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　Professor Mineo Nakajima, the first President and Chair of the board of Akita International University, passed away on 
February 14, 2013. For this I express my deepest condolences. Throughout his life, Professor Nakajima took up important 
issues in Japan’s higher education. His final and most substantial task in that regard was the establishment of Akita Interna-
tional University, which is casting its light toward the world. Even though less than ten years have passed since its establish-
ment, Akita International University has become a model for twenty-first century college education in Japan. When young 
people leave this school, they take on an active role in the future of the world.
　The global knowledge-based society of the twenty-first century demands professionals who are equipped with comprehen-
sive abilities, such as intelligence, strength, and ethical integrity. Studying international liberal arts means to “obtain a holis-
tic education in the arts that liberates the individual from his/her values and customs and to enable the individual to reinvent 
him/herself personally, in order to produce people with the kinds of diverse capabilities needed to be active in the global 
society.” Our school stands at the forefront of international liberal arts education in Japan.

●企業/古河電工、日本空港ビルデング、川崎重工、旭化成、日清製粉、カゴメ、富士ゼロックス、日立製作所、東洋エンジニアリング、東レ、ニチレイ、キッコーマン、鈴与、DOWA、富士電機、JCB、ポ
ーラ、東芝、三井金属、鹿島建設、神鋼商事、富士フイルム、JTBグループ5社、三菱重工、三菱マテリアル、大成建設、IHI、シーアイ化成、Meiji Seikaファルマ、旭硝子、住友電工、ワールド、神戸製
鋼所、第一生命、損保ジャパン、ミツカン、コニカミノルタ、日清食品、小林製薬、NRIサイバーパテント、アドウェイズ、D2C、ニッセイ情報テクノロジー、京セラコミュニケーションシステム、ザ・メディ
アジョン、日立東日本ソリューションズ、電通レイザーフィッシュ、星野リゾート、ブラザー工業、アドバンテスト、三井住友信託銀行、カルビー、第一実業、稲畑産業、JETRO、古河スカイ、パナソニッ
ク、ベネッセコーポレーション、ウシオ電機、りそなグループ、三菱電機、日本ペイント、コクヨ、JX日鉱日石エネルギー、GSユアサ、オムロン、沖電気、野村総研、みずほ情報総研、セシール、みずほフ
ィナンシャルグループ、東京海上日動火災、豊田通商、関西ペイント、大陽日酸、トクヤマ、日本取引所グループ、メタルワン、アイシンAW、NEC、トーメンエレクトロニクス、三井住友銀行、日本通運、
石油資源開発（JAPEX）、アサヒビール、ファイザー、協和発酵キリン、三井住友海上、日東電工、日鐵商事、電力中央研究所、クラレ、東北電力、TDK、住友金属鉱山、花王、三菱商事、ナブテスコ、
YKK、ROKI、日特エンジニアリング、秋田プロバスケットボールクラブ、フォスター電機、牧野フライス製作所、エヌエスディー、大日本スクリーン製造、マブチモーター、ナナオ、不二越、セイコーウ
ォッチ、荏原製作所、吉野石膏、曙ブレーキ、ハヤカワカンパニー、モリタホールディングス、日本銀行、電通、麒麟麦酒、日本ガイシ、新日鐵住金、JFEスチール、JFE商事、クボタ、日産、ソニー、住友
ゴム、三菱電機ビルテクノサービス、川崎汽船、竹中工務店、ダンロップスポーツ、阪和興業、双日、国際石油開発帝石、アシックス、ヒルトンワールドワイド、NHK、ネスレ日本、明治、UCC上島珈琲、
全日空、三菱化学、日揮、住友商事、キヤノン、中部電力、JR東海、ビデオリサーチ、商船三井、三井物産、日本郵船、ヤマハ、JR東日本、コマツ、本田技研、丸紅、ロート製薬、りそな銀行、あいおいニ
ッセイ同和損保、清水建設、ディスコ、OSG、野村證券、富士通、グローカル・ホテルグループ、長谷川萬治商店、インタラック、ジョンソン・エンド・ジョンソン、東京急行電鉄、国際航業、日本コカ・コー
ラ、きんざい、日本鋳造

