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新たな気持ちを胸に入学の宣誓
入学生を代表し、歯学部木田智也君から「建学の精神を遵守し、学業成就に
向け努力します。」と新たな気持ちを胸に力強い宣誓が行われた。

「建学の精神」遵守を誓う

2010年度
朝日大学
入学式を挙行

建学の精神 朝日大学の建学の精神は、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間を育成することにある。

「大学評価基準を満たす認定マーク」

社会性について 人類共存の理念は、今や地球の資源・環境問題をはじめ高齢化社会に伴う労働問題、先進国の国際経済問
題、発展途上国の社会経済問題など、解決すべき諸問題に直面している。これらの課題と取り組み、人類の
繁栄と幸福を推進するため、国際性と社会性に富む人間、和を重んずる心豊かな人間を育成する。

創造性について 人類は、科学・技術のめざましい発展により、物質的豊かさを獲得したが、この科学・技術の発展はまた、豊
かな人間性の涵養に資するものでなくてはならない。先端的科学の進歩と豊かな人間性との調和を図るた
め人類は創造的英知を発揮する必要がある。本学は、このため自然科学と人文・社会科学、その他芸術との
学際的協力により、専門的かつ総合的な教育・研究活動を推進する。

人間的知性について 高度な産業化・情報化の社会を迎えて、人間の生活様式も価値観も激変している。このさい科学・技術の健
全な発達を図る反面、技術の独走が警戒される。従って、人類普遍の理念としての人間性の発揚を志し、自
己を確立し、人権と自由を尊重する調和ある国際未来社会を建設する必要のため、新しい人間的知性の涵
養を企図するものである。



　入学式式典では、学部、大
学院、留学生別科日本語研修
課程、歯科衛生士専門学校の
入学生688名が、大友克之学
長並びに藤田厚歯科衛生士
専門学校長から「入学許可」の
宣言を受け、朝日大学での新
たなキャンパスライフをスタ
ートさせた。
　大友学長から「入学された
皆さんは、本学の建学の精神
に立脚し、これからの人生に
おいて自分自身が社会にどの
ように参画していくかを在学
中にしっかりと考え、日々研鑽
を積み、強い自信と誇りを持っ
て、この学び舎を巣立ってい
ただきたい。入学生の皆さん
こそが、朝日大学の未来であ
り、希望・夢なのです。」との告
辞があった。

理事長から祝辞
　続いて挨拶に立った宮田侑
理事長からは、「これからの学
生生活では、第一に、自らのマ
ーケットバリューを高めるよう
努力してください。第二に、
日々自らにモデルチェンジを
課し続けてください。第三に、
他流試合に通用する人材とな
ってください。第四に、常に創
意と工夫、誠実さをもって全て
のことにあたってください。」と
新入生たちへ激励の言葉が述
べられた。

国際色豊かな式典
　今年は、県内関係機関より、

また、県内外の高等学校から、

らの来賓を迎えると共に、本
学の建学の精神を反映し、海
外交流校である北京大学口腔
医学院より２名の教員が、ま
た、アラバマ大学バーミング
ハム校より歯学部教員2名と
学生10名が参列し、中国語や
英語による祝辞が述べられ、
国際色豊かな式典となった。

ウェルカムパフォーマンス
　また、式典終了後には、新入
生にキャンパスを紹介する
DVDが上映され、その後、一転
趣向を変えて本学体育会メン
バーたちが「ウェルカムパフォ
ーマンス」を披露。公式戦用ユ
ニフォームに身を包んだ先輩
たちから熱いメッセージが送
られ、式場の興奮は頂点に達
した。
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Congratulations

May  2010

厳粛に入学式を挙行

祝辞を述べるアラバマ大学学生

体育会によるウェルカムパフォーマンス

宮田理事長から激励の言葉が述べられる
・鶯谷高等学校 事務部長
　　　 田中　隆治 先生
・岐阜県立大垣商業高等学校 教頭
　　　 林　　康司 先生
・熊本県開新高等学校 教頭
　　　 平田　逸夫 先生
・福岡大学附属大濠高等学校
　　　 大賀　俊信 先生

