
朝日大学は、国際未来社会を切り開く社会性と創造性、そして、人類普遍の人間的知性に富む人閣の育成をめざします。
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ASAHI University News Letter 

H朝日大学の

を
開
催

• 
朝日大学では、「地域と共に歩む大学として日頃の研究成果を社会に還元する」ことを目的に、

1987年から日常生活に身近な話題を取り上げた公開講座を開催しています。

第30回となる今年度は、「スポーツは世界共通の人類の文化であるJをテーマに、リオテeジ、ャネ

イ口オリンピック柔道日本代表男子監督の井上康生氏らを講師にお招きし、地域社会の幅広

い層の皆様に学習の機会を提供しました。

や朝日太学

井上康生監督が日本柔道を語る
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教育研究の成果を地域社会へ
朝日大学地域社会連携センターでは、「地域と共に歩む大学とし

て日頃の研究成果を社会に還元するjことを目的に、1987年度から

日常生活に身近な話題をテーマに取り上げた公開講座を開講し、

地域社会の幅広い層の皆様に学習の機会を提供しています。

第1固

|近代オリンピックの理念とその現実

第1回の公開講座では、受講者は近代オリンピックの理念と現

実について理解を深めると共に、オリンピック選手の思いや実況中

継の裏側についての講演に熱心に耳を傾けていました。

基調講演

「近代オリンピックの理念とその現実」

中京大学スポーツ科学部教授

日本オリンピックアカデミー講師

&| 
「近代対1)ンピックの理念とその現実」

近藤良亨 氏 を語る近藤先生

近藤先生は、オリンピックの創始者クーベルタンによる近代オリンピックの

理念について解説。現代においては近代オリンヒロックの理念と現実とが謡

離している姿について、ドーピング問題を例にあげながら講演されました。

パネルデイスカッション

パネラー

TBSアナウンサー

ソウル・ノてルセロナ・アトランタオリンピック
女子バレーボール日本代表

土井敏之氏

大林素子氏

バルセロナオリンピック男子バレーボール日本代表、
泉川正幸氏

トヨタ車体Que巴nseisGM 

アトランタ・シドニーオリンピック
新井祐子准教授(経営学部)

女子フェンシング日本代表

体育会会長
司 会 健康スポーッ科学科設置準備室 山本英弘教授(経営学部)

第2固

|オリンピックとメディア

第2回の公開講座では、受講者はオリンピックとメディアについ

て理解を深めると共に、閉幕直後のリオ・オリンピックでの柔道をは

じめとする日本選手団の活躍秘話について熱心に耳を傾けてい

ました。

基調講演

「オリンピックとメテeィアJ

(公財)日本オリンピック委員会理事

全日本柔道連盟理事、日本オリンピックアカデミー講師

藤原庸介氏
iIIIiIIIIIIi.. 