●報道機関/秋田魁新報社、朝日新聞社、インターナショナルヘラルドトリビューン、河北新報社、共同通信社、熊本日日新聞、時事通信社、日本経済新聞、ブルームバーグ社、毎日新聞社、読売新
聞社、テレビ東京、NHK秋田放送局、秋田朝日放送、秋田テレビ、秋田放送、NHK、日本テレビ放送網、フジテレビ、読売テレビ、BS-TBS、日本BS放送

●出版関係/アネスタ、経済界、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）、くらんぽん出版、日本実業出版社、リクルート、トヨタマネジメント研究会、財界研究所、ダイヤモンド
社、晶文社、日本経済新聞出版社、日経BP社、学研教育出版、フロムページ

●教育関係/宇都宮文星女子高等学校、金沢工業高等専門学校、仙台南高等学校、新潟青陵高校、富士見丘中学高等学校、宮城県立佐沼高等学校、盛岡第三高等学校PTA、ソウル高校、学校
法人嘉悦学園、学校法人加計学園、学校法人順正学園、大阪教育大学、大阪薫英女子短期大学、大阪女学院大学、大阪大学、香川大学、金沢星稜大学、金沢大学、北九州市立大学、九州大学、関
西大学、京都工芸繊維大学、京都大学、近畿大学、熊本大学、慶應義塾大学、清泉女子大学、西南学院大学、ソニー学園湘北短期大学、上智大学、第一薬科大学、千葉工業大学、千葉大学、東京
医科歯科大学、東京海洋大学、東京工科大学、東京国際大学、東京都市大学、東洋学園大学、新潟薬科大学、日本大学、日本橋学館大学、北海道教育大学、北海道大学国際本部留学生センター、
桃山学院大学、山形大学、横浜国立大学、立命館アジア太平洋大学、立命館大学、早稲田大学、アイルランド国立大学、カリフォルニア大学バークレー校、嶺南大学、大田大学、極東連邦大学、国
立曁南国際大学、セント・メアリーズ・カレッジ・オブ・カリフォルニア、セントラルランカシャー大学、デンヴァー大学、ハイラインコミュニティーカレッジ、ブリガムヤング大学、プリズビテリアンカレッ
ジ、ユタ大学、栄光ホールディングス、公文教育研究会、中萬学院、ノーベル学院、ベネッセコーポレーション、明光義塾

●行政・大使館等/国家戦略担当大臣、文部科学省、財務省主計局、経済産業省、防衛省、林野庁、在札幌米国総領事館、国連アジア太平洋統計研修所、埼玉県議会文教委員会、兵庫県議会総務
常任委員会、岡山県議会文教委員会、熊本県議会総務常任委員会、岩手県副知事、茨城県企画部企画課、長野県副知事、長野県総務部県立大学設立準備室、福岡県私学学事振興局、福岡県建
設都市部、佐賀県政策監グループ、札幌市議会自民党・市民会議、南陽市議会新文化会館建設検討特別委員会、自由民主党豊島区議団、八千代市議会、名古屋市議会減税日本ナゴヤ、北九州市

●各種団体等/東京原木協同組合、経済同友会、物質・材料研究機構、国際戦略研究所、日本青年会議所、先端医療振興財団、大学入試センター、ニューライフカシマ21、人間塾、長野県経営者
協会、日本児童英語振興協会、福岡県専修学校各種学校協会、秋田県原木協同組合、全国大学生協共済生活協同組合連合会、新潟経済同友会、日沿連政策研究会、会津産学懇話会、国際公共
政策研究センター、国際開発機構、関西生産性本部、森林総合研究所

