
朝日大学1<1:、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間の育成をめざします。
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「公認会計士試験jに8名が合格(2016年 11月発表)

2017年を迎え、宮田淳理事長から新年の挨拶とともに、朝日大学の今年の基本方針が述べ

られました。「建学の精神jの継承と具現化に全教職員一致して蓮進しようというもので、地道

にこれを進めていくことこそが「魅力ある大学、選ばれる大学」づくりの根幹であるとしています。

また、大友克之学長、森下伊三男副学長、倉知正和副学長並びに田村康夫副学長からも、

年頭所感がそれぞれ寄せられました。

や朝日大学



02 

GREETING 

「建学の精神」に基づく人材育成
謹んで新年のお慶びを申し上げます。

さて、昨年は、熊本の大地震や阿蘇山の噴火、また、地球温暖化による影

響なのか、台風の上陸や大雨による災害など、自然の猛威に翻弄されたl年

でした。しかしながら、昨年8月に開催されたリオデ?ジ、ャネイロオリンピックで・は、

レスリング、柔道、水泳、体操、バドミントンでの金メダル獲得など史上最多のメ

ダル獲得となり、日本人選手の活躍は目を見張るものでした。9月には本大学

に事務所を置く「ぎふ瑞穂スポーツガーデン」所属の金藤理絵選手の金メダ

ル報告会を本大学で開催しました。新国立競技場問題や各競技施設の建

設などの運営面では今後解決すべき問題は山積みですが、2020年の東京

オリンピックが待ち遠しい限りで、す。また、一昨年の物理学賞及び医学生理

学賞のノーベル賞:受賞に引き続き、昨年はオートファジーの仕組みの解明に

より大隈良典氏(東京工業大学栄誉教授)がノーベル医学生理学賞を受賞

し、日本における基礎科学研究の重要性を改めて社会に問うものとなりました。

国際社会に目を転じると、何と言ってもアメリカ大統領選挙において、さ

まぎまな過激発言が問題とされたトランプ氏が次期アメリカ大統領に当選

し、いよいよこの1月に大統領に就任しますが、日本の政治・経済、そして安

全保障にどのような影響があるのか図りしれません。また、イギリスのEU離

脱による日本経済への影響なとsも懸念されています。さらには、韓国パク

大統領の政治スキャンダル、北朝鮮による核開発やミサイル発射問題な

ど東アジアの安全保障・政治情勢が日本にどのような影響があるのか懸

念される状況です。一日も早く平和な世界が訪れることを願っています。

本大学は、2017年度事業計画及びこの事業計画を執行するための

予算が、この1月に開催される理事会において承認を得る予定となって

おります。4月には保健医療学部「健康スポーツ科学科jがスタートします。

保健医療学部看護学科は2018年3月に初めて卒業生を送り出します。

変わる朝日大学
謹んで新年のお慶びを申し上げます。

昨年は4年に一度のオリンピックイヤーとb、うことで日本全体がスポーツの話

題で盛り上がったl年で、した。朝日大学内に設置したぎふ瑞穂スポーツガーデ

ン所属の金藤理絵選手が水泳女子200メートル平泳ぎで、見事に金メダ、lレを手

にした姿は、私たちにあらためて地道な練習の積み重ねの大切さを教えてくれ

ました。秋の公開講座には全日本男子柔道の井上康生監督をはじめ五輪ゆ

かりの先生方をお招きし、スポーツに関する話題を提供していただきました。

「スポーツは世界共通の人類の文化である」というスポーツ基本法の前

文に立脚し、本年4月より健康スポーツ科学科を開設いたします。これまで、積

み上げてきた本学体育会の活動を、単なる学生スポーツにとどめずに学び

の場へと、そして研究の対象へと拡張することで、スポーツをする、見る、そし

て支える人材を育成して参ります。朝日大学の新しい挑戦にご期待ください。

国際交流では、海外協定校との相互派遣をさらに深化させました。昨年2

月には富田淳理事長、磯崎歯学部長がメキシコ州立自治大学を訪問。4月

には新たに交流校に加わった米国タフツ大学歯学部より歯学部学生の受

入れを行u、ました。またテキサス大学サンアントニオ校看護学部よりBreslin

学部長をお招きし、本学看護学科として初めての学術交流協定を締結いた

しました。5月には台湾の園立勤益科技大拳との問で学術交流に関する覚

書を締結し、7月に工学部系研修生の受入れを行いました。30年以上にわ

たり交流を継続している北京大学口腔医学院からの教員・学生の受入れに

卒業生会員の国家試験合格を目指しており

ます。法学部では、岐阜県内で唯一法学部

を設置する大学として、18歳への選挙年齢

の引き下げに伴う高等学校における主権者

教育の実施や大学キャンパス内の期目前

投票所の設置など、さらに地域との連携を

図ってまいります。経営学部では、昨年は8 企
名が公認会計士試験に合格しました。引き

理事長宮田 淳
続き、会計教育に力を注いでまいります。歯

学部では、臨床に強い歯科医師を養成するとともに国家試験合格率の向

上に取り組んで、まいります。また、本学の三医療機関は、地域の医療拠点と

して今年も地域住民の方々の健康の維持・増進に努めてまいります。本学

は地域社会への貢献に今年も全力を挙げてまいります。

本大学の建学の精神に沿った3つのポリシー(テ、イプロマ、カリキュラム、

アドミッション)に基づき、優秀な学生を受け入れ、アクティブラーニングを積

極的に推進することで社会から評価される「学士カJを備えた学生を育成

してまいります。そのためには、学長の強いリーダーシップの下、各学部がそ

れぞれの個性、特色を活かし、資格取得や国家試験合格率の上昇に努

めていかなければなりません。また、FD.SD研修のさらなる充実により教職

員の資質向上を図り、教職協働により学生支援の充実を図ってまいります。

引き続き本大学の建学の精神を具現化することで、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を身につけた

