーケティン

グ戦略を提供し、企業はそれぞれの判断でその戦略を活用することができます。 

  

業界に特化した科目の利点 

業界に特化した科目を導入することにより、学生と地域には大きな利益がもたらされま

す。秋田の各業界を包括的に理解し、既存の産業を世界に拡大する方法を積極的に研究

してきた人材が輩出されるからです。3 つの科目はいずれも、学生に秋田の業界関係者

と直接交流し、民間および県との関係を構築するまたとない機会を提供します。様々な

産業を国際化する機会を増やすことで、AIU は秋田における潜在的な雇用の創出に貢献

します。これらの科目は実践型学習の形態をとり、積極的に革新を生み出す一方、企業

は新たな視点と情報を利用できます。 

  

これらの科目を通して構築される関係は、地元企業の役に立ち、学生に実社会でのビジ

ネス経験を提供するため、企業と学生の双方にとって有益です。また、これらの科目に

参加するにあたって、企業には時間も手間もほとんどかかりません。これらの科目はす

でに AIU の目的とその世界的なビジネスの課題に密接に関係しているため、容易に導

入できます。さらに、秋田では、日本人学生と留学生に伝統的な日本企業のプロ意識と

コミュニケーションについて学習する独自の機会を提供します。それによって、学生は

東アジアのビジネス環境における競争上の強みを得ることができ、既存の企業関係者と

より良い関係を築くことができます。 
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Similarly, the frameworks of experiential courses are consistent with the liberal arts 
orientation of AIU. Experiential learning is a method of learning that evokes cross 
disciplinary curiosity and learning. For example, the experiential aspects of this particular 
project based learning program forced us to reach beyond methods of traditional 
research to draw a conclusion. We had to combine anthropological, biological, 
geographical, and historical information to critically examine this issue presented to us 
and develop a conclusion. This model directly correlates with the established and 
comprehensive liberal arts structure of AIU. 
 
Investment in these courses would be a low cost way for AIU to have a profound effect 
on economic growth in the local economy. Students in these courses would have to 
directly communicate with businesses in the local area, and this would promote the 
formation of sustainable relationships between AIU and the community.   
 
Disadvantages of Industry Specific Courses 
It is important to acknowledge that the implementation of these programs would also 
present some challenges. The location of AIU and the transportation available present 
possible logistical challenges. It may be difficult for students to find the time and 
resources to visit companies that they want to collaborate with. The success of these 
programs also relies on the support of AIU faculty, and it may be challenging to convince 
them of the importance of these courses. The experiential based process of these 
courses deviates from the Japanese standard of higher education, so it will be important 
to effectively communicate the benefits of these courses to faculty and stakeholders. 
These courses will also need to be taught by professors, who are knowledgeable in these 
topics and have experience with experiential learning. 
  
Local companies may feel apprehensive towards working with AIU students because 
these types of relationships are fairly unprecedented. It will be important for AIU students 
to be courteous of their time and be able to communicate at the convenience of the 
companies. Faculty and students must keep in mind that the companies that are willing 
to participate are doing so primarily out of kindness and goodwill, so they should actively 
communicate their gratitude for the learning experience. Despite any of the possible 
obstacles, these industry specific courses will have a substantial and long-term effect on 
economic growth, and the benefits of these programs on the community will greatly 
outweigh any possible short-term challenges.  
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同様に、経験に基づくそれらの科目の枠組みは、AIU の教養教育の姿勢と一致していま

す。実践型学習は、学際的な好奇心と学習を促す学習法です。例えば、今回の課題解決

型科目でも、その経験的な側面によって、私たちは従来の研究手法を超えて結論を導き

出さなければなりませんでした。人類学、生物学、地理学的情報および歴史的情報をつ

なぎ合わせ、提示された問題を深く研究し、結論を出さなければならなかったのです。

このモデルは、AIU の教養教育に関する既存の包括的な構造と直接関連しています。 

 
AIU が地域経済の成長にもたらす計り知れない効果を考えれば、これらの科目に対する

投資はわずかです。受講生は地元企業と直接交流しなければならず、それが AIU と地域

との持続可能な関係の構築を促します。  

 
業界に特化した科目の弱点 

これらの科目の導入にはいくつか課題があることを知っておくことも大切です。AIU の

場所と利用可能な交通機関が実施上の問題となる可能性があります。学生は協力したい

企業を訪問するための時間と資源を確保するのに苦労するかも知れません。また、これ

らの科目が成功するか否かは、AIU 教授陣のサポートにもかかっています。教授陣にこ

れらの科目の重要性を理解してもらうのは容易ではないかも知れません。これらの科目

の経験に基づくプロセスは日本の高等教育の基準から外れているため、教授陣と関係者

にこれらの科目の利点を効果的に伝えることが重要になります。さらに、これらの科目

では、それぞれの題材に精通し、実践型学習の経験を持つ教授が教鞭を執る必要があり

ます。 

  
このような関与の仕方には前例が少ないため、地元企業は AIU の学生との共同作業に

不安を感じるかも知れません。AIU の学生は、時間を割いていただけることに感謝し、

企業の都合に合わせてやりとりできることが重要になります。教授陣と学生は、快く参

加してくださる企業は主に思いやりと善意からそうしているのだということを頭に入

れ、学習経験を与えられたことに対して、積極的に感謝の気持ちを伝えなければなりま

せん。このようにいくつかの障害が考えられるものの、業界に特化した科目は経済成長

に長期的かつ実質的な効果をもたらし、地域にとってその利点は、考えられる短期的な

課題をはるかに凌ぐものとなるでしょう。  
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Supporting Research and Findings 
One of the ways that the University of Oregon is responding directly to industry needs is 
through the development of the Sports Product Management Program. This program is 
designed to create graduates who have the experience and capabilities to go directly 
into sports product development and management positions upon graduation. The 
curriculum of this course was developed through close collaboration between industry 
professionals and professors. This program will proactively attract new students to 
Oregon who are interested in this industry, and give students the skills and resources to 
develop their careers in Oregon. 
  
Beyond directly contributing to economic growth, the development of industry specific 
courses demonstrates a university's dedication to the environment in which it receives 
its funding and livelihood. Although the collaboration anticipated in AIU will not be on the 
same intricate and extensive level that was observed in Oregon, these industry specific 
courses are certainly a proactive step in a positive direction. The development of industry 
specific classes at AIU would demonstrate its commitment to participating and 
perpetuating the growth and development of the Akita economy. 
 
Akita International University’s Industry Mixer 
Our second suggestion is for AIU to organize bi-annual mixers for both professors and 
industry professionals. The purpose of these mixers will be to foster communication and 
collaboration among the different industries and industry professionals in Akita. 
Ultimately, this will work towards establishing a strong support network within the 
prefecture. In order to create these mixers, the university will have to create a marketing 
strategy to obtain professor, industry, and alumni participation. At these mixers, similar 
industries will be seated next to each other to further encourage development of 
relationships through networking. During these events, various AIU professors will 
present any relevant research or findings that they believe could be helpful to Akita’s 
various industries in order to further encourage continual economic growth. 
 