北京口腔医学院徐院長から祝辞が述べられる

・瑞穂市 市長
　　　　 堀　　孝正 様
・社団法人岐阜県経営者協会 会長
  イビデン株式会社会長
　　　　 岩田　義文 様

・岐阜県私立中学高等学校協会 会長
  学校法人飛騨学園高山西高等学校 理事長・校長
　　　　 下屋　浩実 様
・岐阜県体育協会 専務理事
　　　　 石榑　詔之 様
・岐阜県歯科医師会 副会長　
　　　　 横森　俊雄 様
・岐阜県弁護士会 副会長
　　　　 山﨑　規和 様
・社団法人岐阜県経済同友会 専務理事
　　　　 長縄　　隆 様
・岐阜県歯科衛生士会 会長
　　　　 神戸　雅子 様



ASAHI University News Letter

03

May  2010

春のオープンキャンパス開催
未来の朝日大生をめざす

ランチバイキングを楽しむ参加者最新歯科医療の情報を紹介する模擬講義

　歯学部を対象とした「オー
プンキャンパス」が３月27日
（土）に本学穂積キャンパスで
開催され、全国各地から歯学
部への入学をめざす高校生、
保護者たちが多数集った。
　新２・３年生を対象として

開催された今回のオープン
キャンパスは、未来の歯科医
師たちへ、終了したばかりの
「2010年度入試」、特にAO入試
や推薦入試結果の情報を伝え
ると共に、本学歯学部が求め
る学生像などについてわかり
やすく解説することを目的とし
て開催されたものである。

UCLA学生が参加
　会場には、本学歯学部での
短期研修に参加しているカリ
フォルニア大学ロサンゼルス

校歯学部の教員・学生たちが
加わり、国際交流の様子を紹
介。その後は、最新の歯科医
療の情報や全身の健康と口の
中の健康との密接な関係、歯
科医師の魅力などについて模
擬講義がなされ、高校生たち
は歯科医師をめざす気持ちを
より強くした様子であった。

ランチバイキングを楽しむ
　また、３月20日（土）には、法
学部・経営学部を対象とした
「オープンキャンパス」が開催
された。本学への進学を希望
する高校生たちは、穂積キャ
ンパス６号館講義室において
法学部や経営学部の概要説
明を受けると共に、大学案内
用DVDで本学の魅力を視聴し
た。その後、模擬法廷やLL教
室などの施設見学を終えた参
加者たちは、リニュアルした学
生食堂でランチバイキングや
本学在学生らとの歓談を楽し
み、「１日大学生」を大いに満
喫していた。

Hot Topics
米国の歯学部学生を受け入れ

　本学と文化学術交流協定を
結んでいるアラバマ大学バー
ミングハム校、カリフォルニア
大学ロサンゼルス校、テキサ
ス大学サンアントニオ校の教
員と学生たちが本学歯学部で
の海外研修のため相次いでア
メリカから来日した。
　はじめに、田村康夫歯学部
長らから本学組織の説明、歯
学教育のガイダンスや特別講

義を受講した後、穂積キャン
パス内の附属病院やPDI岐阜
歯科診療所など本学の歯科医
療の現場を見学した。

活発な意見・情報交換
　平田健一教授ら本学歯学部
教員の指導のもと、シミュレー
ション実習を体験、アメリカに
おける歯科教育や医療システ
ムの違いなどについて活発な
意見・情報交換を行うなど実り
ある研修を行った。
　研修修了式で学生たちは、
大友克之学長や田村歯学部
長から「修了証書」を一人ひと
り受領。その後のパーティーで
は、本学からそれぞれの大学
に短期留学した経験のある学

生や関係教職員との交流を深
めていた。
　なお今夏には、それぞれの
大学に本学歯学部の学生が
短期留学をする。永原國央教授の特別講演を受講するUCLA学生

真新しい白衣を受け取るテキサス大学学生

相互交流を深める

スポーツと就職に強い秘密を公開

法学部・経営学部

スポーツ活動、就職支援、充実の独自奨学金制度を詳しく説明します。
キャンパス見学や法学部・経営学部の授業も体験できます。
フレンチシェフで学食料理長のランチバイキングも大好評。
あなたの参加をお待ちしています。

7月10日（土）・7月24日（土）・8月5日（木）・8月18日（水）／10時～15時
お問い合わせ

ご家族やご友人と一緒の参加も大歓迎です

歯科医師を体験できる1日
歯学部

実際の診療環境を再現した実習室で、患者型シミュレーターの歯を削る
などの体験ができる実習を組み合わせた施設見学が充実。実際の講義を
体験したり、自分に合った入試が分かる入試説明、歯科医師の魅力解説、
個別相談も実施します。歯学部のことがよく分かるプログラムです。