本大学卒業生が、確実な「学士力」を身につけ、社会から評価され、国

際社会で活躍することを信じています。

本年も皆様のご支援、ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

ついては、昨年にヲ|き続き科学技術振興機

構が主管する「日本・アジア青少年サイエン

ス交流事業ーさくらサイエンスプラン」に採択

され、交流を深めました。その他、在日本南ア

フリカ大使館、メキシコ大使館、駐名古屋中

国領事館、米国名古屋領事館との問で、積

極的な意見交換を行u、ました。

また産学連携活動と海外研修を組み合わ
，さと岳 民

せたプログラムとして、今春にはセイノーホ-ー

ルデイングス様との連携協定に基づき韓国釜山での研修を、またi農飛倉庫

運輸様との連携協定に基づきベトナムでの研修を展開することで、すべて

の学部において海外での学び、のフィールドを提供して参ります。

「朝日大学が変わった」という声を聞く機会が増えました。昨年末には8

名の学生が難関の公認会計土試験を突破しました。2014年の2名、

2015年の5名と着実に成果をよげております。歯科大学からスタートした

本学ですが、やはり学修の成果としての資格取得という部分にはこだ

わっています。どんな分野でも、目標を立てて勉強し、突破することで、今

まで見えなかった景色が広がります。主役はあくまでも学生諸君。私たち

は学生の夢の具現化を、全力でサポートして参ります。

本年もご指導のほど、よろしくお願い申し上げます。



教育の質的転換を図る
新年あけましておめでとうございます。謹んで、新年のお慶びを申し上げます。

昨年は7年に一度の機関別認証評価の受審があり、さらに、中教審の

教員養成部会による教職課程の実地視察もありました。このような外部

評価を通して、社会における大学の存在意義、地域に根ざした知の拠

点としての大学の使命を改めて考えさせられる年でした。

今年は、2014年に設立された保健医療学部看護学科が完成年度を

迎え、さらに、同学部に健康スポーツ科学料が創設される、という記念す

べき年となりました。2学科体制となる保健医療学部が本大学にとって更

なる発展の一翼を担っていくことに大きな期待を抱かずにはいられません。

一方で、平成25年度に改訂された高等学校学習指導要領に基づ

いた教育課程で学んだ高校卒業生が昨年4月に入学してきました。

ASAHI University News Letter 

新しい時代の流れに沿った教育を受け、

学生の質は大きな変化を遂げているようで

す。そのような変化に対応し、さらに変化を

先取りして、学長のリーダーシッフ。の下で、教

育職員 -事務職員が一丸となって教育の

質的転換を図り、また、地域との連携を深

めて、更にきめ細かな学生指導に当たるこ

とが建学の精神の具現化に向けた第一歩

だと考えております。 4‘ ι 国.
副学長 森 下 伊 三 男

皆様の御理解と御支援を賜り、「魅力ある大学」として更なる発展を目指し

てより一層の努力をしてしく所存です。ときうぞ本年も宜しくお原品、し3たします。

健康スポーツ科学科開設に寄せて
新年あけましておめでとうございます。謹んで、お慶び、を申し上げます。 4月には第一期生が入学してきますが、本

昨年のリオ五輪では、日本は過去最多となる41個のメダルを獲得し、日 学には歯学部、看護学科 、そして歯科衛

本中が多いに盛り上がりました。特筆すべきは本学に事務局があるぎふ 生士専門学校が併設されており、健康ス

瑞穂スポーツガーデン所属の金藤理恵選手の競泳女子200m平泳ぎで、 ポーツ科学科の開設に伴って、今後は既

