
Matriculation Ceremony on Sep.1 / 9月の入学式
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　On September.1, we held a Matriculation Ceremony 
and welcomed 148 undergraduate students, including 
116 overseas students  and 21 graduate students. 
With celebratory music from one of our faculty 
member, Visiting Professor,Keiko Abe （violin),and Yuko 
Kusuyama (cembalo), the ceremony proceeded in fes-
tive atmosphere. Representatives from undergraduate 
program Koshiro Shibuya and Tomomi Tsuchiya from 
graduate school made impressive speeches, and 
brought a big applause from the assembly.
　President Nakajima, mentioned that the September 
Entrance is one of the unique characteristics of AIU, 
and other universities are now referring to our educa-
tional system. This we recognize as the indicator to 
show how our challenges in higher education are now 
highly regarded and evaluated. We will do our utmost 
efforts for the students whose experiences at AIU will 
be fruitful.

●企業/株式会社ベネッセコーポレーション、秋田清酒株式会社、株式会社世論時報社、キッコーマン株式会社、古河電気工業株式会社、三菱電機ビルテクノサービス株式会
社、株式会社メタルワン、コクヨ株式会社、株式会社日立製作所、三井金属鉱業株式会社、SMBC日興証券株式会社、神鋼商事株式会社、大成建設株式会社、三菱マテリアル
株式会社、三菱重工株式会社、三井不動産株式会社、㈱みずほフィナンシャルグループ、セコムテクノサービス株式会社、東日本電信電話株式会社、株式会社インサイトコミ
ュニケーションズ、サンスター株式会社、久光製薬株式会社、シャープ株式会社、セイコーインスツル株式会社、株式会社フロムページ、Armitage International, 
T.N.Haru Corporation、㈱早稲田システムアンドサービス、日本銀行秋田支店、株式会社リクルート、エン・ジャパン株式会社、South Pacific Free Bird株式会社、丸善
株式会社、株式会社インタラック、株式会社留学ジャーナル、株式会社ミニマル、株式会社北都銀行、株式会社小松製作所、シーアイ化成株式会社、参天製薬株式会社、川崎
重工業株式会社、日本通運株式会社、東レ株式会社、三菱化学株式会社、株式会社ニチレイ

●報道機関/日本経済新聞社、ＮＨＫ秋田放送局、秋田朝日放送、朝日新聞出版、ラジオNIKKEI、ＡＫＴ秋田テレビ、大学新聞社、フジテレビ、信濃毎日新聞、ＢＳ朝日、日本
放送協会

●教育機関/東京都立立川国際中等教育学校、立命館大学、秋田県立大学、徳島文理大学、茗渓学園、公文教育研究所、中萬学院、東京大学、武蔵野美術大学、慶応義塾大学、Ｐ
ＬＳ英語教育研究所、株式会社エー・トゥー・ゼット、東京外国語大学、桜美林大学、青森公立大学、東京女学館大学、Universiti Sains Malaysia、Seoul High School、静岡県
立富士東高等学校、小松市立高校、昭和女子大学、University of East Anglia、学校法人聖隷学園、実践女子学園、東京工業大学

●行政・大使館等/The American Chamber of Commerce in Japan、岩手県、外務省大臣官房総務課、中華人民共和国駐札幌総領事館、文部科学省、民主党、秋田
県教育庁、阿部守一長野県知事、石井正弘岡山県知事、村井嘉浩宮城県知事、古川浩佐賀県知事、全国都道府県教育委員会連合会、ジョン・Ｖ・ルース駐日米国大使、ジョ
ン・テイラー在札幌米国総領事館、マットＧ・フーラー大使特別補佐官

●各種団体等/ＮＰＯ法人企業内コーチ育成協会、㈱きのしたてるのぶ事務所、公益社団法人経済同友会、ＡＦＳ日本協会、笹川平和財団、国立大学財務・経営センター、一般
社団法人日本ポジティブ心理学協会、教務主任研究協議会、柴崎労務経営研究所、日本アフリカ学会、ＮＰＯ明日の大学を考える会、