6月13日（日）・7月29日（木）・8月22日（日）／10時～15時

0120-058-327
入試広報室

nyuusi@alice.asahi-u.ac.jp



04

ASAHI University News Letter

Study

帝京大学澤先生による講演

医療情報研究会を開催
タック株式会社との連携

熱心な講演を行うM.R.Finley.Jr.氏

大友克之学長・森下伊三男副学長と懇談

経営学研究科特別講演
北米の小規模大学の現状

May  2010

タック株式会社

放送大学の尾崎先生による講演

基礎的な知識を修得
著作権に関する講演会

　朝日大学とタック株式会社
との共催による「医療情報研
究会」が２月６日（土）にソフ
トピアジャパン（大垣市）で開
催された。
　研究会では、大友克之学長
の招聘により帝京大学本部情
報システム部部長（国際教育
研究所准教授）澤智博先生に
よる「ヘルシーホスピタルを
目指して」と題した講演が行わ
れ、新たに構築された「病院

情報管理システム」が紹介さ
れた。
　タック株式会社と本学歯学
部附属村上記念病院とは、こ
れまで「健診システム」、「リハ
ビリテーション支援システム」
を共同開発しており、今後もさ
らなる連携協力が期待される。

商品開発講座
県立岐阜商業高校で開講
　 岐阜県立岐阜商業高等学
校流通ビジネス科の2年生
120名を対象とした「商品開発
講座」が同校で開催された。
 この講座は同校ブランドのミ
ネラルウォーターを開発し、提
携するコンビニエンスストア
で販売するという実践型教育
の関連講義として実施された
もので、本学マーケティング研
究所中畑千弘所員（経営学部
教授）が「ネーミング、キャッチ

コピーのつけ方」をテーマに
講師を務めた。
 生徒たちは、自らが考案した
商品の名前とキャッチコピー
をつけることとなっているた
め、熱心に講義に耳を傾け、受
講後は、ミネラルウォーター提
供業者から水の特徴や、”売り”
の説明を受け、各自の案にそ
れぞれの思いを巡らせていた。

　本学穂積キャンパス５号館
講義室で３月４日（木）に「著
作権に関する講演会」が開催
された。
 放送大学ICT活用・遠隔教育
センター教授の尾崎史郎氏を
講師に招いた講演会では、
「教育活動と著作権」と題した
講演が行われた。出席した教
職員らは著作権の基礎的な知
識を学ぼうと、また、著作権に

関する疑問や不安を明らかに
しようと真剣な面持ちで講演
を聞いた。
　今回の講演会は、情報通信
技術を活用した教育の展開に
伴い、e-Learningコンテンツ
の作成・利用に関して著作権
の取り扱いが重要な課題とし
て位置づけられていることか
ら情報教育センター（板谷雄
二センター長）が主催し開催
されたものである。

　本学と交流協定を締結して
いるケベック大学モントリオ
ール校（カナダ）のM.R.Finley.Jr.
客員教授が共同研究のため
に来日した。本学大学院経営
学研究科で教員経験を有する
同教授は、３月26日（金）に本
学穂積キャンパス５号館講義
室において「北米小規模大学
の現状」と題した特別講演を
行った。

　講演会では、北米の小規模
私立大学が抱える問題、特に
学生数の減少や財務問題、そ
れに対する方策など日本の大
学の状況と比較した講義が展
開され、終了後には本学教員
との旧交を温めていた。

http://www.taknet.co.jp

各種コンピュータシステムの開発・製品
化を手がける企業。本社は大垣市。

e-Learning
［electronic learning］
パソコンやインターネットを活用した学習
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　岐阜県瑞穂市に穂積キャン
パスを置く朝日大学では、学生
部（山本英弘学生部長）が中心
となり、安全・安心な地域社会
を築き上げるため、岐阜県北
方警察署と瑞穂市との連携を
はかることで、「青色回転灯パ
トロール活動」の実施を計画し
ている。
　このことから、北方警察署よ
り講師を招き、新年度からのパ
トロール活動実施に向けた
「青色防犯パトロール従事者

講習会」が開催された。講習会
に出席した教職員は、熱心に
パトロール従事者としての基
礎知識や心構えを学んでいた。

地域社会の安全・安心を守る

セミナー参加者が模擬評決を下す

青色防犯パトロール従事者講習会が開催される

「フロンティアセミナー」を開催

May  2010

裁判員制度を学ぶ

　FMラジオ放送を通じ学生
の視点で法律に関する情報を
伝える番組「朝日大学“法”送
局」が、４月から岐阜市のコ
ミュニティーFM「シティエフエ
ムぎふ（FMわっち）」でスター
トした。
　同放送は岐阜県内で唯一
の法学部を有する本学が、地
域社会の法教育推進に寄与
することを目的として始まった
ラジオ番組。企画や進行など
すべてを法学部の学生が担当、
岐阜県内の過去の事件を考
察するコーナーや日常の法律
に関するトラブルを専門家に
聞くコーナーがある。パーソナ