の金メ夕、ルの獲得で‘した。そんな興奮も冷めやらない中、本学では8月31 設の経営学部、法学部と共にそれぞれの

日付けで、文部科学大臣より保健医療学部健康スポーツ科学科の設置 個性を活かして学生相互間での競争・共

認可を受けました。そのタイムリーな8月27日、9月3日には「スポーツは世界

共通の人類の文化である一朝日大学の挑戦一」をメインテーマにした公

開講座が開催され、日本男子柔道の井上康生監督によるリオ五輪にま

創の学習連携の可能性を追求しながら、

附属三医療施設と相侯って、医療に強い

大学としてさらなる躍進が期待されます。

.. 
副学長倉知 正 和

つわる興味のある講演を聴くことができました。 本学の建学の精神である「国際未来社会を切り開いて活躍でらきる人

この健康スポーツ科学科は、現学長の強いリーダーシップの下に 材の育成」を具現化するために、本年も教職員の皆様のご支援とご協

「心技一体教育」の一環として2002年に設立された体育会が起源で=す。 力の程よろしくお願いします。

2017年度への期待
新年あけましておめでとうございます。本年も皆様にとりまして素晴らし

い年になりますことを心からお祈り申し上げます。

さて2017年度は、朝日大学にとって一段と充実する年になります。最も

大きく変わるのが保健医療学部で、看護学科は4年生まで揃う完成年を

迎え、また新たに健康スポーツ科学科が新入生を迎え入れます。両学科

の学生の増加によりキャンパスはますます賑わうでしよう。健康スポーツ科

学科は、オールラウンドなスポーツ実践能力、ライフステージに応じたス

ポーツ指導能力、健康やスポーツを科学的視点から捉える思考能力、ス

ポーツにおける企画及び管理-運営能力の4つの能力を育成し、健康や

スポーツに関する知識技術技能を修得させることを目標としています。

スポーツの素晴らしきは、選手の活躍-成績だけでなく、それを応援する

国民から地域住民まで、様キな人たちを元気にしてくれる不思議なパ

ワーを持っています。

アメリカで、はパスケ、ノトボールなとさ大学ス

ポーツが盛んで、、それらをマネージメン卜する

のがNCAA(NationalCollegiate Athletic 

Association)という組織です。そこで文部

科学省は、大学スポーツを通じて地域活性

をねらう新しい施策を考え、2017年度から

大学スポーツを強く推進するため、スポーツ

に関係する人材を養成することで日本版

NCAAの創設を目指しています。施策にま
副学長 田村 康夫

さに合致しているのが健康スポーツ科学科です。朝日大学は、スポーツに

力を入れ、その学生の支援を行っている大学として、中部圏において拠

点大学になる日も近いと考えています。

本年も皆様のご支援とご協力をお願いいたします。

謹賀新年 法学部長(兼)法学li)f究科長 平田 勇 人 歯科11長(兼)j肘 河川究科長 磯 崎 篤 則 附属村上記念病院長 大橋 宏重

経営学部長 岩 崎 大 介 税学生別科長

経営学研究科長 奥山 徹 附属病院長

丸山 和美

都尾 元宣

PDI岐阜的科診療所長 藤 原 周

事務局長 高橋偉茂
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HOT TOPICS 

秋の叙勲を受章
平成28年秋の叙勲に

おいて、西牧誠名誉教

授が「瑞宝中綬章Jを、
教職課程センターの小

川信幸教授が「瑞宝小

西牧誠名誉教授 小JlI信幸教授 綬章」を受章されました。

