キャロライン・ケネディ駐日米国大使が本学を訪問

U.S. Ambassador to Japan, Caroline Kennedy Visited Our Campus
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/Roundtable Discussion with the U.S. Ambassador Caroline Kennedy

6 月 9 日、キャ ラ ン・ケ
ィ 日 国大 が本学を訪
れました。
大 は、中
念
を 学 、 であるジョン・ ・ケ
ィ 大
の
「 気ある人 」 2008
を本学に
寄 なされ、本学からは、学生たちが 内 業と
で開発し
た
の
などの
せをお として し上 ました。
続いて、本学
会メン ーによる
を
した 、
も小 の
に
されました。
の 、
「留学の 験は
どのように
つか」をテー
にしたラ ン テー ル・ ィス ッションでは、学生 13 人
が参加し、 やかな雰囲気の中、
に意
を行いまし
た。学生たちの留学 での体験談などに を けられた大 か
らは、
「 しいことも うでないことも含めて、留学体験の全
てが
であり、 こから多くのことを学んで しい。」との
ア
スがありました。
また、本学の
について「非常に ニー な大学で しい
キャンパス。活気があ れていて、非常に感 を けた。」と
コメン なされ、
の
をオー ーして学生との
を
しまれました。

On June 9, the U.S. Ambassador
to Japan, Caroline Kennedy visited
the AIU campus.
After seeing the Nakajima Library,
she offered AIU a well-known
book written by her father, John,
F. Kennedy, ‘Profiles in Courage’
(published in 2008). In return, we
gave her an assortment of five
sweets, which were collaborated
and produced by students and local
firms.
Thereafter, Ms. Kennedy saw a
(a bamboo pole with hanging
lanterns) performance by the AIU
Team. She even tried to carry
a small
herself.
The ambassador also attended
a roundtable discussion with 1
students and discussed about ‘How
do you think your study abroad
experience might benefit you in
the future ’ and freely shared
various opinions in a warm and
friendly atmosphere. She advised
に
the students to learn as much as
Ms. Kennedy joining the
Performance
they can from their study-abroad
experiences even though experiences can be either positive or negative, since
every experience can be a meaningful one in their life.
Ms. Kennedy was very impressed by the uni ueness of AIU and the beautiful
and lively campus. She even extended the time to communicate further with our
students.

学生
ト
Ms. Kennedy receiving a gift from AIU students
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春季入学式 /The Spring Matriculation Ceremony
The Spring Matriculation Ceremony was taken place on April 8, and
we welcomed 266 new undergraduate/graduate students, including 90
overseas students from all over the world.
The President welcomed the students and their guardians in his speech
at the ceremony. After talking about the founding spirit and the history of
the university, he encouraged all students to trust our staff and professors
to support their self-development in order for them to become active
members of today’s global society after graduation.
Student speeches followed. Mr. Ibuki KONNO, a representative of the
undergraduate students, and Ms. Shiori SUGIYAMA, representative of the
graduate students, expressed their passion and aspiration towards their
new student life in AIU.

今野息吹さんによる新入生代表スピーチ
Student Speech by Mr. Ibuki KONNO

4 月 8 日、本学 Suda Hall（多目的ホール）にて、本学の春
季入学式が行われ、世界各国・地域からの留学生 90 名を含む
266 名の新入生が、本学の学生としての第一歩を踏み出しまし
た。
学長式辞では、新入生や保護者、関係者へのお祝いの言葉に
加え、本学の建学の理念を始め、今までの本学の歩みについて
述べ、
「国際社会を舞台に活躍できるような人材に育ってもら
いたい。教職員も皆さんの成長を手助けするので信頼してほし
い」と学生たちへの期待の言葉がありました。
これに続き、学部の新入生代表として今野息吹さん、大学院
の新入生代表として杉山詩織さんが登壇し、新たな学生生活に
向けて希望と意気込みに溢れたスピーチをしました。

会場の様子 /A view of the ceremony

オープンキャンパス 2016/Open Campus 2016
7 月 17 日、第１回オープンキャンパス 2016 を開催しました。
小雨が降るあいにくの天候でしたが、当日は全国各地から高校
生や保護者を中心に 1,207 名が参加しました。
参加者は、本学教員によるすべて英語の模擬授業、留学生と
のコミュニケーション体験、学長メッセージや入試、就職、奨
学金担当者による各セミナーのほか、個別相談、在学生による
留学体験談発表・学修成果発表やキャンパスツアーなどを通じ
て、本学の雰囲気を体感しました。参加者からは「進学のため
のモティベーションが上がった」という感想のほか、
「学内の
案内をする学生が非常に親切な対応をしてくれた」
「ボランティ
アの大学生が生き生きとしていた」と在学生の応対に触れる声
が多数寄せられました。
第 2 回オープンキャンパスは 9 月 18 日（日）、第 3 回オープ
ンキャンパスは 10 月 9 日（日）に開催します。まだ、本学を
訪問されたことのない方は、是非、御参加ください。

パトリック・ドーティー教授による模擬授業
Demo Lesson by Dr. Patrick DOUGHERTY
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The first Open Campus of 2016 was held on July 17. Although it was
raining a little, 1,207 participants, including high school students and their
guardians from all over Japan, enjoyed this event.
Participants learned about AIU through various programs, which included
demo lessons by professors in English, communication opportunities with
overseas students, a message from the President, seminars on entrance
exams, career development and scholarships, personal consultations,
student presentations on studying-abroad, and campus tours. We received
positive comments from the participants that they feel more motivation
to prepare for the entrance examination to join AIU. Furthermore, many
complimented our students’ attitudes, saying ‘they instructed and
communicated with us in a very pleasant manner’ and that ‘student
volunteers were cheerful and brilliant’.
The second Open Campus will take place on September 18 (Sun) and
the third on October 9 (Sun). We warmly welcome and encourage students
and guardians who have never visited our campus to join us at our Open
Campus events.

