
Matriculation Ceremony on Apr. 8 / ４月８日（日）入学式
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　The matriculation ceremony began with 
a speech from President Nakajima in 
which he explained the AIU philosophy of 
fostering individuals with practical commu-
nication abilities as well as global knowl-
edge, who strive to make contributions to 
both local and global society.  Advocating 
the idea of “Plurilingualism”, the President 
expressed his wish for everyone to experi-
ence the joy of discovering a new world 
inside themselves through the acquisition 
of another language in addition to English.

●企業/古河電工、旭化成、鹿島建設、日清製粉、神鋼商事、三井金属、三井住友銀行、川崎汽船、三菱電機ビルテクノ、東レ、メタルワン、日立製作所、第一生命、キッコーマン、クボタ、DOWA、富士ゼ
ロックス、竹中工務店、富士フィルム、JFE商事、第一実業、富士電機、パナソニック、ニチレイ、大成建設、コクヨ、コニカミノルタ、旭硝子、三菱マテリアル、シャープ、サントリーフーズ、住友電工、みず
ほフィナンシャルグループ、古河スカイ、久光製薬、神戸製鋼所、ニトリ、ソフトバンク、日立国際電気、カルビー、JFEスチール、東芝、三井物産、ロート製薬、Meiji Seika ファルマ、双日、TDK、資生堂、
日本銀行、三菱商事、中部電力、JICA、JETRO、マースク、富士通、JR東日本、日本ガイシ、住友商事、花王、三菱重工、(財)電力中央研究所、SRIスポーツ、川崎重工、日産自動車、住友金属工業、新日
本製鐵、住友金属鉱山、新日鉄エンジニアリング、IHI、ソニー、三菱電機、日鐵商事、日東電工、コーセー、東京エレクトロン、UCC、三井住友海上、大陽日酸、サントリーフーズ、日本ハム、村田製作所、
三越伊勢丹、全日空、アクセンチュア、キャノン、コマツ、国際石油開発帝石、アサヒビール、三菱UFJ信託銀行、関西ペイント、協和発酵キリン、リコー、日立東日本ソリューションズ、東京証券取引所、
ファイザー、SMBC日興証券、沖電気、NHK、明治、JX日鉱日石エネルギー、オムロン、三菱化学、タカラトミー、豊田通商、カゴメ、東北電力、日揮、本田技研、GE、アシックス、商船三井、キリンビール、
日本郵船、秋田博報堂、アラモー、イリス経済研究所、キッコーマンビジネスサービス、ジェイ･ボンド東短証券、清水建設、ジャスティー、ドリームイキュベーター、日東紡績、ポーラ、日本空港ビルデン
グ、経済産業省、金融庁

●報道機関/秋田魁新報社、朝日新聞社、河北新報社、共同通信社、東京新聞社、毎日新聞社、読売新聞東京本社、ＮＨＫ秋田放送局、秋田朝日放送、秋田テレビ、秋田放送、NHK、関西テレビ、
TBSテレビ、テレビ東京、フジテレビジョン、讀賣テレビ放送

●出版関係/KKベストセラーズ、オックスフォード大学出版局、サンデー毎日、清流出版、大学新聞社、プレジデント社（プレジデントファミリー編集部）

●教育機関/愛知県立御津高校、岩手県立金ケ崎高校PTA、岩手県立盛岡南高校ＰＴＡ、学校法人海城学園、学校法人加計学園、学校法人椙山女学園、学校法人博多学園、学校法人明泉学園、神
戸市立葺合高校、仙台市立茂庭台中学校、ソウル高校、宮城高校同窓会、宮城第一高校同窓会、北海道登別明日中等教育学校、ANUカレッジ、ウォータールー大学、オレゴン州立大学機構、グリフ
ィス大学、極東連邦大学、高麗大学師範大学、ソウル国立大学、チュラロンコン大学、ディキンソンカレッジ、愛知学院大学、愛知県立大学、大阪大学、大阪教育大学、岡山大学、金沢大学、九州共立
大学、京都外国語大学、京都産業大学、神戸親和女子大学、芝浦工業大学、島根県立大学、玉川大学、千葉大学、東京女学館大学、東京電機大学、東北大学、東洋大学、徳島大学、豊田工業大学、
奈良先端科学技術大学院大学、福島大学、法政大学、北陸先端科学技術大学院大学、名桜大学、目白大学、山形大学、山梨大学、立命館アジア太平洋大学、龍谷大学、富士日本語学校