藤原先生は、オリンピック放送の仕 『オリンピックとメディア」を語る

組み、魅力あるコンテンツ作りの撮影テ 藤原先生

クニック、スタジアムや会場の設計について解説。オリンピック大会の

組織・運営とメディアとの関係について講演されました。

オリンピックイヤーである今年度は、「スポーツは世界共通の人類

の文化である」という身近な話題を公開講座のメインテーマに掲げ、

瑞穂市総合センター内サンシャインホールにスポーツ分野における

エキスパートを講師としてお迎えし、それぞれの立場からオリンピック

やスポーツの魅力を語っていただきました。

講演

「スポーツを伝えるj

TBSアナウンサー 土井 敏之氏

土井先生は、リオ・オリンピックの映像 オリンピックの実況中継を按露する

に実況解説を交えながら、スポーツを伝え 土井先生

るために心がけていることについて語られました。

「オリンピックが教えてくれたことJ
ソウル・ノTルセロナ・アトランタオリンピック

女子バレーボール日本代表

大林素子氏

大林先生は、自身のエピソードを交えて 「オリンピックが教えてくれたととI

アスリートであることの苦悩について解説。 を語る大林先生

また、夢を持ち競技を継続すること、努力することの大切さを語られました。

「スポーツを語る」をテー

マに、パネラーの方々から

はそれぞれのオリンピック

での経験を織 り交ぜなが

らスポーツへの思いを、ま

た、スポーツ実況に関わる

者の思いを様 々な切り口

から語っていただきました。 パネルデッスカツション「スポツを語る」

講演

「スポーツが教えてくれたこと

一可能性への挑戦-J

アテネオリンピ・ノク女子ハンマー投日本代表 「スポーツが教えてくれたとと」

朝日大学客員准教授室伏由佳氏 を語る室伏先生

室伏先生は、女性アスリートとしての視点からスポーツ障害について解

説されると共に、現役時代の苦悩や自身の生き方について語られました。

「柔道と私j 柔道全日本男子監督、シドニーアテネオリンピック男子柔道日本代表

井上康生氏

井上先生は、日本柔道が勝つための科学

的かつ論理的な取り組み、心身及びメンタル

面の総合的マネジメントについて語られました。

また、リオ・オリンピック全7階級でのメダ、ル

獲得への声援に対する感謝の意が述べら

れると、会場内は大きな拍手で包まれました。

JgA| 
オリンピック全7階級メダル
獲得への道を語る井上先生



海外の学生を受け入れ

|歯学部でメキシコ州立自治大学の学生が研修

本学と姉妹校協定

を結んでいるメキシコ

州立自治大学の教員

と学生たちが、本学歯

学部での短期海外研

修のため来日しました。 メキシコ州立大学を正面玄関で歓迎

同大学の学生たちは、穂積キャンパスで藤原周歯学部国際交流委

員長から「日本文化」の講義、永山元彦教授(口腔病理学分野)から

「細胞診の採取法とその見え方」の講義を受講。また、「医療体験Jとし
て京都府のモリタ製作所(株)を訪問し、最新の歯科診察器材の作製過

程の説明を受けたり、瑞穂市内のサンシャインM&Dクリニックメデイカル/

デンタルで歯科、内科やデイサービス部門などでの研修を受けました。

一行はその後、大阪市、郡上市などを訪問し、日本文化を熱心に

学び帰国の途につきました。

|経営学部と国立勤益科技大畢との交流

本学と学術交流の覚書を締結している台湾の園立勤益科技大皐の

教員と大学院生たちが、本学を訪問し穂積キャンパス内の図書館本館

ラーニングコモンズなどの見学を行いました。また、今回の訪問では、大友

克之学長ほか本学関係者と同大撃の

林文燦学部長らとの懇談会が開催さ

れ、両大学の友好関係を深める方策や、

さらなる教育や学術交流の実現に向け

両大学関係者が積極的な意見交換 た積極的な意見交換が行われました。

「講演と懇親の会」を開催
「朝日大学主催講演と懇親の会」が、ANAクラウンプラザホテル

(名古屋市金山)において盛大に開催されました。

同会は、本学学生の就職対策の一環として毎年開催される行事

で、各企業の人事採用担当者を招き、日頃の本学に対する就職支

援への感謝と、本学教職員とのより一層の人事交流を深めていただ

くことを目的として開催されています。本年は愛知県、岐阜県などの企

業を中心に、約300名の人事担当者の参加がありました。

講演を務めた法学部粟津明博教授は、「国際的税逃れ問題につ

いて考える」と題し、昨今世界的に大きな関心事・問題となっている

タックスヘイブン対策税制jや判例を解説。聴衆に「グローパル化が進

む国際社会においては適正な税務処理が重要である」ことを語りか

け、参加者たちは熱心に耳を傾けメモを取っていましたの

|活発な情報交換

講演会終了後には、会場を移し懇親会が

開催され、各企業の人事担当者と本学教職

員とが企業の採用状況、卒業生の近況や社

会情勢などについて活発に情報交換を行

い、有意義な「講演と懇親の会」となりました。
「国際的税逃れ筒題」が
語られる
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セイノ}ホ}ルデイングス関連企業で