Advantages of a Mixer 
One of the benefits of establishing these mixers is that it demonstrates AIU’s commitment 
to the local and regional well being of Akita. Creating and holding an event for the 
members of the community will allow them to see how AIU is directly giving back to the 
prefecture that has made their existence possible. These mixers also promote a 
globalized idea of economic growth within Akita, while staying true to Japanese culture 
through the emphasis on community. Creating this event allows AIU to directly support 
economic growth by embracing this idea and making it even stronger. Finally, these 
mixers simultaneously promote growth and sustainability. If industries have a strong 
support network they are more likely to stay and expand their businesses in Akita 
Prefecture. This is because they will have the necessary support and resources needed 
for their success and growth directly around them. 
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上述の提言を裏付ける調査結果 
オレゴン大学は、業界のニーズへの直接的な対応の一つとして、スポーツ用品管理科目

を開講しています。この科目は、卒業後すぐにスポーツ用品の開発や管理の職に就ける

だけの経験と能力を持った卒業生を育てることを目的としています。この科目のカリキ

ュラムは、業界関係者と教授との密接な協力によって編成されました。この科目は、同

業界に関心を持つ新入生を積極的にオレゴンに呼び込み、学生にオレゴンでキャリアを

積むためのスキルと資源を提供しています。 
 
業界に特有の科目を開講することは、大学が経済成長に直接貢献するだけでなく、その

資金と収入を得ている環境に尽くしていることを示しています。AIU において想定され

る連携は、オレゴンで見られたような複雑で広範なものではありませんが、業界に特化

したこれらの科目がプラスの方向に向けた前向きな一歩であることは間違いありませ

ん。業界に特化した授業を展開することによって、AIU は秋田経済の発展と成長に関与

し、それを持続させようという姿勢を示すことができるしょう。 
 
国際教養大学の業界懇親会 
2 つ目に、私たちは半年ごとに教授と業界関係者との懇親会を開催することを AIU に提

案します。懇親会の目的は、秋田の様々な業界および業界関係者の交流と連携を促すこ

とです。そして、最終的には県内の強力な支援ネットワークを構築することを目指しま

す。懇親会を開催するには、大学は教授、業界関係者、卒業生の参加を得るためのマー

ケティング戦略を立てなければなりません。交流を通してさらなる関係の進展を促すた

め、交流会では同じような業界の関係者が隣り合わせに座るようにします。それらのイ

ベントでは、AIU の様々な教授が秋田の持続的な経済成長を促すために秋田の各業界の

役に立つと考える、関連する研究や研究結果を発表します。 
  
懇親会の利点 
懇親会を開催する利点の一つは、秋田の地元および地域の福祉に対する AIU の献身を

示すことができることです。地域の人々のためにイベントを企画し、開催することによ

って、彼らは AIU が自らの存在を可能にしてきた県にどれほど直接的に還元している

かを知ることができます。懇親会はまた、地域を重視することによって日本文化に忠実

であり続けながら、秋田における経済成長の国際的な考え方を推進します。AIU はこの

イベントの企画を通して、その考え方を取り入れ、さらに強固にすることによって、経

済成長を直接的に後押しするのです。最後に、懇親会は成長と持続可能性を同時に促進

します。業界に強力な支援ネットワークが構築されれば、秋田県内にとどまり、ビジネ

スを拡大したいという思いが強まります。成功と成長に必要な支援と資源がすぐそばに

あるからです。 
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Disadvantages of Having a Mixer 
While we truly believe in the need for these mixers, we are also aware that with their 
creation may come some negative consequences. One such consequence is the cost. 
Since AIU will be responsible for the creating and hosting these mixers, they will bear all 
the cost. In order to justify these costs, it is necessary that AIU communicate and 
convince stakeholders of the benefits such an event can have on helping stimulate and 
sustain Akita’s economy. Another significant challenge will be convincing both professors 
and industry professionals to attend. This is why having a marketing strategy and being 
persistent is going to be so important. Finally, some other issues may include the logistics 
in finding a venue, transportation, and staffing to facilitate the planning of this event. 
Although there are some obvious challenges with developing these mixers, we believe 
the foundation they are establishing to help boost and sustain Akita’s economy far 
outweighs any of the potential challenges. 
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懇親会の弱点 
私たちは懇親会の必要性を心から信じていますが、懇親会を開催することによって、い

くつか負の影響がもたらされる可能性があることも認識しています。その一つが費用で

す。AIU が懇親会の企画と開催に責任を持つ以上、費用はすべて AIU が負担することに

なります。それらの費用を正当化するため、AIU は秋田経済の促進と維持においてイベ

ントがもたらし得る利点を関係者に伝え、納得してもらわなければなりません。もう一

つの大きな課題は、教授と業界関係者を懇親会に出席するよう説得することです。これ

には、マーケティング戦略と粘り強さが重要になります。最後に、イベントの計画を進

めるには、その他にも会場、交通機関、スタッフなどが問題となります。このように懇

親会の開催にはいくつか課題があるのは明らかですが、それによって構築される基盤は

秋田経済の促進と維持につながるものであり、潜在的な課題よりもはるかに重要である

と考えます。 
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Supporting Research and Findings 
We know these mixers can help stimulate and sustain Akita’s economy because we saw 
how a similar model has been accomplishing this in Oregon. One of the most relevant 
examples where we saw the benefits that can result from collaboration within industry 
was with the Portland Development Commission. The PDC’s sole purpose is to make 
Portland into a desirable city by investing in job creation, innovation, and economic 
opportunity throughout Portland (Bal, "Entrepreneurship & Innovation"). 
  
Additionally, when Sue Bal, Business Development Manager of Athletic and Outdoor 
Industry, saw the number of athletic and outdoor companies that existed in the Portland 
area, she knew that to keep this industry growing and contributing to the local economy 
there needed not only to be competition among these companies, but collaboration as 
well. In order to do this, the Portland Development Commission needed to become a 
neutral territory where different industries could come together in a noncompetitive 
environment and build strong networks that encouraged and supported continuous 
collaboration within the industry. This networking and collaboration has led Portland to 
become the world’s leader in the Athletic and Outdoor Industry. This is an industry that 
continues to grow steadily and contribute to the success of the local economy as it is 
now at 810 firms with over 16,000 employees (Bal, “Cluster Development”). We believe 
that if Akita International University takes initiative in creating a neutral environment that 
fosters this type of networking and collaboration, then Akita will be more likely to receive 
the same type of economic benefits that Portland is currently experiencing. 
  