●行政・大使館等/タイ国チョンブリ県政府、駐日欧州連合代表部、フランス政府留学局･日本支局、マレーシアペナン州政府、経済産業省九州経済産業局、経済産業省大臣官房総務課、防衛省自衛
隊秋田地方協力本部、文部科学省大臣官房国際課、文部科学省高等教育企画課、林野庁整備課、岩手県副知事、大阪府府民文化部都市魅力創造局、東京都知事本局、長野県企画部、埼玉県農林
部、大阪府議会、大分県議会、安曇野市教育委員会、群馬県副市長会研修会、紋別市教育委員会、福山市議会、平泉町議会

●各種団体等/日本英語検定協会、Julia English Club、秋田県建築士会、秋田県建築士事務所協会、秋田県建築住宅センター、近畿秋田県人会、国際ビジネスコミュニケーション協会、国際留学
生協会（向学新聞）、才能教育研究会、産業編集センター、大学コンソーシアム大阪、日本グラフィックデザイナー協会、日本貿易振興機構、ブリティッシュ・カウンシル、ほくとう総研、三菱CC研究会

　式の冒頭、中嶋学長は、「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
力と豊かな教養、グローバルな知識を身に
つけた実践力のある人材を養成し、国際社
会と地域社会に貢献してもらうこと」と本学
の理念を伝えるとともに、学長の提唱する
「複言語主義（Plurilingualism）」を紹介し、
母語と英語に加え、さらにもう一つの言語を
学ぶことで、心の中にもう一つの世界が開
かれる知的な歓びを感じてほしいと語りか
けていました。

　Akita International University receives donations to sup-
port international and 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.

　国際教養大学では、本学留学生および正規学生の支援、本学における
教育研究活動への支援のため資金を御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。
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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 
September 2011-March 2012.

　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9月～2012年3月に本学を訪れた来学者は
以下のとおりです。

学報Contribution to AIU / AIUへの寄付

　As part of the government’s 
new p lan for  growth and 
renewal throughout Japan, a 
“National Strategy Forum” 
was held on April 15(Sun) at 
the Lecture Hall in Building D.
　Pr ior  to  the  forum,  Mr .  
Motohisa Furukawa, Minister 
of National Strategy, joined 
eight AIU students for a skull 
practice (opinion exchange). 
Along with AIU students, more 
t h a n  2 0 0  p a r t i c i p a n t s  
attended the forum. Mr. Furu-

kawa served as facilitator of the forum and Mr. Yasuchika Hasegawa, the chairman of the Associa-
tion of Corporate Executives as well as Mr. Ryozo Sasada, the head of Yurihonjo City Board of Edu-
cation joined AIU President Mineo Nakajima and the AIU students as panelists. The focus of the 
discussion was on global human resources. The question and answer period was filled with many 
questions and constructive ideas from students, allowing the forum to conclude on a high note.

　政府の新たな成長戦略「日本再生戦
略」の策定に向けて、日本各地で行われ
ている「国家戦略フォーラム」が、去る4
月15日（日）にD棟レクチャーホールにて
開催されました。
　また、フォーラムに先立って古川元久
国家戦略担当大臣が本学学生８名と意
見交換会を実施しました。フォーラムに
は、本学の学生をはじめとして、約200
名の方々が参加しました。古川大臣がフ
ァシリテーターを務められ、長谷川閑史
経済同友会代表幹事、佐々田亨三由利
本荘市教育長に加え、本学の中嶋嶺雄
学長や学生もパネリストとなって、グロー
バル人材の育成などについてディスカッ
ションしました。質疑応答の際には、学生
から多くの質問や建設的な提案があり、
大盛況の中での閉会となりました。