インターンシッフ。

西濃運輸(株)の研修センター(不破郡垂井町)で、経営学部学

生による「インターンシッブロ成果報告会」が行われました。11名の学

生たちは今夏、セイノーホールデイングス(株)関連企業である西濃

運輸(株)、沖縄西濃運輸(株)、岐阜日野自動車(株)、(株)セイ

ノー商事、(株)セイノー情報

サービス、ココネット(株)の6社

で、インターンシップ(産業実習:

就業体験)に参加。各企業で

の就労体験を通じて習得した

知識や、実社会から学んだ成

学生がインタンシップの成果を報告 果をまとめました。

|就職活動前に経営の実践に触れる

関係者約50名が出席した報告会で学生らは堂々と成果を発表

し、「お客様との関係を大切にすることが重要であること、成功や失

敗の体験を検証することにより次に生かすことの大切さを学んだ、」

など貴重なインターンシップ体験談が語られました。

朝日大学では、物流業界の最大手であるセイノーホールデイング

ス(株)と地域社会の発展と人材育成に寄与することをめざし、地

域産業と大学教育の分野において連携協力していくための「産学

連携協定jを2014年2月に締結しています。

ベトナムの夕べ
穂積キャンパス6号館学生食堂で、「朝日大学ベトナムの夕べ

~ベトナム社会民主主義共和国建国記念日を祝う会~Jが開催さ

れ、ベトナム人留学生、日本人学生や教職員約150名が参加し建

国記念日を祝いました。

ベトナムでの石灰事業・建設事業など16年にわたる事業実績を

有する地元優良企業の矢橋ホールデイングス(株)の矢橋龍宣社

長、岐阜県商工労働部観光国際局国際謀の伊藤泰啓主任様を

はじめ、日越国関係者を来賓としてお招きし開催された「ベトナムの

夕べ」は、ベトナム人留学生と共に建国記念日を祝い、さらには日本

とベトナムの更なる友好関係の構築、ベトナム文化への理解をより

一層深めることを目的として開催されました。

|相互理解を深める

ベトナム人留学生や日

本人による歌や武道の

披露、岐阜県マスコット

キャラクターのミナモが登

場し参加者全員でのミナ ベトナムの夕べが開催される

モダンスやミナモ体操が繰り広げられ、会場内ではベトナム人留学

生と日本人学生との相互理解が一層深まりました。

朝日大学は建学の精神に基づき、今後も両国の若い世代が相

互理解を深められるよう国際交流の推進に努めていきます。

03 
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「大会長賞」を受賞
「第31回老化促進モデルマウス研究協議会研究発表

会(京都)Jにおいて、鈴木あゆみさん(大学院歯学研究科

小児歯科学分野)の研究発表が栄えある「大会長賞」を

受賞しました。

「大会長賞」を受賞した鈴木さん(右)