このたびの受章は、長年にわたる大学並びに高等学校な

どでの「教育研究功労」によるものです。

商業教育で高大連携

|財務の分かる人材育成

岐阜県高等学校商業校長会と本学との高大連携事業の一環

として、穂積キャンパス6号館大講義室で岐阜県立岐阜商業高等

学校2年生の400名を対象とし「企業財務の見方について」と題し

たオープンスクールが開講されました。

同スクールでは公認会計士で体育会会計研究部の小島一富

士監督が講師を務め、阿部所属の学生30名がサボーターとして加

高校生たちに語りかける小島監督

わり、企業の財務諸表に基づき

経営状況を分析する実践的な

講義が展開されました。

岐阜県内外の商業高校教諭

ら約20名が視察するなか、生徒

たちは真剣な表情で実践的な

簿記の講義を受講していました。

図書館ミニ講座開催
穂積キャンパス10周年記念館クリエイティブワーク・エリアで、学

生への学習支援と図書館の利用促進を目的とする「図書館ミニ講

座」が開催されました。

今回は、「レポート作成力UPのコツJというテーマで法学部の片

山和則講師が講義を行い、授業を終えた各学部の学生が参加。レ

ポート課題を自分オリジナルの視点でとらえ、学術的フレーズを示し

て理論展開し結論を示す書き方のポイントを学びました。

事例を交えたわかりやすい内容に、「聞いてよかった。講演時聞

が短く感じられたJなどの感想が聞かれました。

片山先生が講師を務める

「商品開発塾」を開講
岐阜県内の商業高校などで組織される岐阜県商業教育研究

会とマーケティング研究所が、「ヒットメーカーに学ぶ !一商品開発

塾一」を穂積キャンパス5号館講義室で開催しました。

ピンデザインオフィス(有)デザイナーの山内敏功氏を講師に迎え

た今回の開発塾では、「デザインで地域を芯から強くするJと題した

講演があり、高校教員や教職員 ・学生ら約100名が熱心に耳を傾

けていました。

|いい企画は雑談から

山内先生は、「デザインとは単に形状や図案を考えることではな

い。プロジェクトの総合的な課題を正しく発見し、それを解明するため

のアイデアを生み出し、仕組みを設計することである。いい企画やアイ

デアはオフィスの外での雑談から生れることが多いJと語られました。

山内先生がデザインを語る

高大連携で

「公認会計士試験J8名合格

会計研究部所属の学生8名が、みごと「公認会計士試験

(論文式試験)Jに合格しました。

公認会計士試験は「短答式試験」と「論文式試験」の2

段階で行われ、学生たちは合格率10.8%(出願者10，256名

で1.108名合格)の超難関試験である「論文式試験」に挑み、

みごと同試験突破を成し遂げました。

|高大連携による成果

本学では、商業教育の推進をめざし岐阜県高等学校商業

校長会との連携協定を締結し、高等学校と大学との7年間で

公認会計士をはじめとする高度な会計資格に挑戦し合格で

きるよう、2012年度から充実した会計教育を行っております。

「論文式試験J合格を学長に報告



「大会賞」

iBest Paper A wardJを受賞

保健医療学部看護学科の須賀京子教授が、「第14回日本看護

技術学会学術集会」において、「夕暮れ症候群を呈する認知症女

性高齢者へのフェイスケアプログラムの有効性の検討」の発表が

高く評価され、 「大会賞Jを受賞されました。

また、経営学部の矢守恭子教授が、「第18回AsiaPacific Network 

Operations and Management SymposiumJにおいて、「無線ネット

ワークの資源配分Jに関する論文が高く評価され、 iBestPaper 