リティーを務める学生たちは
「法律を身近に感じてもらえる
番組にしていきたい。」と意気
込みを語った。
　学生が主体の「法律に特化
したラジオ番組」は全国的に
も珍しいとのことで、岐阜県弁
護士会からも「裁判員制度な
どで法に対する関心が高まる
なか、弁護士会としても協力し
たい。」とのコメントが寄せら
れている。

「法」送局が開局
「FMわっち」で放送開始

現職刑事が語る

現職の刑事が語る
「刑法Ⅰ」の授業で特別講演

大友克之学長を取材する学生パーソナリティー

青色防犯パトロール

シティエフエムぎふ

「朝日大学“法”送局」
毎週木曜日PM11:00～11:30

78.5MHz （FMわっち）

　本学穂積キャンパス１号館
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
行の４支店が主催する「第18
回フロンティアセミナー」が本
学協賛のもと３月26日（金）に
開催され、瑞穂市、岐阜市、本
巣市などの市民ら約100名が
裁判員制度を学んだ。

　本セミナーは、大垣共立銀
行が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、本学では同セミナーに対
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１回目の開催から講師を派
遣し協賛している。
　今回のセミナーでは、法学

部の大野正博教授から「裁判
員裁判制度」と題して講演が
なされると共に、法学部学生
有志が結成した「劇団朝日」に
よる「危険運転致死事件の量
刑」について法廷劇が演じら
れ、受講者は「裁判員」として
“実刑か執行猶予か”の模擬評
決を行った。
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歯科医師を目指す学生の心構えを研修

指導教員らと法廷劇を勉強

新入生研修を実施
新しい仲間とともに
 ４月のオリエンテーションの
一環として実施され毎年恒例
の行事となっている「新入生
研修」が、法学部・経営学部は
４月３日（土）、歯学部は４月８
日（木）・９日（金）の日程で実
施された。

異文化体験
　経営学部は、愛知県犬山市
にある野外民族博物館リトル
ワールドへ大学からバスで移
動、指導教員らと共に園内を
散策し教員との信頼関係を築
くと共に新しい仲間づくりや

「異文化体験」を通じ交流を
深めた。

寝食を共に研修
　また、歯学部では、F１レース
も開催される鈴鹿サーキット
（三重県鈴鹿市）において１泊
２日の宿泊研修を行った。新
入生たちは歯科医師を目指す
学生の心構えやグループ研
修、鈴鹿サーキットでの自由時
間を過ごし、新しい友達、教員
らと共に６年間のキャンパスラ
イフのスタートをきった。

講演と法廷劇
　一方、法学部では、本年から
学内で新入生研修が行われ
た。杉島正秋法学部長による

挨拶の後、南圭一岐阜県弁護
士会副会長による「刑事弁護
と弁護人の役割」と題した講
演が行われた。その後、「劇団
朝日」による法廷劇を通じた
裁判の勉強や、指導教員との
懇親会を行うことで、教員と新
入生との打ち解けた様子がう
かがえた。

笑顔の他己紹介でみんなの関心をつかむ

将来のリーダーを育成
心肺蘇生法を学ぶ

　本学の恒例の行事となった
「リーダーズキャンプ」が羽島
市のかんぽの宿で３月15日
（月）・１6日（火）に１泊２日で
開催され、学生教職員約70名
が参加した。
　リーダースキャンプは、各種
団体（学友会、体育会、大学祭
実行委員会、学友会中央協議
会）の学生代表を集め、毎年
宿泊形式で行われている。こ
のリーダースキャンプは、リー
ダーシップの育成、クラブ・同
好会活動の活性化、参加者相
互の親睦を深めること目的と
している。

将来のリーダーとして
　両日共に分刻みのタイムス
ケジュールの中で、他己紹介、
グループ討議、フリーディス
カッション等のセッションを

次々とこなした学生たちは、短
期間の間に将来のリーダーと
しての素養を身につけた様子
であった。
　また今回のリーダースキャ
ンプでは、岐阜市消防本部の
協力を得て「救命救急講習会」
も開催された。参加者たちは
応急手当の基礎知識、AEDを
利用した心肺蘇生法など熱心
に学んだ。
　参加学生たちのキャンパス
内での活躍が期待される。

