
学長国際教養大学嶺雄申嶋す官
（「未来眼やまがた」か5通算第22回）未来⑮とうほく

東北は教育・研究基地を目指せ
岡
田

ンキングjでは「注目の新設大学」第l位、「教育分野
の評価」第6 位、「i毎外留学派遣」第l位、「外国人教只
比率」第3位と、 AIUの実績が高く評価されましたね0・中嶋 おかげさまで、 AIUのカリキュラムや取り組
みを見たいと、 毎日のように見学者が訪れています。
はじめて卒業生を送り出した2008年の就職率が100%、
09年が99.1%、10年は100%と、 その好結果がマスコミ
に注目されたことも影響しているのかと思います。・町田 AIUは就職率が高いだけでなく、 伊藤忠商事、
全日空なとξの大手企業に就職し、 また大手企業がAIU
の卒業生をリクルー卜するために、 直接足を運んで、大
学：で、会社説明を開催するなど、 AIUの卒業生は、 大変
注目されていますね。・中嶋 卒業生の就職・進学状況は好調で、 そのため
本学を志す受験者数が年々増えています。

このように間学から短期間で注目された背景には、
AIUの厳しい教育プログラムによって鍛えられた卒業
生が、 大学の理念である「世界を舞台に活躍できる人
材」として活E霊していることカfあると思います。

AIUでは 「海外留学が必修」となっています。 海外
で学んだ学生は、 語学ができるだけでなく、 英語で学
び、 自 分の頭で考え、 自 分の意見を発言するなど、 出
発rlfjとは見違えるように成長して帰ってきます。 企業
の採用担当者は、 そのような点を高く評価してくれる
のでしょう。

少子市齢化のf＇.述な進展により「大学全入
時代」といわれるなか、 全保lから注目される
大学が秋山県にある。 その大学：は2004年に秋
口｜にIJf.J!Oi＇：した「｜判｜禁教義大学（以下、 AIU
Akita International University）」。 AIUの中山＼＇.j
嶺雄学長にうかがった。

d昌
董雪

｜革新的拡大学が秋田にある ｜ 町田 AIUは理念を「医l際的に通mするn
の国際人の育成」と1h\げ、 その尖現のために

「充実したリベラルアーツ（教指教育）」、「授
業はすべて英計十という徹底した英語環境」、

「1 年間の海外f/I年：必修Jという特長的なカ
リキュラムで人材ずtJιを行っておられます。

朝日新聞出版が発行する 「2011年版大l}f：ラ
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·�毛君主正問E副島忌望量号者三�？�温・・町田 AIUの「すべての授業は英語」という徹底し
た英語環境や、 外国人留学生との寮生活、 海外留学の

国際教養大学（AIU)

設 立：2004年

学生数：763人 2010年4月現在

(jl£北出身者307人、 秋田県出身者－121人）

O外同人数民比皐 50.0% 

O海外留学派i立：172人

O海外徒携校：31カ国 － 地域1 10大学

O学生専任教員比率：13・1 (2010.il�4月現在）

http://www.aiu.ac.jp/ 
中嶋 嶺雄（なかじま・みねお）
1936年、 長野県松本市生まれ。 東京大学大学院社会学研究科修了。
社会学憎土。国際社会学者。国際教祭大学理事長・学長、 社団法人
才能教育研究会会長。 東京外国E音大学学長、国立大学協会副会長、
アジア太平洋大学交流機構（UMAP）国際事務総長、財団法人大学
セミナー・ハウス理事長、 文部科学省中央教育審機会委員（大学院
部会長・外国語専門部会主査）、 内閣教育再生会強有線者委員、 オー
ストラリア国立大学、 パリ政治学院、 カリフォルニア大学サンディ
エゴ校大学院の客員教授などを歴任。
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英語集中プログラム（EAP）では少人数授業で英語を学ぶ

義務など、 他の大学では考えられない、 チャレンジの
機会に恵まれていることに大変感心しまLた
・中嶋 AIUの学生は都会の利便性とかけ離れた「l然
豊かな環境のなかで、「これまでの人生で、 これほど
勉強したことはない」という くらい勉強します。

AIUに入学し、 まず：M：初に「英語集中プログラム
(EAP) Jでアカデミック・イングリッシュを学びます。
アカデミック・イングリッシュとは、 英語で大学の講
義を聞き、 理解し、「lら発信して考えを述べ、 論文を
まとめることができる英語を青います。