AwardJを受賞されました。

名桜大学学長補佐を迎え

研修会と特別講義

I r仔 SD研修会jを開催

穂積キャンパス5号館講義室で、名桜大学学長補佐の金城や

す子先生(人間健康学部看護学科教授、本学客員教授)をお迎

えし全学のiFD'SD研修会」が開催されました。

名桜大学の金城先生が講師を務める

約150名の教職員が「魅力ある大学、選ばれる大学Jをめざ

し、金城先生による講演「名桜大学における学生支援ー先学者

から後学者への学びの伝承一」にメモを取りつつ真剣な表情で

取り組みました。

I r特別講義jを開講

また、保健医療学部看護学科では、金城先生による特別講義が

2年生を対象に開講されました。

「医療的ニーズのある子どもの保育・看護の実践一子どもが健康

に生きる権利を保障する看護実践一」と題した特別講義で、金城先

生はご自身の臨床経験や教育経験に基づき、小児医療・看護の

歴史、院内学級開設に向けた取り組み、子どもや保護者との交流

などについて学生に語りかけられました。

FO [faculty development] 

教員の教育能力を高めるための実践的手法

SO [sta符development]

事務職員の意識改革、能力開発の実践的手法
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「税を考える週間」
法学部では、名古

屋国税局課税第一

部長の児島範昭氏を

講師に迎え、「キャリア

形成rJの授業科目

で、「最近の税務行政

についてJと題した税

STUDY 

に関する特別講義を 児島先生が「最近の税務行政」を解説

開催し、約90名の学生が熱心に聴講しました。

との講義は、国税庁の「税を考える週間」の広報活動の一環とし

て毎年行われており、本学での開催は今回で9回目となります。

ノーベル賞やオリンピックの報奨金の所得税は?

講義では、ノーベル賞やリオオリンピックの報奨金に対する所得

税の謀税関係、学生のアルバイト収入に係る課税及びその還付申

告が国税庁のホームページを使って簡単に手続で、きることを、児島

先生が解説。その後、講師の経験に基づく国税局調査部の国際

課税への取り組み、税務行政における予算や職員の確保の重要

性などについて説明がありました。

なお、当日のコーディネーターを務めた法学部の粟津明博教授

は税務大学校副校長の経歴を有する税法のエキスパートで、大学

院法学研究科で、も教鞭をとっています。

「産学連携授業」が開講
穂積キャンパス6号館講義室で、セイノーホールデイングス(株)と

本学との聞で締結した「産学連携協定Jに基づき物流業界の現状

や展望を解説する「産学連携授業」が開講され、学生ら約200名

が熱心に受講しました。

河村先生が学生たちに物流業界を解説

|企業で活躍できる人材とは

キャリア教育の一環としても開講された同授業では、同社経営

企画室長の河村大氏が講師を務め、「物流業界の現状と価値創

造Jと題した講義で「お客様に喜んでいただける最高のサービスの

提供、国家社会に貢献するという心構えを持ち新しい価値を創造

すること」が重要であること、また、企業で活躍できる人材となるた

めの心構えとして「失敗を学びにつなげる精神と常に夢を持ち実

現するために行動を起こすことが大切である」と学生たちに語りか

けられました。
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~ょうこそ朝日祭へ~
「第46回朝日祭」が穂積キャンパスで3日間にわたり開催

