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式辞
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理事長・学長

嶋 嶺 雄

佐竹敬久秋田県知事をはじめとするご来賓の皆様、 提携大学からお越しの学長および貴賓の皆
様、 国際教養大学の教職員、 学生およびご家族の皆さん、 私はただ今から公立大学法人国際教養
大学（Akita International University、 AIU）の開学5周年記念式典に際し、 学長としての式辞
を謹んで申し述べさせていただきます。
国際教養大学は、 21世紀の高度知識基盤社会の到来の中で、 グローパノレ化といわれる今日の
時代に挑戦すベく2004年4月に開学し、 はや6年の年月が過ぎようとしております。 本学は
2009年4月8日に開学5周年を迎え、 本日ここに開学5周年記念事業の一環として、 この多
目的ホールの竣工を祝いつつ、 記念式典を催すこととなりました。
皆様すでにご承知のように、 わが国最初の公立大学法人である本学は他の大学には見られない
ユニークな特色を備え、 またグローパノレ・スタンダードの大学として、 我が国高等教育の創造的
な革新の第一線を担っております。 広く深い国際教養と外国語の運用能力とくに英語力を身につ
けた、 本学が目的とする国際的に活掘できる人材の養成こそ、 このところ低空飛行を続けている
我が国が、 成熟した国民国家として再上昇し得るか否かのカギであると私は考えております。
秋田杉で出来たグローパル・ グィレッジという名の学生宿舎をはじめ、 同じく秋田杉の香りも
高い図書館や新講義棟、 そしてこの多目的ホー／レが本日オープンするに至るまで、 秋田県と県民
の皆様のご理解、 ご協力なくしては今日の国際教養大学の諸施設はとうてい実現できませんでし
た。 また、 関学5周年記念の募金活動は、 現在もなお継続中ですが、 多くの皆さまのご支援を賜
っており、厚く御礼申し上げます。 こうして皆犠に支えられたA I Uのキャンパスは秋田が全国・
全世界に発信し、 受信する一大根拠地になるものと確信しております。
本学は、 入学試験に関しても国公立大学の中で独自の方式を採用しておりますが、 お蔭様で全
国各地から優秀な入学志願者が数多く本学を志願しており、 現在実施中の一般選抜入試も、 A日
程、 B日程、 C日程とも10倍以上の競争率で、 数々のデータが示しますように、 新入生の学力
水準は全国1 5 7の国公立大学のなかでも最高位に位置しております。
一方、 数多くの大企業がみずから本学に出向いて来て本学の学生を採用しつつあり、 本学は初
の卒業生を送り出した2008年以降、 世界的不況の今日でも就職率全国一を誇るに至っており
ます。 また、 提携大学も増え続け、 この2月に協定を締結した1 00校目のウラジオストクの極
東国立総合大学をはじめ、 世界的に名高い海外の大学と学生の交換留学を続けております。 本学
がいよいよ国際競争力をもち始めた証左だといえましょう。
国際教養大学の挑戦は今後も続きますので、 何卒引き続きご支援ご協力を賜りますよう改めて
お願いするとともに、 本日は、 各方面で本学の発展のためにご尽力いただいた皆様方へ、 この場
をお借りして心からの感謝の意を表することで私の式辞に致したいと思います。
本当に有難うございました。
2 010 （平成22）年3月10日
国際教義大学

多目的ホーノレにて

President’s Address

Mineo Nakajima, Ph.D.
Akita International University
Akita Governor Norihisa Satake, presidents of our p紅白er universities, distinguished guests, faculty
and Sta宜，students and their family members, I, as President of Akita International University, AIU,
would like to deliver an address on 出is auspicio凶occasion of the culmination of the 5th
anniversary of the foundation of our university.

Six years have already passed since AIU was established in April 2004 to contribute to a globalized
world characterized by the advent of 釦 advanced knowledge-based society in the 2151 century. April
8, 2009, marked the 少anniversary of the foundation of our university. On this day, we hold也is

ceremonyぉone of the events to commemorate 血e5山佃血versary; it is also intended to mark the
completion of this multi-purpose hall.

