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国際教養大学
シンボルマーク

　グローバルな国際性を表した緑の地球から、未来
へのびる若杉の姿を秋田の“a”で表現。若杉の姿は
“人”の文字をイメージし、世界に開かれたこの大学
から育ち飛躍する、地域社会や国際社会に貢献する
若々しい人材を表しています。

願書などの
請求はこちらから

E-MAIL: info@aiu.ac.jp　URL: https://web.aiu.ac.jp/

〒010-1292  秋田市雄和椿川字奥椿岱
TEL: 018-886-5900㈹ FAX: 018-886-5910

入試に関するイベントの情報など、
大学の最新情報は大学公式ウェブサイト・SNSで
お知らせします。

国際教養大学/aiu @AkitaInternationalUniversity

/ 国際教養大学/Akita International University

大学公式ウェブサイト
https://web.aiu.ac.jp/

受験生応援サイト
https://web.aiu.ac.jp/aiu-spirit/

公式SNSアカウント
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国境や文化、言語を越えて多面的な交流が進むグローバル化の時代。

情報が瞬く間に全世界を駆け巡り、生活が便利になっていく一方で、

自分の立ち位置や進むべき道は見えにくくなっています。

そんな先行きの不透明な時代に、リーダーになりたいと思う人は多くはないのかもしれません。

だからこそ私たちは、「Be a Global Leader!」のメッセージを発信し続けます。

なぜなら、それは、困難に立ち向かう姿勢や周囲との関わり方、

そして、その先の生き方そのものを指し示すからです。

多様な価値観に溢れ、混沌とした社会を導くリーダーに求められるのは、

他者を認め、決まった答えのない諸問題に果敢に挑戦する力。

学修の過程や生活のあらゆる場面で異文化に触れ、日々チャレンジの連続であるこのキャンパスで育まれる力は、

未来を切り拓く力になるはずです。

小さな学び舎から大きな舞台へ。

国際教養大学は、その理念に共感する次のような学生を求めています。
主体的に学ぶ意欲が強く、鋭い問題意識を持つ学生であって、
●社会科学、人文科学、自然科学の広い分野について均衡のとれた基礎学力、論理的、批判的、創造的な思考力を身に付けた学生あるいは
特定分野について卓越した経験や能力を有しながらより広い分野について学修を深めようとする意欲を持つ学生

●海外での学修経験や諸活動への参加経験、国内での国際交流事業などに積極的参加を経験するなど世界の多様な文化、言語、歴史、  
社会などの国際関係について強い関心と探求心を持つ学生

●国際社会を舞台に活躍できるような実践的な外国語運用能力（特に英語）と、幅広い教養の修得を志す学生
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　国際教養大学は、「国際教養教育」を教学理念に掲げ、グローバル社会におけるリーダーを育成することを使命とする。
　国際教養教育は、世界の広範な事象に関する幅広い知識と深い理解、物事の本質を見抜く洞察力や思考力、これらの上に
築かれたグローバルな視野とともに、英語をはじめとする外国語の卓越したコミュニケーション能力を涵養する。
　国際教養教育を受けた者は、確固たる「個」を確立し、道義心の修養を通じて開かれた高潔な精神と情熱を持って時代の諸
課題に立ち向かい、自らが暮らす地域や所属する国家のみならず広く人類社会に貢献する。
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中嶋嶺雄初代学長が遺した大学の名称
案の走り書き。「わが国の高等教育から
失われた豊かな教養教育の確立と実践
的な外国語コミュニケーション能力の養
成を目指す大学を」ーいくつもの案を検
討する中で、その想いと理念がフォーカ
スされていった過程が見えるようです。

大学名に込められた
教学の理念

国際教養大学 
ミッションステートメント 求める学生像

国際教養大学に息づく

AIU SPIRITAIU SPIRIT

都会の灯りから遠く離れたキャンパスに浮かび上がるのは
勉学や仲間との白熱した議論、そして課外活動に打ち込む学生たちの活発な姿―
そんな国際教養大学に「あえて」入学してくる学生たちは、
自発的に学ぼうとする強い姿勢とチャレンジ精神に溢れています。
互いに刺激し合い、切磋琢磨しながら自分の殻を打ち破っていく。
開学以来、挑戦を続けてきた国際教養大学には、
そんな精神文化 "AIU SPIRIT" が息づいています。
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　中嶋嶺雄初代学長の急逝を受けて2013年に学長に就任して以
来、日本のグローバル教育を牽引する大学として目指してきたもの
は、「世界標準の教育」です。今や世界50カ国・地域、200の提携校
と相互に単位互換制度が構築され、教員交流も進み、海外の一流の
大学院に進学する学生も増えました。学修・居住一体型キャンパス
の特長を活かした全人教育は、学生の「個」や主体性を伸長し、地
域との交流も進んでいます。また、AIU Communityの持つ固有の文
化と結束は、コロナ禍においても新たな学びを進化させました。
　2021年度は、先端科学技術の急速な進展や持続可能性など、これ
からの世界を見据えた新たなカリキュラムと、本学独自の教育手法
である「応用国際教養教育（Applied International Liberal Arts：
AILA）」をいよいよ導入します。また、2022年度には新学生宿舎が
完成し、こまち寮の改修も始まります。
　この新たなステージにおいて、モンテ・カセム新学長をお迎えでき
ることは、この上ない幸せです。カセム新学長の国内外のネットワー
ク、創造性、経験値、行動力は、国際教養大学をさらに発展させ、学
生たちに大きな希望と力を与えることと信じて止みません。

　国際教養大学は、中嶋嶺雄初代学長がここ秋田からそれまで日本
になかった新しいグローバル教育を始め、その教育を鈴木学長が世
界標準のリベラルアーツに引き上げ、今やTimes Higher Educationの
大学評価をはじめ世界が認める大学になりました。これは、日本の教
育界の奇跡です。そしてこの奇跡は、多様性と活力に溢れる学生と教
職員、秋田の地域、世界の提携大学が織りなすAIU Communityが生
み出したものです。
　AIUの教育の次なる進化は、秋田、東北、日本、世界のあらゆるも
のを組み合わせ、新しい価値を創造していくことにあります。多様な
人や組織と繋がること、色 な々ものを繋げることが、学生の成長とイノ
ベーションを促すのです。例えば、「秋田の産業×AIUのカリキュラム
×海外提携校」という組み合わせでは、「風力発電×サステナビリ
ティ×デンマークの大学」、「農業×プログラミング×オーストラリアの
大学」、「観光×マーケティング×アメリカの大学」など、AIU 
Communityには、皆さんの関心に応じて、様 な々組み合わせと応用
実践が可能となる学びの環境があります。
　今後、世界の不確実性がどれだけ増そうとも、また、いかなる高度
デジタル社会が到来しようとも、世界中の人 と々繋がりながら仕事が
できるグローバルリーダーは、いつの時代においても必要です。AIU 
CommunityとAILAが生み出す無限の可能性を一緒に切り拓いてい
く、志のある皆さんをお待ちしています。

Message from the President

学長メッセージ

1957年日本人初の国連職員
以後、数多くの重要な国際問題に取り組む

明石 康さん
Dr. Yasushi AKASHI

元国際連合事務次長

　グローバル化時代は、異なる民族や文化に属する人たちが、互いのアイデンティ
ティを自覚しつつ、寛容の精神や相互理解を育む時代です。国籍やバックグラウン
ドの違う人たちと協力して仕事を組み立てられる人が求められています。広い国際
的視野を持ち、真の教養と語学力を身に付けられる大学が私の郷里に創設され発
展していることは喜ばしいかぎりです。

大宅 映子さん
Ms. Eiko OHYA

評論家　
公益財団法人 大宅壮一文庫
理事長

豊かな国際感覚で活躍する
日本のオピニオン・リーダー

　これからの日本を考えた時、世界の中で堂 と々渡り合える人間をどれだけ増やせ
るか、が重要です。英語という言語は単なるツールであって、自分が主張したいこと
が先になくてはいけません。これが教養であり常識です。英語を勉強の目的ではな
く、ツールとして使い、本気で勉学に励んでいる学生さんたちの未来は明るい、と確
信しています。

トマス・ゴールドさん
Dr. Thomas GOLD

カリフォルニア大学バークレー校
名誉教授

東アジア学の第一人者

A Leading Commentator on
East Asian Affairs

   I have watched AIU grow from a vision to a thriving and dynamic global 
university in every sense of the word. Its international faculty prepares 
students not only to use English at a professional level, but also to become 
truly global citizens through the unique opportunity to study at one of 200 
partner institutions overseas. AIU is challenging other universities in Japan 
to globalize as well, thereby helping the nation better meet the challenges 
of the 21st century.

※役職は2021年4月1日時点

貿易国日本を物流で支える
グローバルリーダー

内藤 忠顕さん
Mr. Tadaaki NAITO

日本郵船株式会社
取締役会長・会長執行役員
一般社団法人 日本船主協会会長

　日本の国際的な発展は、前例に囚われることなく新しい知識や技術を求めて試
行錯誤した多くの先人たちの努力によって支えられてきました。情報科学の発達し
た現代においても、グローバル社会で活躍するには、世間の常識やインターネットの
情報を鵜呑みにせず、自ら考え行動し、物事の本質を探究する姿勢が求められま
す。そうした創造的な挑戦を、学生生活を通して、一つでも多く積み重ねられることを
期待しています。

鈴木前学長メッセージ

1947年スリランカ生まれ。スリランカ大学卒業後、1972年来日。東
京大学大学院で都市工学を学び、三井建設、国際連合地域開発セ
ンターなどを経て1994年立命館大学教授に就任。立命館アジア太
平洋大学学長、学校法人立命館副総長、大学院大学至善館学長
を歴任。2016年瑞宝中綬章を受章。2017年スリランカ政府より国
民英雄（Vidya Nidhi）の称号を授与された。専門は環境とライフサイ
エンス。2021年6月から本学理事長・学長。

公立大学法人 国際教養大学 
理事長・学長

モンテ・カセム
Monte CASSIM

1945年栃木県生まれ。一橋大学、一橋大学大学院修士課程修了
後、インディアナ大学経営大学院で経営学博士（DBA）を取得。その
後ワシントン州立大学、イリノイ大学で8年間教鞭をとり帰国。元国際
基督教大学学長。The Association of Christian Universities and 
Colleges in Asia 理事長、公益財団法人大学基準協会 専務理事、
中央教育審議会大学分科会委員などを歴任。専門は経営学。

公立大学法人 国際教養大学 
前理事長・学長

鈴木　典比古
Norihiko SUZUKI

カセム学長メッセージ

「国際教養」という教学理念を掲げ、
グローバル時代に対応した人材育成を目指す国際教養大学に、

各界の皆様からメッセージが寄せられています。

国際社会に貢献できる
人材育成を目指して



COVID-19
VS ALL AIU

オールA I Uで臨んだオンライン授業

熊谷副学長：今日はコロナ禍におけるAIUの対応
や、2人が感じたこと、アフターコロナのAIUでの学
びについての考えを聞きたいと思います。
2020年2月に留学中の学生に緊急帰国の指示を出
しました。3月中旬には新年度の授業のオンライン
化を決定し、学生へキャンパスからの退去をお願い
しました。その時の決定をどのように受け止めまし
たか。
熊谷：まず感じたのはAIUの対応の早さです。僕は
2020年1月からデンマークに留学していましたが、
帰国準備中の3月にはロックダウンが始まりまし
た。スーパーも閉まり、日常生活にも影響が出はじ
め、これから期末テストという時に大学も閉鎖にな
りました。現地の大学からは具体的な連絡もなく、
日々流れてくる不確かな情報に右往左往する不安
な状況の中で、AIUから帰国の指示と春学期から全
面オンラインで授業すると連絡があったので、その
後の動き方が明確になりました。
熊谷副学長：我々にとっても全面オンライン開講は
初の試みだっただけに、そう言ってもらえて少し安
心しました。冨田さん、新入生として希望に溢れた
キャンパスライフを夢見ていた矢先の決定だったと
思うけれど、どう感じましたか。
冨田：AIUに進学を決めた理由として、24時間開館
の図書館や、寮生活といった環境に期待していたと
ころもあったので、オンライン授業になると聞いた
時は、学修へのモチベーションを保っていけるか不
安でした。EAP1は、少人数で先生やクラスメイトと
密なコミュニケーションをとりながら進んでいく授
業なので、オンラインで対面と同じような質の授業
が提供されるのかという点も不安でした。
熊谷副学長：その後、どうやってその環境を乗り越
えていきましたか。
冨田：周りとコミュニケーションを積極的に取るこ
とで少しずつ克服できたように思います。入学前か
ら新入生同士のLINEグループでお互い不安に思っ
ていることや、わからないことを質問し合っていま
した。直接会うことはできなくても、顔を見て好き
な時に話せる場があり、次第にそこで友だちもでき
て、気持ちがだいぶ楽になったと思います。
他にも、オンライン上で留学生の日本語学習サポー
トのボランティアをしたり、AAC2を利用したりして
チューターの先輩や留学生と繋がる機会もありまし

た。AIUはコミュニティが小さいからか、人と接する
機会は意外と多かったです。
熊谷副学長：オンライン授業はどうでしたか。
冨田：オンライン環境に慣れるのに少し時間がかか
りました。自分から話さないといけないのにタイミ
ングがつかめないとか、最初は英語が聞き取れな
いところもあって、少し落ち込むこともありました。
ですが次第に慣れてくると、EAPのプレゼンテー
ションの際に、みんなでZoomの仮想背景を揃えた
り、オンラインのゲームを取り入れてみたりして、オ
ンラインだからできることを楽しめるようになりま
した。最初は授業についていけるか不安でしたが、
質の高いオンライン授業のおかげで、秋田でのキャ
ンパスライフとのギャップはそこまで大きくなかっ
たように思います。
熊谷副学長：そう言ってもらえると嬉しいです。オ
ンラインならではの工夫や楽しみ方もあるわけで
すね。熊谷君は、デンマークでもオンライン授業
の経験はあると思うけれど、AIUの授業はどうでし
たか。
熊谷：対面での授業とほとんど差異は感じませんで
した。そのくらい授業としてのクオリティは高かった
と思います。デンマークの大学でのオンライン授業
は、オンデマンドの講義を学生が個々に見て、レス
ポンスを返して終わるものが多いのですが、AIUは
基本的に双方向授業で、他の学生とのグループワー
クの時間もありました。普段キャンパスで受けてい
る授業との違いはなかったと思います。

コロナ禍で発見した自分

熊谷副学長：新型コロナウイルスの影響が長引く
中、様々な経験をしたと思います。この期間に何か
新たな発見はありましたか。
熊谷：「世の中の当たり前」はいつでも作ることが
できるという可能性を感じました。教育現場でも対
面ありきだったものが、ICTが導入されてオンライン
がベースとなりつつありますよね。同時に、社会の
新しいスタンダードを設計する時は、使う人のミク
ロの視点と、社会的なマクロの視点と、長期的な時
間軸の3つを意識した上で、メリットとデメリットに
目を配りながら取捨選択していかないといけないと
も思いました。
自分自身に対する発見もありました。僕は岩手県出
身で、東日本大震災の被災者でもあります。高校も

辞めて、あの時はただ社会や周りに流されていくし
かなかった。個人では処理しきれないという点では
今回のパンデミックも似ています。でも今は、じゃあ
僕はどうするべきかと考え、次のステップを着実に
踏めていると感じます。改めて自分は将来どういう
ふうに生きたいのか、自分の価値観を問い直すいい
機会にもなりましたし、変化に前向きになったと思
います。あとは僕、意外と寂しがり屋なんだなぁっ
ていう発見もありました（笑）。AIUのキャンパスで
はいつも周りに仲間がいて、自分の時間を作る方が
大変だったのに、いざ会えなくなると寂しい。
熊谷副学長：全然意外じゃないですよ（笑）。でも
物事をポジティブに捉えられるようになりました
ね。入学当初の熊谷君に比べると随分と頼もしく
なった。成長のきっかけとか、何かターニングポイン
トはありましたか。 
熊谷：基本はそんなに変わってないです！ターニン
グポイントというよりは、AIUでの日々の積み重ね
かなと思います。入学した頃は、宿題も多いし、英
語で話すのもひと苦労で…それに僕は高校を卒業
していないので、自分は人と違って何ができるのか
とか、自分は何の意味があるんだろうみたいなこと
をずっと自問していました。高校を辞めたことを僕
はコンプレックスとして抱えていたんですけど、でも
周りのみんなはそれを僕の特徴として肯定的に捉え
てくれた。「違いを認め合って受け入れ合う」という
AIUの文化や環境は大きかったです。そういう自分
を認めてくれる友人と出会えたことで、今の自分で
よかったんだと思えるようになって、友人や先生方
には感謝しています。
熊谷副学長：他の学生とは違う苦労もあったよう
だね。
冨田さんはどうかな。この1年で自分なりに工夫した
ことや発見したことはありますか。
冨田：授業以外でもオンラインで情報を収集できる

機会が増えたので、食品ロスの講座に参加したり、
ビジネスコンテストに参加したりしました。自分の
興味のあることや、やりたいことを今までよりも積
極的に見つけるようになりましたし、それをもとに自
分で計画を立てて行動するようになったと思いま
す。今までは、やるべきことが決まっていた環境で、
用意された授業を受けていればよかったのですが、
行動も制限される中で、自分に必要なものは自分で
見つけていく姿勢を身に付けることができたと思い
ます。
熊谷副学長：2人はこういう状況でも前を見据えて
しっかり歩んでくれていますね。本来は大学のキャ
ンパス内で学び取ることを、オンラインという空間
の中でもそれぞれしっかり身に付けてくれているこ
とは驚くと同時に本当に素晴らしいと思います。

コロナ禍の全体像を捉えるには？
　　
熊谷副学長：新型コロナウイルスが世界に与えた影
響について少し考えてみましょう。ミクロの世界のウ
イルスがあっという間に国や地域を超えて世界中に
広がりました。具体的にどういったところに影響や変
化があったと思いますか。
熊谷：まず、政治に求められるリーダーシップの役
割が問われたと思います。コロナ禍以前は、経済を
どう発展させるかが議論の中心でしたが、こういう
未曽有の事態に、国としてのビジョンを明確に打ち
出して、いかに迅速に対応するかという本来のリー
ダーシップが求められたし、世間の期待も変化した
と思います。
熊谷副学長：平時と非常時のリーダーシップの違い
ですね。非常時のリーダーシップに求められるのは
危機対応能力。マニュアルがない中、情報を集め責
任感を持って決断できるかが問われました。他には
ありますか。

熊谷：僕自身が一番影響を受けた分野でもあるの
が教育です。オンライン化やICTの導入が進んだだ
けでなく、そもそも学校という施設に行く必要があ
るのかも問い直すきっかけになりました。
冨田：「人との関わり方」もコロナ禍で変わったと思
います。人と直接会って深い人間関係を築く機会は
少なくなる一方で、今まで当たり前に過ごしていた自
分の家族などの小さいコミュニティの重要性に気付
くことができました。
そして、自分と社会の関わりに気付く機会が増えま
した。医療現場や飲食店業界など、この混乱の中で
闘っている人たちがよく話題になります。自分の行
動がこういったところにも影響を与えるかもしれな
いと考えるようになり、責任のようなものすら感じ
ます。
熊谷：グローバル化の在り方も今後見直されるで
しょうね。世界が近くなることで恩恵を受けてきた
面もあるけれど、結果的に感染症もすさまじい速さ
で広がりました。
冨田：グローバル化と言えば、観光も大きく影響を

受けた分野です。今まで頼りにしていたインバウン
ド需要が失われた代わりに、国内や地域の中でマイ
クロツーリズムなどの新しい取り組みが求められる
ようになりました。その結果、身近な地域への見方
も変わりつつあると思いますし、コミュニティ内の
繋がりが深まると同時にそこで求められる役割も変
わってくると思います。

新時 代のリーダーに必要な
「俯瞰する力」

熊谷副学長：政治、教育、地域社会や人との関わ
り、グローバル化、観光産業、色 と々挙げてくれまし
たね。注目してほしいのは目に見えないウイルス
が、これだけ多くの問題を見事に顕在化させたとい
うこと。そして、実は何から何までお互いに接続して
いるということです。
この世界的な感染症の流行がもたらしたものの全
体像は、ある部分だけを取り上げてもなかなか捉え
られない。象を見たことない人に、象の鼻や尻尾だ
けを見せても、象そのものを理解したことにはなら
ない。象の鼻だけを見て「これが象だ」と理解して
しまうことはいかに危険か想像できますね。リー
ダーシップの話も出ましたが、真のグローバルリー
ダーには、俯瞰的な視点で全体像を捉えて決断し、
行動する力が求められます。熊谷君、なぜAIUでは
リベラルアーツ教育を重視しているのだろう。     

熊谷：AIU生がリベラルアーツを学んでいる意味
は、幅広い知識を身に付けながら、物事を様々な角
度から見て、課題の本質やそれに対する解決策を考
えるところにあると思っています。
熊谷副学長：そうですね。リベラルアーツの本質
は、個々の事象を踏まえてBig Picture（全体像）を
洞察し、それをもとに考え、然るべきDecis ion 
Making（意思決定）ができる人材を育てることにあ
ると思います。AIUは今年度から新たに応用国際教
養教育（AILA）という教育手法を導入します。端的
に言えば、このBig Pictureを捉えて決断し、行動す
る力を付けるため、知識面と精神面の鍛錬の場を提
供する仕組みだと理解してもらえばいいと思います。
同じく今年度から学際的・体系的に整理された新し
いカリキュラムのもとで、ある課題や現象を様々な領
域の知識を接続・統合して分析し、更に自分の倫理
観や世界観をもとにあるべき解を求めていくという
力を付けることをAILAは目指しています。
冨田さんは、いろんな物事が実は繋がっていたと気
付いた経験はありますか。
冨田：食品ロスの問題を考えている時に気付きまし
た。以前は、出荷される段階で出る規格外作物の
廃棄ばかり問題視していましたが、サーキュラーエ
コノミー3という仕組みを知り、１つの問題を解決す
るためには、食品業界や地域の取り組み、それらす
べてをリンクして考えないといけないと気付きまし
た。何かを1つ修正するとそこから連鎖して新たに
発生する問題もあります。全体を俯瞰して取り組む

べき問題だと考えるようになりました。
熊谷副学長：そうですね。ある点だけを追いかけて
いても見えないことは沢山あります。しかし、一見関
係のない点に目を向けてみれば、実は２つの点は密
接に関連していることがある。異なる２つの点が社
会の中で互いにどのように作用しているかを検証し
た上で全体像を見る。そして悩んで自分なりの解を
出す。AILAを通してそういう訓練を実体験とともに
重ねていくことで、この思考や行動プロセスを自然
と体得してほしいと思います。  

私たちがつくる「ニューノーマル」

熊谷副学長：最後に、2人の今後の目標を語っても
らえますか。
熊谷：僕は今、教育のニューノーマルをつくるという
ビジョンを掲げて、事業の構想を練っているところ
です。実際に点と点をつなげる作業を通じて、地域
の学校と協力しながら、どれだけBig Pictureを描け
るかが試されてくると思います。まさに試行錯誤中
ですが、AIUで学んだことを生かして、新しい教育
の形を作っていくという大きい夢を持っています！
熊谷副学長：応援していますよ。冨田さんはどうで
すか。     

冨田：在学中にやりたいことは全部やってみようと
思っています。今は農業に興味があるので、ファー
ムステイなど地域の農家の方と連携する機会を持
てたらと思います。ボランティア活動もやってみたい
ですし。他にも秋田県内企業のインターンにも挑戦
してみたいですね。個人的には大学にコンポスト4

の仕組みを作ることを提案したいと考えています。
大学だけではなく、地域のコミュニティと関わる機
会を増やして、秋田の魅力をたくさん見つけていき
たいです。
熊谷副学長：コンポストの取り組みは、サステナビ
リティについて考えるよい学びの機会にもなります
ね。大学近くの菜園で有機農業をやって、学生手作
りの野菜をカフェに提供するなど循環する仕組み
が作れたら素敵だと思います。
熊谷：冨田農園、面白いと思います！ 
冨田：実現まで結び付けることを目標に頑張り
ます！
熊谷副学長：本学での学びが人生の土台となり、そ
して将来、自らの力で未来を切り拓く力となること
を心から願っています。今日は２人ともありがとう。
熊谷・冨田：ありがとうございました。

1   English for Academic Purposes （英語集中プログラム）の略。
2 Academic Achievement Center：チューターの学生が他の学
生の個別学修支援を行うピア・サポートと呼ばれる仕組みなど
を持つ学修施設。
3 サーキュラーエコノミー（循環型経済）：従来のリニア（直線）型経
済システムのなかで活用されることなく「廃棄」されていた製品や
原材料などを新たな「資源」と捉え、廃棄物を出すことなく資源を
循環させる経済の仕組みのこと。
4コンポスト：枯れ葉や生ごみなどの有機物を、微生物の力で分
解・発酵させてできた堆肥。肥料。

コロナ禍で
真価が問われた「教育力」
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熊谷 涼（岩手県／2016年入学）

パトリック・ドーティ教授
による修辞学の授業

冨田 莉子（千葉県／2020年入学）

熊谷 嘉隆 副学長

混沌とした時代のリーダーを育てるA I L A
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教養が意味するもの
　　

　専門を持つことの強みは、特定の分野に深い理解や優れた技能を有

することです。しかし、私たちが現実社会で直面する問題は複雑で、

特定の分野の視点だけでは解決し得ないものがほとんどです。例え

ば、ある企業で地球温暖化対策として商品包装の簡素化を進めること

になったとしたら、どのような視点が必要でしょうか。まず、代替包

装に使用する材料や梱包方法が、地球温暖化の原因となる排出二酸化

炭素削減に寄与しうるかどうかを検証しなればなりません。また、簡

素化しても商品が破損しないような強度を保つための方策も必要で

す。さらに、この取り組みが、単なる経費節減と捉えられてしまえば、

企業のイメージダウンにつながりかねないため、適切な広報戦略を練

ることも必要です。そして、方法を変更することは、これまでの作業

に従事していた人々の仕事を奪ってしまうことにつながる可能性もあ

りますから、そういった法的・倫理的配慮も必要になるでしょう。こ

のように、現代社会では1つの専門性だけで問題を解決することが困

難になってきているのです。

　教養を卑近な表現に置き換えると、それは「物知り」ということにな

るでしょう。こうした印象も手伝って、いろいろな分野の科目を雑多

に学ぶことが教養学だと誤解されていた時期がありました。教養学が

意味するのは、種々の学問分野を架橋する力を養うことで、これこそ

がリベラルアーツの本来的な意義なのです。

　　

教養学から国際教養学へ
　　　　

　21世紀は、それまでの歴史のどの時代に比してもあらゆる側面で劇

的な変化を遂げています。その要因は多岐にわたりますが、その主た

る要因は、インターネットに象徴されるIT技術の急速な発展と地球規

模の気候変動と言えるでしょう。情報化社会においては、世界の事

件、事故、災害、紛争の発生が瞬時に日本にインパクトを与えるよう

になりました。急速な気候変動は、一国の努力で解決し得ないことは

明らかであり、気候変動に対する国際社会の取り組みは、世界の国と

地域がそれぞれの利益と損失を勘案しながら妥協点を探っていく静か

な闘いであるとも言えます。このように近年急速に発達したグローバ

ル社会においては、リベラルアーツも視野をさらに広げることが求め

られるようになったのです。こうした世界の動向に呼応するべく、国

際教養大学は、2004年の開学時から「国際教養教育」という独自のリ

ベラルアーツ教育を展開してきました。

今、「応用」国際教養教育へ 
　　　　

　国際教養大学のミッションは、世界に通用するリーダーを輩出する

ことであり、私たちは「グローバルリーダー」を「知力と人格に優れ、責

任感と情熱を持って世界の舞台で行動できる人間」と定義しています。

このミッションを達成する「しくみ」として、本学では「応用国際教養

教育（AILA: Applied International Liberal Arts）」を導入し、次の2点

を強化することで、国際教養教育を一歩前に進めます。

　

1） 多様な「知識の引き出し」を自在に駆使し、それらを互いに関連・

応用させ、最適解を探る力、すなわち「統合知」を高める能力をより効

果的に育成するようカリキュラムを体系化します　　 。

2） 統合知を実社会で生かすためには、異なった視点や立場を持った

人々の心に響くような情報の発信能力と、信頼や賛同を得られるよう

な人格を有していなければなりません。自身を社会へと適応させる経

験を積みながら、様々な困難を克服し、人間力を強化する機会と環境

を整備します。

応用国際教養教育の枠組み
　　

　AILAでは、「統合知強化」と「人間力強化」が両輪を成しています。統

合知強化の取組では、AILA 1で、徹底して英語の４技能を習得し、文

章を読み解く力、自身の考えを文章に編む力、効果的にプレゼンテー

ションする力の基礎を固めます。  AILA 2では、教養基盤科目を学ぶ

過程で、科目間の関連性に気付く力を養いながら、グローバル・ビジ

ネス、グローバル・スタディズ、グローバル・コネクティビティのい

ずれの領域に進むかを選択します。この選択は、「学びの軸足」をどこ

に置くかを定めるものであって、専門分野を限定することを意味しま

せん。それぞれの領域は、クラスターと呼ばれる「学びの切り口（分

野）」を持っています。自身が選択した領域を軸足にして、他の領域の

クラスターの科目を選択することが可能であり、関心のあるテーマに

基づき、学際的な学びと思考の訓練を積んでいきます　　 。AILA 3

では、留学先での厳しい学修から得た知識や経験を本学での学びと統

合して整理し、卒業論文に向けた考察を深めます。AILA 4では、集大

成として自身の研究テーマを卒業論文としてまとめます。

　人間力強化の取組は、まず入学と同時に、多様性溢れる義務寮や学

生宿舎、教室などあらゆる場面で異文化に触れることで始まります。

課外活動や地域との交流が活発化していく過程で、自己と社会の関係

性に悩むこともあるでしょう。そして、友人や家族から完全に離れる

留学期間は、自身を冷静に見つめ直す機会となります。挫折と自己相

対化を繰り返しながら困難を克服し、社会の厳しさや矛盾と対峙して

いくことを通して自尊心や倫理観、自律心、高貴なる責任感を確立し

ていきます。

グローバルリーダーを育てる学修環境 
　

　知識を実際に統合し応用する力、そして人間力の成長はどのように

して育まれるのでしょうか。そこで必要となるのが、実践の場です。

地元企業と学生が連携して企業の問題解決やイノベーションを進める

「AIUデザインLAB」、海外提携校との国際協働課題解決型プロジェク

ト（PBL）、アジア地域研究連携機構をはじめとした教員と学生の協働

研究活動、企業・団体での長期インターンシップ、国内外でのボラン

ティア活動など、本学には多彩な実践の場が揃っています。こうした

プログラムの中から自身に必要なものをどれほど自律的に、そして貪

欲に手にしていけるかが、より大きな成長への鍵となります。本学の

独自の教育システム、豊富な課外活動や地域交流、多文化共生のキャ

ンパスなど、国際教養大学という学修環境そのものが本学のAILAを実

現する舞台になっているのです。

学びの切り口（分野）：7つのクラスター図2

統合知 概念図図1

図2

図1

AILA
応用国際教養教育

が　 目指すもの
Applied 
International 
Liberal 
Arts

リベラル
ア ーツは、

一 歩 先 へ

グローバル・ビジネス領域科目

グローバル・スタディズ領域科目

グローバル・コネクティビティ領域科目
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応用国際教養教育のしくみ
Applied International Liberal Arts