今回の受賞は、老化促進モデルマウスを用いて、歯の早

期喪失が慢性ストレスとして作用し海馬の神経細胞死や

空間認知能の低下が誘発されるのは、オリゴデンドロサイト

の減少と髄鞘の奔薄化が深く関与していることを明らかに

した成果が評価されたものです。

簿記会計教育で高等学校と連携
簿記会計教育に積

極的に取り組んで、いる

岐阜県内の高等学校

(岐阜商業高校、大垣

商業高校、土岐商業高

校、関商工高校)と本

学とは、この度「朝日大

学と高等学校との簿記 調印式を終えた大友学長と岐阜県内の校長先生

会計教育の連携に関する協定」を締結しました。

この協定は、簿記会計教育の連携推進を図るため、高度な会計

に関する資格を取得し、地域社会の発展に貢献したいと志す高校

生の修学環境の整備について、相互に協力・支援することを目的に

締結されたものです。

|優れた簿記会計の教育実績

現役学生の公認会計士試験(論文式)合格者を多数輩出して

いる朝日大学体育会会計研究部では、難関試験のひとつである

「日商簿記検定1級」に6名(3年生I名、 1年生5名)の学生がみ

ごと合格しました。経営学部経営学科の学びの領域「会計・ファイ

ナンス」で学ぶ会計研究部の部員たちは、公認会計士、税理士、

国税専門官や企業の財務・会計のブpロフェッショナルを目指し、現

役公認会計士らによる個別指導のもと専用学習室でパソコンや

Webサポートシステムなどを利用し、夢の実現に向けて学びを続

けています。

保健医療学部でFD研修会開催
保健医療学部看護

学科FD研修会が穂積

キャンパス3号館で開

催され、藤田保健衛生

大学医療科学部看護

学科の盛田麻己子准

藤田保健衛生大学の盛田先生を招きFD研修会 教授を講師にお迎えし、

「国家試験対策の具体的な進め方」と題した講演をいただきました。

2015年度看護師国家試験合格率99%、保健師国家試験合格

率100%を達成している同大学では、 l年次から国家試験対策を

開始し、4年間を通じ学生の個人成績データを蓄積、成績別に学

生を3クラスに分け、レベルに応じた学習指導を実施。国家試験の

合格ラインに満たない学生の成績をヲ|き上げるために、夏休みや

実習のない期間に大学で学修させるなど集中的に国家試験合格

に向け指導を行っているとのことです。

「学生の中には、低学年の学修を理解できないまま進級する場

合があることから、国家試験対策委員会と教務委員会とが連携し、

学生の学修情報を共有、早い段階での状況改善の対処及び指導

を行うことが大切であるjと盛田先生が語られました。

本学の看護学科ではすでに3年生を中心に、国家試験対策行

事(模擬試験、過去問題試験、特別講義)を開始していますが、今

回の盛田先生の講演により、学生の成績動向、低学年での知識定

着確認、学習意欲の把握など国家試験対策のポイントを多く確認

することができ、今後の国家試験対策の参考となる有意義な研修

会となりました。

「フロンティアセミナー」を開催
穂積キャンパスl号館大講義室において、瑞穂市とその周辺地

域にある大垣共立銀行5支庖が主催する「第31回フロンティアセミ

ナーJが本学協賛のもと開催され、岐阜市、瑞穂市、本巣市などの

市民ら約80名が受講しました。

本セミナーは、大垣共立銀行が同行の進める地域活性化事業

の一環として実施している催事で、本学は同セミナーに対し、「大学

の知的財産」を地域社会の皆様に還元できればと、第 l回目の開

催から協賛しています。

I r遣いの認識Jを学ぶ

今回のセミナーでは、留学生別

科の横山博信教授が「外国人留

学生と接して想うことjと題し、留

学生の修学の様子を紹介しつつ、

留学生の出身固と日本社会との 横山教授が講師を務める

関係や留学生の生い立ちによる日本人との違いをわかりやすく解

説。「違いをよく認識することが重要であるjと受講者に語りかけま