As you 紅e aware, AIU，白e first public国tiversity co中oration in the coun住y, boぉts many features
not shared by other universities, and plays a leading role in promoting innovative higher education.
ηie primary objective of our institution is to cultivate individuals who are capable of being active
and successful in the international comm山首ty, armed wi血 a broad and deep knowledge of
international liberal arts組d a high command of a foreign language, especially English. My belief is
也at producing such individuals holds the key to reviving our nationぉ a mature nation since it h部
品red rather unsatisfactorily in many fields.

Without the understanding and support of the Akita prefectural government and the people of Akita,
none of the facilities we have at AIU now, such as the dormitory named “Global Village，”也e
library built of Akita cedar，出e new lecture hall, and this multi-purpose hall, which officially opens
today, would have come about. I would like to express my deep appreciation to everyone who has
cooperated wi出 the donation campaign we訂e currently C紅ηing out in connection with oぽ5出
祖国versary. I鉱n convinced由at OぽAIU camp凶， which is supported by many people 組d
organizations, will serveぉa major communication base也瓜connectsAkita to血e rest of the world
ぉwellぉto血e rest of the coun句・

It is important to note吐iat we conduct our entrance examinations in O町own way. Fortunately,
m釦y excellent studen臼apply to O町田tiversity企om across 也e coun仕y. In the general entr釦ce
examination being given at the moment, as well笛血血e A-type, B－旬pe, and C-type exams, the
acceptance rate is one in ten applic釦匂. Statistics show出at the academic standard of our first-year
stude凶rar水s top among出e 157 national and public universities in the coun町．

公立大学法人国際教養大学
関学5周年記念式典
Akita International University 5th Anniversary Ceremony

開催日時：平成22年3月10日
開催場所：国際教養大学多目的ホール
次第

Program

式典（13: 30～）
1

開式 Opening

2

学長式辞

Ceremony

学長／中嶋嶺雄
Address by President Mineo Nakajima, Ph.D.

3

来賓祝辞

Cong凶ulatory Address

秋田県知事／佐竹敬久様
The Honorable Norihisa Satake Governor of Akita Prefecture
文部科学省高等教育局大学振興課長／藤原章夫様
Mr. Akio Fujiwara, Director of University Promotion Division,
Ministry of Education, Culture and Sports, Science and Technology
モンゴル国立大学長／Suren Davaa様
Professor. Dr. Suren Davaa, President of the National University of Mongolia
関学5周年記念事業実行委員会会長／塩川正十郎様
Mr. Masajuro Shiokawa, Chairman, AJU 5th Anniversary Event Planning Committee
4

来賓紹介

Introduction of Distinguished Guests

5

名誉称号授与

6

閉式 Closing

Conferral of Honorary Title

演奏会 Concert

．

安部慶子指揮

AIUスズキ・ メソード合奏団

AIU Suzuki Method Ensemble

キラキラ星

Conductor Ms. Keiko Abe

変奏曲

鈴木鎮－

Twinkle, Twinkle Little Star Variation

Shinichi Suzu・H

アレグロ

鈴木鎮－

Allegro

Shinichi SuzuUi

メヌエット第3番

J.S.ノミツノ、

Minuet No.3

J.S.Bach

ノtツA..）レPえIレ

カノン

Canon

さくら

J.Pachelbel

さくら

日本古謡

Sakura, Sakura

．

Japanese Son

中嶋嶺雄学長・給田英哉特任教授ヴァイオリン二重奏 （チェンバロ伴奏）
Accompanied by dembalo

Violin Duo, President Mineo Nak負jima and Select Professor Hideya’faida

2つのヴァイオリンのための協奏曲

ニ短調

第1楽章

Concerto for 2 Violins in D Minor

． 北御門はる

J.S.バッハ
J.S.Bach

チェンパロ独奏

Cembalo Solo, Ms. Haru Kitamika

トッ カ ータ

ニ長調

J.S.ノミツノ、

BWV912

J.S.Bach

Toccata In D Major BWV912

． 渡辺玲子特任教授 ヴァイオリン独奏 坂野伊都子

ピアノ

Violin! Solo, Select Professor Reiko Watanabe Piano Ms. Itsuko Sakano

チガトーヌ

ラヴエル

Tzigane

Maurice Ravel

チ ゴ イ ネ ル ワ イ ゼン

サラサーテ

Zigeunerweisen Op. 20

祝賀会（16:00～）

Pablode Sarasate

Reception
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