Throughout our time in Akita we have seen a significant gap between academia and 
industry. In contrast during our time in Oregon, we saw current steps being taken to 
shrink this gap. When we asked various individuals and industries how they are doing 
this, they all agreed that it derived from continuous engagement and open 
communication. We saw the greatest example of the economic benefits that can result 
from developing a relationship between academia and industry in the program created 
by former Nike employee and current Director of the Sports Product Management 
Program, Ellen Schmidt-Devlin. The Sports Product Management Program at the 
University of Oregon was created to directly address the needs communicated by the 
sports product industry to Ellen on what they needed from university graduates. 
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上述の提言を裏付ける調査結果 

懇親会の開催が秋田経済の促進と維持につながることが分かるのは、オレゴンで同様の

モデルによって同じことが達成されていることを見てきたからです。私たちはいくつか

の事例で業界内の連携から生まれる利点を確認しましたが、中でも最も関連性が高いの

はポートランド開発委員会でした。PDC は、ポートランド全体の雇用創出、革新、経済

機会に投資することによって、ポートランドを魅力ある都市にすることを唯一の目的と

しています。（Bal, "Entrepreneurship & Innovation"）。 
  
また、ポートランド開発委員会スポーツ・アウトドア産業担当事業開発マネージャーの

Sucheta Bal は、ポートランド地域に存在するスポーツおよびアウトドア企業の数を知

り、この業界が成長し、地域経済に貢献し続けるには、企業間の競争だけでなく連携が

必要であると考えました。そのためには、ポートランド開発委員会は、異なる業界が非

競争的な環境で団結し、業界内での継続的な連携を促進および支援するような強力なネ

ットワークを構築できる中立的な場となる必要がありました。この交流と連携によって、

ポートランドはスポーツおよびアウトドア業界における世界のリーダーとなりました。

今や 810 社の企業と 16,000 人以上の従業員を抱えるこの業界は、成長の一途をたどり、

地域経済の繁栄に貢献し続けています（Bal, “Cluster Development”）。国際教養大学が

このような交流と連携を促す中立的な環境を率先して創出すれば、秋田にもポートラン

ドが現在享受しているのと同じような経済的恩恵がもたらされる可能性が高まります。 
  
秋田での滞在中、私たちは学界と産業界との間には大きな隔たりがあると感じました。

一方、オレゴンでは、その隔たりを埋めるために現在講じられている措置を目の当たり

にすることができました。様々な方々や業界にその方法について質問したところ、それ

は継続的な関わりと率直な交流によるものだということで全員の意見が一致しました。

私たちは、ナイキの元従業員で現在は UO スポーツ用品マネージメント担当ディレクタ

ー兼スポーツ用品研究所共同所長を務めている Ellen Schmidt-Devlin によって設置され

た科目で、学界と産業界との関係構築によってもたらされる経済的利益の非常に素晴ら

しい例を目にしました。オレゴン大学のスポーツ用品管理科目は、大卒者に求めること

について、スポーツ用品業界から Ellen に伝えられたニーズに直接対応するために作ら

れました。 
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With continuous communication going on between the sports product industry and this 
academic program, the University of Oregon is directly addressing industry needs by 
providing them the human capital that they need to continue to grow their industry. 
Having the university directly contribute to the continuous growth of this industry helps 
boost the economy and make it sustainable. All of this started with an open conversation 
between academia and industry. We believe that by providing a mixer where this type of 
conversation is welcomed and encouraged, AIU will not only be taking the initial step in 
fostering economic growth, but they will also be learning how they can continue to 
contribute to Akita’s economy and sustainability in the future. 
  
Promoting Akita’s Economic Growth through University Innovations 
Our final suggestion is the culmination of the previous suggestions and is meant to be 
implemented on a larger scale. The suggestion is radical in the sense that it would require 
a change to the standard models of business and education in Japan. It is also a long-
term project that would require a group of people to work out the details of what the 
model would look like and how it will be achieved. Despite this being a difficult task, we 
believe it is necessary if Akita is going to mitigate its depopulation, rebound economically, 
and become sustainable in the long run.  
 
Proposed Idea 
Akita’s universities must start to realize the potential benefits the economy would see by 
fully utilizing their research. The universities must see the potential commercialization of 
their products and how they can be used to stimulate the local economy by working hand-
in-hand with both the industry and the government. In doing so, Akita will help work 
towards solving its current economic troubles. In working toward this ultimate goal, it 
must be noted that in order for this model to be successful, certain steps leading up to 
its implementation are essential. 

Necessary Steps 
The first steps to be taken are the implementation of our first two suggestions. Both the 
industry specific classes and the mixers are designed to promote relationships between 
the universities, private sector, and the local community. As these relationships are 
formed, it will be easier to build the necessary networks to help university innovations 
transform into tangible contributions within the region. Without first establishing these 
networks, it will be impossible for this model to be successful. Partnerships in Akita 
cannot succeed in the context of Japanese culture without first making sure everyone 
trusts and works with each other. 
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オレゴン大学は、スポーツ用品業界とこの学術科目との継続的な交流を図り、同業界が

成長し続けるために必要とする人材を提供することによって、業界のニーズに直接対応

しています。大学を業界の継続的な成長に貢献させることが、経済を刺激し、持続させ

ることにつながっているのです。そして、それはすべて、学会と産業界の率直な対話か

ら始まりました。そのような対話を歓迎し、促す場として懇親会を開催することによっ

て、AIU は経済成長を育む最初の一歩を踏み出すだけでなく、将来、秋田経済と持続可

能性に貢献し続ける方法を学ぶことができます。 
 
大学の革新を通した秋田経済の成長の促進 
最後の提言は、これまでの提言の集大成となるもので、大規模な実施を想定しています。

日本におけるビジネスと教育の一般的なモデルを変化させる必要があるという意味で

急進的な内容となっています。また、どのようなモデルにし、それをどのように実現す

るのか、大勢の人々が詳細を詰めなければならず、長期的なプロジェクトとなります。

容易なことではありませんが、秋田が人口減少を緩和し、経済的に立ち直り、長期的に

持続可能であるためには、それが必要であると考えます。  
 
提案するアイデア 
秋田の大学は、まずは研究が十分に活用された場合にもたらされる可能性のある経済的

利益を認識しなければなりません。そして、製品を商業化できる可能性を確かめ、産業

界および自治体との協力を通して地域経済を刺激するために、それをどう活用すればよ

いかを知る必要があります。そうすることで、秋田は現在直面している経済的な問題の

解決に向けた取り組みを促します。その最終的な目標に向けて努力するにあたっては、

このモデルを成功させるためには、その実現に向けて一歩々々慎重に進めていくことが

不可欠であるということに注意しなければなりません。 

必要な進め方 
始めにやらなければならないのは、最初の 2 つの提言を実行することです。業界に特化

した授業も懇親会も、大学、民間、地域の関係を促進することを目的としています。関

係が構築されていれば、大学の革新を地域での具体的な貢献へと変化させるのに必要な

ネットワークを作り上げるのが容易になります。最初にこれらのネットワークを構築す

ることなく、このモデルを成功させることは不可能です。まずは全員が互いを信頼し、

協力し合えることを確認しなければ、日本文化の中で秋田の連携を成功させることはで

きません。 
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After establishing networks around Akita, universities will need to play their part. 
Research universities such as Akita Prefecture University need to start realizing the 
potential they have with their innovations. Currently, the innovations and products coming 
out of these universities are being given away to companies which results in a lost 
opportunity for the prefecture to gain revenue. Instead of simply giving away their 
innovations, the universities need to commercialize their products within Akita. In doing 
so, they will help the prefecture have more money flowing in from the additional jobs that 
will be created and the investments that will come from those interested in innovation. 
 