このプログラムはTOEFL500点以上獲得できなけ
れば修了できない、 大変ハードなプログラムです し
かし、 このプログラムで英語を集中的に学んだ学生は、
3ヵ片ほどで｜玉l際情勢を討議できるレベルにまで英話
力がスキルアップします。 そして留学するための拙低
条件はTOEFL550点です。
．問固 また、 AIUでは英語だけでなく、 教義教行も
重視しておられますね。

戦前は旧制（.＇.；j校が教盤教育「リベラルアーツJの役
割を担っていましたが、 このところ大学では専門課程
が強調されて、 教義教育が軽視されています 専門だ
けでな く、 もっと広い「教義」、 または「基盤」を、 大
学生の時期に養うのは、 非常に大事なプロセスではな
いかと思います0
・中嶋 AIUでは、 教益教育を、「基盤教育」（Basic
Education）と呼んでいます。 基盤教育の特長は帆jム・ぃ
知識と教養を学ぶことで、 ものごとを多角的な視点で
観察 ・ 検証して論理的に考えるプJを養います。

基盤教育のカリキュラムには、 東北の文化や秋田の
文化について学ぶ授業もあります。 東北の文化をザ：ぶ
ためには、 単にう；II識だけでなく、 実｜際に出羽三山など
に出掛けて、 フィールドでも学びます。
・町田 フィールドワークは、知識だけでな く、コミュ
ニケーションブJや、 リーダーシップ力などのず11主にも

役立ち、 いわば人づ くりの学刊の機会になります。
・中嶋 秋lIIからこれまでいろんな迎材が誕生してい
ます。 アジア学の若手斗 ・ ｜人JHt�泊i)Jj昨jや.i;t.ffll情IiiI大学の初
代文科学長となってリベラルアーツの基礎を築いた手i'
�f平有も誕生していますが、 T.:J:：外と秋1£1の人には知ら
れていないようですね。

｜日本の大学を改革する ｜ 
・町田 日ごろから私は「このままでは日本の将米は
ない、 特に、 立かな社会で合．ったおい学11:.たちが、 志
を失いかけている」ことを柿略しています

これまで他の大学には出米なかったことを、 AIUで
はJjI的学長のもとで大改本を行い、 日本の大学教nに
ーイiを投じ ていると思います。 AIUの一つひとつの改
革が、 やがて日本全体の大学教育が変わる契機になる
のではないかと期待しています
・中嶋 かつて私は、 海外の大学で教べんをとり、 ま
た点京外IJ<i諸大学で‘学長を務めてきたなかで「このま
までは｜ ｜本が沈んでしまうJという強い危機感を持っ
ていました。

それはU本人のコミュニケー ション)J、 すなわち発
いプJがJiりないことが理山にあります 日本以外の
l五｜々の人々は英語でどんどんコミュニケー ションを
取っているのに、 相変わらず II 4�人は発，i＂せず、 先日
せず、 IJil際社会のなかで存在感がありません

町図 書（まちだ・ざとる）
1938年、 秋田県生まれ。 東京大学法学部事議後、 総式会社？富士銀行入行。
同行取締役総合企扇部長、 常務取締役を経て、1994年株式会社荘内銀行取
締役副頭取、1995年取締役頭取に就任、2008年より取締役会隙長。2009年
10月1日よリ、 フイデア・ホールデイングス取締役会1首長・北者n銀行取締
役会長。
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フイデア総研 発足記念 対談

秋田杉を使った図舎館は24時間オープン

114:の大学には英語学者、 文法学者、 英文学行など
がたくさんいます。 これまでの大半の授業は、 テキス
トを読んで、 訳し、 試験をして単位を与えるというス
タイルで進められてきました。

しかし、 その）J法では本当に必裂な、 伝わる兆，mは
身につきません。 まず、 迫H、 すなわちコミュニケー
ションのツールとしての英語力を持たなくてはなりま
せん。 相＝r1こ伝わる英語を身につけてはじめて、 』�jjff
を｛史うことができるのです。