1年間の留学が義務
留学先からのメッセージ
海外の提携大学　
　ヨーロッパ・アフリカの提携大学
　アジア・オセアニア・北米・南米の提携大学

多文化共生のキャンパスライフ 
学生寮と学生宿舎
学生活動
年間行事
キャンパスマップ

国際教養大学の教学理念／ミッションステートメント　
求める学生像／AIU SPIRIT
学長メッセージ
各界の皆様からのメッセージ
座談会：コロナ禍で真価が問われた「教育力」
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図
で 見
る

「応用国際教養教育（AILA: Applied International Liberal Arts）」は、
統合知と人間力が相互に作用しながらグローバルリーダーとしての素養を高めていく「しくみ」です。

国際教養大学が育成する 広範な知識 ＞＞

論理的思考力 ＞＞

問題解決力 ＞＞

統合知を育てるしくみ

カリキュラム 多彩な実践の場

総合力
AILA 4
応用する

AILA 3
確かめる

AILA 2
試す

AILA 1
知る

分析・省察

接続・論理構成

調査力・表現力

すべて英語の少人数授業

➡P.11

個人アドバイジング

➡P.32

世界中から集まる教授陣

➡P.28

24時間365日開館の図書館 豊かな自然環境・民俗文化

人間力を育てるしくみ

グローバルリーダー

＞＞

＞＞

＞＞ 多様性理解

高貴なる責任感

行動力

EAP
英語集中プログラム

教養基盤科目群
基礎科目群

教養専門科目群
グローバル・ビジネス領域
グローバル・スタディズ領域

グローバル・コネクティビティ領域

卒業論文

1年間の留学

英作文 Ⅱと
図書館調査手法序論

EAP Ⅲ

企業連携プロジェクト

自律性

課題解決型プロジェクト

長期インターンシップ

ボランティア活動

学修・居住一体型
キャンパス

多文化共生キャンパス

学生活動

倫理観

社会性

自尊心

貢献の精神

忍耐力

多様性理解

➡P.18

➡P.26

➡P.27

➡P.44

➡P.48
➡P.16

➡P.48-51

詳細は
大学公式ウェブサイトで
ご覧いただけます
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Be a global leader with AIU SPIRIT!
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01
Feature

02
Feature

03
Feature

04
Feature

05
Feature

 2020年秋学期のデータ

マルコム・シム准教授によるEAPの授業

124単位以上

入学

卒業

英語集中プログラム

TOEFL® TEST  EAPクラス分けテスト

知

る

AILA 1

試

す

AILA 2

確
か
め
る

AILA 3

応
用
す
る

AILA 4

English for Academic Purposes Program (EAP)

基礎科目群
Foundation Courses

英語力によって4つのレベルにクラスを編成。
自分の実力に合った授業からスタートします。

英語で大学教育を受けるために必要な学術英語の運用能力
を集中的に習得します。

教養基盤科目群
Core Liberal Arts Courses (CLA)

総合セミナー
Capstone Seminar

幅広い知識とスキルを身に付け、教養専門科目群に進む基礎
を築きます。

「学びの軸足」となる領域を選択し、様々な「切り
口（分野）」で学びを深めます。

大学での学び方、基礎英語力、グローバル社会、キャリア形成
等に関する基礎を身に付けます。

教養専門科目群
Advanced Liberal Arts Courses (ALA)

グローバル・ビジネス領域（GB）

グローバル・スタディズ領域（GS）

グローバル・コネクティビティ領域（GC）

EAPブリッジプログラム
EAPⅢ（上級）  EAPⅡ（中級）  EAPⅠ（初級）

P.16～

P.18～

就 職 大 学 院 進 学

留
学（
１
年
間
）

際教養大学の際立った特長の一つが「すべ
ての授業を英語で開講している」ことです。

ただし、本学は「英語を学ぶ大学」ではありません。
「英語で学び、英語で考える大学」です。
　大切なことは、自分が学びたい分野を見つけ、それ
を深めていくこと。「知識」を修得した上で、世界を
舞台に「自らの言葉」で発信し、行動できる力を身に
付けることです。英語はそのツールにすぎません。
　また、本学は２００４年の開学以来、一貫して少人
数教育を徹底しており、１クラスあたりの受講者数は
１9名が平均です。これもまた、教員と学生のコミュニ
ケーションの機会を増やすことにより、自ら考え、意見
を主張できる能力を磨いてもらうことを目的としてい
ます。
　さらに、アカデミック・アドバイジング・システムなど
一人ひとりの学生をきめ細かくサポートする体制も整
えています。大学が課す厳しい学業基準を達成する
たびに、みなさんの自律心、積極性、自信、忍耐力が
育まれます。これらは、小さな大学ならではの大きな
特長と言えるでしょう。

国

英語で考え、
意見を主張できる能力を鍛えます

　学生の学問への探究心を刺激するとともに、学業におけ
る壁を乗り越えるための支援を提供する制度です。
　学生一人ひとりに本学の専任教員がアドバイザーとして割
り当てられており、学業に関する様々な問題について相談
し、アドバイスを受けることができます。
　例えば、学修計画、専門課程の選択、留学先大学の選択
および留学先での履修計画、卒業後の進路など、学生が重
要な決定をする際に、アドバイザーと相談しながら、卒業に
向けてスムーズに学業を進めることができます。

アカデミック・
アドバイジング・
システム

※AILA：Applied International Liberal Arts
 （応用国際教養教育）
  について、詳しくは       　をご覧ください。6p.

すべて英語の少人数授業
All classes are taught in English

Feature 01

100%英語による授業科目

19人1科目あたり平均
登録学生数/1クラス

64%学生数が20人未満
の授業比率

57%外国人教員の割合

13:1学生数と
専任教員数の比

3%学生数が50人
以上の授業比率

 >>  Feature01 については、動画でもご覧いただけます。/国際教養大学/Akita International University



Reading

TOEFL ITP®  TEST
479点以下

EAPⅡ （9単位）
TOEFL ITP®  TEST
480点～499点

EAPⅢ （9単位）
TOEFL ITP®  TEST 

500点以上

◉内容理解力を高める
◉読むスピードを上げる
◉頻出度の高い語彙を  
   使う能力を伸ばす

◉最頻出英単語2,000
　語をマスターする
◉内容の要点や話の筋
　を見極める
◉読み物に対する自分の
　意見や感情を説明する

◉大学レベルの課題に
　取り組むために必要
　な語彙力を身に付ける
◉批評的リーディング
　技術を磨く

Writing

Listening
& 

Speaking

Computer
Basics

◉基本的なライティング   
　技術を学ぶ
◉単文の文法を復習する
◉パラグラフを書く
　練習をする

◉様々なライティングスキル・
　思考スキルを磨く
◉パラグラフを経て
　エッセイライティングへ
　移行する
◉論理的かつ読みやすい
　文章を書く

◉学術的なエッセイ、長文 
　 のライティングに取り組む
◉自己校正の練習や
　クラスでの意見交換をする
◉適切なスタイル・書き方
　を選択する

◉公的場面と日常生活
　でのコミュニケーショ
　ンスキルを高める

◉より学術的な内容での
　コミュニケーション
　スキルを高める

◉プレゼンテーションやデ
　モンストレーションを行う
◉批判的思考に基づいた 
　ディスカッションを行う

大学の授業に必要なコンピュータを使う能力を育成する

TOEFL®TEST
Preparation

EAPブリッジ・コース（3単位）

TOEFL®TEST受験の準備をサポートし、テストに含まれる全スキルを向上させる

◉TOEFL ITP® TEST 550点以上　
◉英語圏の国で生活した経験がある、または長期間英語で教育を受けたことがある

　自分自身の文化的アイデンティティについて学び、それをもとに大学生活や周りの環境にどう適応するのか
について考えます。
　入学後の1学期目に、ブリッジ・コースの他に基礎科目群の中から次の3科目を履修します。

必修科目

社会科学　 6単位以上

外国語　6単位以上

選択科目

ENG100 英作文 Ⅰ
ENG101 アカデミック・リーディング
ENG150 英作文 Ⅱと図書館調査手法序論
CCS100 オリエンテーション
CCS140 キャリア・デザイン
CCS160 留学セミナー
IGS200 グローバル研究概論
HPE110, 120, 130, 140, 145
 体育実技 Ⅰ～Ⅴのいずれか
HPE150 保健体育講義

EAP107 英語発音矯正
CCS200 インターンシップ
CCS205, 210, 215 
 長期インターンシップ Ⅰ～Ⅲ

選択必修科目
CCS120 コンピュータ・リテラシー
CCS125 プログラミング基礎

EAPⅠ （9単位）クラス
レベル

高い英語能力を有する新入生を対象とした大学教育への橋渡しとなるプログラム

　社会でも役立つコンピュータの基礎知識と運用能
力を習得する。

コンピュータ・リテラシー （3単位）

　700語～1,000語の小論文に取り組むなど、大学
の授業に必要なライティングの実践スキルを学ぶ。

英作文 Ⅰ （3単位）

　大学の授業で使われる様々な分野の文献を読み
こなすための読解力、スピードを身に付ける。

アカデミック・リーディング （3単位）

科目コードとは

クラスターの凡例

英語集中プログラム

入 学
TOEFL®
TEST
EAPクラス分け
テスト

English for Academic Purposes
Program （EAP）

基礎科目群

大学での学び方、基礎英語力、
グローバル社会、キャリア形成等
に関する基礎を身に付けます。

Foundation Courses

英語集中プログラム  ９単位以上 基礎科目群  30単位以上 教養基盤科目群　31単位以上（EAPブリッジ・コースを履修する場合は３単位）

　科目コードは、科目の分野とレベルを表し、科目選択や段階的な履修
を計画しやすくするために国際的に広く用いられているコードです。
（例） ANT150 文化人類学

①アルファベット3文字…科目の分野
　ANT…Anthropology（人類学）
②数字3桁…科目のレベル
　100番台：初級　200番台：中級　300番台：上級　
   400番台：上級（セミナー、一部のPBL科目、上級言語科目等）

① ②

本学の成績の評価法（12段階） GPA（成績評価平均点）の算出方法

GPA：45.00÷14≒3.21

　履修した科目の成績に評

価点を付与し、評価点合計を

単位数合計で除する成績評

価平均点（Grade Point 

Average:GPA）を、学業成

績をはかる国際的基準とし

て採用しています。

成績（Grade）

A+
成績点（Score）

A（Excellent）
A－
B＋
B（Good）
B－
C＋
C（Satisfactory）
C－
D＋
D（Poor）
F（Failure）

100

※小数点第3位以下は四捨五入

95～99
90～94
87～89
83～86
80～82
77～79
73～76
70～72
66～69
60～65
59 or lower

評価点（Grade Points)

4.00
4.00
3.70
3.30
3.00
2.70
2.30
2.00
1.70
1.30
1.00
0.00

履修科目例
（Course）

成績
（Grade）

評価点
（GP）

履修単位数
（Crds）

換算値
（GP×Crds）

英作文Ⅰ A 4.00 3 12.00
代数学 C 2.00 3 6.00
言語学 B 3.00 3 9.00
中国語Ⅰ B 3.00 2 6.00
国際関係論 A 4.00 3 12.00

　　計   14 45.00

GPAとは

グローバル・ビジネス領域 GB
グローバル・スタディズ領域 GS
グローバル・コネクティビティ領域 GC

ANT150 文化人類学
EDU151 教育制度論
ENV100 環境科学
GEO150 人文地理学
GEO160 自然地理学
HIS101 世界史 Ⅰ
HIS102 世界史 Ⅱ
PLS150 政治学
PSY150 心理学
SOC150 社会学
ANT230 先史考古学と
 日本人エスニシティ論
COM260 報道メディアと文化と
 イデオロギー

ECN210 経済学原理ミクロ
ECN230 国際財務管理
GEO220 北アメリカの地理
GEO240 東アジアの地理
GND200 ジェンダー学概論
PLS210 国際関係論
PLS220 政治思想概論
PLS245 国際法と国際機構
SOC280 国際協力・開発論 Ⅰ
SOC285 地域発展論
SOC290 メディア・リテラシー
SUS200 持続可能な未来

CHN100, 200 中国語 Ⅰ・ Ⅱ
CHN101, 201 中国語 Ⅰ 実践・ Ⅱ 実践
FRN100, 200 フランス語 Ⅰ ・ Ⅱ
FRN101, 201 フランス語 Ⅰ 実践・ Ⅱ 実践
KRN100, 200 韓国語 Ⅰ ・ Ⅱ

KRN101, 201 韓国語 Ⅰ 実践・ Ⅱ 実践
RUS100, 200 ロシア語 Ⅰ ・ Ⅱ
RUS101, 201 ロシア語 Ⅰ 実践・ Ⅱ 実践
SPN100, 200 スペイン語 Ⅰ ・ Ⅱ 
SPN101, 201 スペイン語 Ⅰ 実践・ Ⅱ 実践

人文社会　 6単位以上
ART150 美術史
ART161 美術実技 Ⅰ ガラス細工
ENG102 スピーチ・コミュニケーション
 の基礎
ENG103 グローバルイシュー分析と討議
ENG110 英語文学
ENG115 叙事詩から始まる文学
ENG120 英語学概論
ENG121 英語教育教材としての民衆文化
ENG170 プロフェッショナル・ライティング
ENG171 ビジネス現場のデジタル・
 コミュニケーション
ENG172 ニュースの英語
ENG175 コミュニケーションと演劇
ENG180 言語学
ENG181 社会言語学
HUM120 批判的思考とディベート

PHI150 西洋思想文化
PHI160 東洋思想文化
COM250 異文化間コミュニケーション
ENG200 応用言語学
ENG211 世界の英語文学
ENG260 クリエイティブ・ライティング
ENG270 国際ニュースのディベート
ENG275 国際ニュースの実践的聴取
HUM230 科学史と科学哲学
HUM260 修辞学
MUS230 クラシック音楽の聴き方
MUS231, 232, 233 
 初級ヴァイオリン実技 Ⅰ～Ⅲ
MUS250 生きるための音楽
PHI200 理論哲学
PHI210 実践哲学

日本研究　 6単位以上
JAS115 日本伝統文化 Ⅰ 
JAS135 日本伝統文化 Ⅱ
JAS150 世界の中の日本 
JAS200 日本の文学 Ⅰ
JAS201 日本史 Ⅰ
JAS202 日本史 Ⅱ
JAS220 日本の政治
JAS225 日本国憲法と法
JAS250 日本社会概論
JAS275 日本映画 Ⅰ
JAS280 秋田学 Ⅰ
ANT300 人間のあり方と自己：
 文化人類学の視点から
ART300 世界の中の日本美術
ECN315 日本金融と実践
ECN343 日本のビジネス文化
JAS300 日本の文学 Ⅱ
JAS305 日本における宗教
JAS310 異文化理解の視点から
 見る日本の社会と文化
JAS325 日本の外交政策
JAS352 日本語言語学
JAS355 グローバル化する
 日本の重要課題
JAS367 近代日本社会文化史
JAS370 現代日本の視覚文化
JAS375 日本映画 Ⅱ
JAS376 日本映画 Ⅲ
JAS380 秋田学 Ⅱ
JAS385 遺産観光論
JAS395 日本先史考古学演習
PLS340 日米関係論
PLS362 日中関係論

日本語教育副専攻
次の条件を満たすことにより、副専攻の取得が
可能です。
必修科目　15単位以上
選択科目　12単位以上
履修科目のGPA（成績評価平均点）3.00以上

教職課程※

TLP110 現代社会の教育基礎論
TLP120 教育心理学
TLP130 教職概論
TLP140 教育課程の理論と実践
TLP150 英語科教育法 Ⅰ
TLP160 特別支援教育論
TLP220 教育方法論
TLP230 生徒指導・進路指導論
TLP240 教育相談
TLP250 英語科教育法 Ⅱ
TLP260 特別活動及び総合的な
 学習の時間の指導法
TLP310 教育実習
TLP330 教職実践演習
※教育実習を除き、卒業単位には含まれません。

EAPブリッジプログラム

EAPⅢ

EAPⅠ

EAPⅡ

「英語で学ぶための英語力」を養成します。

Feature 01 カリキュラム 
Curriculum

自然科学　 4単位以上
BIO205 バイオテクノロジー演習
CHM100 化学入門
CHM105 化学実験
PHY100 物理学入門
PHY105 物理実験
BIO100 生物学入門
BIO105 生物実験

数学　 3単位以上
MAT100 教養数学
MAT150 代数学
MAT200 統計学
MAT240 デジタル世界の数学
MAT250 微積分学
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01
Feature

02
Feature

03
Feature

04
Feature

05
Feature

学びの切り口（分野）：7つのクラスター

各クラスターの詳細は各領域の概要ページ（P.18-23）をご覧ください。

ビジネスクラスター

経済学クラスター

グローバル社会クラスター

政治学と国際関係論クラスター

サステナビリティクラスター

人、文化とコミュニケーションクラスター

科学技術と社会創造クラスター

B
E
G
P
S
H
T

知　るAILA 1 試　すAILA 2

EAPⅢ ENG150
英作文 Ⅱと図書館調査手法序論

幅広い知識とスキルを身に付け、
教養専門科目群に進む基礎を築きます。

教養基盤科目群
Core Liberal Arts Courses (CLA)

教養基盤科目群の科目の履修を通じて、軸足を置く領域を定めるために必要な、幅広い学問分野を
学ぶことを要件としています。   青で示した科目は教養基盤科目群と教養専門科目群の両方の要件を満たす科目です。 

教養専門科目群
Advanced Liberal Arts Courses (ALA)

　各科目はクラスターと呼ばれる学びの切り口（分野）に分類さ
れています。複数の領域やクラスターにまたがっている科目では、
学びの分野を相互に関係付けながら学際的な思考で学びます。

16p.

最新の開講科目情報はこちらから確認いただけます。
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1年間の留学が義務1年間の留学が義務
▶ TOEFL ITP® TEST 550点相当以上
▶ GPA（成績評価平均点）2.50以上留学の要件

36p.

グローバル・スタディズ領域　GS

グローバル・ビジネス領域　GB

教養専門科目群 Advanced Liberal Arts Courses (ALA)

教養専門科目群　48単位以上

MAT150 代数学
ECN205 経済学の数学的方法 ○
ECN210 経済学原理ミクロ
ECN220 経済データ分析
ECN230 国際財務管理
ECN240 国際ビジネス
ECN250 経営における意思決定の基礎
ECN260 組織行動論
ECN270 マーケティング原理
MAT200 統計学 ●
MAT250 微積分学

ECN300 マネージメント原理と実践
ECN301 金融理論と応用
ECN305 経済学原理マクロ ○
ECN308 流通論
ECN309 国際ビジネスロー
ECN310 会計学
ECN312 財務会計
ECN314 管理会計
ECN315 日本金融と実践
ECN316 マーケティングと数量分析
ECN317 消費者行動

ECN318 グローバル・マーケティング
ECN320 国際貿易論
ECN321 産業組織論
ECN323 貨幣、銀行と金融市場
ECN325 開発経済学
ECN327 計量経済学
ECN328 中級ミクロ経済学
ECN330 企業財務
ECN334 戦略的マネージメント
ECN337 技術と社会
ECN338 時系列分析

ECN343 日本のビジネス文化
ECN344 エコビジネスとサステイナビリティ
ECN347 ポートフォリオマネジメント
ECN348 行動ファイナンス
ECN353 MBAエッセンシャルズ
ECN354 社会的企業論
ECN366 中級マクロ経済学
ECN367 オープンマクロ経済学
ECN368 環境経済学
ECN390 企業のサステナビリティ戦略
ECN391 デジタル・マーケティング戦略

ECN392 マーケティング・コミュニケーション

ANT150 文化人類学
BIO100 生物学入門
BIO105 生物実験
EDU151 教育制度論
ENV100 環境科学
GEO150 人文地理学
GEO160 自然地理学
HIS101 世界史 Ⅰ
HIS102 世界史 Ⅱ
PLS150 政治学
SOC150 社会学
ECN210 経済学原理ミクロ
ENG270 国際ニュースのディベート
ENG275 国際ニュースの実践的聴取
GEO220 北アメリカの地理
GEO240 東アジアの地理

GEO260 都市地理学
GEO270 村落地理学
GND200 ジェンダー学概論
HIS210 アメリカ史
HIS290 中国近現代史
HIS296 朝鮮近現代史
HIS297 モンゴル近現代史
HIS298 欧州近現代史
JAS201 日本史 Ⅰ
JAS202 日本史 Ⅱ
JAS220 日本の政治
JAS225 日本国憲法と法
JAS250 日本社会概論
JAS280 秋田学 Ⅰ
PLS210 国際関係論
PLS220 政治思想概論

PLS245 国際法と国際機構
PLS250 ネーションとナショナリズム
PLS260 比較政治論
PLS280 アメリカの政治システム
PLS285 欧州の政治システム
SOC200 社会科学調査法
SOC280 国際協力・開発論 Ⅰ
SOC285 地域発展論
SUS200 持続可能な未来
ANT300 人間のあり方と自己：
                   文化人類学の視点から
DGT330 人工知能と人類
ECN305 経済学原理マクロ
ECN344 エコビジネスとサステイナビリティ
ECN365 EUの政治と経済
ECN368 環境経済学

ECN390 企業のサステナビリティ戦略
ENV320 国際環境科学
GEO300 地域多様性論
GSS301 人間の安全保障
GSS302 グリーン・エコノミーへの
 多角的アプローチ（PBL）
GSS303 日タイ（秋田・タイ）関係の
 過去・現在・未来（PBL）
GSS304 日本とタイにおける持続可能な
 地域発展の研究（PBL）
HIS355 環大西洋米欧交流史
IST391 EU学への招待
JAS325 日本の外交政策
JAS380 秋田学 Ⅱ
JAS385 遺産観光論

PLS340 日米関係論
PLS360 近代中国の政治と思想
PLS361 中国の外交政策
PLS362 日中関係論
PLS363 韓国開発政治論
PLS367 東南アジアの政治と社会
PLS376 国際組織の法と政治
PLS377 国家と市場
PLS378 国際安全保障
PLS380 国境と人の移動
PLS381 国際強制移動学
PLS385 社会運動
PLS386 政治的コミュニケーション
PLS387 ビジュアル・ポリティクス
PLS390 アメリカの外交政策
PSY310 サイバー心理学

SOC310 グローバル化時代における
 社会的課題
SOC320 西洋における子供観の
 歴史的変遷
SOC325 農村社会学
SOC335 国際協力・開発論 Ⅱ
SOC365 中国現代社会
SOC370 マスメディアと社会
SOC371 グローバルメディア
SOC375 今日の台湾
SOC385 ロシア現代社会
SUS300 サステイナビリティ学の
　　　　　 経験的概念と方法論
SUS310 コンサベーションと持続可能な開発
SUS370 サステナビリティ学における
　　　　　 リモートセンシング技術の応用

グローバル・コネクティビティ領域　GC
ANT150 文化人類学
ART150 美術史
ART161 美術実技 Ⅰ ガラス細工
CCS125 プログラミング基礎
DGT150 デジタル時代の重要課題
ENG102 スピーチ・コミュニケーションの
 基礎
ENG103 グローバルイシュー分析と討議
ENG110 英語文学
ENG115 叙事詩から始まる文学
ENG120 英語学概論
ENG121 英語教育教材としての民衆文化
ENG170 プロフェッショナル・ライティング
ENG171 ビジネス現場の
                デジタル・コミュニケーション
ENG172 ニュースの英語
ENG175 コミュニケーションと演劇

ENG180 言語学
ENG181 社会言語学
HIS101 世界史 Ⅰ
HIS102 世界史 Ⅱ
HUM120 批判的思考とディベート
JAS115 日本伝統文化 Ⅰ
JAS135 日本伝統文化 Ⅱ 
JAS150 世界の中の日本
MAT100 教養数学
PHI150 西洋思想文化
PHI160 東洋思想文化
PSY150 心理学
ANT230 先史考古学と
 日本人エスニシティ論
COM250 異文化間コミュニケーション
COM260 報道メディアと文化とイデオロギー
COM280 科学コミュニケーション

DGT200 学習と科学技術
DGT220 デジタルストーリーテリング
ECN205 経済学の数学的方法
ECN220 経済データ分析
ECN270 マーケティング原理
ENG200 応用言語学
ENG211 世界の英語文学
ENG260 クリエイティブ・ライティング
ENG270 国際ニュースのディベート
ENG275 国際ニュースの実践的聴取
HUM220 英米民衆文化論
HUM230 科学史と科学哲学
HUM260 修辞学
INF260 情報科学
JAS200 日本の文学 Ⅰ
JAS275 日本映画 Ⅰ
MAT200 統計学

MAT230 AI、ゲームと数学
MAT240 デジタル世界の数学
MAT250 微積分学
MUS230 クラシック音楽の聴き方
MUS231～233
　　　　　 初級ヴァイオリン実技 Ⅰ～Ⅲ
MUS250 生きるための音楽
PHI200 理論哲学
PHI210 実践哲学
SOC290 メディア・リテラシー
ANT300 人間のあり方と自己：
                   文化人類学の視点から
ART300 世界の中の日本美術
ART310 科学と芸術の文化史、理論、評論
CCS320 機械学習とビッグデータ
COM360 応用語用論
DGT300 学習とデザイン

DGT320 デジタル時代における意味構築
DGT330 人工知能と人類
ECN337 技術と社会
ECN392 マーケティング・コミュニケーション
ENG300 グローバルコミュニケーション
JAS300 日本の文学 Ⅱ
JAS305 日本における宗教
JAS310 異文化理解の視点から見る
                  日本の社会と文化
JAS352 日本語言語学
JAS355 グローバル化する日本の重要課題
JAS367 近代日本社会文化史
JAS370 現代日本の視覚文化
JAS375 日本映画 Ⅱ
JAS376 日本映画 Ⅲ
JAS395 日本先史考古学演習
MAT340 詩的プログラミング

PHI300 比較哲学
PLS385 社会運動
PLS386 政治的コミュニケーション
PLS387 ビジュアル・ポリティクス
PSY310 サイバー心理学
SOC370 マスメディアと社会
SOC371 グローバルメディア
SUS370 サステナビリティ学における
　　　　　 リモートセンシング技術の応用

TOEFL, TOEFL iBT, TOEFL ITP and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS). This brochure is not endorsed or approved by ETS.

グローバル・ビジネス領域 GB
グローバル・スタディズ領域 GS
グローバル・コネクティビティ領域 GC

▶ 124単位以上
▶ GPA（成績評価平均点）2.00以上
　 卒業時、TOEFL ITP® TEST 600点相当を目標としています。

卒 業
就 職

大学院
進 学

CHN300 中国語 Ⅲ
CHN301 中国語 Ⅲ 実践
FRN300 フランス語 Ⅲ

FRN301 フランス語 Ⅲ 実践
KRN300 韓国語 Ⅲ
KRN301 韓国語 Ⅲ 実践

SPN300 スペイン語 Ⅲ
SPN301 スペイン語 Ⅲ 実践
CHN400 中国語演習実践

KRN400 韓国語演習実践

「学びの軸足」となる領域を選択し、様々な「切り口（分野）」で学びを深めます。

Feature 01 カリキュラム 
Curriculum
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01
Feature

02
Feature

03
Feature

04
Feature

05
Feature

Capstone Seminar

総合セミナー

以下の科目は全領域の
要件を満たします

ビジネス社会や企業活動の多くは、現実には組
織としての決定や動きの中で行われています。
本科目では、組織を構成する個人の行動や動
機付け、個人と集団の関係など、人間行動と心
理に関する視点を学びます。予測不能な変動の
時代を生きるグローバルリーダーを考える上で
有益な視点を得ることもできるでしょう。

ECN260 組織行動論

モノを生産しただけでは、販売することはできま
せん。複雑性を増す激動のビジネス社会で、顧
客が本当に求めているニーズを把握することが
大切です。本科目では、消費者の行動や市場に
関するデータを分析する基本を学びつつ、それ
を販売戦略に生かすことを目指します。こうした
手法は、企業だけでなく地域社会の様々な活動
等で応用されていくでしょう。

ECN316 マーケティングと数量分析

グローバルな企業活動を把握して、経営戦略の
策定をするには、企業の資金調達や運用、企業
を取り巻く国際金融市場全体の動きを正しく理
解していることが求められます。さらに、金融を
学ぶことは、不確実性やリスクへの対応の方法
を学ぶことでもあります。こうした知識は、ビジ
ネスや経済学に関する各専門分野を学ぶ上で
必要となります。

ECN230 国際財務管理

グローバル化が進展する今日の世界には、数え
きれないほどのさまざまな社会問題が存在して
います。本科目では、一つの国家や地域に焦点
を当てるのではなく、格差や貧困、環境、人の移
動、宗教・イデオロギー、ジェンダー等、世界各
国・地域、更には全地球的規模で発生している
問題について理解を深め、その解決策について
議論を試みます。

SOC310 グローバル化時代における
　　　　　社会的課題 現在、我々は幾何級数的人口増加に伴い、エネル

ギー、鉱物、水、食料資源の枯渇といった人類の生存
を根本から脅かす課題群に直面しています。さらに気
候変動による異常気象の頻発、感染症の拡大なども
深刻化し、将来世代の存続を真剣に検討しなければ
ならなくなっています。このような状況に対応すべく
国連は１７からなる持続可能な発展目標を掲げ、マク
ロ・ミクロレベルでの対応を各国政府が主体となって
取り組んでいます。本科目では持続可能な未来構築
に向けて何をどのように理解し、そして何をすべきか
を多元的側面から学びます。

SUS200 持続可能な未来

ゲームから自動車の運転、癌の診断から犯罪者
の有罪判決まで、AI（人工知能）は人々の日常
生活や社会でますます重要な役割を担いつつ
あります。 この科目では、AIの情勢と進化、そし
てAIがもたらす影響を探ります。「インテリジェ
ンス」とは何かについての哲学的思想に関する
文献を読み、考え、議論することから始め、知的
活動を実現しうるテクノロジーの検証、そしてこ
の分野のさらなる進歩への最新アプローチや課
題について学びます。

DGT330 人工知能と人類

コミュニケーションには言語要素と非言語要素
が必要です。コミュニケーションと演劇では体験
的学習法を用いて環境、社会、文化、言語、デ
ジタルの視点からグローバルなテーマを取り扱
います。演劇を体験することによりグローバル
市民について学ぶとともに創造的なタスクに協
力して取り組むことで、効果的なコミュニケー
ションが取れる人材を目指します。英語でのコ
ミュニケーションにて、自然に堂々と対応できる
スキルを身に付けます。

ENG175 コミュニケーションと演劇　

科目紹介

科目紹介

科目紹介

確かめるAILA 3 応用するAILA 4

SAR390
留学と自己省察

CPS490
総合セミナー

青で示した科目は教養基盤科目群と教養専門科目群の両方の要件を満たす科目です。

18p.