され、地元の方々をはじめ多くの来場者でにぎわいました。

2014年4月に保健医療学部が開設され、異なった専門分

野をもっ学生教職員の交流が活発となった今日、「朝日祭j

に関わるすべての人々が笑顔となれるようにとの実行委員の

思いからrSun笑sカーニパJレ~朝日祭に笑顔を-Jがテー

マに掲げられました。

穂積キャンパスには学園祭定番の模擬庖、各種コンサー

ト、フリーマーケット、ビンゴ大会、学友会クラブ9や教職員らによ

る活動報告なども行われ、若者たちのエネルギーがみなぎっ

た「朝日祭Jとなりました。

棚橋敏明瑞穂市長(右)が瑞穂市を語る

歯科衛生士専門学校生による模擬庖

富有柿deギネスに挑戦!
瑞穂市の特産品で、ある富有柿を使って「食べ物をリレー形式で

食べさせあった最多人数」でギネス世界記録に挑戦するイベント

が、瑞穂、市商工会合併10周年を記念して市内巣南中学校体育

館で開催されました。

本学からは学生や教職員約110名が参加、1列に並んだ状態、で

一口サイズにカットした富有柿をリレー方式で隣の人に食べさせ、

みごと世界記録の705名を大幅に上回る1，026名を達成し、ギネス

世界記録として認定されることとなりました。

ギネス世界記録を達成

法学部学生が

「北方領土ゼミナール」に参加

独立行政法人

北方領土問題対

策協会が主催す

る「北方領土ゼミ

ナール」が、返還運

町じ方四島交流センター二・ホ・口」にてゼミナールに参加 動原点の街である

北海道根室市内で行われ、法学部から4名の学生が岐阜県代表

として参加しました。

「北方領土ゼミナール」は、領土問題返還運動の後継者を育て

ることを目的に、2001年度以降、全国の学生・大学院生を対象に

毎年開催されています。

今年度は20大学から42人の大学生・大学院生が参加。学生ら

は、納沙布岬での四島視察や北方館の見学、元島民の方々との

交流会、そして、「北方領土問題の解決に向けて出来ることJを

テーマにグループワークに取り組むなど、北方領土問題についての

理解と認識を深めていました。

参加した4名の学生は報告会を開催し、今回のゼミナールで学

んだことについて、「日露関係の現状や北方領土問題解決策jと題

して発表しました。

留学生歓迎パーティー
留学生別科日本語研修課程(秋入学)の歓迎パーティーが、穂

積キャンパス7号館ホール「花水木」で開催されました。

パーティーでは、大友克之学長、丸山和美別科長をはじめ関係教

職員が新入生たちをあたたかく迎え、乾杯の発声後には皆にこやかな

表情で楽しく歓談しました。

ベトナム、モンゴル、中

国、ドイツからの新入生

24名は、学部や大学院

への進学を目指し、日本

語や日本文化を中心に

学習することとなります。 倉知正和副学長の発声でパーティーがはじまる

防犯ボランティア「めぐる」の活動
法学部学生で組織する防犯ボランティア団体「めぐる」は、北方

警察署や地域住民の方々と連携し防犯パトロール、危険箇所の確

認、ゴミ拾いなどの幅広い活動を通じ地域社会に密着した活動を

行っています。

岐阜市で開催された「安全・安心まちづくり県民大会」では、「め

ぐる」の日ごろの活動が評価され、「安全・安心まちづくり賞(県知事

賞)Jをみごと受賞しました。

同団体代表の高味昌弘さん(法学部3年)は、「今後も地域の皆

さん、警察や行政と連携して効果的な活動を展開したいjと今後の

抱負を語っていました。



「いわて国体」で、入賞ラッシュ
2020年東京オリンピック開催を4年後に控え、東日本大震災復興

の架け橋「希望郷いわて国体(第71回)Jが開催されました。岩手

の地で体育会の選手たちが大活躍し、大会を盛り上げるとともに朝

日大学の名を広くアピールしました。

ボウリング 女子団体(2人チーム) 優 勝谷原美来選手(ビジネス企画2年三重)

