愛知県

次代へ向かう、新たな学びの出発点

愛知大学 名古屋キャンパス
AICHI UNIVERSITY NAGOYA CAMPUS
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内装設計：
（株）
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2012年4月に数千人規模の都市型新キャンパスを開設した2つの私立大学を、巻頭特集として取り上げる。東京電機
いずれも開設場所をターミナル駅の近くとし、地域との発展的な関係づくりを目指している。
こうした共通点を踏まえな
がら、新キャンパス開設の背景や将来の教育・研究プログラムなどについて紹介していきたい。

INTERVIEW

愛知大学 理事長・学長

佐藤 元彦

氏

「中部日本の中心で」という念願をかなえた、
新・名古屋キャンパス。
設立当初に遡って話しを始めますが、最初のキャンパスは豊橋市に設
置されています。候補地はいろいろあったのですが、当時の三河地域には
大学がなく、地域からの強い要望もあって最終的に豊橋市に決まったので
す。設立趣意書には
「中部日本の一地方都市に設置する理由は、学問文
化の興 隆を図るには大 都市への
偏重集積を排して地方分散を望む
からである」
と記されています。同時

設立趣旨に立ち返ると
新たな大学像が見えてくる。

に「名古屋を中心とする中部日本

愛知大学の前身ともいえる
「東亜同文書院」は1901年に中国・上海に設立され、
日中友好提携のもとで教育文化事業として人材育成を行っていた。

様々な制約があり、名古屋市郊外

その伝統を引き継ぐかたちで、1946年、愛知県豊橋市に中部地区唯一の旧制法文系大学として愛知大学を創立。その後、名古屋市車道と愛知県

の三好町（現みよし市）に広大な

みよし市にキャンパスを設けて3キャンパスとなった。
さらに2012年には、みよし市のキャンパスを閉校し、名古屋駅「ささしまライブ24地区」に

名古屋キャンパスを設置しました。
しかしその後も名古屋市内に用地を探

新たな名古屋キャンパスを開校した。法学部、経済学部、経営学部、現代中国学部、国際コミュニケーション学部の5学部が設置されている。

し続けており、幸いなことに、名古屋駅近くの旧国鉄笹島貨物駅跡地・
「さ

には法文科系の大学がなく設置を
要 望 する 」旨 が 記され て おり、
1949年には名古屋分校が名古
屋市東区でスタートしました。
大学が大きくなるとキャンパスの
拡充が課題となりますが、都市では
大学記念館／最初は校舎として使われていた
旧陸軍の兵学校。現在は記念館として利用。

さしまライブ24地区」内に用地を確保することができました。名古屋市が
名古屋駅

2007年に実施したコンペティションをチャンスと捉えて応募したもので、翌
トヨタ自動車
ミッドランドスクエア

年に採択されました。採択された理由は、名古屋市のささしまライブ24の開
発コンセプトである
「国際化の表玄関にしたい」
ことや「にぎわいのあるまち
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JICA中部
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づくりを進めたい」考えが、当大学の建学の精神である
「国際的教養と視
野をもった人材の育成」や「地域社会への貢献」
と合致したからではない
でしょうか。
また、大学が来ると地域は一気に賑わいますしね。

（国際協力機構）

中京テレビ

愛知大学 名古屋キャンパス

（2016年度竣工予定）

名古屋キャンパス／手前は講義棟、奥は厚生棟。
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キャンパスモール

図書館１F／閲覧スペースからディスカッションルームを見る。
SCENE
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AICHI UNIVERSITY NAGOYA CAMPUS

L701教室／SCM-PC-DB、
イス：ASP ノートパソコンを格納できる天板開閉式のPCデスク。

W401教室／デスク：SCT特注品、
イス：ASP

ディスプレイを天板の下部に収納でき平机としても使用可能。

豊橋キャンパス／緑豊かで広大な敷地の中に校舎や記念館が点在。 車道キャンパス／地下鉄駅からすぐの市街地にある。 ささしま地区から見る名古屋駅前ビル群。手前左がJICA中部。