20p.
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●　グローバル・ビジネス領域必修

◯　グローバル・ビジネス領域選択必修
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EAP

国際教養大学に入学すると最初に英語集中プログラム(EAP)でアカデミック・イングリッシュを学びます。本学や
留学先の大学において、英語で行われる講義を理解し、自らの考えを発信して、論文をまとめるなど、学問を深め
ていくために必要な英語力を修得します。

　The English for Academic Purposes (EAP) program is the 
first phase of a student’s experience at Akita International 
University. As all degree-related classes are taught in English 
at AIU, a high level of fluency in English is necessary for 
students to thrive.  Students focus on intensive study of the 
language in the EAP stage of their curriculum.  The goals of 
the program are (1) to encourage mastery of the spoken and 
written forms of academic English to enable students to 
study liberal arts at the university level, and (2) to help 
inculcate a global perspective in students that will allow 
them to succeed within the multi-cultural dynamic of AIU.
     In the pursuit of these ambitious goals, students work 
with an international team of EAP instructors. In their EAP 
courses they write academic papers, make presentations, 
and read and analyze university level texts. They learn to 
function as linguistically and culturally competent members 
of an international community of scholars. They will 
celebrate their experience with the EAP program as being a 
significant stage in the process of their success at Akita 
International University.

　入学時の学生の英語能力は一様ではありません。そのため、
新入生は入学後すぐ、授業が始まる前に学術的な英語力を測
るテスト(TOEFL ITP® TEST)を受けます。EAPでは、このテスト
の結果を目安に3つのレベル（Ⅰ･Ⅱ･Ⅲ）にクラスを分けて、個 の々
学生の力に合った教授法により効率よく力を伸ばしていきます。
　Ⅲより高いレベルの英語能力を持ち、一定の条件を満たした
新入生は、EAPⅠ～Ⅲの履修を免除され、代わりに高校から大学
教育への“橋渡し”となる導入教育「EAPブリッジプログラム」で、
本学の教養教育で必要となる学習スキルを修得しながら、基礎
科目群の特定の科目を履修します。
　EAPの進級・修了には、TOEFL®TESTのスコア、各クラスの
出席や成績など定められた要件を満たす必要があります。

　授業は、各レベルともWriting、Reading、Listening &  
Speakingのコースを中心に構成されており、外国人を中心とし
た教員の指導のもと、学術的な題材を扱いながら、この４技能を
伸ばしていきます。人文科学、自然科学、社会科学など幅広い
テーマの読解や作文、また、ニュース・新聞などのメディアの資
料を使い、時事問題についてのプレゼンテーションや議論な
ど、内容も重視して実践的に学びます。EAPⅡ・Ⅲの学生は、
EAPの他に基礎科目群から1 ～ 2 科目を履修でき、EAPで学
術英語力を修得しながら「英語で学ぶ」ステージに段階的に入
ることができます。
　EAPを修了する頃には、講義を聴く、ノートをとる、内容を理
解してそれをもとに自分で考える、自分が考えたことを発表す
る、討論する、レポートや論文として作成するなど、大学で学ぶ
ために必要なことが英語でできるようになります。「英語で学
ぶ」準備が整い、次のステージである「基礎科目群/教養基盤科
目群」の履修へと進み、専門領域の学修に備えます。

　EAPのカリキュラムには授業の補足として｢自主言語学修｣
が含まれています。例えば、ディスカッションで使用する教材の
準備や、授業外に週３時間以上英語で多読することが求めら
れます。このような課題に能動的に取り組むためのサポートと
して、言語異文化学修センター（LDIC）（P.30）では、学生が自
主的かつ活発に言語学修を進めるために必要な教材や設備
を提供しています。さらに、授業の一環として行われる「自己学
修プロジェクト」を通し、自分自身の学修に責任を持つ姿勢を
身に付け、英語のスキルアップと同時に、言語学修への理解を
深めます。この経験は、「教養基盤科目群」で選択する英語以
外の外国語科目や留学先の言語の学修など、自主的かつ効
果的にLDICを活用し、学びを継続する能動的言語学修者に
なることへとつながります。

Welcome to the EAP 
Program of Akita 
International University

学生の力に合わせたレベル分け

「英語で学ぶ」ための英語を学ぶ

自らの目標に向かって努力する
「自主言語学修」

本学への志望動機は？
　将来、地球規模の社会問題の解決に貢献した
いと思ったのが一番の理由です。リベラルアー
ツを英語で学ぶカリキュラムや留学義務はハー
ドなものだと思いましたが、英語力はもとより、
世界中で解決が求められている課題に挑むため
に必要な多角的な視点を養えると思い、志望し
ました。

EAPの授業スタイルは？
高校の英語の授業との違いは？
　発言する機会が非常に多いと思います。知識
を蓄積していくことに主眼をおいた高校までの
学び方とは全く異なります。授業内でのディス
カッションやプレゼンテーション、エッセイで自
分の意見を発信し、共有することで、見識を深
めることができます。

特に印象に残ったＥＡＰの授業は？
　「EAP アカデミック・リーディング」では、オン
ライン授業という環境に合わせ、Web会議シス
テムの機能を使って工夫を凝らしたプレゼン
テーションを制作しました。聞き手に自分の考え
を分かりやすく、端的に伝えるためにはどうすれ
ばいいかを考え、工夫を重ねたことにより、自分
自身も更に深く理解することができました。

自分の成長を
どのように感じましたか？
　EAPのディスカッション中心の授業を通じて、
自分の意見を積極的に発信できるようになりま
した。また、与えられた情報を額面通りに受け取
るのではなく、批判的視点をもって適切に情報を
読み解く力を身に付けることができたと感じて
います。

ＡＩＵを目指す皆さんに
伝えたいこと
　自分の可能性を信じて突き進んでください。
AIUへの道のりは、決して楽なものではありませ
ん。しかし、AIUには皆さんの努力に値する、ま
た、それ以上の素晴らしい出会いが待っていま
す。成功の秘訣は諦めないことです。皆さんと
キャンパスで会えることを楽しみにしています。 

近藤 晃永
（愛知県／2020年入学）
Koei KONDO

　「北東アジア学生ラウンドテーブル」というクラブに
所属しています。毎年の夏に開催される国際会議で
は、北東アジアの政治、経済、環境、社会に関するト
ピックについて、北東アジアの学生と議論し、発表を
行っています。実際に海外の学生と話し合うことで、新
たな学びや発見を得ることができます。諸外国の優れ
た学生と意見を戦わせることで、自分の弱点を思い知
らされることもあり、学ぶ意欲の源となっています。

学部長・学科長
英語集中プログラム・外国語教育代表
能動的学修・評価センター長
教　授

パトリック・ドーティ
Dr. Patrick DOUGHERTY

教員からのメッセージ
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A Well-Balanced Global Business
Education for the Future

　グローバル化の進展により、企業活動は拡大・複雑化の度
合いを増しています。変化が加速し、不確実性が増していく現
代において、企業が社会に有用な財・サービスを持続的に提
供していくためには、ニーズを地域規模、そして地球規模で的
確に把握しつつ戦略を策定しなければいけません。本領域で
は、これに対応すべく経済学およびビジネスを中心に幅広い
教育を提供し、創造力、批判的思考力、そして、グローバルな
視点を備えた人材を育成します。

　What makes the AIU Global Business (GB) Program different from 
business courses at other universities? As a liberal arts education, 
the curriculum goes far beyond developing the technical skills 
required for business disciplines. We place a strong emphasis on 
developing students' communication skills, critical and creative 
thinking, multidisciplinary approaches to problem-solving and 
understanding of the cultural and historical contexts of business 
decisions. We do so because these skills are essential for students' 
future business careers over the long term.
　The GB Program offers foundation and advanced courses in the 
fundamental disciplines of business. These include accounting, 
business culture, economics, finance, law, management, marketing, 
quantitative analysis and sustainability. Faculty deliver courses in an 
interactive learning format with international and multidisciplinary 
perspectives. Faculty expect enthusiastic and active participation 
by students. Students learn together and from each other to 
harness the strengths of diversity in thinking and experience. Our 
faculty are highly accomplished instructors, active researchers in 
their fields and several have substantial professional business 
experience.
　How will the GB Program influence the future of our students? We 
produce graduates with a well rounded and internationally 
competitive business education. This positions graduates with a 
firm foundation for their career and the ability to deal innovatively 
with future big challenges, such as advances in technology, the 
trend toward globalisation and concerns over environmental 
sustainability. As business influences almost every aspect of 
modern human society and well-being, a broad understanding of 
the implications of business decisions gained in the GB Program is 
essential not only for graduates' futures but also the good of 
society. Our graduates proceed to successful careers in industry 
and commerce in both Japan and overseas, as well as to pursue 
postgraduate education in highly ranked foreign universities.

本学への志望動機は？
　すべて英語で行われる少人数授業や1年間
の留学義務、そして日本中のみならず世界中か
ら学生が集まる環境に興味を惹かれたからで
す。多様な科目を学際的に学ぶというカリキュ
ラムの中で、2年次までに自分に合った専攻を
じっくり検討できる点も魅力でした。

特に印象に残っている
GBの授業は？
　「ECN309 国際ビジネスロー」です。宇宙ビ
ジネスに関する様々な事例をとおして、国際商
取引や国際法上の問題や課題だけではなく、
天文学や物理学などの自然科学が国際ビジネ
スと密接に関係していることについても学び、
多くの新しい視点を得ることができました。

自分の成長を
どのように感じましたか？
　様々なバックグラウンドや考え方を持つ友人
たちと出会い、意見を交わすことを楽しめるよう
になりました。自分の考えだけに固執せず、異
なった視点から物事を捉えることで、自分自身も
人として成長できるのだと気が付きました。

卒業後の目標（夢）は？ 
　AIUでの学びや留学での経験を礎として、
様々な事に挑戦したいと考えています。新たな
価値観を吸収し、知見を広げることで、自分の適
性を見極め、最終的には自分で事業を始めたい
と考えています。

ＡＩＵを目指す皆さんに
伝えたいこと 
　主体性を持って行動するあなたになら、AIU
は間違いなく最高の環境となるでしょう。学修に
加えて何を求めているかをイメージした上で、
なりたい自分像を描いてください。納得のいく
進路選択ができることを祈っています。

　留学先だったイタリアのフェラーラ大学では、現地
の学生と一緒にビジネスプランを練るといった実践的
な課題を多く経験しました。その中でも２カ月間かけ
て取り組んだ先進国企業の新興市場国への進出プラ
ンは、クラスの中で１位の成績を収めることができ、
自分自身への自信が高まりました。

　GB領域は、「ビジネス」と「経済学」の２つのクラスターからな
り、学生は各自の興味関心に沿って、各クラスターの科目を履
修するとともに、総合セミナーのテーマを絞り込みます。

　

　本クラスターでは、ビジネスの世界で必須の学問である会計
学、資金調達・運用を学ぶファイナンス、顧客のニーズを的確
に把握するマーケティング、経営の戦略や組織の問題を扱うマ
ネジメントを学修します。また、ビジネスの分野では、「人」の問
題を避けては通れません。変化を続ける社会経済環境に対し、
柔軟に適応するコミュケーション能力、リーダーシップ能力の育
成にも力を入れます。

　

　人間の行動を論理的に分析する視点について学ぶ経済学を
基礎として、社会の動きを、自らの頭で考え、問題解決のための
実践能力の育成を目指します。本クラスターでは、「おカネ」の
問題だけでなく、家族、人口、雇用、健康、公衆衛生、教育、組
織、制度設計、法律、所得分配、政治と経済、公共政策の設計
と評価など、多岐にわたる問題について考察します。

２つの学びの切り口（分野）
ー「ビジネス」と「経済学」クラスター

　経済学およびビジネスの知識を、様 な々現実社会の課題、政
策に応用した、主に統計的分析手法、各種データを用いた実証
分析に取り組み、論文を作成します。

＞＞  テーマ例
「都道府県別観光者数の決定要因」
「女性の雇用および結婚行動」
「外資小売業の日本市場進出に関する分析」
「県内の文化財の価値評価」
「都道府県・地域別各種犯罪指標の決定要因」
「少子化、人口減少の決定要因」
「タームスプレッドと経済変動との関係」

総合セミナー　

GBFeature 01 グローバル・ビジネス領域
〔教養専門科目群〕 Global Business Program
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入澤 敦也
（三重県／2017年入学）
Atsuya IRISAWA
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グローバル・ビジネス領域長
教授

クリントン・ワトキンス
Dr. Clinton WATKINS

教員からのメッセージ
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Feature 01 グローバル・スタディズ領域
〔教養専門科目群〕 Global Studies Program

GS

　グローバル化を生き抜くためには、広範な知識に裏打ちされた論理的かつ
創造的な思考力･発想力を身に付けなければなりません。そこで、本領域では
学生に対して、各国や各地域の歴史、文化、社会、政治、経済をはじめ、国家
間・地域間の関係、国際機関・国際組織の機能と役割、地球規模の現象や問
題に関するさまざまな授業科目を履修することを求めます。学生は、知識の蓄
積と深化に努めるとともに、学修活動への積極的参加を通して、従来の発想
や価値観にとらわれない柔軟な考察・分析力を磨いていきます。

　GS領域は、「グローバル社会」、「政治学と国際関係論」、「サステナビリ
ティ」の３つのクラスターからなり、学生は各自の興味関心に沿って、各クラ
スターの科目を履修するとともに、総合セミナーのテーマを絞り込みます。

　

　グローバル化の渦中にあって人類は、貧困や格差、人の移動、差別や人
権をめぐる諸問題、宗教やイデオロギー、文化に起因する摩擦など、多種
多様な問題に直面しています。本クラスターでは、私たちが日々 の生活を送
る地域社会が抱える問題から、国・地域レベル、さらには文字通り地球規
模に広がる問題まで、幅広く網羅しつつ学修します。

　

　本クラスターでは、政治学をはじめ、地理学、歴史学、国際関係論など
複数の分野にまたがる多様な科目の履修を通して、日本を含む東アジア、
東南アジア、北アメリカ、欧州等の各国の法律や政治制度、国際機関とそ
の役割、日米関係や日中関係等を含む国際関係、地域あるいは地球規模
での安全保障問題などについて学修します。

　

　冷戦終結後の世界では多くの国々や地域がグローバル化や科学技術
の進歩により経済発展を遂げましたが、その一方で環境や資源をめぐるさ
まざまな問題が深刻化しつつあります。2015年に国際連合が持続可能な
開発を目指すべく１７のグローバル目標を採択したように、今や人類は持続
可能な発展に向けた具体的な行動が求められています。本クラスターで
は、持続可能な環境、経済、社会の構築という人類社会につきつけられた
重大課題と人類社会の目指すべき姿について多角的に学修します。

混沌の世界を生き抜き、
雄飛することを目指して。

　今や世界は「混沌」の渦中にあるといって過言ではありませ
ん。1990年代における冷戦構造の消失は世界各地に様 な々変
動をもたらしました。インターネット等の科学技術の進歩は高度
情報化社会の出現を促し、「グローバル化」現象として、人種・
民族、宗教、国境等を超えた相互交流の拡大と深化が展開され
てきました。しかし同時に、人種・民族や宗教、政治・社会制度
の相違や経済的要因による紛争や軋轢が世界各地で繰り返さ
れてきたのも事実です。環境破壊や気候変動、パンデミックと
いった超地域的・地球規模的問題への不安も高まりつつありま
す。反グローバリズム的なものの抬頭や国際関係の力学的変化
も見逃せず、AIの出現とデジタル化の進展は人類社会のありよう
に劇的な変化をもたらしつつあります。
　こうしたなか、我ら人類は個人として集団としての生き方を問
われているのやもしれません。人がその性ゆえに自身の幸福や
富貴を欲するのは当然のこととしても、私利私欲の追求ばかりに
専心することを是とするわけにもいきません。渋沢栄一が「社会
の一員、国家の一民たる以上、何人も一国一郷に対し我がもの
であるとの覚悟を持たねばならぬ」と述べたように、我々には社
会、国家の成員として、更には地球社会の責任ある一員としての
自覚をもって思考し行動することが求められているのではないで
しょうか。
　本領域は、各国・地域の歴史、文化、社会、政治、経済をはじ
め、多国家・地域間関係、国際機関・組織の機能と役割、地球
規模的諸問題に関する科目を提供し、学際的知見に裏打ちされ
た思考力と行動力を備え、自国のみならず人類社会に広く貢献
できる有為な人材の育成を目指します。

広範な知識に裏打ちされた思考力、
文化的感性、分析力を育む

３つの学びの切り口（分野）ー「グローバル社会」、
「政治学と国際関係論」、「サステナビリティ」クラスター

本学への志望動機は？
　高校在学時に、偏差値やブランドで大学選び
をする風潮や、英文法・リーディング中心の英語
の授業に疑問を持っていました。AIUは「英語を」
学ぶのではなく「英語で」学ぶ大学です。これか
らの社会では、自らの考えを発信し人を説得する
ことができるといった「自分を表現する道具」とし
ての英語力が必要だと思い、AIUでならばその
能力を獲得できると考えました。

特に印象に残っている
GSの授業は？
　人文地理の視点から北アメリカの歴史や文化
について学ぶ「GEO220 北アメリカの地理」で
す。高校教育までは触れる機会の少ないネイ
ティブ・アメリカンの歴史が、北アメリカの現代政
治に関わる重要な分野だと知りました。北アメリ
カの現代政治をネイティブ・アメリカンの視点から
捉えることで、視点を変えれば物事は違って見え
ることを実感できました。

自分の成長を
どのように感じましたか？
　ためらうことなく挑戦する自分の姿に気付い
た時、AIUへ来て成長したと実感しました。常に
貪欲に学び続け、失敗を恐れずに挑戦すること
をAIUの仲間や教員、スタッフ陣は寛大に見
守ってくれています。「やってみたれ！」と思える
自分がいることが一番の成長です。

卒業後の目標（夢）は？ 
　将来は、個人の個性やクリエイティビティを磨
ける教育を普及させるためにLea rn i ng 
Scienceという分野で、より多くの人が興味を
持って学べる環境をデザインする仕事に就くこ
とを志しています。そのために、大学院に進学
し、研究者としての第一歩を踏み出したいと考え
ています。学校だけでなく社会の様々な場面で
の人間の学びを「もっともっと」楽しくしていきた
いと考えています。

ＡＩＵを目指す皆さんに
伝えたいこと  
　あなたの情熱をただの夢にしようとしていま
せんか？自分の「勇気」が、夢を現実に近づけ
てくれます。私が経験したアメリカでのイン
ターンシップや学会での発表は、未知なる挑
戦でした。今は実力不足と思っても、情熱を傾
ける勇気があるのなら、AIUはその挑戦を後押
ししてくれる最高の環境です。皆さんの情熱が
輝きますように！

　私はマーチングバンドの「カラーガード」のパート
を通して様々な大会に参加してきました。2016年、
2017年には夏季の世界大会に出場し、また2019
年には交換留学先のジョージ・メイソン大学のメン
バーとして冬季の世界大会に参加し、1位を獲得しま
した。

　担当教員の指導の下、各自の興味関心に沿ったテーマを選択し、論文を作
成します。
＞＞  テーマ例
「秋田の地域振興とインバウンド観光」　「中国の台頭と日米安保体制」
「アメリカとカナダにおける多文化主義の比較」　「国籍・帰化に係る各国法制比較」
「外国人労働者受け入れをめぐる日台比較」　「メディアにおける表現規制と表現の自由」
「日本における韓国大衆文化の受容」　
「国際環境政策における政府機関と非政府機関の視点」
「持続可能な都市におけるレジリエンス」

総合セミナー　

1特色

2特色

3特色

グローバル・スタディズ領域長
教　授

水 野  智 仁
Dr. Norihito MIZUNO

教員からのメッセージ
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木下 明夢樹
（福岡県／2015年入学）
Anju KINOSHITA
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クラスター政治学と国際関係論
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クラスターサステナビリティ

Pick up!



Feature 01 グローバル・コネクティビティ領域
〔教養専門科目群〕 Global Connectivity Program

GC

※米国を代表するIT企業、Google, Amazon, Facebook, 
Appleの頭文字を取ったもの。

　GC領域は、「人、文化とコミュニケーション」と「科学技術と社会創
造」の２つのクラスターからなり、学生は各自の興味関心に沿って、各
クラスターの科目を履修するとともに、総合セミナーのテーマを絞り込
みます。
　

　人文科学分野の科目で構成される本クラスターでは、歴史、文化、
芸術をはじめ、広範囲にわたる知識と分析力、ならびに言語やコミュニ
ケーション力の獲得を目指します。日本および世界の文化的、学術的
知識を広げ、グローバル社会の背景と異文化への理解を深めます。
　

　私たちの働き方やコミュニケーション、情報アクセスや情報処理を
はじめとする現代生活におけるデジタルテクノロジーを題材に、様 な々
科学技術の影響によって生じる社会的、経済的、哲学的な問題を考
察します。最先端科学技術による新しいデジタル環境を活用しなが
ら、より豊かな未来社会を創造する方法を探求します。

Explore Connections between 
Humanity and Technology
  The Global Connectivity (GC) Program will challenge you 
to identify and explore connections between disciplines 
and to seek solutions to complex and multi-dimensional 
global issues. Through your interdisciplinary exploration of 
our humanity, our technologies, and their interactions, the 
GC Program prepares you to thrive in an uncertain yet 
exciting future.
  The rapid advance of digital technologies including the 
internet, automation, and artificial intelligence (AI) forces us 
to seek answers to some important questions, especially 
about the effects of these technologies on our lives. 
Students in the GC Program address questions like: Who 
benefits from new technologies and connectivity? Who is 
left out? How can we shape society based on our own, 
human, values? To what extent should AI replace human 
judgement? Indeed, what does it mean to be intelligent? 
Human?
  Whether your next step will be graduate school or the 
workplace, GC courses will provide you with active and 
engaged learning opportunities that combine humanity 
and culture with science and technology. The critical 
analysis of complex problems, as well as the proposal of 
creative solutions using effective communication practices, 
will prepare you for a lifetime of learning. Ultimately, as a GC 
student, you will develop the knowledge and skills 
necessary to achieve positive and sustainable impacts in 
your life, in your local community, and in the world.

　人類は有史以来、言語やコミュニケーション手段を発達させながら
多様な文化を育んできました。一方で近年はデジタル技術やAI、ビック
データ等、各種技術の飛躍的な発展が私たちの生活や社会に大きな
変化をもたらしています。
　本領域では、文化や文学、哲学といった生きることの意味や価値を
追求する人文科学と、私たちの現代社会に急速に浸透しつつあるAI
や最先端技術を同じ土俵で学修します。分野の違うこれらの科目を接
続させながら学ぶことにより、ますます発展するであろう各種技術が私
たちの日常生活、政治、経済に及ぼす影響を多角的な視点で分析し、
それらをどのように活用してこれからの社会を創造していくのかを洞
察する力を身に付けます。

人、文化とコミュニケーションと最先端技術に
関連する科目群を通して、
両者における接続性（コネクティビティ）を学ぶ

2つの学びの切り口（分野）
ー「人、文化とコミュニケーション」と
「科学技術と社会創造」クラスター

　担当教員の指導の下、各自の興味関心に沿ったテーマを選択し、論文を
作成します。
＞＞  テーマ例
心と機械

AI構築

顔認証技術とマイノリティ

言語の未来

科学と芸術

デジタル時代の学び

「AI技術の発達が示唆する、ヒトの心と意識」

「ディープラーニングを使用したアブストラクトゲームの
簡易AIエンジン開発」

「AIと、社会に潜在する偏見についての考察」

「自動翻訳技術の進歩が言語学習に与える影響」

「折り紙の工学的応用を題材とした科学と芸術の創造
的な相互作用」

「学習と遊びの理論の実践、検証及び発展を目的とし
たデジタル及び非デジタルメディアの設計」

総合セミナー　

グローバル・コネクティビティ領域とは

座談会

����������������������������������
�	��		���

1特色

2特色

3特色

グローバル・コネクティビティ領域長
教　授

アンディ・クロフツ
Dr. Andy CROFTS

教員からのメッセージ
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アンディ・クロフツ 教授

藤野 菜々歩

田中 麻琴

阿部 邦子 准教授

山本 純

フローラン・ドメナック 教授

クラスター人、文化とコミュニケーション

クラスター科 学 技 術 と 社 会 創 造

座談会の様子は動画で
ご覧いただけます

クロフツ教授：今日は、AIUに新設されることに
なったグローバル・コネクティビティ領域
（GC）の概念や目的について、全員で理解を深
める場にしたいと思います。GCとは何かを議
論する前に、GCに関連する2つの科目につい
て話し合いましょう。「デジタル時代の重要課
題」（DGT150）という初級の科目と、「科学と
芸術の文化史、理論、評論」（ART310）という
上級の科目です。3人ともDGT150を履修しま
したね？
学生：はい。
クロフツ教授：AIUがこの2つの科目を開講して
いる理由について探りましょう。まずは
DGT150を履修して学んだことについて聞か
せてくれるかな。
藤野：物事を１つの視点からだけで捉えてはい
けないという事を学びました。議論を重ねるこ
とで、自分とは異なる視点について理解が深ま
り、物事は様々な側面から捉えるべきだと考え
るようになりました。
クロフツ教授：自分とは異なる意見をもつ他の
学生の視点の中に「学び」があったということ
だね。
藤野：はい。社会的な課題をどう解決するかと
いう観点から、様々なトピックで議論をしたの
で、違う考え方の人と話し合う機会に恵まれま
した。相手の考え方を理解したり、自分の意見
を主張したりして、問題解決のための方法や役
割を実践的に学べたと思います。
クロフツ教授：社会的な課題とデジタル技術の
関連性はDGT150が伝えたいことでもあるね。
田中：はい。デジタル技術の発展とともに新た
な社会問題も生まれています。例えばAIなどの
技術で社会問題を解決しようとする動きもあり
ますが、AIも完璧な解決策ではありません。
様々な課題をどうとらえるのか、その課題に対
してデジタル技術をどう生かしていくのかを考
えていくことが重要なのだと学びました。
クロフツ教授：なるほど、ありがとう。では次に、
阿部先生にお聞きします。「科学と芸術の文化
史、理論、評論」（ART310）の概要と背景につ
いて教えてください。
阿部准教授：現代社会は人文科学と自然科学
の2つの「文化」に分かれており、多くの大学の
学生はそれぞれの専門分野を追求することが
求められています。そこで我々が挑戦したのが、
様々な専門分野や先進的な事例を取り入れな
がら、学問として1つに統合していくことを目的
とした新しい領域を作ることでした。レオナル
ド・ダ・ヴィンチが活躍した時代を想像してい
ただきたいのですが、昔は専門性を高めると
いうことは芸術と科学が統合していくことを意
味していたのです。この科目は分断されてし

まった芸術と科学、この2つの文化が対話する
ためのプラットフォームとして機能するように設
計されています。
クロフツ教授：なるほど、科学と芸術を「融合」
させることに成功したのですね。この科目の狙
いについて聞かせてもらえますか？実際に教え
てみてどうでしたか？
阿部准教授：科学と芸術の双方のつながりを
探求することを通して、学生たちには論理的思
考を身に付けてもらいます。知識を詰め込んだ
り、暗記したりすることは求めていません。授業
では、彼らの創造力を刺激することを心がけま
した。ハイテク産業の巨人たちGAFA※も、様々
な分野から人材を登用していますよね。実社会
でも人文科学と自然科学の融合が必要とされ
ています。現代社会が抱える複雑な問題は、科
学技術だけでは解決できないのです。学生た
ちは将来社会に出た後、複雑な課題に取り組
んでいかなければなりません。そのために私た
ち教育現場にいる者にできることは、学生たち
にそのような社会に備えるための機会を提供し
ていくことだと思います。
リベラルアーツでは批判的思考を重視していま
すが、それを身に付けるためには分野の垣根を
越えた学びによって、思考を刺激し合うことが
必要だと考えています。学生たちは様々な共同
作業を通じて、批判的思考力、コミュニケーショ
ン能力、創造力を磨きあうことができます。
クロフツ教授：この2つの科目に共通するもの
は、GCそのものですね。皆さんは、この「コネク
ティビティ（接続性）」の概念についてどう思い
ますか？ 
山本：科学と芸術を同時に学べるよい機会だと
思います。例えば絵は「紙の上に描くもの」でし
たが、今はデジタル技術を使ったアート作品が
生み出される時代です。科学と芸術を同時に学
ぶことができるGCの領域は今後ますます重要
になっていくと思います。
藤野：GCは、科学と芸術という2つの分野の間
に共通点を見出すことができる点において、非
常にユニークだと思いました。沢山の専門的な
トピックに触れられますし、異なる分野の間に
つながりを発見する力や、問題解決力も身に付
けられます。将来にも役立つ能力だと思います。
田中：私は最初に科学と芸術と聞いたとき、反
対の概念だと思っていました。
クロフツ教授：残念ながら世の中にはそのよう
な考え方があるね。
田中：大学の学部にも文系と理系があって、最
近は理系のほうが実用的だとされていて、学生
にも人気があります。一方で人文科学は、学術
的すぎると思われているようです。ですが、今日
この議論に参加してみて、理系の人たちも、技