　国際教養大学の初代理事長・学長であった中嶋嶺雄先生は2013 年2
月14日に逝去されました。衷心より哀悼の意を表します。中嶋先生はそ
の御生涯を通して日本の高等教育の重要課題に取り組まれました。その、
最後で最大のお仕事が、今世界に向かって光を放っている国際教養大
学の創設でありました。開学以来10年を経ずして、国際教養大学は21
世紀日本の大学教育のモデルとなり、ここから世界で活躍する若者たち
が飛び立っております。
　21世紀のグローバル知識基盤社会は知力・体力・倫理観等の全人力を
備えた人材を必要としています。「グローバル社会で活躍するのに必要
な多様な能力を持った人間を創造するために、これまでの自分を形作っ
てきた価値観や慣習から一旦自分を自由にし（liberate）、その上で新し
い自分を自分で創っていくための学びや技芸（arts）の全人教育」、これ
が国際教養教育－インタナショナル・リベラルアーツです。本学は日本に
おける国際教養教育の先頭に立つ大学であります。高等教育における質
と評価を更に高め、日本、そして世界へと羽ばたいていけるように努力し
続けてまいります。

　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 
April 2012-March 2013.

　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。2012年4月～2013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

Public University Corporation

御芳名 金額（JPY）
北林　孝雄 様 ￥300,000
繁野　正信 様 ￥20,000
村井　嘉浩 様 ￥100,000
松中　義昭 様 ￥100,000
大内　政照 様 ￥30,000

個人 / Individual 御芳名のみ / Name only
御芳名 金額（JPY）
医療法人城東整形外科 様 ￥1,000,000
国際教養大学サポーターズクラブ 様 ￥700,000

法人・企業 / Corporate
伊東　幸一 様
高下　典子 様
野口　雅継 様
山本　斉 様
中島　寛明 様
上田　良樹 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24年4月1日～平成25年3月31日まで受領分）
List of Contributors for Scholarship from April 1, 2012 to March 31, 2013.

匿名の皆様 / Anonymous Contributors
5名

平成２４年度奨学寄付金合計/ AY 2012 Total Amount
¥6,800,000

●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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　本学東アジア調査研究センターでは、2012年度から秋田銀行、北
都銀行から寄附をいただき、学生、県民、企業を対象とした公開セミナ
ー「秋田から東アジアを考える」を開催しております。
　このセミナーでは、各界の第一線で活躍している専門家を講師に迎
え、最新の東アジア情勢について御講演いただいております。
　昨年度は、学生向けに学内で7回、一般向けにカレッジプラザなどで
9回開催し、多くの方に御参加いただきました。
　今年度は、これまで学生向けに3回、一般向けに5回の講座を開催し
ており、今後も、香港や韓国の専門家などを招聘し開催する予定です。
Webなどで告知してまいりますので、ぜひ御参加ください。

Matriculation Ceremony on April 8 / 4月8日（月）入学式
　Akita International University held its Spring Matricula-
tion Ceremony on Monday, April 8. 225 students became 
new Akita International University students, including 60 
exchange students.
　At the beginning of the ceremony, Vice President Mark 
Williams commended the students on their admission, 
having overcome the hurdle of a rigorous entrance exami-
nation system. He remarked on the unique traits of the 
school, such as “all classes are conducted in English” and 
“students are required to study abroad for a year.” He 
also stated, “It is not only important to use English fluently. 
In order to become a global professional, it is also impor-
tant to acquire diverse ‘practical skills,’ such as the abil-
ity to make full use of the contents of your English, as well 
as the capacity to think critically and to communicate your 
opinions effectively.” He continued, “I want you to walk 
forward with us and strive together to carry forward the 
dream of our first president, Professor Mineo Nakajima, to 
‘cultivate truly global professionals.’” 
　Next, Shimizuno Kouki delivered remarks as the repre-
sentative of the new students. He drew applause from the 
audience when he described his aspirations, saying, “I will 
treasure the changes in my heart that come as a result of 
my new acquaintances with diverse new people and their 
different values. I will strive to become a person who can 
thrive in the world.”   
　Finally, Select Professor Reiko Watanabe, performing on 
the violin, and Ms. Sakano Itsuko on the piano, adorned 
the matriculation ceremony with the delivery of the cel-
ebratory song, “Cesar Franck: Sonata in A Major for violin 
and piano 1, 2.”