これまでの日本の英語教育の仕組みを恨本的に変え
なければ、 コミュニケーションができる英語）Jは身に
つきません そのため、 AIUでは英語教育の）ii去を般
本的に変える新しい方法を開発しました。 そして先ほ
どあげた「共；;n-.�rl�プログラム（EAP）」において英
語をマスターした後は、 基盤学判として英語での救護
教育を行い、 そしてl年間の海外留学というプロセス
を断みます
．岡田 これまで私は、1I1�杉山ー｜人lの大学のれ’：：＼·協議会
メンバーや四［！Jiなどを経験し、 第三者の立場から大ワ：
述’討をff�lしてきました。 そのなかで、 大学：の＇＂／：民の
マネジメン卜は�j；’fo•に大変で、あると！長じてきました。

AIUでは1111�（）マ：長の指Hの下、 新しい発似でのカリ
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キュラム開発、 大学マネジメント改革を進められてき
たのは、 大変なご功給だと思います。
・中嶋 AIUのようなカリキュラム改下やプログラム
開発は、 やろうと思えばどこの大学でもできると思い
ます。 しかし、 このような取り組みをr=fっている大学
は、 まだ日本にはほとんどありません

大学にとって、 大事なのは「カリキュラム改革」で
すが、 このカリキュラムを動かすことま、 同時に「1'
を動かすJことになり、 さまざまな難しさがあります。
そのために、 日本の多くの大学が、 カjキュラム改革
に二の足を踏んでしまうのです

大学改革とは、 お金をかければできるということで
はなく、 教員の意識、 リーダ－10の芯；ぷ、 学長の意識
のすべての改革なしでは進められないものなのです。

・中嶋 先日、 中国とイギリスに山掛けて｜きましたが、
11本の存在が本当に小さく、 それに比べてi ii 11!1の存在
！長が大きくなっていることを州略してきま｜した。 特に、
北京首都国際空港で、中国の新しい成長を羽！必してきま
したが、 それに比べて日本は勢いが感じ ら れません。
頻繁に総理がかわる不安要素の多い｜王｜で 。

これからは日本がその存在を世界にPRするために、
発信力と、 そのための英語力をきちんと身につけてお
くことが必要だとあらためて思いました。

しかし、 英語だけができても意味がありません。 大
学教育でもっとも大事なことは教長教守、 つまり、 本
格的な教養を身につけることです。

AIUではさまざまな分野で本格的な教主救nのでき
る教只を採用しています。 フランスのノル！ボンヌ大学
で美術の博士学位をとった教只、 またプロのヴァイオ
リニストが教えてくれる音楽の授業などがその一例で
す

また、 1年間の留学を義務としていますが、 学生は
試行錯誤しながら、 必死で学び、 凶錐を乗り越えてき
ます。 そのようなチャレンジの機会の一つひとつが学
生を一回りも、 二回りも大きな人間へと成長させ、 i'i:i
い就職率なとεの結果につながってきたのだろうと思い
ます。
・町田 「鉄は熱いうちに打て」といわれるように、学
生時代の若く吸収力のある時期に、 いろんな世界を凡
て、｜杢I001�なことに果敢に挑戦することはとても大事な
ことで、すね。 学生時代は過ごし方によっては、 大切な
II�＝ 1 111をロスしてしまうことがあります

学生時代こそ、 コミュニケーション能力、 自分を変



えようという「門己i1'(f,}j-)J」を府く絶好の機会で
す。 その,1，＼で、 AIUではその「自己革新）JJ、「コ
ミュニケー ションブJ」を府く機会を提供している
大学と言えるでしょう

［秋田だからこそできた取り組み ｜ 
・中嶋 今年の4J-J、｜五｜｜捺1主将教大学、 立命館ア
ジア太平洋大学、 半稲LU大学とAIUは「グローパ
ル4大学（G4）交流Jという連携協定を結びま
した。

そのねらいは国際的に通川する教必教育の充
実をト｜指すためで、 4校が述脱して学生交流、 ！fr&
u研修、 キャリア支援を行うほか、 他の3大学の
学生が秋田のAIUへ恒JYJWI学するなどのプログ
ラムを計阿しています。
・岡田 いわば「怪l内留学jとして学生同｜：の交流の
機会も担っているので、すね
・中嶋 私は昔から、 大学：は丸（：制やキャンパスの拡IJM
気が大事だと考えています 東京の大学のように、 扶
い敷地の鉄筋コンクリートの建物のr!1でなく、 ｜’l然の
なかで学び、 考えることが大切ですむ ですから、 大学
のキャンパスは木の香りがする、 できるだけ「！？民に近
い場所にあるべきだと思います。