した。受講者らはメモをとりつつ熱心に講演に聴き入っていました。

このフロンティアセミナーは、今後も半年に一度本学を会場として

開催される予定です。
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STUDY 

歯学部海外4カ国8大学で研修

|実り多き成果を報告

歯学部では、国際的な視野を持ち、幅広く活躍できる歯科医師

を育成するために、毎年夏季休業期間等を利用して学生の「短期

海外研修Jを実施しています。

5年生を対象とした海外研修の費用は全額大学が負担。学生に

とっては、海外の医療の現場を知る絶好の機会といえます。

今回、海外4カ国8大学での実り多き研修が終了し、研修成果が

報告(提出)されました。

瞳
アメリカ

カリフォル二ア大学口サンゼ、ルス校 凪|聖 アメリカ

タフツ大学 亙

E
=
 

ホストの温かい出迎えでスタートし

た研修。

歯科医師として、「予防歯科Jが重

要とのレクチャーを受ける。

教員は学生を一人の歯科医師とし

て扱い、学生自身も歯学部生として

の自覚を再認識し、教育と診療に

取り組んでいる姿勢に共感。

今年が記念すべき初めての研修と

なったタフツ大学。本学から2名の学

生が参加。

ボストンの街中にある日階建ての近代

的な校舎にて、実習室や講義室、技

工室、診療室等を見学し、常に清潔な

状態が保たれてし、ることに感動。歯周

病学の講義を受講し、歯周疾患の初期治療の大切さを今まで以上に実感。

アメリカ

テキサス大学サンアン卜二オ校 霊「
内 圃

臨床実地教育や臨床研究のための患者数の多さに、「臨床実地教育J重
視の姿勢を学ぶ。

受け持った患者さんの治療計画を自ら

立案し、総合診療をしている学生の姿

に刺激を受け、自分も負けていられない

と決意を新たにした。将来、同じ歯科医

師になる学生との交流を持つことがで

きたことは、かけがえのない財産。

中国

北京大学口腔医学院

メキシコ
メキシコ州立自治大学

ー副
ホスト学生や教員の細やかな「おもて

なしの心」に感動。

中国最大の歯学部の広大なキャンパ

スはもちろんのこと、一日に5千人もの患

者が訪れるという病院の規模に驚樗。

一般診療見学、手術見学、PDI見学

などを通じて、日本と中国との歯科医

療の違いを学ぶ。

病院見学では、学生自らが後

輩に教えながら患者さんを治

療する「学生主導型」の教育

に触れる。

昼食会では大勢の大学関係

者の前で、英語でスピーチ。

異文化コミュニケーションでは、話せるかどうかよりも、「伝える意志」が大切で

あると実感し、国際人としての大きな一歩を踏み出せた。

中圏
第四軍医大学 同

礼儀正しい学生や教員に、身も心

もヲ|き締まる緊張感。病院では、歯

内療法や補綴の治療などを見学。

中国北西部地域の医療拠点とし

て、溢れんばか切の患者数が高い

信頼性をうかがわせる。

秦の始皇帝兵馬備の見学や歴史博物館の訪問を通して、中国の歴史の奥

深さを実感。

面lH-r
地球の裏側でまさに異文化交流を実体験。

普段は歌い、踊り、明るく陽気なメキシコの学生であるが、講義や実習に臨む

姿は真剣そのもの。抜歯の実習に ・ 且』 昼

も参加し、歯科医師としての素晴

らしい経験値に。

まるで本当の子どものように暖かく

接してくれた、ホストファミリーとの

思い出を胸に帰国。

之副
清潔感溢れる施設設備、自然豊か

なトゥルクの街や親切な人柄に感激。

研修中、微生物学、義歯学、歯周

病学、理工学、口腔病理学、補綴

学、修復学など、様々な講義を受

講した。

Xylitol(キシリトール)を中心とした

「予防医学」の取り組みに共感。
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相撲