　4月8日（月）、春学期入学式が行われ、交換留学生60名を含む学部
新入生225名が晴れて国際教養大学の学生となりました。
　式の冒頭、ウィリアムズ副学長は、厳しい入学試験のハードルを乗り
越えてきた新入生の入学を讃えるとともに、本学の特色である「すべて
英語の授業」や「1年間の留学義務」について触れ、「大事なのは流暢
に英語を使いこなすことだけでなく、その英語の中身を充実させること、
そして、批判的な思考能力や効率的な意見の伝達など、様々な『応用可
能なスキル』を身に付けることが、グローバル人材となるために重要
だ。」と語りました。そして、「『真のグローバル人材を育成する』という
初代学長中嶋嶺雄先生の夢を確実に受け継いで、私たちとともに努力
し、歩み続けてほしい。」と語りかけていました。
　これに対し、入学生代表の清水野功起さんがスピーチで、「大学生活
では様々な人との出会いや様々な価値観に触れることによる心の変化
を大切にして、『世界』に通用する人間になれるよう、努力していきた
い。」と抱負を述べると会場からは大きな拍手が起こりました。
　また、渡辺玲子特任教授のヴァイオリンと坂野伊都子さんのピアノに
よる祝賀曲「セザール・フランク：ヴァイオリン・ソナタ イ長調 第１楽章
第２楽章」が演奏され、入学式に花を添えました。

Open Campus / オープンキャンパス

　Akita International University hosts an “AIU Open 
Campus” for high school students aiming to attend the 
school in the future, as well as their guardians and teachers.
　The first Open Campus of this year was held on Sunday, 
July 14 and 1,016 high school students and their guardians 
attended this event from every region of Japan. The school 
provided information that day through activities such as 
“President’s Remarks,” “Campus Tours” led by student vol-
unteers, “Entrance Examination Seminars” (introducing the 
types of examinations and advice for taking them) and “Indi-
vidual Counseling” to answer various questions about the 
school. 
　Many high school students also participated in the “Demo 
Class” held in “All-English,” a feature of the school, and 
experienced the atmosphere of a typical classroom environ-
ment. Additionally, they listened passionately to “Study 
Abroad Experience Presentations” delivered by students 
who had returned from study abroad. 
　This opportunity to experience AIU will be held again on 
Sunday, September 15 and Sunday, October 13. AIU has 
prepared a variety of programs in anticipation for your visit 
and we look forward to seeing you there. (※The October 13 
event will be held simultaneously with the AIU Festival.)

　本学では、これから国際教養大学を目指す高校生やその保護者、先
生方などを対象に、「AIU Open Campus」を開催しています。
　７月１４日（日）に開催した今年度第１回目のオープンキャンパスには、
全国各地から高校生・保護者など1,016名の方々に参加いただきまし
た。当日は、「学長講話」、学生ボランティアの案内による「キャンパス
ツアー」、入試種別や入試対策を紹介する「入試セミナー」や本学に関
する様々な質問に答える「個別相談」などを行い、本学に関する情報を
提供しました。
　また、本学の特徴でもある「すべて英語」の「模擬授業」には多くの
高校生が参加し、参加者は普段の授業の雰囲気を体感、「留学体験談
発表」では留学から帰国した学生の話に熱心に耳を傾けていました。
　本イベントは、９月１５日（日）、１０月１３日（日）にも開催します。本学
を体感できるチャンスです。多彩なプログラムを用意して皆様をお待ち
しております。詳細はホームページをご覧ください。（※１０月１３日は
AIU祭との同時開催になります。）