Public University Corporation

御芳名 金額（JPY）
竹井　章 様 ￥50,000
中村　一教 様 ￥50,000
唐木　るり子 様 ￥50,000
佐藤　由紀子 様 ￥20,000
守谷　敏之 様 ￥50,000

御芳名 金額（JPY）
安川　政明 様 ￥10,000
丸山　恵子 様 ￥50,000
料所　孝範 様 ￥10,000
菊地　由美 様 ￥10,000
小林　正孝 様 ￥5,000

御芳名 金額（JPY）
下口　和雄 様 ￥10,000
大内　政照 様 ￥50,000
伊藤　祐規 様 ￥30,000
北林　孝雄 様 ￥100,000

個人 / Individual

御芳名のみ / Name only

御芳名 金額（JPY）
有限会社エンカレッジ AG編集部 様 ￥50,000
株式会社地域科学研究会 様 ￥35,000
国際教養大学サポーターズクラブ 様 ￥700,000

法人・企業 / Corporate

鈴木　裕彦 様
大谷　誠 様
石川　博司 様
白土　秀樹 様
八百板　光子 様

鳥山　典之 様
所　悟 様
松本　愛 様
平松　修三 様
古川　信也 様

村松　幹夫 様
鈴木　学 様
辻　昭夫 様
石田　富三 様
浅見　華子 様

北條　聡 様
森田　秀樹 様
近藤　恵子 様
牧野　隆 様
林　淳史 様

木下　琢磨 様
植野　成人 様
山本　典子 様
岩坂　博之 様
野口　雅継 様

石澤　徹 様
田中　和徳 様
渡邉　義男 様
酒井　俊彦 様
橘　久美子 様

中田　元 様
川島　啓司 様

奨学寄付金に御協力いただいた皆様の御芳名を紹介いたします。（平成23年4月1日～平成24年3月31日まで受領分）
List of Contributors for Scholarship from April 1, 2011 to March 31, 2012.

匿名の皆様 / Anonymous Contributors
15名

平成２３年度奨学寄付金合計 / AY 2012 Total Amount
¥3,742,000

●問い合わせ先 / Contact：
総務課総務チーム / Division of General Affairs
TEL:018-886-5900　E-mail:info@aiu.ac.jp
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　本学では、企業からの派遣研修生を受け入れており、今セメスターも
数名がＡＩＵ生とともにキャンパスライフを送っています。
　本学で研修をされる方々は、科目等履修生として、それぞれの研修
目的に沿って、EAP（英語集中プログラム）、基盤教育や専門教養教育
の科目を履修しています。
　本学の学生が社会の一線でご活躍されている方々と交流することで
学ぶべきことも多く、今後も引き続き研修生を受け入れていくこととし
ております。

Global Seminar / グローバル・セミナー International Symposium 2012 at Akita International University / 国際教養大学2012国際シンポジウムを開催
　Since 2009 AIU’s Global Seminar has been held for 3rd 
year high school students in Akita with the purpose for 
them to gain an understanding of a broad range of sub-
jects from a global perspective. 
　During the seminar, participants stay for three days and 
two nights in AIU’s dormitory, taking four classes, includ-
ing an English demo class and mock TOEFL exam, as well 
as having chances to communicate with AIU students and 
international students.     
　This year, the first seminar was held from May 3rd to 
5th. Despite being held during Golden Week, a total of 28 
high school students from Akita and 73 other high school 
students attended, making it the largest attendance ever. 
This time, two teachers from the Center for East Asia 
Research, which was established in January of this year, 
gave a special lecture concerning their field of study. 
From Korean business to the globalization recession, par-
ticipants seemed to be filled with interest in learning about 
topics quite different from what they find in ordinary high 
school classes. During the break, many students crowded 
around the lecturers to ask questions.
　The seminar is held twice (May and August) and atten-
dance at either of the sessions as well as a written report 
qualifies a participant to take AIU’s Global Seminar 
Entrance Exam, held in September. (However, participants 
are not obligated to take the entrance examination.)