Finally, in order for this model to work, the government, industries, and universities all 
have to come together. As it stands, each of these three entities fail to communicate fully 
with the others, resulting in far too many lost opportunities. Until they choose to build 
relationships, collaborate by working with each other, and capitalize on their already 
existing research, they will not be able to fully realize their potential and money will not 
come into Akita as quickly. In this idea, every party involved gains from the collaboration. 
The universities get their work shown to the public and gain reputation, the community 
gets money flowing in, and the government sees some return on the investment it has 
put into the universities. 
This suggestion relies on these steps in order to be feasible. Only once these steps have 
been taken can the benefits of the suggestion be realized. The benefits of this suggestion 
follow the benefits of the model set in Oregon by RAIN and ONAMI (Appendix B). Using 
these models, we started to approach the problems set forth by both the universities and 
the government. Specifically, we were asked to address the issues of depopulation, 
reviving the economy, and making Akita sustainable. 
Addressing Akita’s Challenges 
In order to respond to depopulation, Akita must have jobs available for the younger 
generation. Without these jobs, the young will not only lack incentive to stay in Akita, they 
will not have the resources to develop their own careers or have a good quality of life 
should they choose to stay. However, with the implementation of this suggestion, jobs 
can be created by the innovations spawning from universities. If Akita follows the 
suggestions laid out by ONAMI, new businesses will have already completed the first 
step of coming up with competitive research and be able to move toward marketing their 
products. In addition to new companies, established companies will be able to expand 
to encompass new products that fit into their business models. In both cases, businesses 
will have a need for more workers and thus give students a reason to stay in Akita after 
graduation. Creating a reason for people to come and stay in Akita will help the prefecture 
ensure that it is attracting new capital rather than simply recycling the same money within 
the economy. 
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秋田全域にわたるネットワークが構築されたら、大学はそれぞれの役割を果たさなけれ

ばなりません。秋田県立大学のような研究大学は、革新によって開かれる可能性を認識

し始める必要があります。現在、それらの大学から生み出された革新や製品は企業に提

供され、その結果、県が収益を得る機会が失われています。大学は、革新をただ譲るの

ではなく、秋田県内で製品を商品化することが必要です。そうすることで、新たな雇用

が創出され、革新に興味を持つ人々から投資が集まり、県に流入する資金が増えていき

ます。 

最後に、このモデルを機能させるためには、自治体、産業界、大学のすべてが団結しな

ければなりません。現状では、三者はいずれも互いに十分に交流できておらず、あまり

に多くの機会が失われています。三者が関係を構築し、互いに手を取り合って連携し、

すでにある研究を活用することを選択しない限り、自分たちが持つ可能性を理解し、す

ぐに秋田に収益をもたらすことはできないでしょう。このアイデアでは、すべての関係

者が連携によって利益を得ることができます。大学は研究を公開して評判を高め、地域

には資金が流入し、自治体は大学への投資をある程度回収できます。 

この提言を実現できるか否かは、その進め方にかかっています。これらの手順を実施し

て初めて、この提言の利益は現実のものとなります。この提言の利益は、オレゴンで

RAIN および ONAMI によって定められたモデルに倣っています（補遺 B）。私たちはこ

れらのモデルを利用して、大学と自治体から示された問題への取り組みを開始しました。

具体的には、人口減少、経済の再生、秋田の持続可能性の確保という問題に対応するよ

う求められました。 

秋田が抱える問題への取り組み 
人口減少に対応するためには、若い世代が就ける仕事が秋田になければなりません。仕

事がなければ、若者は秋田に残る意欲を失うだけでなく、秋田に残ることを選択した場

合には、キャリアを構築するための資源を手に入れることも質の高い生活を送ることも

できません。しかし、この提言を実行すれば、大学の革新によって雇用を創出できます。

秋田が ONAMI によって示された提案に従う場合、競争力のある研究を考え出すという

最初の手順はすでに完了していることになり、商品のマーケティングに進むことができ

ます。新しい企業に加え、既存企業も規模を拡大し、ビジネスモデルに適した新商品を

取り入れることが可能です。いずれにしても企業は従業員を増やさなければならなくな

り、学生が卒業後に秋田にとどまる理由となります。秋田に人が集まり、定着する理由

を作ることによって、県はその経済の中で同じお金を循環させるのではなく、新たな資

金を確実に呼び込むことができます。 
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In addition to creating jobs, starting this collaboration in Akita will result in the prefecture 
being set apart from the rest of the country. Akita has the opportunity to follow RAIN’s 
advice and leverage these relationships to turn itself into an innovation hub in Japan. 
With new ideas being generated and a new way of collaboration being utilized, Akita will 
start to attract investors from around Japan and the world. 

Essentially, this brings the idea of entrepreneurship to Akita. In this sense, an 
entrepreneur is not necessarily someone who starts a new company. An entrepreneur is 
anyone who wants to do things a new way. They may want to start a new business, 
expand an existing one, or even just come up with an innovative way to approach their 
work. This will, in turn, generate more revenue for the economy as more products are 
being sold and other prefectures are looking to Akita as an innovation center and 
attracting these entrepreneurs. 

Finally, this suggestion enables Akita to become sustainable by redirecting and 
revitalizing the current efforts being made. Following the implementation of this 
suggestion, the employment opportunities necessary to attract people to Akita will have 
been created and more sustainable businesses will have been established. 

Challenges of Implementation 
This suggestion does have the potential to make a huge difference in Akita’s economy 
and help it make a change for the better. However, it must be recognized that this is not 
an easy task, nor is it a short-term one. Changes like this cannot be expected to happen 
overnight nor can they happen by continuing to do things in the same way that they have 
always been done. This requires change, as it calls for the people of Akita to do things 
in a new way and make connections that have never been made. Although it is not a 
traditional way of thinking and not an easy task, we believe that it is necessary to make 
some profound changes if Akita wants to once again become a thriving economy. 

 
 
3) Conclusion 
Over the course of four weeks our team has gained valuable insights into the 
relationships between universities and communities in Oregon and Akita. Some of the 
most prevalent things we have noticed are the differences between experiential learning, 
service learning, community service, and the innovation ecosystem. Through the 
analysis of these aspects in both Oregon and Akita, we have found the characteristics of 
successful models and made suggestions for how AIU can implement new academic 
and community oriented programs. We strongly believe the implantation of these 
programs will have beneficial effects on developing a successful and sustainable 
economy in Akita.  
  