術が社会や社会問題にどのように影響を与え
るか理解しなくてはいけないし、文系の人も芸
術と科学の関係を知ることでより有用なものを
作り出せるのではないかと感じました。いま自
分が学んでいることが、社会とどのような関わ
りを持つのかということまで視野に入れて考え
る力が付くという意味では、GCの概念は社会
の未来を考える上でとても重要だと思います。
クロフツ教授：みんながAIUに入学する前に、
GCのプログラムがあったとしたら、このプログ
ラムを選択した？
山本：きっと選択したと思います。
田中：高校生の時にGCを知ったとしてもAIUで
どんなことを学べるのか具体的に想像できな
かったと思います。この議論に参加する前はGC
を理解できていませんでしたが、GCはとても興
味深いテーマを扱っていると感じます。
クロフツ教授：新しいことを知ることだけでな
く、これまで知っていると思っていたことを再発
見することも「学び」だからね。AIUでは、そうい
う意味で日々いろいろなことが起きて、多くの学
びがある場だと思います。
最後に、GC領域の目標と焦点について、ドメ
ナック先生、お話しいただけますか？
ドメナック教授：教育者として言えるのは、GC
の領域こそ、教育の将来にとって最も重要な領
域だということです。この新たな教養領域は、多
くの異なる分野の研究を組み合わせながら、
科学技術が人類や文化に何をもたらすのか解
き明かそうとしています。芸術と科学技術が双
方に何をもたらすのか、これらのつながりを明
確に捉えることに挑戦しています。例えば日本
の伝統的な「折り紙」のような身近なアートを
例にしながら、それを科学的に捉え、人類と科
学技術というテーマに発展させていくといった
ように。
数十年前に、社会の今の姿を予測することはで
きなかったでしょう。つまり、数十年後に何が起
こるかを本当に予測することはできない。なら
ば、私たち教育者がやるべきことは、学生たち
がこれからの社会の変化にも適応していくこと
ができるように、文化、歴史、人類を批判的に評
価する能力を身に付けさせることです。
技術革新には社会を変える力がある。だからこ
そ、真のグローバルリーダーに求められるの
は、技術の恩恵を受けるだけでなく、それを
使って社会を、人類が生きるべき姿に変革して
いく根源となることではないでしょうか。GC
はまさにこのような人材を育成するための挑
戦であると言えますし、GCはそれを可能にす
るプログラムだと私は信じています。



日本研究プログラムでは、「日本」について様々な視
点から学びます。世界各地から訪れる留学生と意
見を交わしながら学ぶことで、日本への理解を一層
深めることができます。本プログラムは文部科学省
の「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択
を受け、さらに充実させていきます。

　国際教養大学は、世界各地から約200人の留学生を受け入れ
ており、日本語を全く使えない初心者から上級レベルまでの学
生が、レベル別に日本語を学んでいます。留学生の専攻分野は
様々で、必ずしも日本語を専門に勉強している学生ではありませ
んが、皆一様に日本での生活や文化に強い関心を持っており、
学内外での活動にも積極的に参加する学生が多くいます。
　留学生との異文化交流を期待して入学する正規学生も多いと
思います。留学生は、英語で開講される日本研究、ビジネス、国
際関係などの授業を、正規学生と共に履修しますし、寮や学生
宿舎での共同生活、クラブ・委員会活動などを通しても、相互に
学ぶことのできる多くの異文化交流空間が提供されています。
　日本語プログラムでは、日本語を通して日本社会や文化につい
て共に学べるような留学生と正規学生との交流の場を多く作り
出しています。異なる習慣や価値観を持つ人々が、円滑にコミュ
ニケーションを取れるようなお手伝いをしたいと思っています。

日本語で世界とつながろう！

　本学で学び、世界に飛び出して力を鍛えることのできる皆さん
は、英語運用能力においても問題解決能力においても、日本の
英語教育界をリードすべき人材であることは間違いありません。
　教育こそが人を成長させ、社会を変え、世界を発展させる営み
であり、教育に関わることは人類の発展に貢献する崇高な使命
です。人を教え導き、人を育てるためには、まず自分を成長させ、
改革していくことが求められます。
　切磋琢磨し合い、ともに成長しながら、教育者への道を目指し
ましょう。

　少人数教育の特色を生かし、グループでのディスカッション
やプレゼンテーションを通して、互いに学び合い、自分の意見
を発表して議論するなど、教師となる際に役立つ実践的なカ
リキュラムが用意されています。そして、いじめや不登校など
教育現場が抱える様 な々課題や事象について、理論と実践の
両面から学びます。

　教育実習を必修としており、秋田県内外の高等学校におい
て実際に授業を担当したり、生徒に様々な指導を行ったりす
る機会があります。また、県内の学校などを訪問して、授業を
参観したり児童・生徒と交流をしたりすることもあります。学校
における直接的な体験を重ねることで、英語の指導法や生徒
との関わり方などについて学びます。

　本学では、卒業までにTOEFL®TESTや留学など幾つもの
チャレンジがありますが、教職課程履修者にはさらにもう一
つ、教員免許の取得というチャレンジが加わります。教職課程
では「履修カルテ」や「教育実習ガイダンス」などによる履修
指導と、専任教員によるきめ細かな個別アドバイスによって、
一人ひとりに対して丁寧にサポートする体制を整えています。

日本の英語教育界をリードする
第一級の英語教員たれ

自ら学ぶ、みんなで学ぶ

実践を学ぶ、実践から学ぶ

　経験豊富な教授陣による少人数クラスで、学生の日本語能
力に応じ初級から上級まで11のレベルに分けられています。
総合的に日本語を学ぶクラスから、「読む」、「書く」、「聞
く」、「話す」など、個別のスキルアップに重点を置くクラスま
で、学生のニーズに応じた多彩な開講科目を提供します。地
域の学校との交流や様々な日本の伝統文化が残る秋田を探
訪するフィールド・トリップを取り入れるなど、生きた日本語と
文化を学べるカリキュラムです。

　日本人にとって母語である日本語を、外国語として教える方
法を学ぶことにより、言語や文化に対する視野が広がります。
また、日本語会話パートナーなどを通じて、日本語を学ぶ留学
生との交流を深めることができます。日本語教育に関心があ
る学生や将来、日本語教師を目指したい学生は、「日本語教
授法」、「日本語学概論」など、所定の科目を履修することで、
「日本語教育副専攻」を修めることができます。

レベルに応じた日本語クラス編成

日本語教育副専攻

　日本を専門に研究する教授陣が、様 な々解釈を通し
て異なる視点から、日本についてより深く理解する機会
を提供します。自分が育った国について英語で学ぶこ
とは、他国の人 と々コミュニケーションを図る場面で、自
信を持って自分の考えを表現することにつながります。

日本について英語で学ぶ

　日本研究では何についてどの
ように学ぶのでしょうか。伝統
文化である華道・茶道から日本
の大衆文化、歴史、政治経済、
地域研究、映画、アニメまで、
多様な科目が開講されています。また、教室での座学だけではなく、実践や
フィールド・トリップなど体験型授業も交えて学びます。

多様な科目

　「日本人らしさとは？」「なぜ世界最高峰のアニメーションの多くが日本から生
まれるのか？」世界各地からの留学生たちと様 な々テーマについて英語で議論を
繰り広げられるのは、国際教養大学ならではの体験です。異文化で育ったクラス
メイトと共に学ぶことで、多様な価値観に対する理解力を互いに深め、文化を超
えた友情とネットワークを築くことができます。

留学生と共に学ぶ

夢の実現に向けてサポート

教職課程は、高等学校教諭一種免許状（英語）を取得するためのプログラムです。現行の高等学校学習指導要領では、英語を通じて、情報
や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりするコミュニケーション能力を養うことを重視しています。そして、各科目については、「授業
を実際のコミュニケーションの場面とするため、授業は英語で行うことを基本とする」ことが明記されています。
これからの英語教員には、生徒のコミュニケーション能力を育成する実践的な英語力を持つことが強く求められています。本学の誇る「英
語集中プログラム」、「基礎科目群」や「教養基盤科目群」、そして「教養専門科目群」を通して身に付けた高度な英語力と豊かな知識と教養、
そして必修の「留学」で体得した国際感覚や実践的なコミュニケーション能力を生かして、次世代を育成する英語教員を養成します。

日本語プログラムでは、日本語の運用能力を高め、日本文
化への理解を深めるために、世界各地から集まった留学
生たちが学んでいます。正規学生でも、日本語を母語とし
ない場合は、日本語クラスの履修が可能です。

茶道の授業

Feature 01 教職課程
Teacher’s License Program

Feature 01 日本語プログラム
Japanese Language Program

Feature 01 日本研究プログラム
Japan Studies Program

1特色
1特色

1特色 3特色

2特色

2特色
2特色

3特色

教職課程代表
教　授

佐 藤  健 公
Prof. Kenkoh SATOH

教員からのメッセージ

日本語プログラム代表
教　授

阿 部  祐 子
Dr. Yuko ABE

教員からのメッセージ
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教職課程ではどんなことを
勉強するの？
　教職課程では、教育メソッドや支援方法について学
ぶことに加え、ディスカッションを通じて、今日急速に変
わりゆく英語教育のニーズに応える方策を能動的に探
求していきます。また、教育実習では教員という枠を超
えた人材育成のスキルを身に付けることができます。                                       

AIUを目指す皆さんに
伝えたいこと
　AIUの教職課程では、海外で小中高の教育を受けた
経験のあるクラスメイトなどから、教育方法について思
わぬ視点が示されることがあります。多様な学生が集ま
るAIUは自分自身の視野を広げることができる理想的な
学びの場と言えます。AIUならではの教職課程で将来に
繋がる学びを体験してほしいと思います。

武内 清衣
（岩手県／2019年入学）
Kiyoi TAKEUCHI

学生紹介
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AIU’s Unique Programs and Activities
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　JR東日本秋田支社と本学が締結している連携協定の
もとで、低迷する東北の観光という課題をテーマに据え
たPBL型科目を開講しています。講座では、観光を持続
可能なまちづくりや地域資源の保全に活かす方法につ
いて、多くの専門家を招いての講義やグループワーク、
実地調査等で学びます。

21世紀のグローバル社会では、多様な価値観や世界観を互いに認め合い、個々の英知を集めて諸問題の解決に
努めながら、ともに未来を切り拓いていく力が求められています。国際教養大学は、卓越したコミュニケーション能
力と豊かな教養、そしてグローバルな専門知識を身に付けた実践力のある人材を養成するとともに、国際社会と
地域社会に貢献するため、世界標準の「教養教育」を確立し、日本から世界へ向けて発信していきます。 

　本講座では「ナマハゲに代表される男鹿の地域資源をどのよ
うに持続可能な観光資源にするか」というテーマのもと、県内外
出身の学生、世界の様々な国からの留学生が、互いの知識を結
集させながら課題解決に向けて取り組みました。実際に男鹿の観
光施設に足を運び、地域住民の方々へ聞き取り調査を行いまし
た。男鹿の観光産業の現状や課題を肌で感じることができ、県内
出身者として、男鹿だけでなく秋田全体を多様な視点から見つめ
直す良い機会となりました。

熊谷　星　Akari KUMAGAI
2019年度秋　JAS385「遺産観光論」を履修

男鹿市のフィールドトリップ（聞き取り調査）にて。
青面のナマハゲの中が熊谷さん。

　ASEAN地域の提携校との国際協働PBL(Project-Based 
Learning：課題解決型科目)を実施しています。PBLでは提携校と
の国内外での協働により、講義、資料調査、フィールドワークなどに
よるデータ収集・分析、発表・討論、レポートの作成を通して、各地
域に関連したさまざまな課題に取り組みます。そして、異文化体
験・交流を経ながら、文献資料や収集したデータの多角的分析に
基づく考察力や課題に対する解決力を養うとともに、コミュニケー
ション能力や共同作業能力を身に付けることを目指します。2019年
度は、マレーシアのボルネオ島サバ州におけるグリーン・エコノミー
（持続可能な開発・発展を実現する経済の在り方）、秋田県内とタ
イ北東部における持続的地域発展・振興の可能性、タイのバンコク
を中心とした、戦時中の日・タイ関係や秋田県とタイとの文化・経済
交流の可能性について、PBLを実施しました。

水野 智仁　Dr. Norihito MIZUNO （事業推進責任者）

PBL、答えはここに。

※テーマは変更となる可能性があります。

国際協働課題解決型
プロジェクト
International Project-Based Learning

企業との連携による
寄附講座
Private Sector Funded Course
JR東日本寄附講座科目

　現地の大学での実際の講義や活動を通じてタイを学びたいと思い、今回のPBLに参加
しました。最終発表では、日タイ関係の今後のあり方について、民間交流を促進することを
軸に提案しましたが、この結論に至るまでにはチームメイトと何時間にも及ぶディスカッ
ションを重ねました。二国間における友好関係について、歴史・経済・文化などのあらゆる視
点から考察することの重要性と、その難しさについて学ぶことができました。

三政  奈緒　Nao MIMASA
2019年度冬　タマサート大学とのPBL科目
GSS303「日タイ（秋田・タイ）関係の過去・現在・未来（PBL）」を履修

フィールドワークで訪れた泰緬鉄道の見学にて。
左から3番目が三政さん。

国際教養大学は、2014年、文部科学省の「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択を受け、
「日本発ワールドクラスリベラルアーツカレッジ構想」に取り組んでいます。

スーパーグローバル大学
創成支援事業

　学生寮や学生宿舎は、キャンパス内に居住する学生の衣食住の場であり、
「生活寮」として考えられてきましたが、本学ではこの「生活寮」を「教育寮」に
換え、寮生活の中でもリベラルアーツ教育を行うことができるよう、テーマ別ハ
ウスを導入しました。特定のテーマのもと集まった日本人学生と留学生とがハ
ウス（学生宿舎）で1学期間の共同生活を行い、それぞれのテーマに基づいた
活動に取り組んでいます。2020年度は、日本語ハウス、ロシア（スラブ）言語文
化ハウス、英語教育ハウス、政治ハウスの4つのハウスが開設されました。また、
義務寮であるこまち寮でも、「こまちハウス」として活動を継続しています。

地域行事の体験：「招福狐の行列」

テーマ別ハウスによる
24時間リベラルアーツ教育
スーパーグローバル大学創成支援事業
（2014年度～2023年度）
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　中高校生を対象とした、「英語を英語で学ぶ」イングリッ
シュビレッジを開講しています。講師となる本学の学生（大
学院生、学部生、留学生）は、事前に担当教員からトレーニ
ングを受け、英語で中高校生向けに授業をするという経験
から、自律的かつ能動的に学修する姿勢を身に付けていま
す。秋田県内に限らず、県外の中高校生も参加しており、国
際教養大学というグローバルな環境の中での英語学習を
楽しんでいます。

イングリッシュビレッジ

　秋田県内外の小中学校の英語教員を対象に、ティー
チャーズセミナーを開講しています。セミナーでは、「英語を
英語で教える」ことの意味やその手法、実践的教授法、クラ
スマネジメントなどについてのワークショップを実施してい
ます。県内外の教育委員会とも協働しながら本学がこれま
で培ってきた英語教育の実践的方法論を活用し、初等・
中等教育を担う現職教員の指導力向上に貢献しています。

ティーチャーズセミナー

英語教育の改革
スーパーグローバル大学創成支援事業
（2014年度～2023年度）

03
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海外大学との
パートナーズプログラム
スーパーグローバル大学創成支援事業
（2014年度～2023年度）

Once Upon a Time in Japan was my first time in Japan, and it was a wonderful adventure! I really enjoyed the hands-on approach to learning by visiting different historical sites. Additionally, trav-
eling allowed me to experience Japanese culture in a unique way. I am so thankful for this seminar, and consider it one of the highlights of my college career. 
Leah GRIOFFITH, The College of William and Mary, USA

　本学が短期留学生向けに提供するパートナーズプログラムは、
本学と本学の海外提携大学の教員が共同で開発した日本研究
プログラムです。2019年度は2つのプログラムを開講しました。

「日本歴史探訪セミナー」
　米国のウィリアム・アンド・メアリー大学とニューメキシコ大学
の学生が、秋田を出発点として青森、京都、長崎、東京と、日
本各地の名所・旧跡を巡りながらその歴史を学び、日本史への
理解を深めました。

「上級日本語・秋田学冬期集中プログラム」
　オーストラリア国立大学の学生が大都市圏とは異なる日本を
秋田で体験しつつ、秋田の気候風土、歴史、伝統工芸、食文
化や、少子高齢化と過疎化の課題について学びました。また、
冬の祭りに参加するなど、秋田の人 と々の交流を重ねました。

Once Upon a Time in Japan 
was my first time in Japan, 
a nd  i t  was  a  wonde r f u l  
adventure! I really enjoyed 
the hands-on approach to 
learning by visiting different 
historical sites. Additionally, 
traveling allowed me to experience Japanese culture in a 
unique way. I am so thankful for this seminar, and consider it 
one of the highlights of my college career. 
（Leah GRIFFITH, The College of William and Mary, USA）

This program was not my first 
t r ip  to  Japan ,  bu t  i t  was  
u n d o u b t e d l y  t h e  m o s t  
memorable and impactful I 
have had thus far. Meeting 
locals in Shiraiwa, making new 
f r iends ,  eat ing  your  way 
through local specialties, and 

extending your Japanese language ability through difficult, yet 
engaging lectures. This program is perfect for those seeking a 
challenging, but holistic way to engage with rural Japan. 
（Lachlan HALL, The Australian National University, Australia）
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　国際教養大学の図書館は眠ることがありません。
学生たちの学ぶ意欲に応え、いつでも、時間の制約なく勉強に集中できる環境を提供しています。
　「本のコロセウム」をテーマに「本と人との出会いの場となる劇場空間」としてデザインされたこの図書館は、
24時間365日、学生たちが本と向き合い、勉学に打ち込む「知の闘技場」でもあるのです。
美しい秋田杉と伝統技術を生かした傘型屋根が織りなす落ち着きと安らぎのある空間で、学生たちは、
共に学ぶ仲間の姿に刺激されながら、深夜まで勉強に励んでいます。
　図書館の呼称「中嶋記念図書館」は、中嶋嶺雄初代学長の本学創設・発展への功績を称えたものです。
「24時間の開館」は、中嶋初代学長の「いつでも勉強できる場を提供したい。」という強い思いから実現しました。

　国際教養大学の図書館は眠ることがありません。
学生たちの学ぶ意欲に応え、いつでも、時間の制約なく勉強に集中できる環境を提供しています。
　「本のコロセウム」をテーマに「本と人との出会いの場となる劇場空間」としてデザインされたこの図書館は、
24時間365日、学生たちが本と向き合い、勉学に打ち込む「知の闘技場」でもあるのです。
美しい秋田杉と伝統技術を生かした傘型屋根が織りなす落ち着きと安らぎのある空間で、学生たちは、
共に学ぶ仲間の姿に刺激されながら、深夜まで勉強に励んでいます。
　図書館の呼称「中嶋記念図書館」は、中嶋嶺雄初代学長の本学創設・発展への功績を称えたものです。
「24時間の開館」は、中嶋初代学長の「いつでも勉強できる場を提供したい。」という強い思いから実現しました。

24時間
365日開館の
図書館
Open for Students 24 hours a day, 365 days a year

応用国際教養教育を支える
ハイブリッド図書館
Hybrid Library

　中嶋記念図書館は、洋書を中心とした紙媒体やデジタル媒体の資料で構成されるハイブ
リッド図書館で、国際教養大学の応用国際教養教育を支える「知の拠点」です。とりわけ、デ
ジタル媒体の資料のほとんどは英語の学術情報であり、国際的に高く評価されているものを
収集・採用しています。これらは、海外の大学生と同等のリサーチ能力と論文執筆能力を身
に付けることを目的に提供されています。
　学生は、本学が提供するデジタル媒体の資料にいつでも、世界中のどこからでもアクセス
することが可能です。また、オンラインのディスカバリーサービスや引用文献情報検索ツール
を利用することで、学修に必要な情報をすばやく適確に得られます。図書館ではこのような
デジタル資料の利用方法を紹介するワークショップや、学生からの質問に答えるレファレンス
サービスもオンラインで実施し、DXの時代にふさわしい学修支援を行っています。

所蔵資料数 （2021年4月1日現在）

▶図書／83,234冊（洋書:52,176冊、和書:31,058冊）
▶雑誌／221タイトル（洋雑誌:121タイトル、和雑誌:100タイトル）
▶視聴覚資料／3,684点 ▶電子書籍／405,458タイトル
▶電子ジャーナル／1,645タイトル ▶データベース／5種類

※開館時間は変更される場合があります。
最新情報は大学ウェブサイトをご確認ください。➡

2013年6月、国連寄託図書館に認定されました。

本学の図書館は、建築家 仙田 満氏（東京工業大学名誉教授）
の設計で村野藤吾賞、日本建築家協会賞国際建築賞2010、
グッドデザイン賞他多数の賞を受賞しております。

学生・教職員▶ 24時間
一般利用者 ▶ 平日 ： 午前8時30分～午後10時
　　　　　　  土曜・祝日・長期休暇期間 ： 午前10時～午後6時
                    日曜 ： 午前10時～午後10時

開館時間

Feature 01 中嶋記念図書館
Nakajima Library
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能動的学修・評価センターは、学生の自律学修と自
己効力感の育成を支援することを目的とし、外国語
の自律学修を支援する言語異文化学修センター、ピ
ア･サポートを提供する学修達成センター、大学院進
学を支援するアカデミック・キャリア支援センターの
3つのセンターで構成されています。また、能動的学
修・評価センターでは、TOEFL®TESTなどの英語
能力試験等を学内で実施することにより、学生の学
修達成度を評価するとともに、英語運用能力の向上
を支援しています。

能動的学修・評価センターは、学生の自律学修と自
己効力感の育成を支援することを目的とし、外国語
の自律学修を支援する言語異文化学修センター、ピ
ア･サポートを提供する学修達成センター、大学院進
学を支援するアカデミック・キャリア支援センターの
3つのセンターで構成されています。また、能動的学
修・評価センターでは、TOEFL®TESTなどの英語
能力試験等を学内で実施することにより、学生の学
修達成度を評価するとともに、英語運用能力の向上
を支援しています。

　AACは、チューターとなる学生が、他の学生を個別学修支援するピア（仲間）・サポートの場です。AACでは、学生の学業における能力
を伸ばすだけでなく、主体的に学ぶ力を引き出すことも目的としており、不得意な分野だけではなく、得意な分野においてもさらに力を伸
ばせるよう、個々の学生の目標達成に向けて丁寧にサポートします。

LDICの開館時間については、大学ウェブサイトでご確認ください ➡

　個別学修支援のほかに、ライティング、TOEFL ITP®TEST、プレゼンテーションなど
の分野について、チューターがワークショップ形式で集中的にアドバイスを行います。

集中ワークショップ

　研修を修了した大学院生、学部生がチューターとなり個別学修支援を行います。
約20名のチューターがサポートします。

チューター

　個別学修支援は、事前の予約により、１回60分、週2回まで受けられます。

個別学修支援

［サポート分野］
○アカデミック・ライティング ○アカデミック・リーディング
○アカデミック・プレゼンテーション ○TOEFL ITP® TEST、TOEFL iBT® TEST
○IELTS™リーディング・ライティング ○日本語科目（留学生対象）
○教養数学、代数学、微積分学、統計学 ○生物学

　個別またはグループで大学院進学のメリット・デメリット、交
換留学前・留学中・留学後の学修計画、国内外の大学院での学
修や生活、費用や奨学金制度、大学院出願支援などの相談に応
じます。

進学相談によるサポート

　特別講演および講習会を毎学期開催し、大学院での研究およ
び修士・博士課程修了後の進路などについて、幅広く理解する
機会を提供します。

特別講演・講習会によるサポート

第一線で活躍している高度専門職業人を講師に
招き、大学院での学修・研究および大学院進学
後の多様なキャリア形成について紹介します。

センターのコーディネーター教員などが、様々な
視点から大学院進学の現状について情報を提
供します。

特別講演

講 習 会

シェフィールド大学大学院
（修士課程合格）
都市計画研究科
都市・地域計画学専攻
シェフィールド大学大学院
留学生奨学金取得

　当初は社会学に興味を持っていましたが、AIUのカリキュラムを通じて多分野
から自身の問題意識にアプローチするなかで、都市計画学に惹かれ進学を志しま
した。ACSCの先生には英国留学中にも何度も相談に乗っていただき、感謝して
います。地方都市における交通開発と地域性の関係やサステナビリティについて
実践的に学び、いつか自分が生まれ育った東北地方の発展に都市計画家として
携われるよう、努力していきたいと思っています。

土橋 美燈里
Midori DOBASHI
（宮城県／2016年入学）

Feature 01 能動的学修・評価センター
Active Learning and Assessment Center

Active Learning and Assessment Center

言語異文化学修
センター

Language Development
and Intercultural Studies 
Center

学修達成
センター

Academic Achievement 
Center

アカデミック・
キャリア支援
センター

Academic Career Support 
Center

能動的学修・評価センター

　言語異文化学修センターは、学生、教職員および一般の方にも開放された、外国語の自律
学修を支援する施設です。英語をはじめ多数の外国語に関する豊富な教材と充実した設備
を整え、教材・設備の利用の説明、ワークショップ、留学生との交流など、外国語学修者のた
めに様々なサポートを提供します。

　「応用国際教養教育」を掲げる本学では、文系・理系を問わず様々な学問分野
について、横断的な学修を深めていきます。とはいえ、数学を始めとした理系科
目に苦手意識を持つ学生がいるのも事実。このインフィニティルームは、学生が
対面・オンラインを問わず自由に出入りし、数学を「体感」して楽しむことができ
る実験的なスペースです。学生の好奇心を満たしてくれる遊び心満載のこの空
間は、数学を入り口に、学生たちをSTEM科目（科学、技術、工学）の分野へと誘
い、バランスのとれたリベラルアーツ教育を充実させます。

　LDICでは、英語集中プログラム（EAP）や外国語実践科目を履修する学生
をはじめ、留学など様々な目的で外国語の習得を目指す学生が利用できる教
材を数多くそろえています。英語多読用教材Xreading、24カ国語の会話を
学べるRosetta Stone®、 オーディオブックや洋書を楽しめるOverDrive®
は、オンラインでどこからでも利用することができます。

外国語の自律学修をサポート

充 実 し た 学 修 設 備

多目的ルーム（マルチメディア機能付きグループ学修用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6席
スピーキングルーム（リスニング、スピーキング、発音の練習が可能）・・・・・・12席
DVDブース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12席
オープン学修スペース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22席
学修ブース・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4席
リーディングラウンジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24席

施　設

超域学修室（インフィニティルーム）

　DVD、海外ニュース番組、ミステリーなどの小説、旅のガイドブック、語学検
定試験対策本など、英語を主とした42言語※にわたる様々な媒体の教材を取
り揃えています。自分のレベルや目的に合った教材を選び学修ができます。

※アラビア語、イタリア語、インドネシア語、英語、エストニア語、オランダ語、韓国語、広東語、
カンボジア語、ギリシャ語、スウェーデン語、スペイン語、スロバキア語、スロベニア語、スワヒ
リ語、タイ語、台湾語、タガログ語、タミール語、チェコ語、中国語、デンマーク語、ドイツ語、トル
コ語、日本語、ノルウェー語、ハンガリー語、ヒンディー語、フィンランド語、フランス語、ベトナ
ム語、ヘブライ語、ポーランド語、ポルトガル語、マルタ語、マレー語、モンゴル語、ラテン語、
ラトヴィア語、リトアニア語、ルーマニア語、ロシア語

豊富な学修教材

　毎学期、学生を対象に高い英語運用能力の修得を目的として、ゲストス
ピーカーや教員によるワークショップ、学生主導による学修活動を実施して
います。

ワークショップ・イベント

外国語会話力の向上をサポート
　外国語会話パートナープログラムを通して、世界各国から集まっている留
学生と様々な言語※で会話を楽しみながら、お互いの文化について理解を
深めることができます。

※英語、スペイン語、フランス語、中国語、韓国語、ロシア語 など

オックスフォード大学大学院（イギリス）、ロンドン・スクール・オブ・ エコノミ
クス大学院（イギリス）、パリ政治学院（フランス）、パンテオン・ソルボンヌ大
学大学院（フランス）、ハイデルベルク大学大学院（ドイツ）、ジョージタウン大
学大学院（アメリカ）、ソウル国立大学大学院（韓国）、香港大学大学院（香港）、
東京大学大学院、京都大学大学院、一橋大学大学院　ほか

近年の大学院合格実績
国際連合教育科学文化機関（UNESCO）、国際労働機関（ILO)、国際協力
機構（JICA)、日本経済新聞社、PwC米国、オリバー・ワイマン、ゴールドマ
ン・サックス・シンガポール、東京大学大学院、プレック研究所世界遺産研
究センター　ほか

近年の大学院進学者の就職実績

　大学院進学を検討、予定している学部学生に対し、進学相談、ワークショップ、特別講演などを通じて、分野・地域横断的な支援を行
い、国内外の大学院および専門職大学院への進学をサポートします。