　9月1日（木）、秋季入
学式が行われ、交換留
学生116名を含む学部
新入生148人と大学院
生21人が晴れて国際教
養大学の学生となりまし
た。安部慶子客員教授
のヴァイオリンと楠山裕
子さんのチェンバロによ
る祝賀曲の演奏の中、終
始和やかな雰囲気で式
は進行し、学部代表渋谷宏之郎さんと、大学院代表土屋友美さんが入学生代表としてス
ピーチでそれぞれの抱負や期待を述べると、会場からは大きな拍手が起こりました。　
式の冒頭、中嶋学長は、9月入学が本学の特徴を表す一つの指標となっていることを述
べ、国内の他大学でも同様の動きがあることを伝えていました。これは、本学の先進的
な取り組みが理解され、また評価されていることを示すことだと思います。学生たちの
ＡＩＵでの経験が素晴らしいものとなるよう、これからも一層の努力を重ねてまいります。
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学報

　Visitors from all over Japan and around the world come to 
Akita International University every year to observe and tour 
the campus. The following is a list of visitors to AIU in the first 
half of 2011 (March 1̃August 31)

　国際教養大学には、毎年全世界、日本全国から多くの方々が視察・
見学に訪れています。2011年3月～8月に本学を訪れた来学者は以
下のとおりです。

　国際教養大学では、本学での修学を希望する海外留学生や、本学で
学ぶ正規学生の支援、本学における教育研究活動への支援のための資
金をご寄付いただいております。本学への寄付は、公立大学法人への寄
付として、個人所得の控除あるいは企業寄付の損金算入など、租税上の
免税措置が適用になります。
●寄付金の振込方法：
　国際教養大学が作成する「払込（振込）用紙」を利用し、郵便振替また
　は銀行振込により、「国際教養大学」名義の口座にお振込みください。
　※ゆうちょ銀行、秋田銀行、北都銀行からの払込（振込）の場合は、手数料は本学が負担いたします。
●問い合わせ先：
　総務課総務チーム
　TEL : 018-886-5900　E-mail : info@aiu.ac.jp

学報
9月 1日 ■Fall Semester Matriculation Ceremony 秋季入学式

18日 ■Ｏpen Campus 第二回オープンキャンパス

23日 ■Entrance Exam. （Global Seminar） グローバル・セミナー入試

12月 9日 ■Semester End Gathering　学期末集会

3月 15日 ■Entrance Examination （type C） 一般選抜試験C日程

2月 4日 ■Entrance Examination （type A） 一般選抜試験A日程

18日 ■Entrance Examination （type B） 一般選抜試験B日程
10月 9日

12日

9日～10日

■Special Selection Examination 特別選抜試験11月

■Open Campus 第三回オープンキャンパス

■AIU Festival 大学祭
21日 ■Ｃｏｍｍencement 卒業式

Contribution to AIU / 寄付

　Akita International University receives donations to sup-
port international students who want to study at AIU, to pro-
vide financial aid to local students, and to carry out research 
activities. A donation to AIU is deemed a donation to a public 
university corporation, so tax benefits apply. Corporate 
donors may write off donations as losses or deductions from 
individual earnings. 
●How to contribute:
　AIU will provide transfer forms to send your contribution via a bank 
or postal remittance to Akita International University’s account. 
　※If you remit the funds using the postal bank, Akita Bank, or Hokuto Bank, AIU 
will cover the processing fees.