学生報告 

 
67

秋田でこの連携が開始されれば、雇用が創出されるのみならず、秋田県は国内で際立っ

た存在となります。秋田には RAIN の助言に従って、それらの関係を生かし、日本の革

新拠点になるチャンスがあります。新しいアイデアを生み出し、新たな連携の形を生か

すことによって、秋田に国内外から投資が呼び込まれるようになります。 

基本的には、これは秋田に起業家の考え方をもたらします。そういう意味では、起業家

は新たな会社を立ち上げる人とは限りません。起業家とは、物事を新たな方法でやろう

とする人です。彼らは新しいビジネスを始めたいと思うかも知れませんし、既存のビジ

ネスを拡大したいと考えるかも知れません。あるいは、自分の仕事に対する革新的な取

り組み方を見つけたいと思っているだけかも知れません。販売される商品が増えるため、

これは結局、経済により多くの収益をもたらし、他県からすれば、秋田は革新の拠点と

して、起業家を呼び込んでいるように見えるでしょう。 

最後に、本提言は現在行われている取り組みの方向を変え、それらを活性化することに

よって、秋田の持続可能性を実現します。本提言を実行した後には、秋田に人材を呼び

込むのに必要な雇用機会が創出され、より持続可能なビジネスが構築されているでしょ

う。 

実行上の課題 
本提言は、秋田経済を大きく変え、秋田経済がより良い方向に変わるよう促す可能性が

あります。しかし、これは容易なことではなく、また短期的なものでもないことを認識

しておかなければなりません。このような変化は一晩で起こるものではなく、いつもと

同じやり方を繰り返すことによって起こるものでもありません。これは秋田の人々に新

たな方法で物事を行い、これまでにないつながりを作るよう求めるものであるため、変

化が必要となります。これは従来の考え方とは異なり、困難な課題でもありますが、秋

田が再びその経済を繁栄させたいのであれば、大きな変化を起こすことが必要になると、

私たちは考えます。 
 

3) 結論 
 

私たちは 4 週間で、オレゴンと秋田における大学と地域の関係に関して貴重な洞察を得

ました。私たちが気付いた中で特に広く見られたのは、実践型学習、サービスラーニン

グ、社会奉仕、革新のエコシステムの違いです。オレゴンと秋田の両方でこれらの要素

を分析することにより、成功したモデルの特徴を見つけ出し、AIU が地域を中心とした

新たな科目を導入する方法について提言を行いました。これらの科目の導入は秋田にお

ける豊かで持続可能な経済の発展に有益な効果をもたらすと、私たちは強く信じていま

す。  
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5) Notes on RAIN and ONAMI 
RAIN (Regional Accelerator and Innovation Network) 
RAIN is a program aimed at creating a network of entrepreneurs in order to create 
sustainable businesses that will stimulate the economy (Maruschak, “About”). When they 
face a problem that they need to overcome, they break it down to three parts: 
 

1. Create entrepreneur and innovation networks – A network of support is 
essential for any new business venture to survive and be successful in its field. 

2. Accelerate the growth – Growing the companies in a rapid manner allows them 
to see if they will succeed or fail early on. This allows them to avoid investing 
too much time and money in a potentially failing business venture. 

3. Grow the program/business within a community – After the venture is on its 
feet, RAIN ensures that the business grows within the local economy so that 
more money can start coming in. 

 
Recognizing that these three steps are necessary to ensuring the program’s success is 
crucial; however, these steps do not guarantee success or the most straightforward path 
for innovative ideas. In order to create the easiest path to success, Akita needs to utilize 
the resources that it has. In this case, Akita has universities with the potential to create 
new ideas and human capital, industries that have jobs and room for expansion, and a 
government that is working with both universities and industry to create a sustainable 
economy. Combining these three resource centers will create the most straightforward 
path to success for each new venture that is started. 
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   Institute, 1 July 2015. Web. 14 July 2015. 

 

5) RAIN および ONAMI に関する注釈 

RAIN（地域起業促進技術革新ネットワーク） 
RAIN は、経済を刺激する持続可能なビジネスを創出するために、企業家のネットワー

クを構築することを目指しています（Maruschak, “About”）。克服しなければならない問

題に直面した場合、RAIN ではそれを 3 つの部分に分けています。 
 

1. 企業家および革新ネットワークの構築－新たなベンチャービジネスが生き残

り、その分野で成功するためには、支援ネットワークが欠かせません。 
2. 成長の加速－企業を急速に成長させることによって、早い段階で成功か失敗か

が分かります。それによって、失敗する可能性のあるベンチャービジネスへの

過度な時間と資金の投資を避けることができます。 
3. 地域内でのプログラムおよびビジネスの成長－ベンチャーが独り立ちしたら、

地域に流入する資金を増やすため、RAIN は地域経済内でビジネスが拡大する

よう努めます。 
 
プログラムを成功させるためにはこれらの 3 つの手順が必要であるということを認識

するのが非常に重要です。しかし、これらの手順は成功や革新的なアイデアへの近道を

保証するものではありません。最も容易な成功への道を切り開くために、秋田は持って

いる資源を活用しなければなりません。それに関して、秋田には、新しいアイデアと人

材を生み出す可能性のある大学、雇用を提供し、拡大の余地のある産業、持続可能な経

済の構築に向けて大学と産業界の両方と協働している自治体があります。これら 3 つの

資源拠点を組み合わせることによって、新たに立ち上げられた各ベンチャーに成功への

一番の近道が開かれます。 
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The combination of these three entities creates what RAIN refers to as an innovation 
hub. These hubs generate new ideas for businesses consistently and, in turn, help 
local economies get back to their former successful states while promoting 
entrepreneurial behavior. Through the utilization of the innovation hubs they have 
created, RAIN has helped start and grow 54 companies, attracted over $5.2 million in 
revenue to Oregon, and created 30 new full-time jobs all while involving more than 700 
students in the process. 
It is important to note that whenever RAIN takes on a new project, they also recognize 
that the company’s views will not always align with their own. In the same respect, they 
warn that the school, government, and industry should not expect all of their views to 
align perfectly. While this is a challenge that has to be overcome in every partnership, it 
is beneficial challenge to have. The three views should be aimed in the same direction, 
but approaching the problem from different views is the best way to ensure its success, 
because it gets insight from three varying perspectives. 
 
 
ONAMI (Oregon Nanoscience and Microtechnologies Institute) 
ONAMI is a program that relies on the innovation from universities. They act as a 
facilitator for collaboration between multiple universities and industries. When they start 
their projects, they begin with a new technology or product created by universities and 
adjust the product to meet the market’s demand. In this way, they are allowing for the 
most innovative projects to be commercialized and using these products to create a 
demand rather than responding to an existing one (Rung, “Economic Impact”). As they 
work with companies and groups, they look for overlap in three areas: 
 

1. Competitive Research – The research coming out of these universities needs to 
be new; they do not want to sponsor research that is already being done 
somewhere else. 

2. Commercial Potential – If an idea cannot be sold, ONAMI will not fund it, as 
their goal is to create more revenue for the economy. 

3. Oregon Industry – ONAMI will only sponsor a project if it is local. They do not 
want to be giving their money to someone out of the community when it could 
be used to stimulate the economy locally. 
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これら三者を組み合わせることで、RAIN が呼ぶところの「イノベーションハブ」とな

ります。イノベーションハブは絶えず新たなビジネスアイデアを生み出し、結果として

企業家的行動を促しながら、地域経済がかつての成功を取り戻すのを支援します。RAIN
は構築されたイノベーションハブを活用し、54 社の設立と成長を支援し、オレゴンに