テラス席も
新たに設置

6号館
学生ホール・食堂がリニュアル
清潔でくつろげる空間

無線LANが
設備された
学習用スペース

広々とした食堂ホール

　大学生活においてより充
実した時間を過ごすことが
できる空間づくりを進める
ため、穂積キャンパス６号
館の学生ホールと食堂をリ
ニュアルした。
　学生ホールには、無線
LANが設備された学習用ス
ペース、ミーティングスペー
スが設けられ、食堂内はオ

リジナルデザインのテーブ
ルとイスが配置されると共
に、メニューも一新された。
学生からは「より清潔でくつ
ろげる空間となり、充実した
キャンパスライフが送れそ
うだ。」との声が寄せられて
いる。

Campus Life
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法教育教材コンクール表彰式
記念講演会を開催

杉島正秋法学部長から教育委員会賞を授与

　本学穂積キャンパス５号館
講義室において、小・中学校や
高校などで法教育を効果的に
行うための教材や指導方法を
競う「法教育教材コンクール」
（主催：朝日大学、岐阜法教
育研究会）の表彰式が行われ
た。
　本コンクールは、これまであ
まり学校で教えられてこな
かった法教育を広めようと、本
学や岐阜県弁護士会が呼びか

け、岐阜県内ではじめて開催
された。今回、小学校から高
校まで、教材や学習指導案な
ど21件の応募があり、厳正な

審査の結果、優秀な教材など
８作品が岐阜県教育委員会賞
や岐阜県弁護士会長賞などに
選ばれた。各受賞者からは受
賞後それぞれ模擬授業が行わ
れ、約50名の出席者らは今後
の教育に役立てようと熱心に
メモをとったり質疑応答がな
されていた。

これからの法教育
　また、表彰式に先立ち行わ

れた記念講演会では、法教育
の第一人者である福井大学の
橋本康弘准教授から「法教育
のこれまでとこれから」と題し
た講演が行われ、「経済や歴
史などにからめて法教育を行
うことで、法律の仕組みを教
えやすくなる。」と法教育のこ
れからについて語られた。

全国に朝日大学の名を

体育会総会で挨拶する山本新体育会会長

新体育会会長が就任

朝日大学名誉教授称号授与

　本学体育会では、山本英弘
新体育会長が本年４月に就任
した。
　大友克之学長（前会長）に
より2002年に10種目でスタート
（設立）した体育会は、８年が
経過し現在12の競技種目（そ
の他個人強化指定３種目）と
なり、毎年国内外でめざましい
活躍を遂げている。
　新会長は「皆様のより一層
のご理解とご支援をいただ
き、この輝かしい伝統を引き
継ぐと共により発展させ全国
に朝日大学体育会の名を広め
ることが私に与えられた責務
と考える。」と語った。

朝日大学名誉教授

竹 内　宏 氏
朝日大学名誉教授

三原 憲三 氏
朝日大学名誉教授

永 野　宏 氏

　「朝日大学名誉教授」の称
号（2010年４月１日付け）が、
本年３月定年退職の竹内宏氏
（前副学長）、三原憲三氏（元
法学部長、元大学院法学研究
科長）、永野宏氏（元基礎教
育センター長）にそれぞれ授与

された。
　このたびの授与は、各分野
における教育・学術上並びに
本学役職者としての功績が高
く評価されたものである。
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Q1

歯科医師国家試験
合格率（新卒）がアップ
　第103回歯科医師国家試験
の結果が、３月29日（月）に厚
生労働省から発表され、本学
歯学部の新卒合格率は77.7％
であった。第102回の新卒合
格率が57.9％であったことか
ら、19.8ポイント上昇したこと
になる。また、合格者数も第
102回は73名であったが第103
回は87名と14名増えた。この

結果は、私立17大学の中で、
９番目に位置し、第1位が東
京歯科大学、続いて日本歯科
大学、福岡歯科大学の順で
あった。（別表参照）

教育改革の成果
　本学部では、第94回歯科医
師国家試験において、新卒
100％合格を達成している。

　今回の歯科医師国家試験は前回と比べて、受験者数が3,531人
から3,465人に減少しましたが、合格者数は2,383人から2,408人
に増加し、全体の合格率が69.5％に上昇しました。
　その理由としては、今回の問題は難しく、削除問題が17問あっ
たことと、新採点基準としてA・B・Cの三領域プラス必修問題にお
ける採点法と臨床実地問題の配点が2点から3点に変更されたこ
とが、受験生にとって有利に働いたと考えられます。今後の傾向
は、共用試験と国家試験の役割分担が明確化され、参加型臨床
実習を踏まえた問題が増加するものと考えられます。