メディアゾーン／多くの学生が自習やレポート作成など多目的に利用している。 フィットネスルーム

アリーナ
（体育館）

ささしま地区の団体や企業と連携しながら、
名古屋の表玄関づくりを。

各キャンパスの明確な特色づけと
学部横断的な学びが、改革のポイント。
名古屋キャンパスがみよし市からささしまへ

名古屋キャンパスは
「国際的な教養と視野

て、国際的な新しい課題に応えることもできま

ターミナル駅である名古屋駅の近くにキャ

際協力機構）へは、約80の発展途上国の公

上がっていく様子を目の当たりにすることがで

移転し、名古屋、豊橋、車道の3キャンパス体

をもつ人材の養成と、
ささしまのにぎわいづくり

す。
また法学部と経済学部とでは、経済も法

ンパスを開設して良かったのは、先ず、新幹線

務員の方たちが毎年500人ほど研修に訪れ

きて幸運ですね。名古屋の表玄関の顔づくり

制となりました。
キャンパス間の移動は教員や

への貢献を」、豊橋キャンパスは
「地域社会に

学も解る人材が養成でき、公務員を目指す学

から見える場所にあり、遠方からの乗客に存

ます。本学とJICA中部の付き合いは長く、新

を通して、同じエリア内の公共団体や企業と

※

学生にとって大変な負担になっていましたの

欠かせない人材の育成と、三遠南信地域 の

生には最適な学びとなります。以前、豊橋キャ

在を覚えてもらえることです。次に、学生が就

キャンパスにおいても研修に来た方たちに図

の地域連携をさらに進めていきたいと考えて

で、移転したことで楽になり改革へのはずみも

振興への貢献を」、車道キャンパスは
「専門職

ンパスには法経学部があり、地方公務員など

職活動をしやすくなったことです。以前は行き

書館等の利用の便宜を図ったり、大学の講義

います。

付くと思っています。

業人や研究者の養成と、社会人教育への貢

を目指す人材を養成していました。
ちなみに、

来に時間がかかる場所にキャンパスがあった

を依頼したりしています。海外へ出て行くばか

献を」
と位置づけています。

今までは各キャンパスの特色が十分出てい

現在の愛知県本庁約6000人の職員のうち

ので、企業訪問は授業が無い日にしかできま

りでなく、
このような受け入れも国際コミュニ

なかったのですが、
これからは設立趣旨を念頭

そして現代に特有な課題に合わせて学部

愛知大学出身者は約1000人で、他大学に

せんでした。今は交通の便が良いターミナル

ケーションの重要な活動です。
また中京テレビ

に置いて、
キャンパスそれぞれの特色や役割を

横断的に学べるよう、科目群の設定をし直し

比べて相当高い比率なんですね。
これからは

駅近くに変わったので、授業の合間でも訪問

が2016年にささしまへ移転する予定ですが、

明確にしたいと考えています。
そしてキャンパス

てみたいと考えています。例えば、国際コミュニ

地域の課題解決が重視される時代になって

できます。
また企業の方も説明に来ていただき

既にマスメディアの講義を担当していただい

がつながりを持ちながら、総合的に発展できる

ケーション学部と現代中国学部の横断的な

いきますから、地方公務員養成により力を入れ

やすくなりました。

ております。

ようにすることが理想ですね。
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学びで、英語も中国語も操れる人材を養成し

ていきたいと考えています。

※

ささしまライブ24地区にあるJICA 中部（国

今年入学した学生は卒業までに、街が出来

※三遠南信地域：愛知県東部の東三河、静岡県西部の遠
州、長野県南部の南信州といった3県の県境地域。
※ J I C A（ 国 際 協 力 機 構 ）
：J a p a n I n t e r n a t i o n a l
Cooperation Agencyの略。目的は開発途上国の経
済・社会の発展に貢献し国際協力の促進を支援すること
で、研修員受入、専門家派遣、開発調査などを行う。

SCENE

04

AICHI UNIVERSITY NAGOYA CAMPUS

L1104教室／講義デスク・イス：SCF-5105

L1101教室／イス：ルッシュ、
デスク：インテ

カラーユニバーサルデザインの考え方に基づいて計画された施設内のサイン。

601席

可動席３席

階段室横のラウンジ。

中国との結びつきが強い当大学では、
３ヶ国語（日本語、英語、中国語）
を用いたサインが標準となっている。

モニュメント
「愛の塔」
は愛知大学出身の日本画家・平松礼二氏作。

都心型と郊外型キャンパスの両立が、
新たな総合大学を生む契機に。
私学にとって、設立趣意書は憲法のような

書類には、豊橋キャンパスに農学部と水産学

三河地区にはありませんので、
それらを研究す

存在です。転機には、
そこに立ち返ることが大

部を設置する将来計画が記されています。意

る新たな関連学部も想定できます。
そうした試

都心型と郊外型という対照的な特色をもつ

事だと考えています。愛知大学はオーナーが

外かもしれませんが、当時の三河地域の産業

みが愛知大学の総合大学化に繋がっていく

名古屋キャンパスと豊橋キャンパスを両立さ

いない私立大学で、学長は選挙で選ばれて理

を調べてみると納得できます。今でも豊橋を含

かもしれません。

せ、横断的な学びを導入して新たな時代の総

事長も兼ねますので、
なおさら拠り所として大

む三河エリアは日本でも有数の農産地です。

事なんですね。設立当時、既に「大都市への

2011年に豊橋キャンパスに地域政策学部を

しかし最近は、
さまざまな大学が中国に関心を

当大学と中国の交流には伝統があります。

偏重集積を排して地方分散を望む」
と明言し

新設したのですが、豊橋キャンパスと、新城

持って交流を進めています。中国では総合大

ている先見性に、私は誇りを持っています。
で

市、東栄町、飯田市、浜松市といった三遠南

学を重視する傾向にあるので、当大学も総合

すから、
「 地域社会・文化へ貢献できる人材」

信地域の行政・団体・企業などとテレビ会議

大学への姿勢を示さないと、改革事業にも影

と
「国際的教養と視野をもつ人材」の育成が

ができるようになっており、将来的には授業や

響してきます。中国にある同窓会支部も、
こう

原点だと思います。

調査・研究の発表をしていきたいと考えていま

した課題を指摘してくれました。
そういった背景

す。農業や水産業に貢献できる私立大学は

もあって、現在は将来計画をいろいろと見直し

実は文部省（当時）への設立許可申請の

ています。

合大学を目指したいと考えています。

L808教室／講義デスク・イス：SCF-5105
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121席

可動席３席
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