520 万ドルを超える収益をもたらし、30 人のフルタイムの雇用を新たに生み出してい

ます。そして、700 人以上の学生がその過程に関与しています。 
 
新しいプロジェクトを引き受ける場合に RAIN がいつも企業の考えが必ずしも RAIN の

考えと一致しているとは限らないということを認識していることにも留意が必要です。

この点について、RAIN は教育機関、自治体、産業界にそれぞれの考えが完全に一致す

ることを期待してはならないと警告しています。これはすべての連携において乗り越え

なければならないことですが、有益な課題でもあります。三者の考えは同じ方向に向か

わせなければなりません。しかし、3 つの異なる視点から洞察が得られるため、成功を

保証するには、異なる視点で問題に取り組むのが最善の方法です。 
 
 
ONAMI（オレゴン州ナノサイエンス・マイクロテクノロジー研究所） 
ONAMI は大学の革新を利用したプログラムで、多数の大学と産業界との連携のまとめ

役として機能しています。プロジェクトはまず、大学が開発した新しい技術や製品から

始まり、製品を市場のニーズに合わせて改良します。このようにして、ONAMI は革新

的なプロジェクトを商業化するとともに、それらの製品を活用し、既存の需要に応える

のではなく、新たな需要を創出しています（Rung, “Economic Impact”）。企業や団体と

協働しながら、ONAMI は以下の 3 つの分野を重ね合わせることを目指しています。 
 

1. 競争的な研究－大学の研究は新しくなければなりません。すでに他で行われて

いる研究を支援したいとは考えていません。 
2. 商業的可能性－ONAMI の目標は経済により多くの収益をもたらすことである

ため、アイデアを販売することができなければ、ONAMI は出資できません。 
3. オレゴンの産業－ONAMI は、プロジェクトが地域内のものである場合に限

り、支援を行います。地元経済を活性化するのに生かせる資金を地域外の誰か

に与えることは、ONAMI の意図するところではありません。 
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Once these three criteria have been met and ONAMI decides to fund a project, they do 
everything they can to help ensure its success. One of the most prominent things they 
do is pair the innovators with the people directly involved in the industry. They want 
aspiring entrepreneurs to meet with successful entrepreneurs since they are the ones 
who have been through the exact same thing.  
 
In addition, they put together a research team to focus on the idea or concept being 
created and an entrepreneur team to focus on the market need. The two teams work 
with each other to create what they call an “investable company.” These investible 
companies have large opportunities to grow, a competitive edge with their project, a solid 
management team, and a sound plan moving forward. 
 
Working in this way and consistently following these same steps ensures that ONAMI is 
continually creating successful companies. They are not putting people out on their own 
and leaving them to it; they are creating competitive companies and supporting them 
throughout the whole process. In doing so, they have helped create over 32 new 
companies, 160 jobs, and $455 million to the Oregon economy in just eight years. 
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これらの 3 つの基準が満たされ、プロジェクトに出資することに決めたら、ONAMI は
プロジェクトを成功させるためにできる限りのことをします。その中でも特に重要なの

は、革新者と業界の直接的な関係者を引き合わせることです。ONAMI は、意欲的な企

業家に、まさに同じことを経験し、成功している企業家を紹介したいと考えています。  
 
さらに、ONAMI は生み出されたアイデアやコンセプトに重点的に取り組む研究チーム

と市場のニーズに注力する企業家チームをまとめます。両チームが協力し、ONAMI が

「投資対象企業」と呼ぶ企業を作り上げます。それらの投資対象企業は、大きな成長機

会、プロジェクトによる競争上の優位性、しっかりとした経営陣、前進する健全な計画

を備えています。 
 
このようなやり方で取り組み、常に上記の手順を踏むことによって、ONAMI は絶えず

成功する企業を生み出しています。ONAMI は勝手に人材を派遣し、人任せにするので

はなく、競争力のある企業を作り、プロセス全体を通して支援を行っています。そうす

ることによって、ONAMI はわずか 8 年間で、新企業 32 社、雇用 160 人、収益 4 億 5,500
万ドル以上をオレゴン経済にもたらしています。 
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V. PowerPoint Slides for the Public Presentation on July 17, 2015 
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VI. Comments from the Instructors 
 
1) Comments from Jeff Stolle, University of Oregon 
 
This PBL was a tremendous opportunity for the students to develop their global 
teamwork competencies. At UO, I’m constantly challenged to integrate American 
and international students. Though more than half of my students back home are 
international, the Americans—as typically more outspoken and comfortable with 
English and the brainstorming process—tend to dominate team discussions. As a 
truly international PBL, however, requiring English and Japanese proficiencies, this 
team experience created the interdependencies needed to chip away at those cultural 
and linguistic barriers to balanced participation.  
 
It also taught them (and me) a great deal about the similarities and differences in 
the cultures of higher education, business, and government in the US and Japan.  
With higher education, for example, we saw many of the same trends in Japan as in 
the US: increasing international student enrollments; decreasing government 
subsidies; a movement toward performance and outcome-based expectations from 
universities (from process-based); more extensive assessment of learning 
requirements; more connection of curricula to practical disciplines; and education 
serving as a means to employment more than preparation for life as a citizen. 
 
We also saw several differences. Not a meeting went by in Japan without discussing 
depopulation and aging. From Takashi Abe and others we learned about many other 
differences in views of employment, higher education, and business between Japan 
and the US: lifetime employment (stability, loyalty) vs. employment at will 
(mobility); non-specialists trained on the job vs. specialized training and graduate 
school; employee evaluation based on behavior vs. based on performance; internships 
as a part of education vs. professional development; Shinsotsu culture (with its 
incredible placement rates!) vs. risk-taking and entrepreneurship; social change 
promoted through government (in Japan) vs. through business (in the US); and 
university research as separate from business vs. universities as business incubators. 
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VI. 担当教員のコメント 
 
1) Jeff Stolle（オレゴン大学）のコメント 
 
本 PBL は、学生にとって国際的なチームワーク力を身に付けるための非常に大きな機

会でした。私は UO でいつも米国人学生と留学生を融合することを求められています。

米国で私が受け持っている学生は半数以上が留学生ですが、一般的に米国人の方が積極

的に発言し、英語が流暢でブレインストーミングのプロセスにも慣れているため、チー

ムディスカッションでは米国人学生が優位に立つ傾向にあります。しかし、今回のチー

ムでの経験には英語力と日本語力が必要だったため、本当の意味での国際的な PBL と

して、バランスの取れた参加への文化的および言語的障害を取り除くのに必要な相互依

存が育まれました。 
 
また、彼ら（と私）は本 PBL を通して、米国と日本における高等教育、ビジネス、政

府の文化の類似点と相違点について多くのことを学びました。例えば、高等教育の場合、

外国人留学生の増加、政府からの補助金の減少、大学に対する期待の（プロセス主義か

ら）実績および結果主義への移行、学習要件の広範な評価、カリキュラムと実際的な分

野とのつながりの強化、市民としての人生の準備よりも就職の手段としての役割を担う

教育など、日本と米国には同じ傾向が多く見られました。 
 
相違点もいくつかあります。日本で行った会合では、必ず人口減少と高齢化が話題とな

りました。私たちは阿部孝史氏（AIU キャリア開発センター）やその他の人々から、日

本と米国にはその他にも雇用、高等教育、ビジネスの考え方に多くの違いがあることを

学びました。終身雇用（安定性、忠誠心）と任意雇用（流動性）、非専門家の実地訓練

と専門学校および大学院、行動に基づく人事評価と実績に基づく人事評価、教育の一環

としてのインターンシップと職能開発の一環としてのインターンシップ、新卒文化（驚

くべき就職率！）とリスク志向および企業家精神、政府による社会変革の推進（日本）

と企業による社会変革の推進（米国）、ビジネスから切り離された大学の研究とビジネ

スインキュベーターとしての大学などが、その例として挙げられます。 
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It also gave us a chance to reflect on and challenge our views on the liberal arts. As 
a philosophy Ph.D. teaching in a business school, I have come to see both sides of 
what, in the US, is often a debate between personal and professional development, 
or between developing the general skills of reading, writing, and critical thinking 
and developing the technical skills in business, engineering, computer science, etc., 
needed to land a job out of college. But during this project I found my own ways of 
characterizing the debate challenged by this experience. Is there a contradiction 
between a liberal arts and business model of the university when a global liberal arts 
university, with the only business major in the prefecture, is expected to give back to 
its community? What exactly do we mean by “liberal arts”? Are they still defined by 
disciplines (literature, history, philosophy, art)? In an experiential field project that 
draws on questions from economics, cultural anthropology, history, linguistics, 
geography, biology, and business, where do you draw the line around the “liberal 
arts”? 
 
