
 
 

国際化推進に向けた⻘⼭学院のコミットメント 
〜伝統と⾰新の融合〜 

 
⻘⼭学院は、国際的教育機関として創⽴当初から現代に⾄るまで、⼈に仕え、社会に貢献す
る国際的リーダーを育成する総合学園としての使命を掲げてきました。 
 
明治初期、⽶国⼈宣教師と⽇本⼈の協⼒により開校した⼥⼦⼩学校・耕教学舎・美會神学校
の 3 つの学校は、当時の最先端の国際教育を⾏っていました。その後、アメリカの牧師ジョ
ン・F・ガウチャーの寄付と指導により⻘⼭キャンパス を購⼊し、東京で世界レベルのキリ
スト教⾼等教育機関の設⽴を⽬指しました。当時の英語名称であった Tokyo Anglo-Japanese 
College がその国際精神を明確に⽰しているとおり、国際教育を根本的な教育理念として推
進しました。創⽴当初から本学院にとって、キリスト教信仰に基づく教育は、必然的に国際
的だったのです。昭和前半の軍国主義、国家主義時代の中であっても、その精神を⼤切に守
り続け、現代の⻘⼭学院の教育⽅針、教育理念、グローバル化ポリシー、AOYAMA VISION
などに⾄るまで全てその重要性を明確に伝えています。 
 
現在、新型コロナウイルス感染の拡⼤や世界中の新ナショナリズムなどの台頭により、国際
化に対する逆⾵が吹いています。しかし、本学院は時代思潮が良い時も悪い時も、⼀貫して
国際教育を推進してきました。これこそ、本学院の⼤きな特⾊です。 
 
国際化の意義が問われているのであれば、その議論を受け⼊れ、国際教育の本来の重要性と
意味を再確認する機会としていきます。⾏き過ぎたグローバル化が誘発する問題があるなら
ば、その諸問題を解決できる次世代の地球市⺠の育成にこれからも努めていきます。時代が
変わっても、マルチリンガル教育、社会貢献、異⽂化理解と多様性を尊重する教育、平和教
育や⼈権教育などの必要性は変わりません。持続可能性の問題から新型コロナウイルスに⾄
るまで、今我々が直⾯している脅威は、⼈類全体として地球規模で取り組むべき課題であり、
特定の国や地域のみで解決できるものではありません。   
 
現在、様々な意味で国際社会が難しい時代を迎えています。このような世界状況であるから
こそ国際社会に貢献できる⼈間が必要であり、⻘⼭学院は国際化戦略をこれまで以上に強化
していきます。そのために、2020 年度から⻘⼭学院全学国際戦略推進委員会が設置されまし
た。本学院は、新しい国際状況に合致した具体的な国際戦略を学院全体で⼀丸となって推進
し、明⽇の世界が必要としている国際的リーダーをこれからも育成していきます。 
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Aoyama Gakuin's Commitment to Internationalization: 
Where Tradition Meets Innovation 

 
Since its founding in 1874 as an international educational institution to the present day, 
Aoyama Gakuin has long been committed to its mission of educating international leaders 
who serve others and contribute to society.  
  
In the early Meiji period, American missionaries and Japanese educators collaborated to 
open three schools, which offered the most advanced international education of their time. 
Then, with the patronage and leadership of the American minister John F. Goucher, 
Aoyama campus was purchased, paving the way for his vision of a world-class Christian 
institution of higher education in Tokyo. The original English name of our united 
institution, Tokyo Anglo-Japanese College, in itself expressed international education as a 
fundamental educational value. From its inception, our institution’s educational philosophy 
based on Christian faith was necessarily international. Even during the dark days of 
militarism and nationalism in the early Showa period, our international spirit was carefully 
preserved, and still lights the way in our current educational policy and principles, our 
globalization policy and vision. 
  
Today, despite headwinds against internationalization with the spread of the coronavirus 
pandemic and the rise of new nationalisms around the world, our institution continues to 
advocate for international education. We have done so since the founding of Aoyama 
Gakuin, whether it was in season or out of season, and internationalization remains a 
distinguishing characteristic of our schools and programs. 
 
If the value of internationalization is in doubt, we welcome that debate and the opportunity 
to reaffirm the significance and meaning of international education. If there are problems 
caused by excessive globalization, we will continue to strive to nurture the next generation 
of global citizens who can solve those problems. Despite these turbulent times, what has 
not changed is the pressing need for multilingual education, social contribution, 
intercultural understanding and respect for diversity, peace education and human rights 
education. The threats we face today, from environmental sustainability to the coronavirus 
pandemic, are global issues that must be addressed by humanity as a whole and cannot be 
solved by any one country or region alone.   
  
Today, our world faces a multitude of challenges. But it is in times like this that we most 
need people who can contribute to our shared concerns as an international community, and 
Aoyama Gakuin is strengthening its internationalization strategy more than ever before. 
To this end, the All Aoyama Gakuin International Strategy Promotion Commission was 
established this year. All of Aoyama Gakuin will work together to develop and promote 
specific international strategies to meet new challenges even as we take great pride in 
nurturing the kind of international leaders that the world needs for the future. 
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