ALAC

言語異文化学修センター（LDIC） Language Development and Intercultural Studies Center

学修達成センター（AAC） Academic Achievement Center

アカデミック・キャリア支援センター（ACSC） Academic Career Support Center

学生
から



博士／アリゾナ大学
応用言語学

Clay WILLIAMS
クレイ・ウィリアムス
准教授（院） ［アメリカ］

教授 ［日本］

博士／北海道大学
教養数学、物理学入門、物理実験 

Yasushi NARA
奈良 寧

グローバル・コネクティビティ領域長／
教授 ［イギリス］

博士／ヨーク大学
バイオテクノロジー演習、化学実験、化学入門 
生物学入門 

Andy CROFTS
アンディ・クロフツ

ICTコーディネーター／教授 ［フランス］

博士／パリ第一大学パンテオン・ソルボンヌ
デジタル時代の重要課題、プログラミング基礎 
機械学習とビッグデータ 

Florent DOMENACH
フローラン・ドメナック

准教授 ［ハンガリー］

博士／ハートフォードシャー大学
AI、ゲームと数学、デジタル世界の数学
詩的プログラミング、教養数学、代数学、統計学

Attila EGRI-NAGY
アティラ・エグリナギ

准教授 ［日本］

博士／マクマスター大学
人間のあり方と自己：文化人類学の視点から
日本における宗教、文化人類学

Hisako OMORI
大森 久子

准教授 ［日本］

博士／東京大学
国際協力・開発論Ⅰ、秋田学Ⅱ
地域発展論 

Ayumi SUGIMOTO
椙本 歩美

助教 ［ドイツ］

博士／ジュネーヴ大学、グラスゴー大学
科学史と科学哲学、実践哲学
西洋思想文化、比較哲学、理論哲学

Akiko FRISCHHUT
アキコ・フリシュート

助教 ［アメリカ］

博士／ウィスコンシン大学マディソン校
学習とデザイン、コンピュータ・リテラシー

Matthew GAYDOS
マシュー・ゲイドス

准教授 ［日本］

博士／パリ大学ソルボンヌ校
科学と芸術の文化史、理論、評論 
世界の中の日本美術、美術史 

Kuniko ABE
阿部 邦子

准教授 ［日本］

博士／パリ大学ソルボンヌ校
フランス語 Ⅱ,Ⅲ

Kuniko ABE
阿部 邦子

●職位 ●出身国・地域 ●氏名 ●学位 ●主な担当科目の順で記載　※（院）は大学院を本務とする教員

英
語
集
中
プ
ロ
グ
ラ
ム（
E
A
P
）

英語集中プログラムコーディネーター／
准教授 ［オーストラリア］

博士／マッコーリー大学
EAP科目、スピーチ・コミュニケーションの基礎 
英語学概論

Malcolm SIM
マルコム・シム

准教授 ［日本］

博士／メルボルン大学
EAP科目、基礎科目群英語必修科目 
コミュニケーションと演劇、デジタルストーリーテリング
グローバルコミュニケーション

Naoko ARAKI
荒木 直子

講師 ［日本］

修士／国際教養大学
EAP科目、基礎科目群英語必修科目 

Yuichi TAGANE
田金 雄一

助教 ［イギリス］

修士／エセックス大学
EAP科目、基礎科目群英語必修科目 
グローバルイシュー分析と討議
ビジネス現場のデジタル・コミュニケーション

James REID
ジェイムズ・リード

講師 ［カナダ］

修士／バーミンガム大学
EAP科目、基礎科目群英語必修科目 

Mark DE BOER
マーク・ディボア 

講師 ［アメリカ］

修士／ロヨラ・メリーマウント大学
基礎科目群英語必修科目
異文化間コミュニケーション

Bryan HAHN
ブライアン・ハーン

修士／キングス・カレッジ・ロンドン
EAP科目、基礎科目群英語必修科目 
社会言語学、批判的思考とディベート 

講師 ［イギリス］

Leigh BENNETT
リー・ベネット

修士／国際教養大学
EAP科目、基礎科目群英語必修科目

特任講師 ［イギリス］

Rebecca CLEGG-SASAKI
レベッカ・クレッグササキ

修士／カーネギーメロン大学
EAP科目、基礎科目群英語必修科目

特任講師 ［日本］

Yuki TOGAWA
十川 祐希

外
国
語
教
育 准教授 ［韓国］

博士／東京大学
韓国語 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、日本語音声学

Hi-Gyung BYUN
邊 姫京

助教 ［韓国］

博士／広島大学
韓国語 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、韓国語演習実践

Jang-Won CHOI
崔 壯源

講師 ［日本］

修士／エクス＝マルセイユ第一大学、東京外国語大学
フランス語 Ⅰ・Ⅱ

Shunsuke NAKATA
中田 俊介 

教授 ［中国］

修士／東京外国語大学
中国語 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、中国語演習実践 
中日通訳 

Feng CHEN
陳 風

助教 ［ニュージーランド］

修士／ヴィクトリア大学ウェリントン校
EAP科目、基礎科目群英語必修科目

Cherie BROWN
シェリー・ブラウン

助教 ［カナダ］

修士／コロンビア大学、オタワ大学
ブリッジ・コース、EAP科目、基礎科目群英語必修科目 
生きるための音楽

Miguel SOSA
ミゲル･ソーサ

講師 ［イギリス］

修士／シェフィールド・ハラム大学
EAP科目、基礎科目群英語必修科目

Joe SYKES
ジョー・サイクス

教授 ［アメリカ］

博士／パデュー大学
EAP科目、基礎科目群英語必修科目 
英語教育教材としての民衆文化 

Paul Chamness IIDA
ポール・チャムネス・飯田

学部長／学科長／英語集中プログラム・外国語教育代表／
教授 ［アメリカ］

博士／ノーザンアリゾナ大学
ブリッジ・コース、修辞学、叙事詩から始まる文学
世界の英語文学 

Patrick DOUGHERTY
パトリック・ドーティ

学生部長／准教授 ［日本］

修士／セントクラウド州立大学
EAP科目、基礎科目群英語必修科目 

Naeko NAGANUMA
長沼 奈絵子

准教授 ［アメリカ］

修士／ジョージメイソン大学、ギャローデット大学
EAP科目 

Carlos BUDDING
カルロス・バディング

准教授 ［アメリカ］

芸術学修士／モンタナ大学
EAP科目、基礎科目群英語必修科目
クリエイティブ・ライティング

Joel FRIEDERICH
ジョエル・フリードリック

准教授 ［アメリカ］

博士／ワシントン大学セントルイス
EAP科目、基礎科目群英語必修科目
英語文学、日本の文学 Ⅰ・Ⅱ

Lee FRIEDERICH
リー・フリードリック

※この一覧には、2021年４月1日現在の専任教員、特任教員、客員教員を記載しています。
　担当科目については、2021年度開講予定の情報です。
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客員教授 ［日本］

修士／ジョンズ・ホプキンス大学
日本金融と実践、日本の政治

Hiroshi SAITO
齋藤 弘

特任教授 ［日本］

博士／早稲田大学
会計学

Yoshihide TOBA
鳥羽 至英

准教授 ［日本］

博士／ウィスコンシン大学マディソン校
グリーン・エコノミーへの多角的アプローチ（PBL）
コンサベーションと持続可能な開発
環境科学、国際環境科学

Yoji NATORI
名取 洋司

グローバル・スタディズ領域長／教授 ［日本］

博士／オハイオ州立大学
世界史 Ⅱ、日中関係論
日タイ（秋田・タイ）関係の過去・現在・未来（PBL）
日本とタイにおける持続可能な地域発展の研究（PBL）

Norihito MIZUNO
水野 智仁

アジア地域研究連携機構長／教授 ［日本］

高等研究学位（DEA）／パリ第2大学
オーストラリアのアジア外交政策、国際組織の法と政治
国際法と国際機構、日本国憲法と法

Tetsuya TOYODA
豊田 哲也

助教 ［日本］

博士／サセックス大学
EU学への招待、欧州の政治システム、
国境と人の移動、国際強制移動学、政治学

Satoko HORII
堀井 里子

准教授［韓国］

博士／テキサス大学オースティン校
グローバルメディア、マスメディアと社会
メディア・リテラシー、政治的コミュニケーション 

Ki Deuk HYUN
キ・ドゥ・ヒョン 

准教授 ［アメリカ］

博士／ハワイ大学マノア校
ビジュアル・ポリティクス、社会運動、政治思想概論
東南アジアの政治と社会

Noah Keone VIERNES
ノア・ケオネ・ヴィエルネス

助教 ［アメリカ］

博士／カリフォルニア大学サンディエゴ校
アメリカ史 、欧州近現代史、環大西洋米欧交流史 
西洋における子供観の歴史的変遷 

William MCGOVERN
ウィリアム・マクガヴァン

助教 ［台湾］

博士／オーストラリア国立大学
近代中国の政治と思想、今日の台湾
中国の外交政策、中国近現代史、中国現代社会

Yu-Hua CHEN
陳 宥樺

助教 ［イギリス］

博士／ニューカッスル大学
グローバル化時代における社会的課題
農村社会学、社会科学調査法、社会学

Luke DILLEY
ルーク・ディリー

助教 ［イラン］

博士／東京大学
サステイナビリティ学の経験的概念と方法論
サステナビリティ学におけるリモートセンシング技術の応用
企業のサステナビリティ戦略、持続可能な未来

Ali KHARRAZI
アリ・カラジ

客員教授 ［日本］

学士／東京大学
リーダーシップ論、人間の安全保障

Kaoru ISHIKAWA
石川 薫

客員教授 ［日本］

修士／オックスフォード大学大学院
ロシア現代社会

Eiji FURUKAWA
古川 英治

修士／スタンフォード大学ビジネススクール
MBAエッセンシャルズ
マネージメント原理と実践

Sanshiro YAMAOKA

客員教授 ［日本］

山岡 三四郎

博士／国際基督教大学
流通論

Jun KUMAMOTO

客員教授 ［日本］

隈本 純
修士／慶応義塾大学
企業財務 

Haruo EBARA

客員教授 ［日本］

江原 晴郎 

修士／アーサーDリトル経営大学
（現 ハルト・インターナショナル・ビジネススクール）
日本のビジネス文化

Kazushi SASABUCHI

客員教授 ［日本］

笹渕 一史 

助教 ［アメリカ］

博士／テンプル大学
韓国開発政治論、国家と市場、政治学
朝鮮近現代史

Kevin HOCKMUTH
ケビン・ハックムス 

博士／ハーバード大学
世界の中の日本、日本映画 Ⅱ、日本史 Ⅱ

Sean O'REILLY
ショーン・オライリー

日本研究プログラムコーディネーター／
テーマ別ハウス群コーディネーター（こまち寮）／
准教授 ［アメリカ］

修士／南山大学
言語学

Hiroki UCHIDA
内田 浩樹
教授（院） ［日本］

助教 ［韓国］

博士／高麗大学
グローバル・マーケティング、マーケティング原理
消費者行動、戦略的マネージメント

Sungkyu LEE
リー・スンキュー

助教 ［香港］

博士／クレアモント大学院大学
マーケティングと数量分析、貨幣、銀行と金融市場
経済学原理マクロ、国際貿易論

Wenti DU
杜 文媞

助教（院） ［韓国］

博士／テネシー大学ノックスビル校 
デジタル・マーケティング戦略
マーケティング・コミュニケーション

Hyuk Jun CHEONG
鄭 赫濬

助教 ［タイ］

博士／クレアモント大学院大学
オープンマクロ経済学、経済学原理マクロ
計量経済学、国際財務管理

Suppaleuk SARPPHAITOON
スパルーク・サファイトゥーン

准教授 ［日本］

博士／シカゴ大学
経済データ分析、経済学の数学的方法、
経済学原理ミクロ、中級マクロ経済学　

Norikazu TAWARA
俵 典和

博士／西オーストラリア大学
ポートフォリオマネジメント、行動ファイナンス
金融理論と応用

Clinton WATKINS

グローバル・ビジネス領域長／
教授 ［オーストラリア］

クリントン・ワトキンス
アジア地域研究連携機構副機構長／
准教授 ［日本］

博士／カリフォルニア大学バークレー校
開発経済学、環境経済学、経済学原理ミクロ

Hideyuki NAKAGAWA
中川 秀幸

特任教授 ［アメリカ］

法学博士／カリフォルニア大学 
エコビジネスとサステイナビリティ 
経営における意思決定の基礎、国際ビジネスロー 
技術と社会

Andrew SUTTER
アンドリュー・サター

助教 ［日本］

修士／東京外国語大学
アメリカの外交政策、国際安全保障
国際関係論、日米関係論、日本の外交政策

Shuhei TAKEMOTO
竹本 周平

教
養
専
門
科
目
群

グ
ロ
ー
バ
ル・ビ
ジ
ネ
ス
領
域（
G
B
）

准教授 ［アメリカ］

博士／コロラド大学デンバー校
村落地理学、地域多様性論、自然地理学、人文地理学
都市地理学、東アジアの地理、北アメリカの地理

Sig LANGEGGER
シグ・ランエガー

准教授 ［日本］

博士／東京大学
国際協力・開発論 Ⅱ

Shogo KUDO
工藤 尚悟

専
門
教
養
科
目
群

グ
ロ
ー
バ
ル・コ
ネ
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
領
域（
G
C
）

准教授 ［アメリカ］

修士／ジョージメイソン大学、ギャローデット大学
スペイン語 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

Carlos BUDDING
カルロス・バディング

教
養
専
門
科
目
群

グ
ロ
ー
バ
ル・コ
ネ
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
領
域（
G
C
）

博士／ブリストル大学
ジェンダー学概論
日本社会概論、日本伝統文化 Ⅰ・Ⅱ

Kaeko CHIBA
千葉 加恵子
准教授 ［日本］

国際教養学部  教員一覧

博士／テキサス大学オースティン校
近代日本社会文化史 
報道メディアと文化とイデオロギー 

Miki TANIKAWA
谷川 幹
准教授（院） ［日本］
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※この一覧には、2021年４月1日現在の専任教員、特任教員、客員教員を記載しています。
　担当科目については、2021年度開講予定の情報です。

講師 ［アイルランド］

修士／クイーンズランド工科大学
体育実技 Ⅰ・Ⅲ・Ⅳ、保健体育講義　

Cu-Hullan Tsuyoshi MCGIVERN
クフラン・剛・マクギバン

客員教授 ［韓国］

博士／コネティカット大学
体育実技 Ⅳ

Kiyotaka KATO
加藤 清孝

客員教授 ［日本］

学士／東京女子大学
日本伝統文化 Ⅰ

Mihoko CHIBA
千葉 美保子

客員教授 ［日本］

博士／慶応義塾大学
人的資源管理論

Mari YAMAUCHI
山内 麻理

客員教授 ［日本］

学士／東京造形大学
美術実技 Ⅰ ガラス細工

Takahito KOMURE
小牟禮 尊人

客員教授（院） ［日本］

修士／東京外国語大学
国際ニュースのディベート
国際ニュースの実践的聴取

Katsuya KONISHI
小西 克哉

特任教授 ［日本］

修士／ジュリアード音楽院
クラシック音楽の聴き方

Reiko WATANABE
渡辺 玲子

助教 ［アメリカ］

博士／京都大学
サイバー心理学、科学コミュニケーション
心理学、統計学

Pamela TAYLOR
パメラ・テイラー

助教 ［日本］

博士／東京大学
情報科学、代数学、微積分学

Yasuki TACHIBANA
橘 保貴

特任教授 ［日本］

修士／東京大学
モンゴル近現代史、東洋思想文化

Hidero KANAOKA
金岡 秀郎

●職位 ●出身国・地域 ●氏名 ●学位 ●主な担当科目の順で記載　※（院）は大学院を本務とする教員

名誉学長［日本］

中嶋 嶺雄 Mineo NAKAJIMA
特別功労教授［日本］

寺田 典城 Sukeshiro TERATA
名誉教授［日本］

明石 康 Yasushi AKASHI
名誉教授［日本］

鮎澤 孝子 Takako AYUSAWA
名誉教授［日本］

前中 ひろみ Hiromi MAENAKA
名誉教授［日本］

勝又 美智雄 Michio KATSUMATA
名誉教授［ロシア］

アレキサンダー・ドーリン Alexander DOLIN
名誉教授［日本］

伊藤 陽一 Youichi ITO

名誉教授［日本］

森園 浩一 Koichi MORIZONO
名誉教授［日本］

市川 博也 Hiroya ICHIKAWA
名誉教授［日本］

佐野 ひろみ Hiromi SANO
名誉教授［日本］

杉山 朗子 Akiko SUGIYAMA
名誉教授［ポーランド］

マーチン・シュローダー Marcin SCHROEDER
名誉教授［中国］

ウェイ・ホンユン Hongyun WEI
名誉特任教授［イギリス］

グレゴリー・クラーク Gregory CLARK
名誉特任教授［日本］

縣 正彦 Masahiko AGATA

日
本
語
プ
ロ
グ
ラ
ム

日本語プログラム代表／教授 ［日本］

博士／お茶の水女子大学
異文化理解の視点から見る日本の社会と文化 

Yuko ABE
阿部 祐子

助教 ［日本］

博士／東北大学
日本語科目

Yosuke HASHIMOTO
橋本 洋輔

教
職
課
程

教授（院） ［日本］

修士／南山大学
英語科教育法 Ⅱ

Hiroki UCHIDA
内田 浩樹

教職課程代表／教授 ［日本］

学士／弘前大学
教育実習、教職概論、生徒指導・進路指導論
インターンシップ、長期インターンシップ Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

Kenkoh SATOH
佐藤 健公

准教授 ［日本］

博士／パデュー大学
英語科教育法 Ⅰ、教育制度論、教職実践演習

Hidehiro ENDO
遠藤 秀弘

客員教授 ［日本］

学士／秋田大学
特別支援教育論

Hiroaki TSUKAMOTO
塚本 宏明

准教授 ［日本］

博士／ブリストル大学
日本社会概論
日本伝統文化 Ⅰ・Ⅱ

Kaeko CHIBA
千葉 加恵子

准教授 ［日本］

博士／インディアナ大学
日本語科目

Hideki HAMADA
浜田 英紀

テーマ別ハウス群コーディネーター（学生宿舎）／
准教授（院）［日本］

博士／ウィスコンシン大学マディソン校
日本語教授法 

Chiharu SHIMA
嶋 ちはる

助教 ［日本］

博士／ロンドン大学東洋アフリカ研究学院
異文化理解の視点から見る日本の社会と文化
日本語科目

Eiko GYOGI
行木 瑛子 

短期大学士／図書館短期大学

Shinya KATO
加藤 信哉
図書館長／特任教授［日本］

言語異文化学修センターコーディネーター／
准教授 ［アメリカ］

修士／ジョージメイソン大学、ギャローデット大学

Carlos BUDDING
カルロス・バディング

博士／ノーザンアリゾナ大学

Patrick DOUGHERTY
パトリック・ドーティ

能動的学修・評価センター長／
教授 ［アメリカ］

学修達成センターコーディネーター／
准教授 ［日本］

博士／パデュー大学

Hidehiro ENDO
遠藤 秀弘

日
本
研
究

プ
ロ
グ
ラ
ム 博士／ハーバード大学

世界の中の日本、日本映画 Ⅱ、日本史 Ⅱ

Sean O'REILLY
ショーン・オライリー

日本研究プログラムコーディネーター／
テーマ別ハウス群コーディネーター（こまち寮）／
准教授 ［アメリカ］

博士／オレゴン州立大学

Yoshitaka KUMAGAI
熊谷 嘉隆
日本学修センター長／副学長 ［日本］

英
語
教
育
実
践
領
域

修士／南山大学
授業の研究と観察、英語教育実践法と実習1、2、3
外国語としての英語読解・作文指導法
日本の英語教育における教材作成法

Hiroki UCHIDA内田 浩樹

グローバル・コミュニケーション実践研究科長・専攻長／
英語教育実践領域代表／教授 ［日本］

博士／ノースイースタン大学 
言語、文化とアイデンティティ
社会言語学、外国語習得法概論
英語教育実践法と実習1、2、3

Christopher Carl HALE
クリストファー・カール・ヘイル
准教授 ［アメリカ］

博士／イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校
外国語としての英語教授法と学習教材 
口語文法教育論、英語教育実践法と実習1、2、3
グローバル社会のためのアカデミック・イングリッシュ

Tomohisa MACHIDA
町田 智久
教授 ［日本］

博士／アリゾナ大学
言語学概論、英語教育実践法と実習1、2、3

Clay WILLIAMS
クレイ・ウィリアムス
准教授 ［アメリカ］

発
信
力
実
践
領
域

博士／テネシー大学ノックスビル校
デジタル・マーケティングと広告
国際広報学概論、発信力実践研究 
コミュニケーション研究調査法

Hyuk Jun CHEONG
鄭 赫濬
助教 ［韓国］ 

修士／東京外国語大学
グローバル化と国際関係
国際報道の聴取と発信、通訳技法 Ⅰ・Ⅱ 
発信力実践研究、ディベート技法 　

Katsuya KONISHI
小西 克哉
客員教授 ［日本］ 

博士／ミシガン州立大学
リーダーシップとグループコミュニケーション 
組織コミュニケーション、発信力実践研究 　

Toru KIYOMIYA
清宮 徹
客員教授 ［日本］ 

博士／テキサス大学オースティン校
グローバル・コミュニケーション概論
コミュニケーションと組織行動論
国際ジャーナリズム概論、発信力実践研究 　

Miki TANIKAWA
谷川 幹
発信力実践領域代表／准教授 ［日本］

日
本
語
教
育
実
践
領
域

修士／西イリノイ大学
日本語教育学概論、日本語教育評価法
日本語教育の教材・教具
日本語教育実践研究（海外）と修了論文　

Sukero ITO
伊東 祐郎
日本語教育実践領域代表／教授 ［日本］

博士／インディアナ大学
外国語としての日本語教育と教授法
日本語中・上級の教育、日本語教育の教材・教具
日本学概論、日本語教育実践研究（海外）と修了論文

Atsuko SAJIKI
左治木 敦子
准教授 ［日本］

博士／ウィスコンシン大学マディソン校
多様化する社会における日本語教育、日本語教育の教材・教具
日本語教育のための第二言語習得論
日本語教育実践研究（海外）と修了論文　

Chiharu SHIMA
嶋 ちはる
准教授 ［日本］

ア
ジ
ア
地
域
研
究
連
携
機
構

高等研究学位（DEA）／パリ第2大学
国際法史、国際法、国際機構論

Tetsuya TOYODA
豊田 哲也

アジア地域研究連携機構機構長／
教授 ［日本］ アジア地域研究連携機構副機構長／

准教授［日本］

博士／カリフォルニア大学バークレー校
開発経済学、応用ミクロ経済学

Hideyuki NAKAGAWA
中川 秀幸

博士／パリ大学ソルボンヌ校
世界における秋田の美術・建築、比較文化遺産学、
地域文化環境教育論

Kuniko ABE
阿部 邦子
准教授 ［日本］

能
動
的
学
修・評
価
セ
ン
タ
ー

中
嶋
記
念

図
書
館

講師 ［日本］

修士／アイオワ大学、ローラス大学
日本語科目

Chiyo KONISHI
小西 知代 

博士／テキサス大学オースティン校
日本語教育初級文法 Ⅰ・Ⅱ
日本語教育の教材・教具

Hitoshi HORIUCHI
堀内 仁
准教授 ［日本］

アカデミック・キャリア支援センターコーディネーター／
准教授 ［日本］

博士／マクマスター大学
Hisako OMORI
大森 久子

●職位 ●出身国 ●氏名 ●学位   ●研究分野　　　　　　　 の順で記載アジア地域研究連携機構については(                        )

教
養
専
門
科
目
群

グ
ロ
ー
バ
ル・コ
ネ
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
領
域（
G
C
）

准教授 ［日本］

博士／東京外国語大学
日本語科目、日本語学概論 

Junko ISHIGE
石毛 順子

教授 ［日本］

学士／秋田大学
教育課程の理論と実践、現代社会の教育基礎論
特別活動及び総合的な学習の時間の指導法

Satoko MAKABE
眞壁 聡子

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 教員一覧

研究・学修支援組織 教員一覧

名 誉 教 授

准教授 ［日本］

博士／東京大学
サステナビリティ学、開発学、教育学

Shogo KUDO
工藤 尚悟
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Faculty Members



32 3336 37

01
Feature

02
Feature

03
Feature

04
Feature

05
Feature

申請スケジュール、申請方法などの確認

＞＞学内申請・選考

留学から帰国した先輩や
留学生から、留学したい国や
提携校の情報を収集

提携校の資料、
帰国レポートの閲覧

＞＞留学フェア ＞＞留学説明会

＞＞留学ラウンジの活用

国際センターで
随時受付

＞＞留学相談

出 

発
留 

学

入学後 出発の1年半～1年前 出発の6～3カ月前

Step2 → 学内申請・選考 Step3 → 留学準備開始Step1 → 情報収集留
学
出
発
ま
で
の
流
れ

＞＞留学先決定
＞＞留学先大学への願書送付
＞＞留学先大学の受入許可
＞＞留学セミナー
　（CCS 160：必修1単位）受講

住居申請、健康診断、
予防接種、ビザ・滞在許可申請、
危機管理、保険加入など

航空券手配、渡航チェック

＞＞各種手続き

＞＞渡航準備

留学の「中身」こそが成長の鍵

界各国の未来を担う優秀な若者たちと共に、多彩な
価値観に触れながら学び、議論し、新しい理解が生

まれ、自分の国や自分自身を見つめ直し深く考えるというプ
ロセスが留学にはあります。多くの留学プログラムがあるこ
の時代、成長して帰国し、未来の活躍につながる鍵となるの
は、“中身のある留学”。団体ではなく「少人数」の留学、語学
留学とは違いあくまでも“専門科目を修得しながら英語や第
三言語の力を磨く留学”。本学では全ての学生にそのチャン
スがあります。英語で行われる授業でディスカッションやプ
レゼンテーションの経験を積んだ本学の学生は、留学先で
リーダーシップを発揮し、さらに成長した姿で帰って来ます。

世

Be a global leader with AIU SPIRIT!

※一定の英語力・成績要件をクリアしてから留学するため、時期は学
生によって異なり、多くは２年次の冬から３年次の秋にかけて出発し
ています。

※学生の成績や提携大学の事情などにより、希望する大学に留学で
きない場合もあります。

38p.

　交換留学とは、海外の提携大学から留学生を１人、１年間
受け入れることで、本学から学生を１人、１年間派遣する仕組
みです。したがって、１つの大学に大人数で送り込むことはせ
ず、１人～３人程度の少人数での派遣となります。結果的に、
留学先の大学で本学の学生同士が固まることなく、現地の学
生や世界各地からの留学生と存分に交わり、新しい考えや多
彩な価値観に触れながら、人間的成長を遂げることができる
のです。

集団派遣ではなく「少人数」

　本学の留学は、単なる語学の修得ではなく、留学先の大学で
専門課程を学び、単位を修得することを目的としています。出発
前にアカデミック・アドバイザーと相談し、興味のある分野や将
来の夢を考慮しながら留学先大学で履修する科目を決定し、
所定の成績を修めることで、卒業に必要な単位として認定しま
す。これにより、留学期間を含めても４年間で卒業することが可
能となります。

語学留学ではなく
「専門科目を学ぶ」

　留学中の授業料は、一部の大学を除き、本学に授業料を納
めることで免除されます（住居費、食費、渡航費、保険料、危
機管理サービス料等は学生負担）。海外の大学では、年間の
授業料が数百万円を超えることも珍しくなく、「留学」と聞くと
高額な経費がかかることを想像する方も多いかもしれません。
本学では、そういった留学に対する経済的な不安や負担を軽
減し、より多様な可能性と成長の機会を提供しています。

授業料は「相互免除」

１年間の留学が義務
  One-year Study Abroad

Feature 02

200大学200大学海外の提携大学数
50カ国・地域

 >>  Feature02 については、動画でもご覧いただけます。

1特色

2特色

3特色

/国際教養大学/Akita International University



Feature 02 留学先からのメッセージ
Messages from Abroad
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　中学生の時に自治体の企画でアメリカの

姉妹都市に1週間滞在した際、思っていたほ

どホストファミリーと交流できず悔しい思い

をしたため、次に留学する時は積極的に周り

の人と関わろうと決めていました。AIUの留学

プログラムでは、授業だけでなく留学生と現

地学生の交流を図る委員会「International 

Student Association（ISA）」の活動を通し

て、身構えすぎずに質問する姿勢を徐々に身

に付けられました。例えば、よく自宅にお邪魔

して一緒に料理をしていた友人とは、「こんな

ことも知らないのかと思われるのでは」という

不安を一旦脇に置いて話をしたことで、早く

仲良くなれたと感じました。留学全体を通し

て、言葉が完璧でないことを気にしすぎず会

話を重ねたことで、自分の関心が相手に伝わ

り、また別の場面で話題につながったことも

ありました。積極的に話を聞くことの大切さを

再認識する良い機会になりました。   

「後悔から行動に移す」

Time Schedule

Time Schedule
月 火 水 木 金 土 日

Time Schedule

小泉  美桜 Mio KOIZUMI （新潟県／2017年入学）

　1年間の交換留学は長いようで短い時間です。留学中
に限らず、物事がすべて思い描いていたように進むとは
限りません。予想外のことが起こった時にどう対処する
かという自分の行動の軸を設定してみてください。思い
もよらないチャンスが巡ってきたときにそれをつかむこ
との助けになるはずです。

石井  拓哉 Takuya ISHII （千葉県／2016年入学）

栢野  澪理 Reiri KAYANO （滋賀県／2017年入学）

ハノイ市内の湖にて大学の友人と。右が石井さん。

寮のメンバーでシナモンロールを作った時。写真中央が栢野さん。

休日は知人宅で料理を教えてもらったりしました。

自然豊かなキャンパス構内をよく散歩していました。

ISAメンバーと教授宅で。前列左から3番目が小泉さん。

カフェテリアで昼食

カフェテリアで昼食

月 火
8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

カフェテリアで夕食 カフェテリアで夕食

ビジネスと
法律

図書館で
予習

Javaプログラ
ミングの基礎

図書館で
グループワーク

図書館で
課題・予習

図書館で
課題

ISA
ミーティング

木水 金 土 日

マーケティング
原理

スコティッシュ・
ハイランドダンス入門

ビジネスにおける
意思決定と統計

ビジネスと経済学
における数量分析

寮でグループ
ワーク

6：00

7：00

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

睡眠

会計学

街の食堂で
昼食

　近年目覚ましい経済発展を遂げている東南アジアで「生きた経済」を
学びたいという思いから、ベトナムを留学先として選びました。初めての
海外経験だったため、学業以外にも幅広い経験を積みたいと思い、大学
内外の活動で多くの人と接するように心がけました。最初はコミュニケー
ションに不安がありましたが、周囲の人に積極的に話しかけるように挑
戦を続け、徐々に抵抗感がなくなりました。特に湖で夕日を見ながら現
地の学生と将来の夢を語り合ったことが印象に残っています。彼らの「起
業して豊かになりたい」という貪欲な向上心に心を打たれ、私ももっと

チャレンジ精神を持つ必要があると気付かされました。この留学を通し
て専門である経済についての知見を深められたことに加え、内向的だっ
た私でも新たな一歩を踏み出すことができました。     

　北欧の自然の豊かさに惹かれたこと、また学びたかったEU関係の授
業が多く開講されていたことから、スウェーデンに留学を決めました。大
学では自学自習、ディスカッションが授業の中心で、最初は授業について
いけずに悔しい思いをしました。わからない時はきちんとわからないと言
い、周りにサポートしてもらうことで徐々に積極的に議論ができるように