n本の大学では、 これまで年：ぶ環境やj;(n:Jlについて
はあまり'l!:t>I.されませんでした。 その点AIUは、 ぶに
はミズバショウ、 flは美しい緑などの自然環境が身近
にあります。 学長室から；i；ーいてl分で森に行くことが
できますp
・町田 AIUの図占町｛を比乙／.：.しましたが、 ）！：·.：；；；にすば
らしいlヌ1:il＼：館ですね。 日n1勾は秋111杉をふんだんに使い、
天井が向く広々としたドーム則の建物、 －�伝記を断み
入れると木の呑りが漂い、 まるで森の＂＇に人ったよう
です。 そして英語の政，1：：が�.!1'&lにそろえてあり、 241時
間、 365日開館しているのには大変鷺きました
・中嶋 大学：にとって［;x1,1：：館は中心的な存夜です。 コ
ンビニエンスストアが24時間営業しているのに、 なぜ
大学：の［2'li1：：館は駄IIなのかと主張し、 AIUの｜ヌI,1：有（は、
宇佐の「いつでも勉強したいJという思いに応える場
所となるため、 24時間、 365H開館しています

また、 AIUは「世界に打iかれた大学Jをキャッチコ
ピーとしているので、 大学には門や塀、 きまった人I I 

や裏口がなく、 どこからでもIt iJIに学内に入ることが
できます。 他大半：の！”！でよく凡られるような「JIJのな
いすfは立ち入るべからずJという看板はすべて取り｜除
きました。 だれでも入ることができる、 オープンな大
学をH指しています。

未来眼とうlまく 第1回 東北は教育・研究墓地を目指せ

AIU、 秋田、 東北の未来について語る中鴎学長

これらは、 秋川にあるからこそ、 この秋川の地だか
らこそできたことです 私は、この地をIつのユニパー
シティ ・ タウンにしたいと与・えています

｜東アジア、中国との付き合い方 ｜ 
・中嶋 山形と秋mはいろんな共通，1,1,1；や、 似通ったと
ころがありますね
・町田 Iii：イドlOJJに紙日統合し，，f!!/1＝.した、；iU人JJ.H行と
北部知行のJI,: lriJ-t.�：株会社「フイデアホールデイングス」
の｜弘lili会社として、今年7)J に「 フィテ・ァ総介研究！？？」
が誕生しました 「フイデア総合研究所Jは、；II；内銀
行と北部銀行のそれぞれの シンクタンク機能をひとつ
として、 秋日1とiJ I J巴さらに京北 一llJを附服する シンク
タンクをけ指したいと店、っています

‘，�交11.H�にさかのぼると、秋川と山形は「11', ;J;Jのliil」
としてlつのliilでした その後以Ul lを伏んで北の秋
川山・II”を わJ;J後」、 1 I1Jf�U.� fi!llはじJ;J 1iiiJとなりました
今、 新しい動きとして、 秋川とli: I付を結んで‘辿挑を｜χ｜
る「秋111 · 1.1:1人jコリドール｛比企！」カ｛ll：.まれています
・中嶋 山形、 そして秋川が結びつくと今後大きな党
以の11f(j[t•l''i=.がありますね。
・町田 「ボアジアのll�d�」といわれながらも、 ｜！本
海ll!IJの地域はイン フラの税制Iiがだ．いぶi!:Eれています
日本海fl!llには、 秋川 . i阿川・ そして新潟という3つの
泌があります 11 -1,: ?f1j:治；；�：�Clヒ｜’｜動車道、 つまり「LI
j什辺」ができると、 これから日本海jl!ljの秋111 · i11q 111 · 
新設jの3つの泌が·Mi＇，己n�1な役加を��たすことができる
ようになります。
・中嶋 AIUでも米イ｜：から「以アジア調査研究七ン
ターJを一、〉；ち ｜：げようと常利Iiをj生めています 11�近、
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フイデア総研 発足記念 対談

AIU学長室での対訟

AIUはウラジオストクの極東凶立総什大学、 1 1q五｜の有
林大学など束アジアのさまざまな大学との辿舵協定も
すすめています。

京アジア地域の大学と辿携し拠点ができると、 いろ
いろなネットワークができます。 それをなんとか、 秋
山や東北の発民に結びつけたいと考えています。 'I 'I主｜
大｜盗だけで‘なく、 fri巧・芥i荏 ・ マカオ までネットワー
クを広げていくことができるのではないかと思います。