竹川ひかる選手(ぎふ瑞穂スポーツガーデン)

男子個人 準優勝竹林俊介選手(ビジネス企画4年三重)

自転車競技 スプリント 6位入賞 中村友哉選手(ビジネス企画2年:三重)

1km9イムトライアル 8位入賞相馬義宗選手(ビジネス企薗4年岐車)

ケイリン 5位入賞水谷 翼選手(ビジネス企画3年鹿児島)

スクラッチレース 8位入賞金田総士選手(法 4年 鳥 取 )

ポイントレース 3位入賞 渡趨淘太郎選手(ビジネス企画4年.厳車)

4M団体追抜競走 6位入賞金田総士選手(法 4年 鳥 取 )

チームスプリント 4位入賞畝木 聖選手(ビジネス企画2年岡山)

7位入賞木下怜也選手(ビジネス企画4年宮械)

フェンシング女子フルーレ団体 3位入賞家永妃里選手(朝日大学コーチ)

女子工ベ団体 7位入賞家永妃里選手(朝日大学コーチ)

フェンシンク、関西学生選手権3種目制覇!
「第66回関西学生選手

権(京都府大山崎町体育

館)Jにおいて、体育会フェ

ンシング部は3種目で優勝

に輝く活躍をみせました。

男子サーブルとエペ、女

子サーブルでの個人種目 3種目で優勝を果たしたフ工ンサーたち

優勝、女子サーブル団体での準優勝をはじめ、10種目で3位以上

の入賞を果たし大会を盛り上げました。

ラグビー 大学選手権出場
「東海学生ラグビーリーグ戦J7連覇を達成した体育会ラグ

ピ一部は、環太平洋大学との東海北陸・中国四国代表決定戦を

制し、5年連続となる「第53回全国大学選手権」への出場を決

めました。

パロマ瑞穂ラグビー場(愛知)で行われた2回戦では、福岡工業大

学(福岡、九州代表)と対戦。双方とも持ち味を生かしたシーソーゲー

「大学選手権連続出場Jのラグビー部員たち

ムを展開しましたが、2点

差の惜敗となりました。

ラグビー部の来シー

ズンでの成長と活躍に

期待すると共に、応援

してくださった皆様にお

礼を申し上げます。
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自転車 国際大会で大活躍

前橋グリーンドーム(群馬県)で開催されたi2016日韓学生対抗

自転車競技大会」において、インカレチャンピオンで体育会自転車

競技部の渡漫刻太郎選手(ビジネス企画4年:岐阜)が日本代表と

して国際大会に出場しました。

渡透選手は、インカレチャンピオンの実力を発揮し4kmIPと

4kmTPで優勝を収め、日本の勝利に大きく貢献しました。

|西日本新人戦で優勝ラッシュ

「第52回全日本学生新人戦西日本大会Jが向日町競輪場(京都

府)で開催され、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7種目で争われた新人戦で、は、スプリント、 1kmTT、

ケイリン、4kmIP、チームスプリント、4kmTPの6種目で、優勝。ほか準

優勝5種目を含め合計28の入賞を果たし、全日本代表強化メン

バーを有する朝日大学の競技力の高さをアピールしました。

チムスプリントのスヲ ト

団体(4名)でタイムを競う4kmTP

車 球 「東海学生卓球秋季リーグjで女子優勝、男子準優勝。

硬式野球 「東海地区新人トーナメント大会」で優勝。

相 撲 「第21回全日本女子相撲選手権大会(重量級)Jで3位入賞。

剣 道 「第35回全日本女子学生剣道優勝大会Jでベスト8。

ホッケー 「東海学生秋季ホッケーリーグ」で優勝。

「全日本学生ホッケー選手権大会Jでベスト8。

硬式庭球 「東海学生リーグ」で女子l部に昇格。

「第20回東海学生チャレンジテニストーナメント(女子シン

グルス)Jで準優勝。

柔 道 「第42回岐阜県学生柔道選手権(間体戦)Jで優勝。
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「思い」を英語で主張
「第32回高等学校英語弁論大会J(後援:岐阜県教育委員会、