　本学では、県内高校生にグローバルな視点から幅広い教養を身につ
けてもらうことを目的に、２００９（平成２１）年度より、県内高校３年生を
対象としたグローバル・セミナーを実施しています。　
　本セミナーは、参加者が本学内の宿舎に２泊３日で滞在しながら、４
つの講義と英語による模擬授業の受講のほか、本学学生や留学生との
交流、英語能力テスト（ＴＯＥＦＬテストの団体試験）の体験受験、講義レ
ポートの作成を行うものです。
 今年度も、５月３日から５月５日にかけて、本セミナーの第１回目を開催
しました。ゴールデンウィーク期間中にもかかわらず、県内高校２８校か
ら過去最多の７３名の高校生が参加しました。特に今回は、本年１月に
設立された本学東アジア調査研究センターの教員２名がそれぞれの専
門分野について講義を行いました。韓国ビジネスやグローバリゼーショ
ンなど、参加者は普段の高校の授業とは違う分野の講義に興味深く耳
を傾け、休憩時間には、講師の周囲に集まり熱心に質問する姿も見られ
ました。
 なお、本セミナーは年２回（５月と８月）実施されますが、いずれかに参
加し、レポートを提出した場合は、９月下旬に本学で実施される平成２４
年度グローバル･セミナー入試の出願資格が与えられます。（ただし、同
入試の受験を義務付けるものではありません。）

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

　The purpose of the club circle “AIU supporter” is for AIU 
students to connect with people in the areas devastated 
by 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami and 
provide them with any support they may need.  Since its 
formation on March 15 of last year, it has organized a 
variety of exchange activities to support the affected 
people, including weekend volunteer trips and fund-raising 
drives on campus and in Akita City. As part of the volun-
teer trips, last year more than 300 AIU students went to 
the coastal areas of Iwate and Miyagi prefectures, engag-
ing in various support events including cleanups and tem-
porary housing planning. For this year’s first trip on April 
22, some 100 students, including new undergraduates and 
international students, went to Aoba-ku in Sendai to assist 
in the restoration of local farmland. 
　The appearance of the town has changed a lot from a 
year earlier, but the locals are still moving towards restor-
ing the area to a lively new town. Though the area may be 
getting less attention from the media now and the volun-
teer numbers have dwindled, there is still no shortage of 
need for outside help.  Students feel that they do not have 
a specific goal in  the ‘restoration’ efforts. Rather, AIU 
students should do whatever they can support the people 
of these areas and continue to do so until AIU support is 
no longer needed,

Representative of AIU Supporter: Yukimi OUCHI

　学生団体AIU Supporterは、「AIU生と被災した地域・人を繋ぎ、必
要とされる支援を適切に行う」ことを目的として活動している東日本大
震災復興支援団体です。２０１１年３月１５日の設立から、週末日帰りボ
ランティア派遣、秋田市内・学内での募金活動、被災された方々との交
流活動に取り組んでいます。日帰りボランティア派遣では、昨年度１年
間で３００名以上のAIU生と共に、岩手県・宮城県の沿岸部でのクリー
ンアップや、仮設住宅でのイベント企画などを行ってきました。今年度
第１回目は４月２２日に派遣し、多くの新入生や留学生を含む１００名
のAIU生が、仙台市若林区での農地復興活動に参加しました。
　１年前と比べて町の景色や空気はずいぶん変わりましたが、地元の
方々は今も、復興や新しい元気な町づくりを目指して前に進んでいま
す。被災地の様子は、メディアを通して目にすることも少なくなり、ボラ
ンティアに参加する人の数もだんだんと減ってしまうかもしれませんが、
外からの応援はいくらあっても多すぎることはありません。「復興」にゴ
ールは無いように思います。復興に向けて頑張っている地域と繋がり、
「なにか自分のできることで助けになりたい！」というAIU生の想いを形
にできるように、これからも継続的な活動を行っていきたいと思ってい
ます。