Finally, we learned a lot from this project about the capacities of our students to be 
change agents in Akita. From what I could tell, students hold a particular place in 
the social hierarchy of Japan. They were able to ask questions of government and 
business leaders, even challenging questions, that I don’t think would have been 
open to Japanese professors, for instance. They’re also a tremendous resource for the 
region for their business and problem solving skills. Everywhere we went in Akita, 
our interviewees spoke of AIU’s ability to contribute through its students’ and 
professors’ knowledge of English. But the students’ skills, the skills of their 
professors, and the resources of AIU go far beyond English. As the only business 
program in the prefecture, AIU can offer tremendous assistance to developing Akita’s 
economy. Perhaps more PBLs of this sort and other experiential student programs—
that engage the local people, their points of view, their participation in their own 
solutions, and their own measurements of success—can be the sparks that jumpstart 
that development. 
 
2) Comments from Tetsuya Toyoda, Akita International University 
 
This program was a challenging one. Without much knowledge prior to joining it, 
without experience in field research using interviews, seven students were assigned 
to develop their understanding on a very complex set of issues around "local 
contribution of universities." Even though the two instructors assisted them in many 
regards, the instructors themselves cannot be experts in all disciplines involved such 
as economics, business, law, sociology, culture and education, and the research must 
be conducted by the students themselves. The OECD Report Higher Education and 
Regions: Globally Competitive, Locally Engaged, published in 2007, offered good 
guidance, but they needed to have a broader foundation for their research in Oregon 
and Akita. If we find some insufficiencies in their final report (Chapter 4 in this 
booklet) and their concluding presentation (Chapter 5 in the same), we should blame 
the too ambitious agenda the instructors have set. 
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また、本 PBL は教養教育に対する私たちの考え方について再検討する機会ともなりま

した。米国では個人としての成長と専門的能力の開発のいずれに重きを置くか、あるい

は、読み書きや批判的思考という一般的なスキルの開発と卒業後に仕事を得るために必

要なビジネス、工学、コンピューターサイエンスなどの技術的なスキルの開発とのいず

れに重きを置くか、ということがよく議論になります。私自身は、哲学で学位を取った

にもかかわらずビジネススクールで教鞭を執っているという立場にあり、この問題につ

いて双方の側面から考えてきました。本プロジェクトでの経験は、この問題に対する私

なりの答えを出す機会となりました。国際教養大学は県内で唯一ビジネス専攻を擁する

大学であり、地域への還元が期待されています。その場合に、教養教育と大学のビジネ

スモデルとは矛盾するでしょうか。そもそも「教養教育」とは具体的に何を意味するの

でしょうか。教養教育の概念は何らかの学問分野（文学、歴史、哲学、芸術）との関係

で定義されるものなのでしょうか。経済学、文化人類学、歴史、言語学、地理学、生物

学、経営学の疑問に基づく体験型の実地プロジェクトを行う場合、「教養教育」の射程

を限定する必要があるのでしょうか。 
 
最後に、私たちはこのプロジェクトで、学生が秋田における変化の主体となる能力につ

いて多くのことを学びました。私の知る限りでは、学生は日本の社会的階級において特

定の地位を占めています。学生は自治体や企業のトップに難しい質問もすることができ

ました。これが例えば日本人の教授であったら、それほど率直には回答してもらえなか

ったでしょう。また、学生は地域にとって、ビジネスと問題解決能力の大きな資源です。

インタビューでは、秋田のどこに行っても、AIU は学生と教授の英語の知識を通して貢

献できると言われました。しかし、学生と教授の能力、そして AIU の資源は、英語に

とどまりません。県内で唯一のビジネス課程として、AIU は秋田経済の発展に大いに役

立つことができます。地域の人々を巻き込み、彼らの視点、独自の解決策への参加、独

自の成功指標を取り入れた、このような PBL およびその他の実践型科目が増えれば、

その発展を活性化するきっかけとなり得るかも知れません。 
 
2) 豊田哲也（国際教養大学）のコメント 
 
やりがいのある科目でした。あまり予備知識もなくインタビューによる現地調査の経験

もない 7 人の学生が、「大学の地域貢献」をめぐる非常に複雑な問題について理解を深

めるという課題を与えられました。2 人の担当教員が多くの点で力を貸したとは言え、

担当教員自身も経済学、経営、法律、社会学、文化、教育などの関連するすべての分野

に精通することはできず、また調査は学生たちが自分で行わなければなりません。2007
年に出版された OECD レポート『 Higher Education and Regions: Globally 
Competitive, Locally Engaged』は優れた指針となりましたが、オレゴンと秋田での研

究にはもっと幅広い基礎が必要でした。学生の最終報告書（本冊子第 4 章）と最後のプ

レゼンテーション（同第 5 章）に不足があるとすれば、その責任は担当教員が設定した

課題が野心的すぎたことにあるでしょう。 
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Students learned much in this program. They learned to gather huge amount of 
information with modern technology within a very limited period of time. They 
learned through interactions with interviewees in Oregon and Akita how to share 
passion and sympathy on issues and problems in different cultural contexts. They 
learned how to engage in critically but constructive discussion in an international 
setting. They learned how to present the outcome of their collective work orally and 
in writing. 
 
As one of the instructors, I learned how to let students take initiatives. The 
instructors arranged interview appointments during the first week in Oregon and 
the third week in Akita (i.e., the first week in Akita), but it was students who 
arranged meetings in the second week in Oregon and in the fourth week in Akita 
(i.e., the second week in Akita). Even for the interview appointments taken by the 
instructors, it was usually the students who took the initiative in asking questions 
and organizing the discussion. 
 
As to the content of the student report, I have two major criticisms. One is about the 
lack of analysis of the strengths of AIU and AIU students in making local 
contribution and the other is the insufficiency in considering the logistics of their 
proposals. AIU does not have much strength in making research innovations because 
it is not a science or engineering school. If so, they could have more carefully 
examined where the strength of an institution of liberal arts education such as AIU 
resides. The essence of AIU international liberal arts education could have been 
explored further, which may have resulted in more proposals or constructive 
criticisms against the way AIU is operated. In addition, the fact AIU attracts 
students from all over Japan, from Hokkaido as well as from Okinawa, can make its 
strength. AIU has not only a large population of international students coming from 
all over the world but also a variety of Japanese students in their prefectural origins. 
On the other hand, the logistics of proposed operations should have been given more 
consideration. With some estimates of the cost and the way to organize 
transportation and other aspects of logistics, these proposals could have been more 
convincing. 
 