なりました。寮での共同生活では、生活上で起こるトラブルを解決するた
めに交渉する場面もあり、「常に自分の意見を持ち、それをしっかり発信
すること」の重要性を再認識しました。1年間の留学を通して様々な国籍
の人々の考え方や文化に触れ、コミュニケーションの大切さを学び、「海
外と関わる仕事がしたい、日本のことを世界に発信していきたい」という
将来の目標ができました。  

ベトナム／貿易大学  Foreign Trade University留学先大学アメリカ／ライオンカレッジ  Lyon College留学先大学

友人に日本語
を教える

図書館で
課題

寮で課題

スーパーへ
買い出し

寮で夕食

睡眠

街の食堂で
昼食

カフェで
課題

経営科学
における
数学

寮で夕食

管理会計

経済の
国際化

街の食堂で
昼食

寮で課題

友人宅で
歓談

寮で夕食

会計学

管理会計

街の食堂で
昼食

寮で課題

友人宅で
歓談

寮で夕食 寮で夕食

月 火
8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

水 木 金 土 日

寮で夕食

スウェーデン
の歴史と宗教

家事

寮で昼食
寮で昼食カフェテリアで昼食

スウェーデン
語

スウェーデン
の文化、
スポーツ

スウェーデン
の音楽と美術

寮で勉強会

スウェーデン
の音楽と美術

プール

家事

友人と散歩

図書館で
ミーティング

寮で夕食 寮で夕食

寮で読書

スウェーデン
語

プール

寮で夕食

買い物

スウェーデン
の文化、
スポーツ

寮で
パーティー

買い物

寮で昼食

寮で昼食

図書館で
課題・予習

睡眠 睡眠

買い物

買い物

寮で昼食

寮で昼食

街を散策

睡眠

買い物

寮で昼食

友人と湖へ

買い物

留学先から

これから

留学をする

みなさんへ

図書館で予習

カフェテリアで昼食

カフェテリアで昼食

カフェテリアで夕食 カフェテリアで夕食

ビジネスと
法律

図書館で
予習

Javaプログラ
ミングの基礎

図書館で
課題

マーケティング
原理

スコティッシュ・
ハイランドダンス入門

ビジネスにおける
意思決定と統計

ビジネスと経済学
における数量分析

図書館で
課題・予習

カフェテリアで昼食

カフェテリアで夕食 カフェテリアで夕食

ビジネスと
法律

図書館で
予習

Javaプログラ
ミングの基礎

図書館で
課題

マーケティング
原理

図書館で
課題・予習

カフェテリアで昼食

寮で朝食

家事

寮で課題

知人宅で
料理・夕食

友人たちと
会話

友人たちと
映画鑑賞

寮で友人と
料理

寮で朝食

寮で課題

買い物

家事

散歩

寮で
課題・予習

図書館で
課題・予習

大学の新聞部
のミーティング

図書館で
課題

図書館で予習

近所を散策

睡眠 睡眠 睡眠

経済の
国際化

街の食堂で
昼食

経営科学
における
数学

友人宅で
留学生
パーティー

カフェで
友人に日本語
を教える

ハノイ市内を
観光

ハノイ市内で
昼食

ハノイ市内を
街歩き

スウェーデン／リンネ大学  Linnaeus University留学先大学

「発信することの大切さ」

「現地の学生との交流で学んだチャレンジ精神」
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キプロス
University of Nicosia
ニコシア大学（ニコシア）

モロッコ
Al Akhawayn University
アル・アハワイン大学（イフレン）

ルーマニア
University of Bucharest
ブカレスト大学（ブカレスト） 

スペイン
Universidad Carlos III De Madrid
マドリッド・カルロスⅢ世大学（マドリッド）
Universitat Autonoma de Barcelona
バルセロナ自治大学（バルセロナ） 
University of Alicante
アリカンテ大学（アリカンテ）

University of Burgos
ブルゴス大学（ブルゴス）

University of Málaga
マラガ大学（マラガ）

スロベニア
University of Ljubljana
リュブリャナ大学（リュブリャナ）

クロアチア
Zagreb School of 
Economics and Management
ザグレブ経済経営大学（ザグレブ）

ロシア
Far Eastern Federal University
極東連邦大学（ウラジオストク）

International University in Moscow
モスクワ国際大学（モスクワ）

Lomonosov Moscow State University
モスクワ大学（モスクワ）

National Research University Higher School of Economics
ロシア国立研究大学高等経済学院（サンクトペテルブルク、モスクワ）

ポルトガル
ISCTE-Lisbon University Institute
ISCTEリスボン大学（リスボン）
Universidade Catolica Portuguesa
カトリック大学（ポルト、リスボン）
University of Porto
ポルト大学（ポルト） 

チェコ
Masaryk University
マサリック大学（ブルノ）

スロバキア
Comenius University
コメニウス大学（ブラチスラバ）

ベルギー
Ghent University
ゲント大学（ゲント）

Vesalius College
ヴェサリウスカレッジ（ブリュッセル）

デンマーク
Aalborg University
オールボー大学（オールボー） 

Aarhus University
オーフス大学（オーフス） 

スウェーデン
Linköping University
リンショーピン大学（リンショーピン）

Linnaeus University
リンネ大学（ベクショー）

エストニア
Tallinn University
タリン大学（タリン）

ノルウェー
NHH Norwegian School of Economics
ノルウェー経済大学（ベルゲン）

University of Bergen
ベルゲン大学（ベルゲン）

University of Oslo
オスロ大学（オスロ）

ドイツ
Ludwigshafen University of Business and Society, University of Applied Sciences
ルードヴィヒスハーフェンビジネス・社会応用科学大学（ルードヴィヒスハーフェン）

Philipps-Universität Marburg
マールブルグ大学（マールブルグ）

University of Passau
パッサウ大学（パッサウ）

イギリス
Keele University
キール大学（スタッフォードシャー）

Newcastle University
ニューカッスル大学（ニューカッスル・アポン・タイン）

The University of Sheffield
シェフィールド大学（シェフィールド）

University of Aberdeen
アバディーン大学（アバディーン）

University of Central Lancashire
セントラル・ランカシャー大学（プレストン）

University of East Anglia
イースト・アングリア大学（ノリッジ）

University of Essex
エセックス大学（コルチェスター）

University of Exeter
エクセター大学（エクセター）

University of Glasgow
グラスゴー大学（グラスゴー）

University of Leeds
リーズ大学（リーズ）

University of Sussex
サセックス大学（ブライトン）

イタリア
University of Bologna
ボローニャ大学（ボローニャ）

University of Ferrara
フェラーラ大学（フェラーラ）

University of Siena
シエナ大学（シエナ）

University of Turin
トリノ大学（トリノ）

ラトビア
University of Latvia
ラトビア大学（リガ）

リトアニア
Vilnius University
ヴィリニュス大学（ヴィリニュス）

Vytautas Magnus University
ヴィタウタス・マグナス大学（カウナス）

マルタ
University of Malta
マルタ大学（ムシダ）

ハンガリー
University of Pécs
ペーチ大学（ペーチ）

アイルランド
Maynooth University
メイヌース大学（メイヌース） ポーランド

University of Lodz
ウッチ大学（ウッチ）

Warsaw School of Economics
ワルシャワ経済大学（ワルシャワ）

フランス
Burgundy School of Business
バーガンディービジネススクール（ディジョン）

NEOMA Business School
ネオマビジネススクール（ルーアン）

PSB Paris School of Business
パリビジネススクール（パリ）

Rennes 2 University
レンヌ第2大学（レンヌ）

Rennes School of Business
レンヌビジネススクール（レンヌ）

Sciences Po Grenoble
グルノーブル政治学院（グルノーブル）

Sciences Po Lille
リール政治学院（リール）

Sciences Po Rennes
レンヌ政治学院（レンヌ）

Toulouse Business School
トゥールーズビジネススクール（トゥールーズ）

Université Toulouse - Jean Jaurès
トゥールーズ・ジャン・ジョレス大学（トゥールーズ）

フィンランド
Tampere University
タンペレ大学（タンペレ） 

University of Lapland
ラップランド大学（ロヴァニエミ）

University of Vaasa
ヴァーサ大学（ヴァーサ）  

オランダ
Amsterdam University of Applied Sciences
アムステルダム応用科学大学（アムステルダム）

HAN International School of Business
ハンインターナショナルビジネススクール（アルンヘム）

Hanze University of Applied Sciences
ハンゼ応用科学大学（フローニンゲン）

Leiden University
ライデン大学（ライデン）

オーストリア
FH Joanneum University of Applied Sciences
ヨアネウム応用科学大学（グラーツ）

エジプト
Cairo University
カイロ大学（ギザ）

The American University in Cairo
カイロ・アメリカン大学（ニューカイロ） 

スイス
Eastern Switzerland University of Applied Sciences
東スイス応用科学大学（サンガレン）

Zurich University of Applied Sciences Winterthur
チューリッヒ応用科学大学（ヴィンタートゥール）

Feature 02 海外の提携大学
International Partner Universities
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５０ の 国 と 　  地 域 に 広 が る 2 0 0 の 大 学

University of Oslo
オスロ大学／ノルウェー　オスロ

　ノルウェー最古の大学。
歴史博物館の運営や、人
権・平和教育の推進など、
文化の維持と発展に努めて
いる。キャンパスではかつ
てノーベル平和賞の授与式
が行われていた。

National Research University Higher School of Economics
ロシア国立研究大学高等経済学院／ロシア　サンクトペテルブルク、モスクワ

　ソビエト崩壊後、ロシアの
近代化・市場経済化・国際化
を見据え各界で活躍する人
材育成を目的として創設さ
れた総合大学。設立から20
年余りという短い期間で、
国内の入試難易度上位とな
る超難関校へと成長した。

Leiden University 
ライデン大学／オランダ　ライデン

　オランダ王家との縁も深
い、オランダ最古の大学。ラ
イデン市はシーボルトによ
り日本研究がヨーロッパに
広まった最初の地。この大学
で教鞭をとったアインシュ
タインを含め、16人のノーベ
ル賞受賞者を輩出している。

Europe/Africa ヨーロッパ［74校］ アフリカ［3校］
提携大学

（2021年4月1日現在）

University of Aberdeen
アバディーン大学／イギリス　アバディーン

　スコットランド第3の都
市アバディーンにある、
1495年創立の古い歴史を
もつ大学。研究・学業面の
みならず、学生生活上の国
内ランキングでは安全度1
位、生活費の安さ2位に入
るなど、生活環境の良さに
定評がある。

各大学の詳細については、こちらをご覧ください。



中国
Jilin University
吉林大学（長春）

Nanjing University
南京大学（南京）

Nankai University
南開大学（天津）

Wuhan University
武漢大学（武漢）

マレーシア
Universiti Sains Malaysia
マレーシア科学大学（ペナン）

University of Malaya
マラヤ大学（クアラルンプール）

ブルネイ
Universiti Brunei Darussalam
ブルネイ・ダルサラーム大学（バンダルスリブガワン）

フィリピン
Ateneo de Manila University
アテネオ大学（ケソン）

タイ
Chulalongkorn University
チュラロンコン大学（バンコク）

Kasetsart University
カセサート大学（バンコク）

Mahidol University International College
マヒドン大学インターナショナルカレッジ（バンコク）

Thammasat University
タマサート大学（バンコク）

ベトナム
Foreign Trade University
貿易大学（ハノイ）

VNU University of Economics and Business
ベトナム国家大学ハノイ校経済ビジネス大学（ハノイ）

台湾
Fu Jen Catholic University
天主教輔仁大学（新北）
Kainan University
開南大学（桃園）
National Chengchi University
国立政治大学（台北）
National Chi Nan University
国立曁南国際大学（南投）
National Taiwan Normal University
国立台湾師範大学（台北）
National Taiwan University
国立台湾大学（台北）
Tamkang University
淡江大学（淡水）
Yuan Ze University
元智大学（桃園）

モンゴル
National University of Mongolia
モンゴル国立大学（ウランバートル）

University of the Humanities
モンゴル人文大学（ウランバートル）

韓国
Ajou University
亜洲大学（スウォン）

Busan University of Foreign Studies
釜山外国語大学（釜山）

Ewha Womans University
梨花女子大学（ソウル）

Konkuk University
建国大学（ソウル）
Korea Advanced Institute of Science and Technology
韓国科学技術院（大田）

Korea University 
高麗大学（ソウル）

Seoul National University
ソウル国立大学（ソウル）

Sogang University
西江大学（ソウル）

Yonsei University
延世大学（ソウル）

カナダ
Université Laval
ラヴァール大学（ケベックシティ）

University of Manitoba
マニトバ大学（ウィニペグ）

University of Toronto
トロント大学（トロント）

University of Victoria
ヴィクトリア大学（ヴィクトリア）

University of Waterloo
ウォータールー大学（ウォータールー）

University of Windsor
ウィンザー大学（ウィンザー）

Wilfrid Laurier University
ウィルフリッドロリエ大学（ウォータールー）

メキシコ
The University of Colima
コリマ大学（コリマ）

ペルー
Universidad del Pacifico
パシフィコ大学（リマ）

Universidad San Ignacio de Loyola
サン・イグナシオ・デ・ロヨラ大学（リマ）

チリ
Universidad Adolfo Ibáñez
アドルフォ・イバネス大学（サンティアゴ） 

オーストラリア
Deakin University
ディーキン大学（メルボルン）

Griffith University
グリフィス大学（ブリスベン）

La Trobe University
ラトローブ大学（メルボルン）

Macquarie University
マッコーリー大学（シドニー）

Swinburne University of Technology
スウィンバン大学（メルボルン）

The Australian National University
オーストラリア国立大学（キャンベラ）

シンガポール
Nanyang Technological University
ナンヤン工科大学（シンガポール）

National University of Singapore
シンガポール国立大学（シンガポール）

インドネシア
Universitas Indonesia
インドネシア大学（デポック）

ニュージーランド
University of Canterbury
カンタベリー大学（クライストチャーチ）

Victoria University of Wellington
ヴィクトリア大学ウェリントン校（ウェリントン）

香港
Hong Kong Baptist University
香港バプティスト大学（香港特別行政区）
Lingnan University
嶺南大学（香港特別行政区）

The Chinese University of Hong Kong
香港中文大学（香港特別行政区）

The University of Hong Kong
香港大学（香港特別行政区）

マカオ
Macau University of
Science and Technology
マカオ科技大学（マカオ特別行政区）

University of Macau
マカオ大学（マカオ特別行政区）

　

The University of New South Wales
ニューサウスウェールズ大学（シドニー）

The University of Sydney
シドニー大学（シドニー）

The University of the Sunshine Coast
サンシャインコースト大学（シッピーダウンズ）

The University of Western Australia
ウェスタンオーストラリア大学（パース）

University of Southern Queensland
サザンクイーンズランド大学（トゥーンバ）

Union College
ユニオンカレッジ（スケネクタディ）
University of California Berkeley
カリフォルニア大学バークレー校（バークレー）
University of California Davis
カリフォルニア大学デイヴィス校（ディヴィス）
University of Colorado at Boulder
コロラド大学ボルダー校（ボルダー）
University of Delaware
デラウェア大学（ニューアーク） ※
University of Denver
デンバー大学（デンバー） ※
University of Illinois at Urbana-Champaign
イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校（シャンペーン）
University of Maine at Farmington
メイン大学ファーミントン校（ファーミントン）
University of Mary Washington
メアリーワシントン大学（フレデリクスバーグ） 
University of Mount Union
マウントユニオン大学（アライアンス） 
University of Northern Iowa
ノーザンアイオワ大学（シーダーフォールズ）
University of Oregon
オレゴン大学（ユージーン）
University of Richmond
リッチモンド大学（リッチモンド）
University of South Florida
サウスフロリダ大学（タンパ）
University of Utah
ユタ大学（ソルトレイクシティ）
Ursinus College
アーサイナスカレッジ（カレッジヴィル）
Washington & Jefferson College
ワシントン・ジェファーソンカレッジ（ワシントン）
Western Oregon University
ウェスタンオレゴン大学（モンマス）
Western Washington University
ウェスタンワシントン大学（ベリンハム）
Winona State University
ウィノナ州立大学（ウィノナ）

アメリカ
Alverno College
アルヴァーノカレッジ（ミルウォーキー）
Ball State University
ボール州立大学（マンシー）
Beloit College
ベロイトカレッジ（ベロイト）
Centre College
センターカレッジ（ダンヴィル）
Dickinson College
ディキンソンカレッジ（カーライル）
Drexel University
ドレクセル大学（フィラデルフィア）
Eastern Oregon University
イースタンオレゴン大学（ラ・グランド）
George Mason University
ジョージメイソン大学（フェアファクス）
Gonzaga University
ゴンザガ大学（スポケーン）
Hamline University
ハムリン大学（セントポール）
Hampden-Sydney College
ハンプデン・シドニーカレッジ（ハンプデン・シドニー）
High Point University 
ハイポイント大学（ハイポイント）
Ithaca College
イサカカレッジ（イサカ）
Knox College
ノックスカレッジ（ゲールズバーグ）
Lincoln Memorial University
リンカーンメモリアル大学（ハロゲイト）
Lyon College
ライオンカレッジ（ベイツヴィル）
Marist College
マリストカレッジ（ポキプシー）
Millsaps College
ミルサップスカレッジ（ジャクソン）
Mississippi State University 
ミシシッピ州立大学（スタークビル）
Monmouth College
モンマスカレッジ（モンマス）
Oregon Institute of Technology 
オレゴン工科大学（クラマスフォールズ）
Oregon State University
オレゴン州立大学（コーバリス）
Portland State University
ポートランド州立大学（ポートランド）
Presbyterian College
プレスビテリアンカレッジ（クリントン）
San Diego State University
サンディエゴ州立大学（サンディエゴ）
San Francisco State University
サンフランシスコ州立大学（サンフランシスコ）
Southern Oregon University
サザンオレゴン大学（アシュランド）
St. Cloud State University
セントクラウド州立大学（セントクラウド）
St. Mary's College of California
セントメアリーズカレッジオブカリフォルニア（モラガ）
St. Mary's College of Maryland
セントメアリーズカレッジオブメリーランド（セントメアリーズシティー）
State University of New York at Oswego
ニューヨーク州立大学オスウェゴ校（オスウェゴ）
The College of William and Mary
ウィリアム・アンド・メアリー大学（ウィリアムズバーグ）
The George Washington University
ジョージ・ワシントン大学（ワシントンD.C.）
The University of Hawai‘i at Manoa
ハワイ大学マノア校（ホノルル）
The University of Kentucky
ケンタッキー大学（レキシントン）
The University of New Mexico
ニューメキシコ大学（アルバカーキ）
Towson University
タウソン大学（タウソン）
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Feature 02 海外の提携大学
International Partner Universities
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University of Toronto
トロント大学／カナダ　トロント

The George Washington
University
ジョージ・ワシントン大学／
アメリカ　ワシントンD.C.

National University of Singapore
シンガポール国立大学／シンガポール

The Australian National University
オーストラリア国立大学／オーストラリア　キャンベラ

North and South America

Asia/Oceania アジア［42校］ オセアニア［13校］
提携大学

北米［65校］ 南米［3校］
提携大学

　世界大学ランキングでは
常に上位を保ち、首相やノー
ベル賞受賞者を輩出してい
るカナダ屈指の名門大学。
世界各国から10,000人以
上の留学生が学んでいる。

　大学はホワイトハウスのあるワシントン
D.C.中心部に位置する。世界初の政治コ
ミュニケーション学科を創設し、多くの政
治家を輩出した政治学部門において世界
有数の大学。

　東南アジア随一の研究
力、教育力をもつ総合大学。
世界中の優秀な人材が集ま
る多言語・多文化で国際色
豊かなキャンパス。

　世界レベル大学として
オーストラリアの大学の先
頭に立つ。広大なキャンパス
で行われる教育は、大学院
教育にも重点がおかれ、ノー
ベル賞受賞となる多くの研
究者を輩出。

※先方の学部生受入れに限定した学術交流協定。

（2021年4月1日現在）

5 0 の 国 と 　  地 域 に 広 が る 2 0 0 の 大 学

  各大学の詳細については、こちらをご覧ください。
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※2019年9月1日現在（単位：人）
※その他は、海外、大検など

人数合計804人
出身高校所在地別学生数

岩手 11

宮城 21

福島 10

茨城 24

栃木 15

群馬 8

千葉 30

東京82

埼玉 23

三重 8
奈良 12

和歌山 3香川 3

徳島 5

高知 5
愛媛 4

大分 2

宮崎 4

鹿児島 7

福岡 16
佐賀 3
長崎 10

熊本 6

鳥取 1
島根 3

岡山 4
広島 14
山口 4

京都 16
大阪 45

兵庫 30

富山 1

石川 4

岐阜 8

福井 6

滋賀 3

秋田 119

山形 4

新潟 7

長野 6

北海道 30北海道 30

東北 173東北 173
北陸 18北陸 18

関東 236関東 236

中部 70中部 70

近畿 117近畿 117
四国 17四国 17

九州・沖縄 56九州・沖縄 56

その他 61その他 61

中国 26中国 26

沖縄 8

山梨 6

静岡 14

愛知 36

神奈川54

青森 8

九州・沖縄7.0% 北海道3.7%

四国2.1%

北陸2.2%

中国3.2%
 東北

21.5%

関東

 29.4%
中部

8.7%

近畿

14.6%

その他

  7.6%

地域別
割合

※2021年4月1日現在の数値はP.65に掲載

Be a global leader with AIU SPIRIT!

交換留学生の
出身大学所在国・地域別人数

※2019年9月1日現在（単位：人）

31カ国・地域187人

アメリカ

イギリス

エストニア

オーストラリア

オランダ

カナダ

韓国

シンガポール

スウェーデン

スロバキア

タイ

台湾

チェコ

中国

ドイツ

ニュージーランド

62
9
1
12
6
8
3
2
5
1
2
12
2
1
7
1

ノルウェー

フィンランド

フランス

ブルネイ

ペルー

ベルギー

ポルトガル

香港

マルタ

マレーシア

モンゴル

ラトビア

リトアニア

ルーマニア

ロシア

6
2
22
1
1
2
2
3
1
1
1
2
1
1
7

正規留学生の国・地域別人数

11カ国・地域22人
※2019年9月1日現在（単位：人）

アメリカ 3

ウガンダ 1

カザフスタン 1

韓国 5

台湾 5

ノルウェー 1

ブルンジ 1

ベトナム 1

ベネズエラ 1

メキシコ 2

モンゴル 1

学では、世界に広がる200の提携大学などからの留学生が年間200
人以上学んでおり、キャンパスは「世界の縮図」ともいえる多文化共

生空間を形成しています。
 授業はもちろん、寮や学生宿舎で留学生や他の学生とともに生活したり、ク
ラブ活動を通してスポーツや文化活動を楽しんだり、授業が終わった後の
雑談でさえ、様 な々文化を体験できる国際交流の舞台となります。
　また、すべての都道府県から学生が集まっているので、国境を越えた異文
化体験に加えて、日本国内の多彩な文化にも触れることができます。
　世界と日本の様 な々文化が集い、交流する「秋田の小さな大学」。
　国際教養大学でのキャンパスライフそのものが、みなさんを豊かに育んで
いくのです。

本

留学生とともに切磋琢磨しながら、個を磨きます

多文化共生のキャンパスライフ
Multicultural Campus

Feature 03

4人に1人4人に1人
キャンパス内
留学生の割合

 >>  Feature03 については、動画でもご覧いただけます。/国際教養大学/Akita International University



　学生寮および学生宿舎では、1年間の寮生活を既に経験し、新入生のお手本
となる先輩たちが、レジデント・アシスタント（RA：通称アール・エー）として共に
生活します。新入生の慣れない集団生活を支えるほか、RAは寮生や学生宿舎
の居住者と協力しながら、健康的で住みやすい住環境づくりをサポートします。

寮・宿舎生活をRAがサポート

レジデント・アシスタント（RA）

46 47

01
Feature

02
Feature

03
Feature

04
Feature

05
Feature

Feature 03 学生寮と学生宿舎 
Student Dormitory and Student Apartments

学生は、先輩・後輩や留学生との共同生活を通して、グローバルコミュニティで生活する術を学びます。コミュニティで一人ひとり
が心地良く生活するためには、『調和』、つまり文化や生活習慣の違いを相互に認め理解し、相手を敬い助け合う姿勢が求められ
ます。そのためには、規則の遵守や、忍耐、他者に意見する勇気も必要です。学生寮・学生宿舎は、単なる生活の場ではなく、授業
では決して学ぶことのできない多くのことを得られる場なのです。

学生の89％が、キャンパス内の学生寮・学生宿舎で生活

キャンパス内には、こまち寮のほか、学生宿舎として、グローバル
ヴィレッジ、さくらヴィレッジ、ユニバーシティヴィレッジがあり、1年間
の寮生活を終えた学生や留学生が入居しています。また、2022年
4月には新学生宿舎が完成予定です。学生たちはキャンパス内で
互いに刺激し合いながら、24時間、勉強やクラブ活動などに励ん
でいます。

こまち寮こまち寮

個室
浴室
洗面脱衣所

LDK

5.3帖

個室
5.3帖

個室
5.3帖

さくらヴィレッジ
（3名の学生によるシェアハウス形式）

さくらヴィレッジ
（3名の学生によるシェアハウス形式）

シングル仕様

45,000～47,000円

部屋数

間取り

家賃

55.48㎡（1DK+〈5.3帖×3部屋〉）

105室+バリアフリー2室

※ダブル仕様

グローバルヴィレッジグローバルヴィレッジ

シングル仕様

100室+バリアフリー4室

48,000～50,000円

部屋数

間取り

家賃

19.87㎡（1K+5.2帖）

ダブル仕様

92室

28,000～30,000円

26.08㎡（1K+7.5帖）

7.5帖
キッチン

テーマ別ハウス群

　寮および学生宿舎では、スーパーグ
ローバル大学創成支援事業の取組の
ひとつとして、24時間リベラルアーツ
教育の推進を目指す「テーマ別ハウ
ス」を実施しています。

ユニバーシティヴィレッジユニバーシティヴィレッジ

ダブル仕様

79室

24,000～27,000円

部屋数

間取り

家賃

26.9㎡（1K+10帖）
玄関

U
B

キッチン

10帖

※学生宿舎は、すべての正規学生が入居できるわけではありません。希望者多数の場合は、
抽選で決定します。入居できない場合は、学外の民間アパート等を探していただきます。　

※家賃：１人あたり/月　※光熱水費、インターネット使用料含む。（2020年度実績）

1年次の
寮生活が義務

　国際教養大学の新入生は、全員、入学から1年間を大学の敷地内にある学生寮「こまち寮」で
生活します。「なぜ今、寮生活なのか？」と疑問を抱かれる方もいるでしょう。しかし、本学では、寮生
活も大切な国際教養教育の一部であると考えています。
　こまち寮では、日本全国から集まる学生のほかにも、世界各国・地域からの留学生たちが生活
しています。共同生活では窮屈に感じることもあるでしょう。しかし、同世代の仲間たちがひとつ屋
根の下で暮らすことで、社会性やたくましさが身に付きます。困難と遭遇するたびに、学生たちは
自分自身と向き合い、仲間たち、そして大学の教職員と力を合わせて問題を解決する術を学んで
いきます。この問題解決能力こそが、「なぜ今、寮生活なのか？」という疑問への答えであり、本学
が育成する「世界を舞台に活躍する人材」に不可欠な資質なのです。

バス
机

机

机

机 洗面所

WC

タ
ン
ス

タ
ン
ス

タ
ン
ス

タ
ン
ス

ロ
フ
ト
ベ
ッ
ド

ロ
フ
ト
ベ
ッ
ド

ロ
フ
ト
ベ
ッ
ド

ロ
フ
ト
ベ
ッ
ド

書
棚

書
棚 書

棚
書
棚

共用部分

7.5帖7.5帖

異
文
化
を

肌
で
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る

特
別
な
空
間

　私は、デンマーク人の留学生と半年間こまち寮で生活しまし

た。どのような人がルームメイトになるのか実際に会うまで不

安でしたが、すぐに打ち解けて楽しい寮生活を過ごすことがで

きました。ルームメイトと生活していく中で印象的だったのは、

共に暮らすことで、外国人の友人がいるというだけでは知り得

ないような細かな文化の違いに気付くことができたということ

です。お互いの国の文化について話し合う中で、日本文化の

良さを再認識したこともありました。部屋でお菓子を食べなが

ら映画を見たり日本語の会話練習をしたりして、たくさんの時

間を共にすることで、深い友情を育むことができました。

　私は2年次に、さくらヴィレッジで1年間の宿舎生活を経験しました。

さくらヴィレッジは、キッチンやバスルームなどを他の2人のハウスメイ

トと共用するシェアハウスのようになっています。フィンランドからの留

学生が入居してきた当初は、コミュニケーションの取り方や文化の違い

などで不安に思うことがありましたが、共通の趣味の話をしたり、お互

いの授業の課題や自主学修で助け合ったりしながら、日々の生活の中

で友情を深めることができました。個人のスペースもしっかりと確保さ

れていて公私のバランスが取れる最適な環境でした。また、立地が林の

付近なので、鳥の鳴き声が聞こえたり、リスが木を登っている姿が見ら

れたりと、秋田の自然の豊かさを改めて感じることができました。

※春学期と秋学期の2学期の食費。食費をキャンセルすることは出来ません。
※ゴールデンウィーク、夏休み（8月）、ＡＩＵ祭2日間の昼食、年末年始、冬休み（1月～3月）の食費は含まれません。
※光熱水費、インターネット使用料含む。 ※2020年度実績

ダブル仕様 ※原則、2人部屋として使用

184室+
バリアフリー1室

部屋数

間取り

家賃

約14㎡（7.5帖）

食費

230,000円/年間20,000円/月

前期（春学期分） 100,000円
後期（秋学期分） 130,000円

4月入学

前期（春学期分） 117,360円
後期（秋学期分） 117,360円

4月入学

234,720円/年間

学生寮
Student Dormitory

Student Apartments

秋山 萌菜
（福岡県／2019年入学）
Moena AKIYAMA

理
想
の

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ

畠山　秀
（秋田県／2018年入学）
Shu HATAKEYAMA

（2019年秋学期）

こまち寮のリニューアル

学生宿舎

新学生宿舎（12名の学生によるシェアハウス形式）

シングル仕様

47,000～49,000円

部屋数

間取り

家賃

213.12㎡（1DK+〈5.9帖×12部屋〉）

252室+バリアフリー3室

※2022年度の新入生はこまち寮と同額

現在建設中の新学生宿舎は2022年3月に完成し、同年4月に入居開始予定です。2022年度はこまち寮が改修工
事に入るため、新入生は新学生宿舎を学生寮として使用します。2023年度からは学生宿舎として使用されます。