ＡＩＵサポーター代表　第7期生：大内　幸実（おおうち　ゆきみ）

Trainees dispatched to AIU from companies / 企業からの派遣研修

　AIU held its International Symposium on May 11th (Fri) at 
the Lecture Hall in Building D. This symposium was hosted 
by the Center for East Asia Research at AIU and included 
some 150 participants.
　Entitled, “The Vitality of East Asia and the Future of 
Akita-Revitalizing Akita with the Power of the East Asian 
Economy!”, the symposium featured guest speakers from 
the Russian Far East, Korea, China and Taiwan. Each 
speaker introduced economic trends of their respective 
areas while discussing with the Center faculty possible 
ways in which their region can help activate and contrib-
ute to the revitalization of Akita as well as the entire 
Tohoku area. 
　Mr. Norihisa Satake, the Governor of Akita Prefecture, 
started the symposium with a greeting and introduced the 
theme of “East Asia and Akita”. Mr. Satoru Machida, chair-
man of Hokuto Bank and President of Tohoku University 
of Community Service and Science, began with a dialog 
with AIU President Mineo Nakajima. This was followed by  
various discussions on the trends of Russian, Mongolian, 
Korean, Chinese and Taiwanese relations with Japan.

　本学は5月11日（金）に、Ｄ棟レクチャーホールにおいて、約150名
の参加のもと、本学東アジア調査研究センターが主催する国際シンポ
ジウムを開催しました。
　今回のシンポジウムは、「東アジアの活力と秋田の未来～躍進する
東アジア経済の力を秋田県に取り込もう！～」と題し、極東ロシア、韓国、
中国、台湾からゲスト・スピーカーを招き、それぞれの地域経済の動向
を紹介すると同時に、各エリアの活力をどのように秋田へ取り込み、東
北地方全体の活性化に貢献できるのか、その可能性についてセンター
の教授陣とともに探ることを目的としたものです。
　シンポジウムは、佐竹敬久秋田県知事の挨拶及び「東アジアと秋
田」と題した町田睿北都銀行会長（東北公益文科大学学長）と中嶋嶺
雄学長との対談に始まり、その後、ロシア、モンゴル、韓国、中国、台湾
の各国と日本との関係について、エリア毎にセッションを行い、それぞ
れ活発なディスカッションが行われました。
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　At AIU, we accept dispatch trainees from companies. 

This semester we have several such trainees on campus 

along with regular AIU students.

　Besides completing specific training objectives, the 

trainees at AIU are allowed to take courses as auditors 

including EAP (English for Academic Purposes), Basic Edu-

cation and Global Business Program courses.  

　AIU students learn a great deal by having such active 

working members of society as classmates.  We would like 

to continue to accept more trainee students at AIU in the 

future. 

Upcoming Events / 主要行事
7月 9月

10月

8月

15日 ■Open Campus  第１回オープンキャンパス
25日～31日 ■Final Examination Week  期末試験期間

31日 ■Spring Semester Ends  春学期最終日

1日 ■Fall Semester Matriculation Ceremony  秋学期入学式

7日～8日 ■AIU Festival  大学祭

3日 ■Fall Semester Classes Begin  授業開始

16日 ■Open Campus  第２回オープンキャンパス

22日 ■Entrance Examination （G. Seminar）
   グローバル・セミナー入試

1日～31日
1日

■Summer Break  夏期休業期間
■Entrance Examination for Fall Admission  特別選抜試験

24日～31日 ■Orientation for Freshmen  新入生オリエンテーション

27日 ■Summer Graduation Day  夏卒業日 7日 ■Open Campus  第3回オープンキャンパス

（株）日清製粉グループ本社から派遣されている
宮負健一さん（右）の授業でのディスカッションの様子
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