However, I was probably expecting too much from students. While I have been at 
AIU for more than eight years (since April 2007) and achieved little in terms of local 
contribution, the seven students could have achieved this much in just four weeks. 
The students' idea of industry-related courses is worth serious consideration and if 
the idea of networking events is not really new, it should be given a new thrust. I 
was very much inspired by the discussion with them, and I believe that was also the 
case with many of the interviewees in Oregon and Akita. 
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学生はこの科目で多くのことを学びました。彼らは非常に限られた時間で現代のテクノ

ロジーを駆使して膨大な情報を集められるようになり、オレゴンと秋田でインタビュー

させていただいた方々との交流を通して、異なる文化的背景を持つ課題や問題に対して

情熱と共感を共有する方法を学びました。国際的な場で批判的かつ建設的に議論に参加

する術を学び、共同研究の結果を口頭と書面で発表する方法を身に付けました。 
 
私は担当教員の一人として、生徒にイニシアチブを取らせることができるようになりま

した。第 1 週（オレゴン）と第 3 週（秋田）は、担当教員がインタビューのアポイント

を取りましたが、第 2 週（オレゴン）と第 4 週（秋田）は、学生がインタビューを設定

しました。担当教員がアポイントを取ったインタビューでも、学生が率先して質問をし、

ディスカッションをまとめました。 
 
学生の報告書の内容に関しては、主に 2 つの批判があります。一つは地域貢献における

AIU と AIU の学生の強みに関する分析がなされていない点で、もう一つは提案につい

て物流面が十分に検討されていない点です。AIU は理系の大学ではないため、研究の革

新にはあまり強みはありません。それならば、AIU の教養教育機関の強みはどこにある

のかをもっと慎重に考察できたはずです。AIU の国際教養教育の本質をさらに深く探

れば、AIU の運営のあり方について、さらなる提案や建設的な批判ができたかも知れま

せん。また、北海道や沖縄など日本全国から学生が集まっている点も AIU の強みとな

り得ます。AIU には世界中から多くの留学生が集まっているだけでなく、様々な県出身

の日本人学生がいます。一方、提案した活動に関しては、物流面をもっと検討すべきで

した。予算の見積もりや交通手段およびその他の物流面の計画がある程度示されていれ

ば、もっと説得力のある提言になっていたでしょう。 
 
しかしながら、これは私の学生に対する期待が過大だったからでしょう。私は AIU に

来て 8 年以上（2007 年 4 月から）になりますが、地域貢献に関してはほとんど何もで

きていません。しかし、7 人の学生は、わずか 4 週間で多くのことを成し遂げました。

産業界に関連する科目という学生のアイデアは真剣に検討する価値がありますし、交流

イベントのアイデアはそれほど新しいものではありませんが、新たな推進力が加えられ

るべきです。私は彼らとの議論から非常に刺激を受けました。オレゴンと秋田でインタ

ビューに応じてくださった多くの方々も同じだと思います。 
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A hands-on learning program is an excellent method of education to bring out (the 
original meaning of ex ducere in Latin) the potentials of students. It can produce 
tremendous effects especially in an international setting, like the one we had here. 
Learning from the experience of this program, I hope to further develop international 
joint experiential learning programs in the coming years. 
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実践学習科目は、生徒の可能性を引き出す（education の語源となった ex ducere とい

うラテン語の本来の意味）ための優れた教育法です。それは、特に今回のような国際的

な環境では、大きな効果をもたらします。本科目の経験をもとに、今後さらに国際協働

課題解決型科目を発展させていきたいと思います。 
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VII. Instructors and Participants 
 
1) Instructors 
 
Jeffrey Stolle is a senior instructor of management at the Lundquist College of 
Business at the University of Oregon where he teaches leadership, communication, 
business ethics and business law. Before joining the faculty at UO in 2007, Stolle 
completed his Ph.D. in philosophy, specializing in ethics (University of Oregon, 2001; 
MA in philosophy Vanderbilt University, 1994), and then spent six years as an 
organization development consultant in the Willamette Valley, facilitating 
leadership development, supervisor training, and team building. Stolle also teaches 
business ethics for the Oregon Executive MBA program in Portland where he serves 
as a team facilitator and presentation coach. Among his primary academic interests 
are the challenges and opportunities posed by international teams. 
 
Tetsuya Toyoda is the deputy director of the Institute for Asian Studies and Regional 
Collaboration at Akita International University (AIU) in Japan. He has been 
teaching international law and international organisations at AIU since 2007, with 
an interruption from August 2013 to April 2014 for his fellowship at the Woodrow 
Wilson International Center for Scholars at Washington, D.C. in the U.S. Before 
joining AIU, he was a project researcher at the University of Tokyo (2006-2007) and 
an official of the Ministry of Foreign Affairs (1994-2000). He graduated from the 
University of Tokyo and obtained his Diplôme d'études approfondies from the 
University of Paris II in France. He is a visiting professor at the Far Eastern Federal 
University in Russia since October 2012, and also has given lectures and talks in 
universities in the U.S., Russia, Australia, China, Vietnam, Laos and other countries. 
 
2) Participants 
Alyssa Galvan, Lundquist College of Business, University of Oregon 
David Creach, Lundquist College of Business, University of Oregon  
Hiroka Ishida, Global Studies Program, Akita International University 
MacKenzie Hanson, Lundquist College of Business, University of Oregon  
Michelle Zomerschoe, Lundquist College of Business, University of Oregon  
Takato Okutani, Global Business Program, Akita International University 
Tatsuya Kawai, Global Business Program, Akita International University 
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VII. 担当教員および受講生 
 
1) 担当教員 
 
Jeffrey Stolle は、オレゴン大学ビジネス学部の上級講師として、リーダーシップ、コ

ミュニケーション、ビジネス倫理、ビジネス法を教えています。2007 年に UO の同学

部に着任する以前は、倫理学で博士号を取得し（2001 年にオレゴン大学、1994 年にヴ

ァンダービルト大学で修士号を取得）、その後 6 年間、ウィラメットバレーで組織開発

コンサルタントとしてリーダーシップ、管理者教育、チームビルディングを推進しまし

た。また、Stolle はポートランドのオレゴン・エグゼクティブ MBA プログラム（Oregon 
Executive MBA program）でもチームファシリテーターおよびプレゼンテーションコ

ーチを務め、ビジネス倫理を教えています。彼は主に国際的なチームの課題と機会に学

問的な関心を持っています。 
 
豊田哲也は、日本の国際教養大学（AIU）アジア地域研究連携機構の副機構長です。彼

は 2007 年から AIU で国際法と国際機構論を教えています。2013 年 8 月から 2014 年

4 月までは米国ワシントン DC にあるウィルソン国際学術センターにフェローとして在

籍しました。AIU に着任する前は、東京大学で COE 研究員を務め（2006 年～2007 年）、

その更に前には外務省に勤務していました（1994 年～2000 年）。東京大学を卒業し、

フランスのパリ第二大学で DEA（高等研究学位）を取得しています。日本のみならず、

米国、ロシア、オーストラリア、中国、ベトナム、ラオスなどの国々でも講義や講演を

行ってきています。 
 
2) 受講生 
Alyssa Galvan、オレゴン大学ビジネス学部 
David Creach、オレゴン大学ビジネス学部  
石田宏香、国際教養大学グローバル・スタディズ課程 
MacKenzie Hanson、オレゴン大学ビジネス学部  
Michelle Zomerschoe、オレゴン大学ビジネス学部  
奥谷岳人、国際教養大学グローバル・ビジネス課程 
河合達也、国際教養大学グローバル・ビジネス課程 