各務原養護学校と交流
体育会相撲部は、各務原養護学校体育大会「ごっちゃんで

す!Jに参加しました。

体育大会の相撲競技に参加した本学の選手たちは、相撲甚句

が流れる中、生徒と一緒に摺り足で入場。紅白の団長の掛け声で

全員いっしょに四股を踏んだ、り、取り組みを行いました。

養護学校の生徒と相撲を楽しむ

生徒や学校関係者からは「わあ、本物が来ている。自分たちとは

違って身体が大きく四股も安定している。例年になく盛り上がった相

撲競技となりました」などの喜びの声があがりました。

朝日大学と各務原市とは、本年2月に特別支援教育の充実を図

り、共生社会の実現に向けた人材育成に寄与する「連携協力に関

する協定」を締結しています。

剣道

東海大会を制す!
体育会剣道部女子が、中部大学(愛知県春日井市)で開催され

た「第39回東海女子学生剣道優勝大会jに出場。宿敵中京大学

を決勝戦で下し、4年ぶり4回目の優勝に輝きました。

また、男子は名古屋市東スポーツセンター(名古屋市)で開催さ

れた「第63回東海学生剣道優勝大会Jに出場。惜しくも決勝戦で

中京大学に敗れ「準優勝」の成績となりました。

I r心技体jを磨く

体育会剣道部の主催による「第15回朝日大学剣道錬成会jが大

垣市武道館で開催され県内外強豪高校より約300名が集いました。

錬成会は、高校剣士の技術向上と本学剣道部の活動をアピー

ルすることを目的に毎年開催され、参加した剣士たちは「基本錬成、

試合錬成、稽古会Jに取り組み「心技体Jを磨きました。

全国から強豪剣士が集う

ASAHI University News Letter 

SPORTS 

自転車

「全日本インカレ」で2種目制覇
「文部科学大臣杯第72回全日本大学対抗選手権Jが、静岡県伊

豆市日本CSCで開催され、今夏「西日本大学対抗選手権11連覇」を

成し遂げた体育会自転車競技部が優秀な成績を収めました。

トラック競技9種目及びロード競技l種目の総合成績で争われる

「全日本インカレ」には、基準タイムをクリアした全国46大学からのべ

442名が出場。全日本代表強化メンバーの渡漫朔太郎選手(ビジ

ネス企画4年:岐阜)が圧倒的な強さを発揮し4kmIPで学生チャン

ピオンに、また、これまで、「全日本インカレ」準優勝が最高の成績で

あった4kmTPでは念願の「初優勝」を果たしました。感動的な大逆

転劇に、会場内は賞賛の拍手がしばらく鳴り止みませんでした。

また、 1kmTTで3位・7位入賞、タンデムSP3位入賞、チームSP4位

入賞、スクラッチ8位入賞をはたした自転車競技部は「男子総合5

位入賞」の好成績を収め、112年連続総合入賞」をはたしました。

12020年東京オリンピック」、そして「大学ナンバーワ ン」を目指

し自転車競技部は走り続けます。

14kmlP優勝」の渡遁選手(中央)

14kmTP働勝」の決勝レ ス

ボウリング

ウィメンズカメレオンオープン優勝!
IDHC PBAウィメンズカメレオンオーフ。ンjが、新狭山グランドボ

ウル(埼玉県)で開催されプロ・アマ46名が出場。女子ナショナル

チームの谷原美来選手(ビジネス企画2年:三重)が、デイフエンデイ

ングチャンピオンを破りみごと「初優勝」の栄冠に輝きました。

また、富山地鉄ゴールデンボウル(富山県)で開催された「第53回

東日本ボウリング選手権」では、女子個人戦で谷原選手が優勝、同じ

くナショナルチームの入江菜々美選手(ビジネス企画2年.愛知)と竹

川ひかる選手(ぎふ瑞穂スポーツガーデン)が準優勝 ・3位入賞、男

子個人戦で脇坂裕貴選手(ぎふ瑞穂、スポーツガーデン)と長津椋選

手(ビジネス企画3年静岡)が4位・5位入賞の好成績を収めました。
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NEWS 