留学体験発表 /Presentation on study abroad

プ

articipating in an
ent
ita ro uct e elopment
本学では、 成 26
から
の
業 プ ジ
の一 として、
業者と
で 内 材を
した
開発に わっており、学生の
験
や国際 溢れる本学の
を生かした
開発を行ってきました。これらの 成
を 内 で
するため、 月 26 日
から 6 日 にわたって新 高
で開催
された「大学は
しい 」に 出 し
ました。今 で 9 回目となるこの
ア
は、全国各地の大学で
開発・地域
から生まれた
などを一 に めて
する人気催 で、各大学オ ジナル
の ース
と
をまとった学生の
込みで会 は活気溢れていました。本
学 ースでも 国人を含めた多くのお
に
や本学について
したほか、
大 や
相 人も ち
寄られ、試
を 際に御 入いた
だきました。
6
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AIU deals with product development
by using locally produced ingredients in
collaboration with local firms as a part
of the Project of Sixth Industriali ation
in Akita city. It has developed new
products representing international
characteristics of AIU by applying
studying-abroad experiences. In order
to introduce our products to Japanese
society, we have participated in an
event called ‘DAIGAKU WA OISHII
(University is Wonderful) ’ for six days
学の ースの様子
に
starting from May 26, organi ed by
AIU ooth with Ms. Akie Abe
Shinjuku Takashimaya Department
Store, for the first time. This ninth event is popular in presenting innovative products
developed by Japanese universities or with regional cooperation. eautiful decorations at
stalls and students in costumes promoting their products created a cheerful and festive
atmosphere. The AIU booth was not an exception we explained our university and promoted
new products to a number of customers including foreign visitors. Surprisingly, we even
welcomed the Minister of Agriculture, Forestry and fisheries and Ms. Akie Abe, the wife of
Prime Minister Shin o Abe, who actually purchased our product.

/Products Developed in Collaboration with Local Firms

ープ

/Summer

rogram 2016

AIU conducted its annual Summer Program, six weeks of intensive elementarylevel Japanese language and culture, from June 1 th to July 22nd. This year,
students from 1 partner universities in Canada, the C ech Republic, Hong Kong,
Singapore, the UK and the US participated in the program.
Students spent the mornings in Japanese language classes and participated in a
variety of language and culture programs in the afternoons, including small-group
Japanese conversation practice, tea ceremony, calligraphy, and
, or the art
of wearing
. They also participated in bus excursions to Akita’s well-known
tourist attractions, including Oga peninsula and Kakunodate.

体験

(Calligraphy) experience

6 月 13 日から 7 月 22 日までの 6
に り、
日本語
者を対 にした
ープ
ラ （
期日本語・日本
中プ
ラ ）を本学に
て
しました。本
は、
、シン
ー
ル、 国、 ナ 、英国、チ コの 6 国・地域、
13 の
大学から 3 名の留学生が参加しまし
た。
は日本語の授業、
は 人数の ルー
プに かれ、日本語での会 に
を いた授
業のほか、
、
、
けなどの日本
を学 授業を行いました。また、
、
な
ど 内の
名 への スツアーを
しまし
た。
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Comprehensi e

artnership

greement

月 23 日、本学において「
大学 人国際教 大学
日本
式会社
社との
的
に関す
」の
式を行いました。
この
は、
をはじめとする
地方の 続的発
と人材育成に関する り みの 進を目的とするもので
す。
この目的を 成するため、 者は の
についての
・
を 進していきます。
・
をはじめとする
地方の国際
向上に関す
る
・
をはじめとする
地方の
り、 ラン
向上に関する
・上
についての
に関する
・ 世代の地域 くりを担う人材育成に関する
と
る

ith ast apan

ail ay Company

ita

ranch

On May 2 , a ceremony for ‘the Comprehensive Partnership Agreement
between Public University Corporation Akita International University and East
Japan Railway Company Akita ranch’ was held at the AIU campus.
This agreement aims to promote sustainable development and human
resource development in the Tohoku area, including Akita prefecture.
In doing so, we agreed with East JR Akita concerning the following
collaboration and cooperation
・ The development of international tourism in the Tohoku area, particularly
Akita prefecture
・ The development of brand image of Tohoku area, particularly Akita prefecture
・ Collaborative research concerning the above-mentioned items
・ Human resource development for establishing a firm regional foundation for
the next generation

の様子 /The Ceremony for the Comprehensive Partnership Agreement in AIU
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