●Contact:
　Division of General Affairs
　TEL : 018-886-5900 E-mail : info@aiu.ac.jp

　I can still recall my first visit to AIU some five years ago.  As 
the plane took off from Tokyo, the pilot informed us that it was 
snowing hard in Akita.  Having come from the rain and sleet of 
north England, I couldn't help but feel an instant attraction to 
the crisp white world that awaited me.  Not in my wildest 
dreams however, did I anticipate returning to the campus a few 
years later as full-time faculty. But I am here now - and very 
much look forward to spending time in the weeks and months 
ahead getting to know as many of you as possible - and to 
working with you towards our common goal.  You have already 

started and achieved some great things here - and the University is already receiv-
ing the attention it deserves in the local and national media.  Between us, we can 
continue this process and place AIU even more firmly on the higher education map in 
Japan - and beyond.　　　　　　　　　　　　　　　  -Ｐrofessor Mark WILLIAMS, Ph.D.-

　5年前に初めて秋田を訪れた際、機内でのアナウン
スが秋田には雪が降り積もっていることを告げました。
雨やあられが降る北部イングランドから来た私は、清く
白い雪の世界にたちまち心を奪われてしまったことを
思い出します。それから数年後、フルタイムの教員とし
て再び訪れることになろうとはまったく想像しえないこ
とでしたが、このたび、副学長としてAIUに配属されま
した。これから皆さんと何カ月も何年もかけてお互いを
知り合い、共通のゴールを目指して共に学び、働くこと
を心から楽しみにしています。すでにAIUは国内の各メ
ディアから注目を集めていますが、慢心することなく、
高等教育における質と評価を強化し、日本、そして世
界へと羽ばたいていけるよう努力し続けましょう。

Public University Corporation

11Akita International
University Chronicle

Vol. September,
2011



　2007年に設立された「北東アジア学生ラウンドテーブル」（以下、
SRT）はAIUの学生たちを中心に、文化や歴史認識、社会や経済の異
なる北東アジア諸国の国際交流や相互理解の促進の場として設立さ
れた団体です。これまで過去4回、日本国内で会議が設けられましたが、
5回目となる今年、「資源問題」をテーマに、初めてモンゴルで開催さ
れることになりました。
　モンゴル国立大学から10名、ソウル国立大学から5名、そしてAIUか
ら留学生を含む17人が参加し、資源をテーマにプレゼンテーションと
ディスカッションを行いました。「北東アジアとしての新しい価値観を創
り出す作業には、国交間問題などに直面することが多々あります。国内
だけの活動ではなく、こうして一歩海外に出て、肌で感じることによっ
てより現実的に見えてくる課題もありました。」とSRT代表の上野さん
は話してくれました。
　「空論に終わることがないよう、どのように結果を社会に還元してい
くかがこれからのテーマです。実り多かった今回の会議の報告書をまと

め、一歩進んだSRTにし
たいと思っています。」

※今回のSRTの活動に
は公益財団法人かめの
り財団、平和中島財団、
三菱UFJ国際財団、（※
表記五十音順）から助成
金を受給いたしました。

AIU Partners with Yuri-Honjo City / 国際教養大学と由利本荘市との提携 The United States Ambassador to Japan Visits AIU. / 米駐日大使が来学！

　AIU was contracted by Yuri-Honjo City to investigate 
regional resources in 9 communities. Finally AIU formed a 
partnership agreement with the city on April 13, 2011. 
　AIU will implement product development according to 
the research projects, try to reinvigorate economies in the 
region, and support classes at elementary schools with the 
help of AIU overseas students.AIU has partnerships also 
with Daisen City, Oga City, and Happou Cho. Yuri-Honjo 
City is the 4th example of such a partnership.

　2008年度から同市より委託を受け、市内9集落で地域資源発掘事
業に取り組んできた本学は、2011年4月13日、由利本荘市と連携協
力協定を結びました。
　今後は策定した活性化プランに基づき地域資源を活かした新商品開
発などを行うほか、市内の小学校で留学生による外国語を使った授業
のサポートなども行う予定です。国際教養大学はこれまでも大仙、男鹿、
八峰の2市1町と連携を結んでおり、由利本荘市は4例目となります。