　こまち寮は2022年度に改修工事
を実施し、2023年4月に入居開始予
定です。
　2022年度の新入生は1年次に新
学生宿舎（p.47）に入居します。

寮生活体験談

宿舎生活体験談

リニューアル後イメージ

完成イメージ

トイレトイレ
浴室浴室

LDKLDK

5.9帖
個室
5.9帖
個室

玄関玄関

洗
面
所

洗
面
所

シ
ャ
ワ
ー

シ
ャ
ワ
ー
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卒業式

バストリップ（田沢湖）

オープンキャンパス

AIU祭

地域との交流

AIU でしか
できない体験

ヘネベリー
大芽
Taiga HENNEBERRY
（島根県／2019年入学）

　東北三大祭りの一つである「秋田竿燈まつり」は、
250年以上の歴史を誇る国の重要無形文化財で
あり、毎年130万人以上が訪れる秋田県を代表す
るお祭りです。重さ約50kg、長さ12m以上にもなる
竿燈を差し上げ、額や腰に置いて妙技を披露する
「差し手」と、笛と太鼓で伝統的な旋律を奏でて演
技を盛り上げる「囃子方」が竿燈妙技を織り成しま
す。開学翌年に創設されたAIU竿燈会には、各国か
らの留学生も所属し、夏の風物詩である「秋田竿燈
まつり」に向け共に活動しています。地域特有の伝
統文化を国際色豊かなメンバーで体験し、国内外
に広めていく、AIU竿燈会でしかできないこの体験
は必ずやあなたの学生生活を豊かにしてくれること
でしょう。

学生活動全体
を支える裏方

会  長  小田 桜子
Sakurako ODA
（京都府／2020年入学）

学 生 会

男子フットサル部 GPIAS

最新版はウェブサイトより
ご確認いただけます。

　 新入生入寮日（4月入学） 
　 新入生オリエンテーション 
　 ウェルカムディナー 
 春季入学式・開学記念日 

  サマープログラム  
 （短期留学生向け）  

 夏祭り（学生会主催） 
 第 1回オープンキャンパス 
 春学期期末試験期間 

 夏期休業期間 
 秋田竿燈まつり 
 新入生入寮日（9月入学） 
 新入生オリエンテーション
　 ウェルカムディナー 
 夏卒業日  

  秋季入学式
  第 2回オープンキャンパス  

　 AIU 祭 

 秋学期期末試験期間
 冬期休業期間
 

　 冬期プログラム授業開始日  

　  冬期プログラム期末試験期間  

  卒業式／春卒業日

AIU Campus Calendar
年間行事

クラブ活動などの学生活動への積極的な参加は、充実した学生生活につながることはもちろん、人間関係や組織・社
会への適応力も養います。好奇心旺盛で行動力のある学生が集まる国際教養大学では、数多くの自治組織が設立さ
れており、日本全国、世界各国・地域から集まった学生たちが日々、意欲的に活動し、学年や国籍の垣根を越えて交流
を深めています。

国際的かつ
地域的な交流

土田 崚裕
Ryosuke TSUCHIDA
（大阪府／2018年入学）

クラブ　●

AIU竿燈会特別団体　●

クラブ一覧 （2019年度秋学期実績）

文 化 部
▶Happy People in Akita
▶Studio E-sha
▶TEDxAkitaIntlU
▶会う輪　　　　▶かるた部
▶環境クラブ　　▶きものクラブ
▶クイズ研究会
▶国際教養大学（AIU）を日本全国に広め隊
▶サービストラベル ICC
▶震災復興サポーター
▶バイブルスタディ
▶文芸部
▶ミュージカルシアター

言 語 系 ・ 国 際 理 解
▶韓国社会クラブ　　▶手話サークル
▶ダイバーシティクラブ
▶ディベート部
▶ブイアクト
▶北東アジア学生ラウンドテーブル

音 　 楽
▶アカペラ部あいう
▶軽音楽部　　▶ダンス部
▶日本舞踊部
▶ハワイアンフラダンス部
▶ヤートセチーム亜瑠団 

運 動 部
▶合気道部
▶エクストリームマーシャルアーツ
▶競走部　　　　　　▶剣道部
▶硬式テニス部　　　▶少林寺拳法部
▶ソフトテニス部　　▶卓球部　
▶軟式野球部
▶バスケットボール部
▶バドミントン部　　▶バレーボール部
▶女子フットサル部 ESPERANZA
▶男子フットサル部GPIAS
▶ラグビー部　　　　
▶ワンダーフォーゲル部

4 April

6 June

7 July

8 August

9 September

10 October

12 December

1 January

2 February

3 March

　学生会本部は、クラブや委員会の活動、学生生活にお
ける重要事項の決定といった学生の全体的な活動を支
援するための組織です。勉学以外の分野に対しても意欲
的に取り組んでいる多くのAIU生の充実した大学生活の
実現と更なる進化のため、他大学との交流や学長との懇
談会の開催など、様 な々活動を通して全力でサポートして
います。

　男子フットサル部では、日本全国・世界各国から集まる
学生たちがスポーツを通じて意思の疎通を図り、有意義
な時間を過ごしています。大会にも積極的に参加し、学生
選手権では2018年度東北2位、2019年度3位という好
成績を収めました。学内外での活動に積極的に取り組ん
でおり、国際的かつ地域的な交流を深められるのが私た
ちの魅力です。
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　新入生は全員、入学後の1年間をこの学生寮
で生活します。

学生寮（こまち寮）1

グローバルヴィレッジグローバルヴィレッジ

コベルコホール（レクチャーホール）コベルコホール（レクチャーホール）

D棟 ネーミングライツ冠教室
コベルコホール
ＤＯＷＡホールディングス教室
ＤＯＷＡホールディングス教室
三菱マテリアル教室
古河電気工業教室
ハヤカワカンパニー教室
アドウェイズ教室
富士フイルムBI秋田教室

レクチャーホール
Ｄ１０１
Ｄ１０２
Ｄ２０１
Ｄ２０２
Ｄ２０３
Ｄ２０４
Ｄ２０５

L棟 ネーミングライツ冠教室
キッコーマンIT教室L１０１

　１年間の寮生活を終えた学生は、学内の学生
宿舎で生活するか、学外の民間アパートや自宅
から大学へ通学します。

グローバルヴィレッジ、さくらヴィレッジ、
ユニバーシティヴィレッジ、新学生宿舎

学生宿舎2

※2022年度は改修工事のため　 新学生宿舎へ入居します。2

　式典やコンサート、スポーツイベントなどに
使われる施設です。トレーニングジムも設置さ
れています。

Suda Hall（多目的ホール）17

　3つの講義棟では、授業が行われるほか、D
棟のコベルコホール（レクチャーホール）は公
開講座などにも使用されます。

講義棟（B・C・D棟）3

　3つのIT教室（コンピュータルーム）があり、
合計130台のWindows端末が設置されてい
ます。図書館と同様、24時間365日利用でき
ます。なお、Wi-Fiはキャンパス全域で使用す
ることができます。

IT教室（L棟）10

　学生活動の拠点となる施設で、レクリエー
ションスペース、ラーニングスペース、和室、
カレッジカフェ、AIU Shop、就職支援を行う
キャリア開発センター、海外大学との提携や
学生の海外派遣・留学生の受入手続きなどを
行う国際センターがあります。

学生会館（F棟）11

　お弁当・パン類、飲み物、菓子類や文房具、
日用品まで、学生生活に必要なものが揃って
います。また、大学グッズも販売しています。

AIU Shop（F棟）12

　軽食やコーヒーなどを楽しむことができるカ
フェスペースです。週替わりのランチメニューも
あり、天気の良い日はオープンテラスを利用す
ることもできます。

カレッジカフェ（F棟）13

記念モニュメント
　開学10周年を記念して制作された大学発展
の象徴となるモニュメントです。

16

カフェテリア
　明るく開放的で、食事のほか、催し物やパー
ティにも使われる交流の舞台です。

14

バス停
　国際教養大学前のバス停からは、イオンモール
秋田行きとJR和田駅行きの２つのバス路線を利
用できます。多くの学生が、休み時間や放課後、
休日を利用して買い物などを楽しんでいます。

15

　本学のスーパーグローバル大学創成支援
事業によるプロジェクトの活動の場として使用
されます。このセンターでは、24時間リベラル
アーツ教育推進を目指したテーマ別ハウスの
活動や、英語教育改革のためのイングリッシュ
ビレッジ、ティーチャーズセミナーなどを開催
しています。

学生イニシアティブセンター（I棟）4

P.46

　保健室では看護師が常駐し、体調がすぐれ
ない時や、けがをした時などの応急処置を
行っています。また、カウンセリングルームで
は常勤のカウンセラーがメンタルヘルスから
学業、交友関係、自己理解の悩みまで、幅広く
相談に応じています。

　保健室では看護師が常駐し、体調がすぐれ
ない時や、けがをした時などの応急処置を
行っています。また、カウンセリングルームで
は常勤のカウンセラーがメンタルヘルスから
学業、交友関係、自己理解の悩みまで、幅広く
相談に応じています。

　保健室／カウンセリングルーム（E棟）5

管理棟（A棟）
学長室、教員オフィス、事務局などがあります。学長室、教員オフィス、事務局などがあります。

6

サークル棟7

8 能動的学修・評価センター（L棟）
　学生の自律学修をサポートする、言語異文
化学修センターと学修達成センター、国内外
への大学院進学をサポートするアカデミック・
キャリア支援センターからなる複合施設です。

P.30

P.47
中嶋記念図書館（L棟）9

　24時間365日開館の図書館では、約8万冊の
蔵書と豊富な電子リソースを取り揃えています。

P.28

P.27

国際教養大学
マスコットキャラクター

ONE（ワン）
モチーフは秋田犬。
名前の由来は「最先
端、一番である。」こと
と、犬の鳴き声の組み
合わせです。

Welcome
to
AIU!

ミズバショウの花が咲く秋田の
豊かな森に広がるキャンパスに
は、都会で簡単に手に入れること
のできる利便性はありません。し
かし、「ないものばかり」ではあり
ません。図書館やコンピュータ
ルームはいつでも学生に使っても
らえるように２４時間オープンし
ています。大学の敷地内には、寮
や学生宿舎が整備されていま
す。大学生の本分である勉学に集
中できる環境、そして日本全国か
らの学生や世界各国からの留学
生とともに学び、生活する、多文
化共生の環境が整っています。

キャンパス内の施設は
渡り廊下で

繋がっているため、
冬でも安心です。

空
港
か
ら
ほ
ど
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い
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に
包
ま
れ
た
キ
ャ
ン
パ
ス

空
港
か
ら
ほ
ど
近
い

緑
に
包
ま
れ
た
キ
ャ
ン
パ
ス

秋田空港秋田空港

秋田県立中央公園秋田県立中央公園

国際教養大学国際教養大学

 >>  360°キャンパスツアー動画を公開中！/国際教養大学/Akita International University
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多彩な可能性を広げる
進路選択支援
Career Support

Feature 04
　本学では「キャリア・デザイン」が必修科目となっており、学生は1年次から「職業意
識の形成」を目的としてキャリアについて考え始めます。「入学後の履修科目や学生生活
をどのようにキャリアと結び付けて考えるか」や「自分はいったいどのような人間で、どん
なことに喜びを感じるか」など、入学後間もない時期からキャリアに対する意識を高め、
知識や経験を通した自己理解の上に立って、キャリアを幅広い視点で考え、職業選択に
結び付けられるようにサポートします。

　キャリア開発センターでは、個別相談に力を入れたきめ細かな進
路選択支援を行っています。本学の卒業生は、在学中に修得した国
際的な視野を伴う教養、優れたコミュニケーション能力、留学経験を
もとに、世界を舞台に事業を展開する企業や団体およびこれから世
界に進出を目指す企業などに就職しています。
　また、卒業生の一部は大学院へ進学しています。国際教養大学で
過ごす 4年間を「自分の興味をしっかり見極める期間」とし、希望す

る分野の大学院への進学後に専門知識を身に付けるというプロセス
は、まさにリベラルアーツカレッジとしての役割にほかなりません。
　先輩たちから就職や進学のアドバイスを受ける学生同士の相談会
も活発に行われています。教職員だけでなく、先輩が後輩の面倒を
積極的にみてくれるのも、少人数のアットホームな環境で学生生活を
過ごす人間関係の賜物といえます。

　インターンとなる期間は2週間から3カ
月間で、インターンシップ先は、各学生の出
身地や秋田県内、あるいは留学先の国の企
業、官公庁、国際機関、NGOなど多岐にわ
たります。

進路選択支援

キャリア・デザイン科目 インターンシップCCS 140 キャリア・デザイン（必修科目） （選択科目）

学のキャリア教育の核を成すのは、仕事や職業に対する深い理解を通して、「自分はこれからどうやって生きてい
くのか」を考え、向き合える力を育むこと。このため、必修科目である「キャリア・デザイン」のほか、キャリア・

カウンセリング、インターンシップなど多彩なキャリア教育を提供しています。また、「仕事研究会」は、本学の建学の理
念に賛同いただいた企業や団体等の御協力により、人事採用担当者に足を運んでいただき、学内で開催していますので、
秋田にいながら日本を代表する企業について深く学ぶことができます。※

　就職活動においては、確かな目標を見つけ、それに向けて努力する皆さん一人ひとりを、キャリア開発センターのスタッ
フがきめ細かく支援します。また、国内外の大学院への進学や高度専門職を目指す皆さんには、アカデミック・キャリア
支援センター（ACSC）（P.31）が多岐にわたるサポートを行っています。

本

卒業生の主な就職先・進学先（過去３年分）
▶製　造
▶三菱重工業
▶川崎重工業
▶IHI
▶日本製鉄
▶JFEスチール
▶神戸製鋼所
▶トヨタ自動車
▶日産自動車
▶旭化成
▶東レ
▶富士フイルム
▶ENEOS
▶AGC
▶ソニー
▶三菱電機
▶三菱マテリアル
▶住友金属鉱山
▶古河電気工業
▶日本ガイシ
▶キッコーマン
▶キユーピー

▶日清製粉グループ本社
▶花王
▶コクヨ
▶アシックス
▶住友ゴム工業
▶京セラ
▶村田製作所
▶ワコール 

▶建　設
▶鹿島建設
▶大林組
▶竹中工務店
▶日揮
▶東洋エンジニアリング

▶不動産
▶三菱地所

▶商社・卸・小売
▶三井物産
▶三菱商事

▶住友商事
▶丸紅
▶伊藤忠商事
▶豊田通商
▶三越伊勢丹

▶運　輸
▶日本郵船
▶商船三井
▶日本通運
▶日本航空
▶全日本空輸
▶東日本旅客鉄道
▶西日本旅客鉄道
▶東急
▶西日本鉄道

▶電気・ガス・水道
▶東北電力
▶中部電力
▶四国電力
▶大阪ガス

▶IT・コンサル・情報通信 
▶宇宙航空研究開発機構
　（JAXA)
▶日本マイクロソフト
▶日本アイ・ビー・エム
▶電通
▶アドウェイズ
▶PwCコンサルティング

▶マスコミ
▶日本放送協会（NHK）
▶朝日新聞社
▶日本経済新聞社
▶秋田魁新報社
 
▶公務・その他
▶秋田県
▶出入国在留管理庁

▶サービス
▶日本貿易振興機構
　（JETRO）
▶帝国ホテル
▶星野リゾート

▶金融
▶三井住友銀行
▶東京海上日動火災保険 
▶日本貿易保険
▶三菱UFJ銀行

ほか

主な仕事研究会参加企業 ＞＞ JFEスチール、神戸製鋼所、三菱重工業、川崎重工業、IHI、コマツ、日本郵船、
商船三井、三菱地所、東芝、三菱電機、ソニー、AGC、日本ガイシ、旭化成、東レ、

富士フイルム、三菱マテリアル、住友金属鉱山、DOWAホールディングス、古河電気工業、三菱商事、住友商事、三井物産、豊田通商、
鹿島建設、ワコール、日清製粉グループ、キッコーマン、ニチレイフーズ、Meiji Seika ファルマ、コクヨ、日本取引所グループ、
東北電力、NHK、三越伊勢丹、国際協力機構（JICA）、松竹、三菱UFJ銀行、武田薬品工業　ほか

　キャリア開発センターでは、これまで仕事研究会を学内で開催するなど、学生の就職活動支援を主に対面
で実施してきました。しかし、新型コロナウイルス感染拡大により、本年度新卒採用における就職活動では、
従来の対面式からオンラインに切り替え、さらに支援を強化しました。特に、ウェブ面接サービスを導入したこ
とにより、企業と学生双方が動画閲覧を通じて相互理解を深め、より良いマッチングのきっかけが生み出され
るようになりました。ウェブ会議サービスを用いた仕事研究会と合わせて「e-conne（いー子ね）システム」と命
名し、オンラインでの就職支援も推進しています。

進路支援の詳細はウェブサイトをご覧ください。

▶主な進学先 31p.

オンライン
就職支援システム

e-conne

2020年度
卒業生の進路

※2020年度は感染症対策の一環で、すべてのイベントをオンラインで開催しました。

01
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Feature
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Feature

04
Feature

05
Feature

多彩なプログラムで
個々の進路選択をバックアップ

公務・その他 4%

商社・卸・小売 7%

金融 4%
電気・ガス・水道 

1%

運輸 6%

建設・不動産 2%

就職

製造
36%

サービス
15%

IT・コンサル・
情報通信・
マスコミ
25%

その他 6%

進学 10%

就職
84%

2020年度
就職決定率
99.4％
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Feature 04 企業からのメッセージ
Messages from Global Companies

Feature 04 社会で活躍する先輩たち
Messages from Alumni

01
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02
Feature
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Feature
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Feature

05
Feature

freee株式会社

企業の人事部門の方々から、本学および本学を目指す受験生への
応援メッセージをいただきました。

世界の人びとの"いのち"と"くらし"に貢献する       
       
　皆さんは、国際教養大学で何を学び、将来どんな自分になりたいと思っていますか？
　高校までとは異なり、大学生・社会人になると正解のない答えを求めたり、人生の選択をしていくことに
なります。
　正解がない中で、自分の人生をより良く、豊かにしていくためには、自分で選んだ選択肢や道を自分の
力で正解に導いていくことが求められます。
　大学では、様 な々人と出会い、様 な々ことを学ぶ機会があります。その一つ一つが、皆さんの選択肢・可能
性を広げるとともに、自分の選んだ道を正解にするヒントがあるはずです。
　だからこそ、大学時代の数年間を無駄にすることなく、様 な々ことにアンテナを張り、失敗を恐れずチャ
レンジし、自分の可能性を広げることに全力で取り組んでください。
　そして、大学卒業後は、自分の成長を支えてくれたすべての人に感謝し、学んだことを生かして、世の
中に貢献することで恩返ししていただきたいと強く望みます。

　旭化成は、化学技術を基盤に、日々 変化していく世の中と同様に多種多様な変化を続け、時代のニー
ズに対応する形で、「石油化学、繊維、電子材料、建築材料、医療」など多くの分野で事業を創り上げ、世
の中に貢献しています。
　絶え間ない変化を続ける旭化成ですが、根本の想いは創業時から変わっていません。

　「世界の人びとの''いのち''と''くらし''に貢献する」

　この想いをもって、旭化成は挑戦し続けます！

旭化成の強みは、世界に類を見ない幅広い事
業体制とどの領域でもトップレベルにある技術
力です。これは、社員一人一人が想いを貫き、
技術を重ねてきた結果です。今後も昨日まで
世界になかったものを創造し続けます。

旭化成株式会社

旭化成株式会社

人事部　人財採用室 
 池田 將慈さん

　世界を舞台に国家基盤を支える仕事に就きたいという想いか
ら、総合商社に入社しました。現在は、ヨーロッパを中心とした海
外ブランドの輸入およびライセンスビジネスの営業として、海外
ブランド側と国内客先の間に立ち、既存商売拡大に向けた条件
交渉や新規ブランド導入に向けた契約交渉を担当しています。
AIUでは、リベラルアーツ教育を通して「多角的に物事を考える
力」を養えただけでなく、留学生との共同生活や1年間の海外留
学の経験から「多様性を受け入れる力」を体得できました。AIUで
得られた学びや経験は、海外との交渉や常に変わりゆくトレンド
にアンテナを張り商売を創り出していく現在の業務に大いに役
立っています。ぜひ、AIUでの学生生活を通じて、自分の可能性を
広げていってください。

自分の可能性を広げられる学び舎

　社会の縁の下の力持ちである、ものづくりを支えたいという想い
から、スマートフォンなど我々の生活に欠かせないモノの中に使わ
れる非鉄金属を製造する企業へ就職しました。現在米国アリゾナ
州にある銅鉱山で、銅の原料となる銅精鉱を生産し、日本への供
給をサポートする業務の中で、経理・会計業務を担当しています。
　私自身、就職するまで経理・会計に関わることになるとは想像
もしていませんでしたが、AIUで自ら調べて提案し実現していく
「挑戦」の経験から、新たな分野においても、日々挑戦しながら、
仕事に励むことができています。
　多様な価値観や考え方を持つ仲間たちとの学生生活は、刺激、
共感と理解、課題解決の連続です。あなたもAIUで自分にチャレ
ンジしてみませんか？

「挑戦する」を養ってくれた大学生活

　卒業後も秋田に残り、観光事業を行う会社を設立しました。地域
の魅力を発掘し、世界から観光客を呼び込むことで、地域に新しい
仕事とコミュニティを創出するために日々邁進しています。
　「地域」と「世界（市場）」の間に立ち、両者の要望を汲み上げ、繋げ
るという観光ビジネスはAIUの環境とよく似ています。世界中から学
生が集まる環境で、授業はもちろん、寮生活、クラブ活動まで多様な
意見が飛び交いました。カオスな環境でそれぞれが求めることを受
け止め、最終的に自ら決断する力を大学生活で培い、その力は現在
の事業運営にも活きていると強く感じます。
　急激に変化する世界で自分にまっすぐ生きていく。
　皆さんもAIUで世界を感じ、自分自身に向き合ってみませんか？

カオスの中でシンプルに生きる

須﨑　裕さん（大阪府）
代表取締役社長

株式会社hinata

井上 夕香理さん（岡山県）
Senior Accountant
Sumitomo Metal Mining 
Arizona Inc. 出向

住友金属鉱山株式会社

福寿 和也さん（東京都）
営業
繊維カンパニー
ブランドマーケティング第一部
ブランドマーケティング第一課

伊藤忠商事株式会社

Shoji IKEDA  

  

意志を磨き、社会へ大きく踏み出す

　今この文章を読んでくださっているあなたは、どんな大学生活を送りたいと考えていますか。
　やりたいことがある方や、大学に入ってから夢を見つけたい方など、色んな方がいらっしゃることでしょう。
　特に2020年は、私たちを取り巻く環境が大きく変化した一年でした。今まで経験したことのない状況を迎
え、当たり前が当たり前ではなくなることが多 あ々りました。
　当たり前が何なのか定まらない世の中では、自分なりの考えや意志、そして行動力を持つことが重要で
す。意志のアクセルを踏むことで、時にはブレーキがかかることもあるでしょう。もちろん、ブレーキは必要で
す。ただ、こんな時だからこそ、チャンスを作り出すためのアクセルは自分の意志で踏むしかありません。
　自分がどうありたいのか、日本をはじめ世界の人たちにどう貢献していきたいのか、大きな変化を迎えた
今だからこそ何をしたいのか。
　国際教養大学には、そのような自分の意志を磨き、実現できるようになるための素晴らしい機会が沢山あ
るのではないでしょうか。
　ここでの出会い、学び、経験を重ねることで、このリスクを大きなチャンスに変えていきましょう。
　国際教養大学で学んだ皆さんが、これからの社会を牽引していくリーダーとなり、共に社会課題を解決
していく存在になっていくことを心から願っています。

freeeでは「スモールビジネスを、世界の主役
に。」をミッションに掲げ、スモールビジネスを対
象としたプラットフォームを開発・提供していま
す。私たちと一緒に社会の進化を担う未来を
作っていきませんか？

freee株式会社

新卒採用担当　人事採用本部

今西 純菜さん
Ayana IMANISHI

企業から 卒業生から
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多様な人材を発掘する
入試制度
Admissions

Feature 05
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グローバル人材になるための
意欲と素質を求めます

定員／国際教養学部175名

10月

●グローバル・
　セミナー入試

●グローバル・
　ワークショップ入試

１１月

●学校推薦型入試
●総合選抜型入試Ⅰ
●社会人入試
●外国人留学生入試Ⅰ
●編入学・転入学試験Ⅰ

１月 ３月 ４月 7月

特別
選抜試験

●総合選抜型入試Ⅱ

９月２月

一般
選抜試験

●Ａ日程
●Ｂ日程

●Ｃ日程

特別
選抜試験

●編入学・
　転入学試験Ⅱ
●外国人留学生
　入試Ⅱ

入
　
学

特別
選抜試験
４月入学

特別
選抜試験
４月入学 ４月入学

一般
選抜試験

４月入学 9月入学 9月入学

大学入学
共通テスト

●ギャップイヤー入試

入
　
学

新型コロナウイルス感染症の状況により、
内容が変更となる可能性があります。最新
情報は「学生募集要項」  および本学ウェブ
サイトをご覧ください。 

特別選抜試験（2022年4月入学） ＞＞ 大学入学共通テストを利用しない試験

種　類 定　員 英語資格 個別学力検査 試験日
（2021年度実施） 会　場

グローバル・セミナー入試

グローバル・ワークショップ入試

学校推薦型入試

総合選抜型入試Ⅰ

社会人入試

外国人留学生入試Ⅰ

編入学・転入学試験Ⅰ 2年次

編入学・転入学試験Ⅰ 3年次

15名

5名

35名

10名

若干名

若干名

7名

1名

不要

●面接（日本語・英語）
●筆記試験（英語小論文）

●面接（日本語・英語）

秋田

秋田

10月9日（土）

●書類選考

●書類選考

併願／専願
●　　★

●

★

★

★

★

●

●

●

●面接（日本語・英語）
●筆記試験（英語小論文）

11月27日（土）
       28日（日）

11月27日（土）
       28日（日）

11月27日（土）
       28日（日）

特別選抜試験（2022年9月入学） ＞＞ 大学入学共通テストを利用しない試験

種　類 定　員 英語資格 個別学力検査 試験日
（2021年度実施） 会　場

総合選抜型入試Ⅱ

ギャップイヤー入試

外国人留学生入試Ⅱ

編入学・転入学試験Ⅱ 2年次

編入学・転入学試験Ⅱ 3年次

5名

5名

若干名

1名

1名

要※

不要

●面接（日本語・英語）
●筆記試験（英語小論文）

秋田

秋田

併願／専願
●　　★

★

★

●

●

●

●面接（日本語・英語）
●筆記試験（英語小論文）

3月14日（月）

一般選抜試験（2022年4月入学） ＞＞ 大学入学共通テストを利用する試験

種　類 定　員 英語資格 大学入学共通テスト 個別学力検査 試験日
（2021年度実施） 会　場

A日程

B日程

C日程

55名

40名

5名

5教科

3教科

1教科

不要※

●筆記試験（英語小論文）

●筆記試験（国語・英語） 秋田・札幌・
仙台・東京・
名古屋・
大阪・福岡

2月  5日（土）

2月19日（土）

3月14日（月）

併願／専願
●　　★

●

●

●

WEB 出願

7月30日（金）
（2021年9月1日入学）

要※

要※

TOEFL, TOEFL iBT, TOEFL PBT and TOEIC are registered trademarks of Educational Testing Service (ETS).  This brochure is not endorsed or approved by ETS.

※英語資格保持者への特例措置 一般選抜試験において、次のいずれかの英語を保持する者については、受験した大学入学共通テストの英語科目を満点と換算し、合否判定します。(TOEFL iBT® TEST 72点以上、
TOEFL® PBT TEST 530点以上、TOEIC®Listening & Reading TestとTOEIC® Speaking & Writing Testsの合計1200点以上、英検準1級以上、英検CBT準1級以上、英
検S-CBT(1 day) 準1級以上、英検 S-Interview(2 day) 準1級以上、IELTS™バンド6.5以上、GTEC CBT 1200以上、GTEC Advanced 1200以上、TEAP 360以上、TEAP 
(CBT) 760以上、ケンブリッジ英語検定 B2 FirstおよびB2 First for Schools 176点以上）

※詳細は、「入学者選抜要項」および各試験の「学生募集要項」をご覧ください。

※詳細は、「入学者選抜要項」および各試験の「学生募集要項」をご覧ください。

オンライン
2021年 2022年

入試
日程

Admissions
Schedule

学では、一定の基礎学力に加え、多彩な能力および資質を備えた学生を選抜するため、16種類も
の入試制度を用意しています。「9月入学」「特別科目等履修生」、入学前のボランティア活動などを

評価する「ギャップイヤー入試」や、問題解決型合宿での活動を評価する「グローバル・ワークショップ入試」
など独自の制度を入試に取り入れることにより、情熱と可能性を秘めた多様な人材をきめ細かく発掘します。
他の国公立大学とは異なる入試日程を組み、受験機会を多く設定しているのも大きな特長です。
　入学時期は、4月と9月の年2回。入学時に志望する課程を決めず、学部一括で175名を募集します（編入
学・転入学者を除く）。少人数授業を基本とするため入学定員は決して多くありませんが、最大6回の受験機
会を用意しています。世界を舞台に活躍することを目指す皆さん、ぜひ国際教養大学に挑戦してください。

本

Be a global leader with AIU SPIRIT!

受験生応援サイトを開設しました。

本学の入試制度についての最新情報は、こちらをご覧ください。

10：15

入試制度一覧 Admissions
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Feature 05 入試制度一覧
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Be a global leader with AIU SPIRIT!