　As an effort under MEXT’s “Re-Inventing Japan Proj-
ect,” adopted by Akita International University in 2011, 
the school offered a course, based on problem-solving 
methodologies together with Oregon State University from 
June to July. The course took up the theme of "Develop-
ing Resilient Rural Communities." For this course, a Japa-
nese and American student group conducted field surveys 
in the state of Oregon in the United States, and Yurihonjo-
city in Akita Prefecture. They listened to people at their 
 respective survey sites, viewed local problems from the
 different perspectives of Japan and the United States, and
 considered "Community Development."
　This effort was the first experience AIU has made in 
implementing a course that involves extended fieldwork 
for a long period of time. It was also a course packed with 
information condensed into a short length of time, with 
Japanese and American students collaborating on activi-
ties for 6-7 weeks. The participating students eagerly 
engaged in the issues, and Japanese students also 
debated with American students on an equal basis in Eng-
lish.
　The results of this course were presented at the Sum-
mary Session held on campus on July 31.

　2011年度に本学が採択された文部科学省「大学の世界展開力強化
事業」の取組として、6月から7月にかけて、オレゴン州立大学と課題解
決型科目を開講しました。この科目では、「地域コミュニティの弾力性／
復活力とその必要要素」をテーマとして掲げ、米国オレゴン州と秋田県
由利本荘市で、日米の学生グループによる現地調査を行いました。そ
れぞれの調査地域で聞き取りを行い、日米の異なる視点から学生自ら
が地域の課題を見つめ、「地域づくり」について考えました。
　長期間に渡りフィールドに入る科目の実施は本学にとっても初めて
の経験であり、また、日米の学生が6～7週間行動を共にするという短
期集中型で内容の濃い科目でもありましたが、参加した学生たちは意
欲的に課題に取り組み、日本人学生も米国人学生と対等に英語で議論
を交わしていました。
　この科目の成果は7月31日に学内で行われた学習成果報告会で発
表されました。
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　Since 2012, with the support of Akita Bank and Hokuto 
Bank, the AIU Center for East Asia Research (CEAR) has 
been holding an open seminar for students, corporations, 
and citizens of Akita Prefecture called “Looking into East 
Asia from Akita.”
　At these seminars, we have received talks about the 
current situation in East Asia. As our lecturers, we have 
welcomed experts who stand at the forefront of their vari-
ous fields.
　Many attended these seminars last year, which were 
held for students on campus seven times and for the gen-
eral public nine times in places such as College Plaza.
　This year, we have so far hosted three seminars for stu-
dents and five for the general public. We plan to host more 
in the future and invite experts from places such as Hong 
Kong and Korea. These will be announced on the Web Site 
and elsewhere, so please take part in this seminar series.

Upcoming Events / 主要行事
9月

10月

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

13日～14日 ■AIU Festival AIU祭

2日 ■Fall Semester Classes Begin 秋学期授業開始

15日 ■Open Campus 第２回オープンキャンパス

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

11月

12月

23日～24日 ■Special Entrance Exam 特別選抜入試

13日～20日
20日

■Final Examination Week 期末試験期間
■Fall Semester Ends 秋学期最終日

13日 ■Open Campus 第3回オープンキャンパス

藤崎一郎前駐米大使による学内講座の様子 / 
Scene of an on-campus lecture by former
Japanese Ambassador to the United States Ichiro Fujisaki

オープンキャンパスでのJoe SYKES講師による模擬授業の様子 / 
The scene at a demo class with lecturer Joe SYKES at AIU Open Campus

“Re-Inventing Japan Project” / 大学の世界展開力強化事業

The Open Lecture Series “Looking into East Asia from Akita” / 秋田銀行・北都銀行寄附講座「秋田から東アジアを考える」の開催について
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