Activities of “AIU Supporter” / 学生ボランティア『ＡＩＵサポーター』の活動

　The electricity was cut off soon after the earthquake. Stu-
dents in the dormitory were helping each other to cope with 
this unexpected reality. It took us two days to recognize the 
extent of what had happened in Tohoku. We were shocked 
by the pictures on TV. It didn’t take long to pull together to 
do something for this situation. We organized a volunteer 
team, ‘AIU Supporter’ so that when an emergency strikes 
and when people are in need, we can take appropriate and 
prompt action.
　Through an NPO in Tono, Iwate prefecture, we were 
offered the opportunity to work at Rikuzen-Takada and 
Kamaishi. Even though Students had plenty of time, they had 
no money. There was a serious shortage of gasoline, too. So 
Akita Kanko Bus Inc. showed generous financial support, 
thanks to them, we managed to get to the affected areas. 
Now ‘AIU Supporter’ has grown into ‘Akita Gakusei Fukkou 
Shien Network (SSN)’, collaborating with Akita University 
and Akita Prefectural University. So far we have sent more 
than 300 volunteer workers to the afflicted regions.
　It is my strong hope that we will continue to work hand in 
hand, treating each other with compassion, in order to over-
come these trying times. 

Representative of AIU Supporter : Hiroshi SUSAKI

　震災があった直後から寮内も停電し、実際になにが起きているの
かわかったのは二日後のことでした。テレビから流れている映像に
ショックをうけ、寮生たちと「なにかをしなくては」と、要請があった
らすぐに動けるようボランティアを希望する学生たちをまとめる
『ＡＩＵサポーター』を立ち上げました。
　岩手県遠野のＮＰＯを通じ陸前高田や釜石へ派遣されることにな
りましたが、学生ですから時間があってもお金はありません。交通手
段一つとっても深刻なガソリン不足が続く状況でしたから、自分た
ちではどうすることもできないのか、と悩みました。しかし、秋田観
光というバス会社が私たちの趣旨に理解を示してくださり、格安の
値段で現地へ赴くことが出来ました。私たちの活動は秋田大学、県
立大学の学生たちと共に『秋田学生復興支援ネットワーク』となり、
これまでに300名以上の学生を被災地へ派遣しています。
　この大変な時期を共に乗り切れるように、互いを思いやりながら、
今後は地域住民の方々との交流に重きをおいて活動を継続してい
く予定です。

AIUサポーター代表 第6期生 ： 須崎裕（すさきひろし）

With regard to the Great East Japan Earthquake / AIU、震災での対応

SRT Holds a Conference in Mongolia / 北東アジアの資源協力

　We sincerely give our deepest condolence to the victims 
and those who suffered as a result of the Great East Japan 
Earthquake. We wholeheartedly hope for the quick recon-
struction and recovery from this disaster.
　At AIU, we had a power failure soon after the earthquake. 
When it occurred, all the staff members of the administration 
office patrolled the university buildings, confirming the stu-
dents’ safety immediately. It took 2 days for the electricity 
to be restored, and by March 16th at 15 o’clock, we had full 
recovery of lifelines such as gas, water, and Internet. We 
were obliged to abstain from holding the 2010 Graduation 
Ceremony which was going to take place on March 21, but 
the 2011 Matriculation Ceremony was held on April 22 with 
a two-week delay. In spite of the devastating disaster, cur-
rently 70 overseas students (29 new students, 41 continu-
ing students) studying at AIU in the spring semester, and we 
will have 116 new students from this Fall Semester. 
　Despite the serious condition of the affected nuclear 
power plant in Fukushima, many students have chosen to 
study at AIU. We consider this to be a statement of honor 
and trust because students understand the value of our pro-
grams, appreciate our uniqueness as a university. We will 
keep on striving to press for improvements in our education 
quality and student’s experiences while at AIU.