リオ・オリンピックの金メダリスト来学
リオ・オリンピックの競泳

女子200m平泳ぎで金メダ

ルを獲得した金藤理絵選

手(ぎふ瑞穂スポーツガー

デン)が、加藤健志コーチ

及び競泳男子400mリレー 金藤選手らによる金メダル報告会

8位入賞の小長谷研二選手らと共に来学されました。

正面玄関前では学生・教職員、ぎふ瑞穂スポーツガーデン関係

者ら約200名が、日の丸の手旗を振って大歓声での出迎え。その

後、金藤選手らによる金メダル報告会や記者会見が行われました。

金藤選手には、リオ・オリンピック金メダル獲得の功績により

「紫綬褒章Jが、また岐阜県からは「県民栄誉大賞」が授与さ

れました。

患者さん癒す演奏や声楽
村上記念病院(岐阜市橋本町)で、患者さんを対象にした院内

コンサートが開催され、入院患者さんらはクラシック音楽やミュージ

カル音楽の演奏や歌唱に聴き入っていました。

今回のコンサートには、岐阜市を拠点、に活動する声楽家と演奏家5

名が出演。歌、チェロ、ヴァイオリン、ピアノの合唱で「サウンドオブFミュー

ジックJi夏の思い出Jなとち曲を披露いただき、コンサートの最後には

入院患者さんや家族、病院スタッフら約150名が一緒に「学生時代」

同一一一一一7;~τ て;;-~ ・ を合唱。楽しそうな歌声が院

内ホーlレに響きわたりました。

入院患者さんの心を癒すコンサー卜

このコンサートは、毎年夏

と冬に行われており、入院生

活でふさぎがちになる患者さ

んの'L、を癒してし、ます。

ハラスメント防止ガイドラインをリニュアル
朝日大学では、ハラスメントを防止することによって、教職員の労

働環境及び学生の就学環境の公正の確保と個人の利益の保護

等を図るためハラスメント防止ガイドラインを定めております。

この度、当該ガイドラインにパワー・ハラスメント及びマタニティ・ハ

ラスメントに関する内容等を新たに追加しました。最新の内容やハ

ラスメント相談員の配置については、本学ホームページに掲載して

おりますのでご確認ください。

www.asahi-u.ac.jp/inf/harassment.html 

相談窓口

学生が相畿を行う場合 学事部学事二課 TEL 058-329-1081 (直通)

総務部総務課 TEL 058-329-1024(直通)

職員が相談を行う場合
附属村上記念病院
事務部管理課 TEL 058-254-0907 (直通)

ASAHI University News Letter 

秋季学位記授与式
秋季学位記授与式ならびに修了式が、穂積キャンパス5号館講

義室において華やかに挙行されました。

今秋の卒業生・修了生は、学部卒業生、大学院修了生、留学生

別科修了生の総員33名(4カ国)。式典では大友克之学長から、学

位記、修了証書が一人ひとりに手渡され、卒業生らは緊張しつつも

充実感に満ち溢れた面持ちで学位記を受領していました。

|新たな門出を祝福

教職員・父母等に拍手で送り出された卒業生たちは皆、朝日大

学での学生生活の日々を振り返りながらも、これから始まる新生活

への希望に満ちた表情でした。また、式典終了後には、卒業記念

パーティーが6号館ホールで関かれ、華やかなパーティー会場で

は、卒業生たちが新たな門出を互いに満面の笑顔で祝福し合って

いたのが印象的でした。

卒業記念パーティーで新たな門出を祝福

秋季入学式を挙行

2016年度朝日大学秋季入学式が、穂積キャンパス5号館講義

室にて厳粛に挙行されました。

今秋の入学者は、世界7カ国から総員34名 (学部、留学生別

科)。学長告辞を緊張した面持ちで受けた新入生の新たなページ

がここ朝日大学でスタートすることとなりました。有意義で充実した

学生生活が送られることを期待します。

|建学の精神道守を誓う

式典では、大友克之学長からの入学許可に引き続き、「建学の

精神に基づき朝日大学での勉学・研究にそれぞれが遁進し、有意

義な学生生活を送ってくだ、さい」と告辞が述べられ、入学生の代表

からは、「建学の精神を遵守し、学業成就に向けて日々努力しますJ
との力強い宣誓が行われました。

大友学長へ入学宣誓を行う
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