町田 今の＂'I主｜は、 11q家資本主義的な経済ill営で、大
きな成果をあげています。 ープjで・'I 'I五｜は、 56もの多民
政凶家であり、 1:1<1を 一つにまとめるのは�l:!'i；；；に難しい
のではないかと思います0
・中嶋 いま中｜五｜ではイLfの教えを午：ぽうという「干し
子学院Jがあちらこちらに登場しています かつて文
化大革命の時に「批林批孔Jという運動が起きました
が、 今は孔子の教えが評価されつつあります

その意味で·q11:rqは、 近年ずいぶん変化していますが、
このような動きにも政治的、 ij攻略的な部分があるのは
汗めません。
．町田 リーマン ショックで明らかになったように、
資本主義経済は、倫理的な基盤がなければ、行き詰まっ
てしまいます。 市場万能主義のような動きは、 いずれ
大きく修正されることになるでしょう。 最終的には中
IJ<Iは、 例えばf�J.i教の利引，，をliltり入れることで、 l叫が一
つになっていく動きになるのではないでしょうか。

中嶋 郎教のキi竹，，，とは、一人ひとりが「公共心を持っ
ているかどうか」が大切になります。 中lnlの経済はす
さまじい勢いで成長し発展していますが、 ii q:1qにはさ
まざまな問題があり、 GDPは成長しでも、 'l'l:iilの市民
社会的な成熟には、 まだ課題が山和していると思いま
す。

1 1  q五｜が本当の意味で成熟した国家社会に自！U砲できる
かどうか、 H本はこれから注意深くみていかなくては
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ならないでしょう。

・中嶋 AIUには海外から多くの留学生、
欧米ばかりか特に台湾 ・ 香港 ・ 牒凶など束
アジアからの留学生も学んでいま す。 台湾
や香港などの富を見たことがない学生は、
秋田で初めて冨を見て、 とても感激してい
ます。

地方では「交流入口の拡大」をめざし、
観光振興が課題とされていますが、 riごろ
留学生と接して思うのは、 これからは単な
る観光だけではなく、 観光プラスの何かが

あればさらに魅力的な地域になることで、すh
観光に加えて、 知的な関心を満たす大学がある秋田

は、 東北人だけで・なく、 円本人や外国人に｜とって、 と
ても魅力的な地域なのです 。 I 
・町田 今のような、 政治、 経済、 産業なとεが京京に
一同集q_iする構造は、 今後ますますリスク怖山くなる
と思います。 それは災筈・ テロだけでありません。 情
報や競争が過度に集中しすぎて、 さまつなfげはI�や無意
味な競争が拡散して、 本質が見失われるリ！スクが大き
くなっているように思われます。

これから日本では、 個性ある地域が多駒できること
が、 11本全体の活力につながると思い ま すら

秋凹県や東北は、 これまでのように 店業誘致や工場
誘致を目指すのではなく、 これから、 教育や研究基地
として成長することが、 大きな意味を持つでしょう。

中嶋 地方は東京のまねなどせず、 徹底的に地方の
良さやメリットを生かし、 地方を維持し、 守ることが
大中です。 そこではじめて、 世界に通，nするブJを発揮
することができると思います。 その点でA£Uは、 秋田
から国際社会に貢献できる人材を多数生み出したいと
思っています。

また、 秋田には地域ならではの資源がたくさんあり
ます。 秋田の伝統的な祭りや「天神あやとりjを継承
してなんとか残したいと、 取り組んでρるl学生もいま
す。

それらの活動には日本の学生だけでなく、 留学生も
和極的に取り組んでいます。 日本のι者ヤ留学生が、
いままで気付かなかった、 埋もれてした：W:北の良さ、
またU本がこんなにも魅力的で制、なi耳可あることを
あらためて気付かせてくれています。

町田 今後AIUから日本、 世界で活雌吋る人材がた
くさん誕生することが大変たのしみで、す。 l今日はあり
がとうございました。



フイデア総合研究所 発足記念
回廊沼恒露語圏
－第二の創業期を迎えて

． 出る杭を打つな

－ フイデア総研に期待するもの

． 地域貢献と広域サービス

E園 未来眼とうほく第1回

東北は教育・研究墓地を目指せ

ヲイデア総合研究所
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