　2011年3月11日（金）に起こった「東日本大震災」で被害にあわれ
た皆様に、謹んでお見舞い申し上げますとともに、被災された方々の一
日も早い復旧と復興を心よりお祈りいたします。
　本学でも、地震直後から停電が起こり、職員による学生の安否確認
や学内施設の見回りが行われました。二日後には電気が回復しました
が、ガスや水道、インターネットなどを含めたライフラインが完全に復
旧したのは16日の15時でした。3月21日（祝）に行われるはずだった
2010年度の卒業式は中止という処置にならざるをえませんでしたが、
2011年度の入学式は2週間遅れたものの4月22日（金）に無事行われ、
未曾有の災害があった後にも関わらず、新規で29人、継続41人の計
70名の留学生が地震後から本学で学んでいます。この秋学期には新
たに116名の留学生が加わります。
　福島第一原子力発電所における諸問題にも関わらず、こうして多くの
留学生が本学で学ぶ選択をしてくれるのも、従来の大学にはみられなか
った教育プログラムや取り組みを理解してくれている上でのことだと考
え、教職員一同、ますますの努力をしていきたいと思っております。

　With the execution of “Operation TOMODACHI,” Akita 
Port became important for transporting relief supplies to 
the afflicted regions. To express gratitude, the U.S. Am-
bassador, John V. Roos visited Akita’s governor, Mr. 
Satake. 
　Then he visited AIU, with an interest in our educational 
system. After touring the Library and LDIC, he joined a 
round-table conference with 11 students. During the  lively 
discussion he said, “It is a great pleasure to meet you all. 
I want you all, young people who will become leaders in 
the future, to have the ability to communicate with others 
from all over the world, and possess the intelligence to 
surpass limitations of a single country.” 
　The participants were thoroughly impressed with the 
ambassador’s earnest attitude towards each question, 
and one of the students said, “I was thrilled to be able to 
have a chance to ask questions to the ambassador face to 
face. It was a great experience and good opportunity to 
reflect on my thoughts. Now I am ready to collect what I 
have learned so far and let my knowledge direct me along 
my future path”.

　東日本大震災の被災地を支援する「トモダチ作戦」において、物資を
輸送する拠点となった秋田県に謝意を表すために、米駐日大使である
ジョン・Ｖ・ルース氏が秋田県を訪問されました。
　佐竹知事を表敬訪問したルース大使は、その後本学を訪問。図書館
やＬＤＩCを見学されたのちに留学生を含む11人の学生と意見交換会を
行いました。約1時間にわたる活発な議論を終え、ルース大使は「これ
からの未来をになう君たちに会えたことを本当にうれしく思う。これか
らのグローバル化社会に対応できる、国という枠組みを越えた知性を
身につけて、第一線で活躍してほしい。」と熱く語っていました。
　参加した学生の一人は「どんな質問にも真摯に応える大使の姿勢に
好感をもちました。こうして直接お話しできる機会が持てたのは、自分
の一生の財産になると思います。これまで勉強してきたことを今一度
振り返り、自分の将来にどう役立てていきたいのかを考えるよいきっか
けにもなりました。」と嬉しそうに話していました。
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　“North East Asia Students Round Table (SRT)” was estab-
lished in 2007 by the students of AIU. It is an organization for 
communication and understanding among the North-East 
Asian countries, whose cultures, history, sociological back-
ground and economics are varied. The group has had 4 meet-
ings in Japan, and this year, they held it in Mougolia, the first 
time in foreign country, with the theme of “Energy security in 
Northeast Asia”.
　Ten students from National University of Mongolia, 5 from 
SEOUL National University, and 17 including oversea students 
from AIU all got together and sat at the table and discussed 
current activities and future challenges. “To create new value 
as a North East Asia is not a simple task. One has to be aware 
of the various issues among the countries. And those issues, 
became more real to me by placing myself overseas and even 
through the planning 
process”. said Shoko 
Ueno, the represen-
tative of SRT. “We 
have to bring ideals 
into realities. We will 
make a report about 
this fruitful confer-
ence, and advance 
our future activities.”

ルース大使と中嶋学長
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