瑞穂市、岐阜市、中日新聞社、NHK岐阜放送局、沖縄県教育委員

会)が、穂積キャンパス5号館講義室で開催されました。

32回目を迎えた本大会へは、県内外53の高等学校から86名の

応募があり、厳正なる一次審査を通過した岐阜県、愛知県、滋賀県、

沖縄県などからお名の生徒が出場し、ジェスチャーやユーモアを交

えた英語スピーチを披露しました。

|レベ・ルアツフ。するスピーチ能力

弁論大会の審査は、発音やアクセントだけではなく、スピーチ内

容や表現力等が総合的に評価され、その結果、「高校生活を思

いっきり元気にするコツ」と題してスピーチした黒淵楓介さん(高山

工業高等学校.岐阜県)が「最優秀賞jの栄冠に輝きました。

長年弁論大会の運営に携わる審査員たちからは、「スピーチ能

力や表現力が年々レベルアップしており、発表が楽しみだ」との声

が聞かれました。

受賞者たちが笑顔で記念撮影

英語教育研究セミナーを開催

朝日大学の建学の精神である「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間の育成jの理

念のもと、英語教育に携わる関係者との連携をはかると共に、教育

手法の向上と英語教育のさらなる発展をめざす「第8回英語教育

研究セミナーIが穂積キャンパス5号館講義室で開催されました。

|米国大統領選挙が語られる

東京学芸大学名誉教授の大井孝先生を講師に招へい。昨秋世

界中が注目した大統領選挙の話題を取り上げながら「米国の三権

分立制の中の大統領」と題した講演が行われ、約200名の参加者

たちは真剣なまなざ.しで講演に聞き入っていました。

大井先生が米国大統領選挙を語る

また、ウェJレカムレセプ

ションが開催された会場

では、和やかな雰囲気の

なか、参加者たちは日頃

の英語教育に関する悩み

や教育のあり方などにつ

いて活発な情報交換を

行っていました。
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「国際交流の集い」を開催
学部・大学院や留学生別科

日本語研修課程で学ぶ外国人

留学生、教職員らが参加した

「国際交流の集い」が、穂積

キャンパス6号館食堂で開催さ

れ、約200名の参加者たちが相

丸山和美留学生別科長の乾杯でス安一卜 互の理解や親睦を深めました。

|国際交流の架け橋となれ

この集いは、国際交流委員会が毎年開催している行事。今回も

立食による懇談・懇親が行われ、留学生と教職員たちが笑顔で談

笑し交流を深めました。また、恒例となったプレゼント抽選会では、当

選者が発表されるたびに大きな歓声や拍手がわき起こり、会場内

の雰囲気を一層盛り上げていました。

留学生たちが朝日大学での充実したキャンパスライフを送り、将

来、日本や世界との架け橋となる人材に育つことが期待されます。

海外の歯学部学生を受入れ
朝日大学では、国立研究開発法人科学技術振興機構「さくらサ

イエンスプラン」の支援をうけ、学術交流協定を締結し相互の学生・

教員交流を行っている北京大学口腔医学院(中国)からの短期海

外研修の受入れを行いました。

北京大学の学生たちは、穂積キャンパス内の歯学部や附属病

院で最先端の歯科医療を学ぶと共に、モリタ製作所(京都府)や

同機構の科学技術支援情報提供事業である日本科学未来館な

どを訪問しました。

モリタ製作所で実体顕微鏡を用いたロールプレイを体験

さくらサイエンスプラン

「さくらサイエンスプランjとは、日本とアジアの科学技術の発展と

青少年の交流を目的とし、日本の科学技術分野の最先端技術を紹

介するために優秀なアジアの青少年を短期的に招へいしている大

学や企業・団体等への支援を行うフ。ロジェクトです。