一般選抜試験（2022年4月入学） ＞＞ 大学入学共通テストを利用する試験特別選抜試験（2022年4月入学） ＞＞ 大学入学共通テストを利用しない試験
入試の種類と定員 ●併願

★専願 概要と出願資格など 英語資格 個別学力検査 試験日

総合選抜型
入試Ⅰ

（10名）

　書類選考により、高い英語能力または海外での経験を評価すると
ともに、英語小論文と面接により、読解力、表現力、論理的思考力お
よび学習意欲を評価します。
●出願資格・要件：次のいずれかに該当する者
　→右記の英語資格を有する者
　→高校在学中に１年程度留学し、３０単位程度認められた者
　→日本国内において国際バカロレアのDiploma Programを修了
　　し、最終試験６科目に合格した者
　→外国において中等教育の最終学年を含め2年以上継続して教
　　育を受けた者

いずれか1つ
TOEFL iBT® TEST 61
TOEFL® PBT TEST 500
TOEIC®(L&R+S&W)TEST 1100
英検準１級
GTEC CBT 1000
TEAP 300　　他

★

グローバル・
セミナー
入試（15名）

　秋田県内の高校生を対象とした制度です。毎年5月と8月に開催す
るグローバル･セミナーで作成・提出した2点のレポート、面接、高等学
校の調査書や自己アピール書などに基づき、総合的に評価します。
●出願資格・要件
　→秋田県内の高校生で、3年次にセミナーに1回以上参加した者 不要

●面接
（日本語・英語） 2021年

10月9日（土）

●

会場 秋田
グローバル・
ワークショップ
入試（５名）

　自己アピール書、調査書、グローバル・ワークショップで作成・提出
したレポート、同ワークショップでの活動および面接に基づき、総合的
に評価します。
●出願資格・要件→2021年度グローバル・ワークショップに参加した者

★

2021年
11月27日（土）
       28日（日）

学校推薦型入試
（35名)

　書類選考により、幅広い基礎学力を十分に備えているか、課外活
動などに特に積極的に取り組んだか、英語能力が一定の水準以上で
あるかなどを評価するとともに、英語小論文と面接により、読解力や
表現力、論理的思考力および学習意欲を評価します。
●出願資格・要件 ： 次のいずれかに該当する者
　→高等学校長の推薦、評定平均値原則4.0以上、右記の英語資格を有する者
　→学業やスポーツ、文化活動などの特定分野で、国際大会出場あ
るいは日本国内の全国規模の大会等で優秀な成績を修めた者
（英語資格要件なし）

いずれか1つ
TOEFL iBT® TEST 45
TOEFL® PBT TEST 450
TOEIC®(L&R+S&W)TEST 840
英検2級　　
GTEC CBT 800
TEAP 230　　他

★

●面接
（日本語・英語）
●筆記試験
（英語小論文）

会場 秋田

●書類選考
外国人留学生
入試Ⅰ

（若干名）

　国内外で学校教育における12年の課程を修了した外国人を対象
とした制度です。書類選考により、幅広い基礎学力を十分に備えて
いるか、英語能力が一定の水準以上であるかなどを評価するととも
に、志願理由書により学習意欲を評価します。
●出願資格・要件： 次のすべてに該当する者
　→日本国籍を有しない者
　→学校教育における12年の課程を修了している者
　→各国の大学入学資格を満たしている者
　→右記の英語資格を有する者

いずれか1つ
TOEFL iBT® TEST 61
TOEFL® PBT TEST 500
TOEIC®(L&R+S&W)TEST 1100
英検準１級
GTEC CBT 1000
TEAP 300　　他

●

社会人入試
（若干名）

　一定の年齢に達した社会人を対象とした制度です。書類選考によ
り、英語能力が一定の水準以上であるかなどを評価するとともに、英
語小論文と面接により、読解力や表現力、論理的思考力および学習
意欲を評価します。
●出願資格・要件→入学時に23歳以上で、右記の英語資格を有する者

いずれか1つ
TOEFL iBT® TEST 45
TOEFL® PBT TEST 450
TOEIC®(L&R+S&W)TEST 840
英検準2級　　他

★

2021年
11月27日（土）
       28日（日）

編入学・転入学
試験Ⅰ

2年次（7名）

編入学・転入学
試験Ⅰ

3年次（1名）

　国内外の大学、短大などを卒業、または1年以上（3年次は2年以
上）在籍した方を対象とした制度です。書類選考により、本学への編
入に足る学力を十分に備えているか、英語能力が一定の水準以上に
あるかなどを評価するとともに、英語小論文と面接により、読解力や
表現力、論理的思考力および学習意欲を評価します。
●出願資格・要件
　→大学、短大、高等専門学校、専修学校の専門課程を卒業した者、
または2022年3月までに卒業見込みの者。あるいは大学におい
て1年以上（3年次は２年以上）在学した者、または2022年3月ま
でに同要件を満たす者

いずれか1つ
TOEFL iBT® TEST 71
（3年次は79）
TOEFL® PBT TEST 530
（3年次は550）
IELTS™ 6.5

●

●

●面接
（日本語・英語）
●筆記試験
（英語小論文）

会場 秋田

　1次試験として大学入学共通テストを課し、2次試験として個別学力検査を実施します。本学のA・B・C日程と、他の
国公立大学の前・中・後期日程は併願することができます。

●筆記試験
  （国語・英語）

A日程
（55名） ●

大学入学共通テスト（５教科）
●国語　●外国語（英語） リーディング及びリスニング
●地理歴史・公民（世B、日B、地B、現社、倫理、政経、倫・政経から１科目）
●数学（数I、数I・A、数II、数II・Bから１科目）
●理科（物、化、生、地から1科目または物基、化基、生基、地基から２科目）

2022年
2月5日（土）

大学入学共通テスト（３教科）
●外国語（英語） リーディング及びリスニング
●次の①～④から２教科選択
①国語　
②地理歴史・公民（世B、日B、地B、現社、倫理、政経、倫・政経から１科目）
③数学（数I、数I・A、数II、数II・Bから１科目）
④理科（物、化、生、地から1科目または物基、化基、生基、地基から２科目）

B日程
（40名） ● 2022年

2月19日（土）

●筆記試験
  （英語小論文）

2022年
3月14日（月）

C日程
（5名） ● 大学入学共通テスト（1教科）

●外国語（英語） リーディング及びリスニング

英語資格保持者への
特例措置

入試の種類と定員 ●併願
★専願 概要と出願資格など 個別学力検査 試験日 会場

一般選抜試験において、次のいずれかの英語を保持する者については、受験した大学入学共通テストの英語科目を満点と換算し、
合否判定します。(TOEFL iBT® TEST 72点以上、TOEFL® PBT TEST 530点以上、TOEIC®Listening & Reading Testと
TOEIC® Speaking & Writing Testsの合計1200点以上、英検準1級以上、英検CBT準1級以上、英検S-CBT(1 day) 準1級
以上、英検 S-Interview(2 day) 準1級以上、IELTS™バンド6.5以上、GTEC CBT 1200以上、GTEC Advanced 1200以上、
TEAP 360以上、TEAP (CBT) 760以上、ケンブリッジ英語検定 B2 FirstおよびB2 First for Schools 176点以上）

特別科目等履修生制度
一般選抜試験において合格に至らなかった受験生のうち、成績優秀者で、学習意欲に満ち、本学への入学を強く希
望する方を｢特別科目等履修生」として登録します。
1年間、正規学生と同様に単位を取得し、年度末に編入学試験を経て、次年度に正規生（2年次）となることができる
制度です。

秋田・札幌・
仙台・東京・
名古屋・
大阪・福岡

2022年度入学における国際教養大学および国公立大学の一般選抜試験日程

WEB 出願

試験日(2/5)

試験日（2/19）

試験日（3/14）

合格発表（3/22）

入学手続（3/23～3/25）

合格発表（3/6～3/10）

前期日程試験（2/25～）

入学手続締切（～3/15） 後期日程試験（3/12以降）

中期日程試験（3/8以降）

合格発表（3/20～3/24）

入学手続締切（～3/27）

国際教養大学 他の国公立大学
A日程 B日程 C日程 前期日程 中・後期日程

2022年

１月

2月

3月

出願受付（1/11～1/21）
出願受付（1/17～2/1）

出願受付（2/14～3/1）

2次試験出願受付（1/24～2/2）

大学入学共通テスト（1/15・16）

合格発表（2/14）

入学手続（2/15～2/18）

合格発表（2/28）
入学手続（3/1～3/4）

新型コロナウイルス感染症の状況により、
内容が変更となる可能性があります。最新
情報は「学生募集要項」  および本学ウェブ
サイトをご覧ください。 
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Be a global leader with AIU SPIRIT!

〒010-1292  秋田市雄和椿川字奥椿岱
国際教養大学 アドミッションズ・オフィス
TEL：018-886-5931  FAX：018-886-5910
E-MAIL： info@aiu.ac.jp

●入学試験に関するお問い合わせ先

科目等履修生および聴講生について
　本学では、正規学生と一緒に本学の授業を履修する科目等履修生と聴講生を受け入れています。履修可能科目、出願資格、受講料などの詳細は、
アドミッションズ・オフィスまでお問い合わせください。

奥村 芽里依
Merii OKUMURA（岐阜県／2020年入学）

本学への志望動機は？
 家族旅行や海外研修をきっかけに、海外に魅力を感じていました。志の高

い学生と教授が集まったAIUで、一年間の義務留学や画期的な授業を通し

て多くの人から刺激を受けることによって、幅広い視野、コミュニケーショ

ン力やクリティカルシンキングなど、国際社会に貢献するうえで必要な基

礎を身に付けられると思い、AIUの受験を決めました。

受験時の入試タイプを選んだ理由は？
　私は推薦入試（現：学校推薦型入試）とA日程を受験し、A日程で合格しま

した。推薦入試での経験を活かし、本命だったA日程の受験に臨みました。

私の母校では国公立大への進学を目指す生徒が多く、私も大学入試セン

ター試験（現：大学入学共通テスト）や国立大学二次試験の対策をしていた

ので、その勉強が役立つ5教科型のA日程が最適であると判断しました。

AIUを目指す皆さんに伝えたいこと
 世間から高い評価を受けている英語の授業、義務寮、留学、高い得点を求

められる入学試験や特有の受験方式などから、AIUは超難関校だと思う人

が多いと思います。また、独自の大学システムゆえに、AIUでなければいけ

ない、と思っている人も多いと思います。そのプレッシャーに負けず、自分

を信じることが合格のために何よりも重要だと思います。実際私は、極度の

緊張により推薦入試の面接で失敗しましたが、皆さんは自分の努力を信じ

て、落ち着いて試験に臨んでください。

いずれか1つ
TOEFL iBT® TEST 61
TOEFL® PBT TEST500
TOEIC®(L&R+S&W)TEST1100
英検準１級　　
GTEC CBT 1000
TEAP 300

いずれか1つ
TOEFL iBT® TEST 61
TOEFL® PBT TEST500
TOEIC®(L&R+S&W)TEST1100
英検準１級　　
GTEC CBT 1000
TEAP 300  他

●書類選考

★

総合選抜型
入試Ⅱ（5名） ★

　書類選考により、高い英語能力または海外での経験を評価するとともに、
英語小論文と面接により、読解力、表現力、論理的思考力および学習意欲
を評価します。
●出願資格・要件：次のいずれかに該当する者
　→右記の英語資格を有する者
　→高校在学中に１年程度留学し、３０単位程度認められた者
　→日本国内において国際バカロレアのDiploma Programを修了し、 
　　最終
　　試験６科目に合格した者
　→外国において中等教育の最終学年を含め2年以上継続して教育を
　　受けた者

　4月～8月までのギャップイヤー期間に行う独自の活動について計画書を
提出し、面接を通して問題意識や意欲を評価します。
●出願資格・要件
　→高等学校または中等教育学校を卒業した者または2022年3月に卒
業見込みの者。または通常の12年の学校教育を修了した者および
2022年3月に修了見込みの者

入試の種類と定員 ●併願
★専願 概要と出願資格など 英語資格 個別学力検査 試験日

2021年
7月30日（金）

2021年
9月1日入学

ギャップイヤー
入試
（5名）

なし
2021年
11月27日（土）
　 　28日（日）

特別選抜試験（2022年9月入学） ＞＞ 大学入学共通テストを利用しない試験

●面接
（日本語・英語）
●筆記試験
（英語小論文）

会場 秋田

●面接
（日本語・英語）
●筆記試験
（英語小論文）

会場 オンライン

いずれか１つ
TOEFL iBT® TEST 71
（3年次は79）
TOEFL® PBT TEST530
（3年次は550）
IELTS™ 6.5

●面接
（日本語・英語）
●筆記試験
（英語小論文）

外国人留学生
入試Ⅱ

（若干名）
●

編入学・転入学
試験Ⅱ

3年次（1名）

編入学・転入学
試験Ⅱ

2年次（1名）
●

●

　国内外で学校教育における12年の課程を修了した外国人を対象とした制
度です。書類選考により、幅広い基礎学力を十分に備えているか、英語能力
が一定の水準以上であるかなどを評価するとともに、志願理由書により学習
意欲を評価します。
●出願資格・要件：次のすべてに該当する者
   →日本国籍を有しない者
   →学校教育における12年の課程を修了している者
   →各国の大学入学資格を満たしている者
   →右記の英語資格を有する者

　国内外の大学、短大などを卒業または1年以上（3年次は2年以上）在籍
した方を対象とした制度です。書類選考により、本学への編入に足る学力を
十分に備えているか、英語能力が一定の水準以上にあるかなどを評価する
とともに、英語小論文と面接により、読解力や表現力、論理的思考力および
学習意欲を評価します。
●出願資格・要件
　→大学、短大、高等専門学校、専修学校の専門課程を卒業した者または
2022年8月までに卒業見込みの者。あるいは大学において1年以上
（3年次は2年以上）在学した者または2022年8月までに同要件を満
たす者

2022年
3月14日（月）

会場 秋田

2021年9月入学

平　遼
Ryo TAIRA（愛知県／2020年入学）

01

02

03

本学への志望動機は？
　AIUは自分を大きく成長させてくれる

場所だと思ったからです。全て英語の授

業や一年間の留学は、高校生の頃の自分

にとっては大きな壁でした。その壁を乗り

超えた先に何が待っているのか、どんな

自分に出会えるのか、またどんな仲間と

出会えるのかということを考えるととても

ワクワクしました。この期待感が私の一番

の志望動機です。

受験時の入試タイプを
選んだ理由は？
 AIUには様々な入試タイプがありますが、

推薦入試（現：学校推薦型入試）を選びま

した。特別選抜試験のなかでAO入試（現：

総合選抜型入試）と比較して倍率が低い

ことと、自分の内申点が高かったことがそ

の理由です。

AIUを目指す皆さんに
伝えたいこと
 AIUに入学するからには「英語」は避け

ては通れません。高校時代には、5教科全

体はもちろんですが、中でも英語は基礎

をしっかりと身に付けることで、合格する

可能性を高められると思います。入学後

の自分を想像して、最後まで諦めず頑

張ってください。

01 02 03

入試タイプ ＞＞ A日程

※現：学校推薦型入試

入試タイプ ＞＞ 推薦入試※

　大学で配布するほか、本学のウェブサイトから請求・閲覧できます。特別選抜試験および一般選抜試験
の募集要項と入学願書の配布時期は、それぞれ7月中旬、9月中旬を予定しています。

入学試験情報の詳細は、「入学者選抜要項」および
各試験の「学生募集要項」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の状況により、
内容が変更となる可能性があります。最新
情報は「学生募集要項」  および本学ウェブ
サイトをご覧ください。 新入生の声
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学費と奨学金 Tuition and Financial Aid

入学金 ＋ 授業料 ： 1,119,000円 
　　　　　　　　　 （秋田県出身者 978,000円）

　在学生には、以下の制度について紹介するとともに、奨学金
の相談に応じています。また、ご寄附により、国際教養大学独自
の奨学金制度を設けて学生をサポートしています。

地方公共団体・民間団体奨学金（給付・貸与）
　各都道府県・市町村などの地方自治体や民間団体などでは、育英奨学事業が実施されており、大学事務局を
通して申し込める奨学金もあります。なお、募集対象、期間、給付・貸与などは支援団体によって異なります。

　国際教養大学では、「学生、留学生等への奨学支援」「本学に
おける教育活動への支援」などを目的として、「奨学寄附金」をお
願いしています。寄附金は常時受付けておりますので、是非ご協
力をお願い申し上げます。なお、寄附金には公立大学法人への寄
附として、免税措置が講じられます。

入学金
（初年度のみ）

県内学生 282,000円
県外学生 423,000円

（年間）
授業料 696,000円

授業料の減免
　本学は、高等教育の修学支援新制度の対象校です。この
制度の適用者には、入学金、授業料の減免があります。ま
た、この制度の申請対象外の学生には、大学独自の減免制
度があります。減免額の詳細については、本学ウェブサイト
を参照してください。

授業料は相互免除（P.37）留学中の学費

日本学生支援機構（JASSO）奨学金

AIU独自奨学金（給付）

国際教養大学
寄附金担当
TEL : 018-886-5900
FAX : 018-886-5910
E-MAIL : info@aiu.ac.jp

Question 入学金と授業料を除き、
最初の年にはどのくらい
お金がかかりますか？

約75万円です。

（2020年度実績）>>  寮　　　費…………468,220円

>>  そ　の　他………約250,000円

寮費には
右記の費用を
含みます

●学生活動費 …………………39,000円（1年間の留学期間を除く在学期間分。今後、増額する可能性あり。）
●「保護者の会」会費…………20,000円（在学期間分）
●学研災・学研賠保険料 ………4,660円
●インフルエンザ予防接種費…3,000円

入学時諸経費

●教科書代 ……………………50,000円～70,000円程度／学期
●英語能力テスト受験料 ……50,000円前後

教科書代・テスト受験料（入学時諸経費には含まれません。）

経 費 内 訳

●11.5ヵ月分の家賃
●ゴールデンウィーク、年末年始、長期休業期間等を除いた8ヵ月分の食費（1日3食）
●退去時清掃費　●光熱水費　●冷暖房費

内　　訳

名　称

金額（一時金）

資　格

名　称

金額（回）

資　格

名　称

金額（年額）

資　格

名　称

金額（年額）

資　格

AIU留学時成績優秀者報奨奨学金AIU留学時成績優秀者報奨奨学金

100,000円100,000円

当該学期の翌学期に、大学が認める1年間の交換留学に出発する学生のうち、成績優秀者を大学が選抜。

AIUアンバサダー奨励金AIUアンバサダー奨励金

国内最大2万円/海外5万円国内最大2万円/海外5万円

国際会議又は研究発表会に参加する予定の者で、その参加が本人、
あるいは大学に有益と認められる場合、旅費、登録料等を一定額補助。

AIU秋田県出身学生奨学金「わか杉奨学金」AIU秋田県出身学生奨学金「わか杉奨学金」

160,200円/80,100円 ［本学独自授業料減免適用者の場合］160,200円/80,100円 ［本学独自授業料減免適用者の場合］

2012年4月以降入学の秋田県出身学生のうち、本制度に申請し、大学が定めた期日までに授業料を納付した者。
※審査は学期毎に行います。

AIU県外出身学生奨学金「修学支援奨学金」AIU県外出身学生奨学金「修学支援奨学金」

第1区分：160,200円/第2区分：106,800円/第3区分：53,400円第1区分：160,200円/第2区分：106,800円/第3区分：53,400円

2012年4月以降入学の秋田県外出身の学部学生のうち、国の高等教育修学支援新制度の適用を受けている者で、
なおかつ本制度に申請し、大学が定めた期日までに授業料を納付した者。

Answer

学費・授業料の減免について詳細はこちらをご覧ください。

※2021年4月より「修学継続支援奨学金」、「緊急支援奨学金」が新設されました。詳しくはウェブサイトをご確認ください。

　給付型奨学金および貸与型奨学金を取り扱っています。貸与型には、無利子の第1種奨学金と、有利子の
第２種奨学金（年最大3％の利子付き）があります。
　月額は、家計や通学方法によって異なります。JASSOのウェブサイト（https://www.jasso.go.jp）
から、金額の詳細を確認してください。

須田人財育成基金
　本学が、次世代社会を切り拓く科学技術に関する教育を充実させるとともに、秋田県内への就職支援を通
して、秋田の科学技術産業の発展に従事する人材の育成に資することを目的として創設された基金です 。
　学生が県内企業と連携して行う地域の課題解決活動に対する補助金や、卒業後に県内に就職する学生へ
の奨学金返還支援などに活用されています。

学費について

奨学寄附金について

奨学金について



64 65

学生数と専任教員数の比 13 ：1 

1科目当たり平均登録学生数  19人（2020年秋学期）

専任教員数  64人（うち外国人教員36人）

専任教員外国人比率 56%

開講科目数  321科目（2020年度実績）

●お問い合わせ先：国際教養大学  アドミッションズ・オフィス　TEL : 018-886-5931　E-MAIL : info@aiu.ac.jp

日本語教育実践領域英語教育実践領域

■英語教育理論を教育現場に応用する具体的方策
■４技能を育む実践的な指導論
■学習者の意欲を高めるアプローチ

　理論をいかにして実際の教室に応用しうるかを徹底して議
論します。英語指導上の問題発見能力を身に付け、問題への
具体的ソリューションを提案し、実践できる教員を養成します。
教員専修免許状（英語）の取得が可能です。

発信力実践領域

■広報とメディアに関する理論と実践
■ディベート、国際交渉、通訳のスキル
■新聞記事などのメディアコンテンツの作成

　メディアと国際社会との関係を深く理解し、ジャーナリズ
ム、国際広報そして国際ビジネスに要する高度なコミュニ
ケーションの実践的能力を身に付けた「グローバル人材」を
養成します。

　国際教養大学は、国際社会で活躍するための実践力をさらに高める場として、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
を設置しています。同研究科は3つの領域を持ち、それぞれ英語教育、日本語教育および国際報道・広報・交渉などの分野に長年従事して
きた実務経験豊富な教員から、世界の第一線で活躍するうえで必要となる知識を修得し、専門家としてのスキルを磨くことができます。

入学者の選考は、書類選考のみにより行います。志望理由および学修計画書、
推薦状、英語能力・日本語能力などを総合的に判断して選考します。選考方法秋選考2021年10月1日～

 10月12日
冬選考2021年12月6日～
 12月17日
春選考2022年4月18日～
 4月28日

監事理事長／学長教育研究会議

研究科長・専攻長 ： 内田 浩樹
グローバル・コミュニケーション実践研究科
グローバル・コミュニケーション実践専攻

研究科名・専攻名

領域代表 ： 内田 浩樹
領域代表 ： 伊東 祐郎
領域代表 ： 谷川　幹

英語教育実践領域／英語教育修士（専門職）
日本語教育実践領域／日本語教育修士（専門職）
発信力実践領域／発信力実践修士（専門職）

領域名／学位名称

2年標準修業年限 30名入学定員

2022年度
入学者の
選考日程 入学金 （初年度のみ） 授業料 （年間）

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

国際教養教育
推進機構

アジア地域
研究連携機構

中嶋記念
図書館 事務局

国際
教養学部
国際教養学科

議　長

委　員

磯貝 健 国際教養大学副学長

紿田 英哉

大西 隆
東京大学名誉教授（都市・国土計画）
元日本学術会議会長
元豊橋技術科学大学学長

木村 孟
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構 顧問・名誉教授
元文部科学省顧問
元東京工業大学学長

佐野 元彦
株式会社サノ・ファーマシー代表取締役
秋田商工会議所副会頭
一般社団法人 全国高等学校PTA連合会相談役

兎澤 繁友 国際教養大学事務局長

安田 浩幸 秋田県教育委員会教育長

堀井 照重 公認会計士／税理士

山﨑 裕子 山﨑ダイカスト株式会社取締役

熊谷 嘉隆 国際教養大学副学長、教授

理 事 長

常務理事

理　事

委　員

監　事

モンテ・カセム 国際教養大学学長

評論家／公益財団法人大宅壮一文庫理事長

ニューヨーク大学大学院 C.V. スター財団冠講座名誉教授

作家／日本ペンクラブ副会長

読売新聞特別編集委員

多摩大学名誉学長
公益財団法人アメリカ研究振興会理事
一般財団法人国際経済交流財団理事
元ECCO Japan会長

696,000円県内学生　282,000円 県外学生　423,000円

国際教養大学  専門職大学院の詳細については「大学院案内」をご覧ください。大学ウェブサイトより請求可能です。

■外国語としての日本語教育に必要な音声学・統語論・
　外国語教授法・評価法・第二言語習得理論・語彙などの理論科目
■3期にわたる実習実践を通した理論の応用と教育方法の習得

　高度な専門知識と教授技術を身に付け、かつ英語でのコミュニケーション
能力を持った日本語教師を養成します。国内に限らず海外の日本語教育機関
においても活躍できる日本語教師の養成を目指しています。

1998年10月

2000年 4 月

2002年 3 月

2003年11月

2004年 4 月

2005年 2 月
2005年 7 月
2006年 4 月
2007年 6 月
2008年 3 月
2008年 4 月

2008年 9 月

2008年12月
2010年 3 月

2011年 4 月
2011年11月
2012年 1 月
2012年10月

2013年 3 月
2013年 9 月

2014年９月
2014年11月

2015年４月
2015年９月
2016年９月
2017年 3月
2021年 4月

「秋田県高等教育推進懇談会」設置
（座長：秋田県副知事 板東久美子）
「国際系大学（学部）検討委員会」設置
（委員長：東京外国語大学長 中嶋嶺雄）
「国際系大学（仮称）創設準備委員会」設置
（委員長：UMAP国際事務総長 中嶋嶺雄）
文部科学省による国際教養大学設置認可

開学
初代理事長・学長 中嶋嶺雄（～2013年2月）
［2013年 従三位に叙位、瑞宝重光章を受章、
秋田県文化功労者表彰を受賞］
地域環境研究センター（CRESI）設置
カレッジプラザにサテライトセンター開設（秋田市）
学部入学定員を100名から130名に増員
学生宿舎（愛称：グローバルヴィレッジ）竣工
1期生が卒業、新図書館“国際教養大学図書館”竣工
教職課程設置、言語異文化学習センター（LDIC）設置
学部入学定員を130名から150名に増員
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」設置（定員30名）
講義棟（D棟）竣工
多目的ホール竣工
開学5周年記念式典挙行（多目的ホール）
学部入学定員を150名から175名に増員
大学の世界展開力強化事業に採択
東アジア調査研究センター（CEAR）設置
経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援事業
（旧グローバル人材育成推進事業）に採択
学生宿舎（愛称：さくらヴィレッジ）竣工
能動的学修支援センター（ALSC）設置
国際教養教育推進センター（CPILAE）設置
スーパーグローバル大学創成支援事業（グローバル化牽引型）に採択
開学10周年記念式典挙行
中嶋記念図書館およびSuda Hall（多目的ホール）への改称
アジア地域研究連携機構（IASRC）設置（CRESIとCEAR統合）
学生イニシアティブセンター（Ｉ棟）開設
国際教養教育推進機構設置
サテライトセンターをLDICに統合
学科再編および新カリキュラム導入

元国際連合事務次長
公益財団法人国立京都国際会館理事長

YURIホールディングス株式会社取締役会長

秋田県
（設立団体）
運営費交付

トップ
諮問会議
提言・助言

大学経営会議

ク ラ ブ 数 36団体（2020年度実績）

図書館開館時間 24時間365日（学生・教職員向け）

設　　　立 2004年4月　

学部・学科数 1  （国際教養学部　国際教養学科）

領　域　数 3  （グローバル・ビジネス、グローバル・スタディズ、グローバル・コネクティビティ）

定　　　員 175人

学　生　数 844人（男性33％、女性67％）
 （うち正規留学生数14人）

入学から1年後のTOEFL ITP® TESTスコア平均点

 565（2020年4月入学の学生、2021年3月現在）

提携大学数　50カ国・地域200大学（2021年4月1日現在）

受入交換留学生数　14カ国・地域から36人

派遣留学生数 2カ国へ3人

専門職大学院 Professional Graduate School 沿革とガバナンス AIU History and Governance

これらは学部のデータです。
（2021年4月1日現在）

明石 康

大宅 映子 

グレゴリー・クラーク

佐藤 隆三

須田 精一

西木 正明

橋本 五郎

専門職大学院の概要 国際教養大学組織図

沿革と開学の歩み

トップ諮問会議 大学経営会議

基礎データ

試験、学費について



県立中央公園

国際教養大学

秋田中央I.C.
秋田駅
JR Akita Station

秋田空港
Akita Airport

Akita Prefectural Central Park

Akita Chuo I.C.

秋田南I.C.
Akita Minami I.C.

河辺J.C.T. Kawabe J.C.T.

和田駅
JR Wada Station

奥羽本線（秋田新幹線）
JR Ou Line

13

秋田空港I.C.

41

仙台

盛岡

名古屋

秋田

福島

東京

札幌

大阪

京都

東
北
新
幹
線・秋
田
新
幹
線

秋田新幹線

東海
道新
幹線

新青森

函館

八戸

Access to the Campus交通アクセス

東　京  秋　田

仙　台  秋　田

空　路

 JR （秋田新幹線『こまち』）

東　京  秋　田

札　幌  秋　田

名古屋  秋　田

大　阪  秋　田

約3時間45分

約2時間15分

約65分

約55分

約1時間20分

約1時間25分

（2021年4月現在）

国際教養大学
シンボルマーク

　グローバルな国際性を表した緑の地球から、未来
へのびる若杉の姿を秋田の“a”で表現。若杉の姿は
“人”の文字をイメージし、世界に開かれたこの大学
から育ち飛躍する、地域社会や国際社会に貢献する
若々しい人材を表しています。

願書などの
請求はこちらから

E-MAIL: info@aiu.ac.jp　URL: https://web.aiu.ac.jp/

〒010-1292  秋田市雄和椿川字奥椿岱
TEL: 018-886-5900㈹ FAX: 018-886-5910

入試に関するイベントの情報など、
大学の最新情報は大学公式ウェブサイト・SNSで
お知らせします。

国際教養大学/aiu @AkitaInternationalUniversity

/ 国際教養大学/Akita International University

大学公式ウェブサイト
https://web.aiu.ac.jp/

受験生応援サイト
https://web.aiu.ac.jp/aiu-spirit/

公式SNSアカウント

車・タクシー・バス10分

車・タクシー30分

バス30分 バス15分

車5分

車・タクシー10分JR奥羽本線12分

JR最寄り駅・空港からの所要時間

JR和田駅
わ　だ

イオンモール
秋田

バスをご利用になる場合は必ず大学ウェブサイト等から最新の運行情報をご確認ください。

AKITA INTERNATIONAL UNIVERSITY 2021-2022
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