◆第103回  歯科医師国家試験 私立大学新卒合格者状況 一覧

今回の歯科医師国家試験の特徴を教えてください。

Q2　大友克之学長指導の下、昨年度から、講座に任せていた学力強
化（6年生教育）を学力強化委員を中心に一元化し、国家試験の
出題基準に従った領域を重視した教育を行うことに変更しまし
た。具体的には領域別に3日から2週間の集中講義を行い、すぐ
に試験で評価することにしました。また、必修問題対策として、過
去に出題されたテーマは必修項目として8割以上の正答を学生に
求めました。

歯学部の教育として何が変わったのでしょうか？

Q3　歯科医師国家試験は、各細分化された学術的分野の集合体で
はなく歯科医学としての1つの学問として出題されますので、各講
座に任せた各論的教育から歯科総合教育を目指した歯学教育セ
ンター的発想を持って教育していくべきと考えられます。また、社
会の要求としての特別な配慮を必要とする症例（小児、障害者、
妊産婦、高齢者、全身疾患を有する者など）に対する基本的な対
応について充実をはかる必要があると思われます。

今後の改革の方向性をお聞かせください。

Q4　「立派な歯科医師になる」、この目的のためには歯科医師国家
試験合格が必須条件となりますが、歯学部学生として目的を見失
わないで欲しい。そのためには、日々努力することが大切です。ま
た、途中で成績が上がらなくてもあきらめないで欲しい。「本当に
精一杯努力した者が目的をあきらめられることが出来ますか？」
私は日々努力することが夢を叶えることにつながると思います。
学生諸君、夢の実現のために日々努力してください。

在学中の歯学部生にメッセージをお願いします。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

121

105

72

100

129

127

94

99

112

100

130

74

110

107

54

82

66

1,682

2,355

113

93

62

84

108

103

75

78

87

77

99

56

79

69

34

49

39

1,305

1,921

93.4%

88.6%

86.1%

84.0%

83.7%

81.1%

79.8%

78.8%

77.7%

77.0%

76.2%

75.7%

71.8%

64.5%

63.0%

59.8%

59.1%

77.6%

81.6%

東京歯科大学

日本歯科大学

日本歯科大学新潟

福岡歯科大学

日本大学

大阪歯科大学

昭和大学

日本大学松戸

朝日大学

鶴見大学

愛知学院大学

北海道医療大学

神奈川歯科大学

明海大学

岩手医科大学

奥羽大学

松本歯科大学

順位 大学名 受験者数 合格者数 合格率

私立大学計

国公私立全大学合計

今回の結果から、さらなる合
格率のアップが期待されるこ
とから、今後の取り組みなど
について田村康夫歯学部長に
話を聞いた。

歯学部長

田村  康夫
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フェンシング部岩田華奈選手（右）と田村麻里子選手（左）

栄えある「岐阜県文化・スポーツ功績賞」

歓喜に沸く選手たち

　4月4日（日）に愛知学院大学
グラウンドで開催された東海
セブンスで、本学ラグビー部
が3年ぶり3度目の優勝をはた
した。
　18回目を迎える本大会には、
東海地区22大学が出場。決勝
戦では、東海学生リーグ優勝
校である中京大学や、東海Ａ
リーグの強豪チームを破って
勝ち上がった愛知工業大学と
の対戦となった。
　集中力を高めた朝日の7人

のラガーマンが圧倒的な強さ
をみせつけ、今シーズン最高
のスタートを切った。

東海セブンス（7人制ラグビー）優勝!!

Sports

2012年ぎふ清流国体に向けて
強化指定チームが決定！！

　体育会自転車競技部の明
珍裕子選手（ビジネス３年）が、
全日本学生自転車競技連盟の
「最優秀選手賞（女子ロード部
門）」に選ばれた。授賞式は３
月６日（土）に岸記念体育館
（東京）で行われ、同連盟会長
から賞状とトロフィーが授与
された。
　「最優秀選手賞」は2009年
シーズンにおいてもっとも活
躍した選手に授与される賞で、
明珍選手は「インカレロード

レース優勝」、「修善寺カップ
レース総合優勝」など輝かし
い競技成績を収めている。

学生自転車競技連盟会長から
トロフィーが授与された

「最優秀選手賞」を受賞
インカレロードレース優勝 最高のスタートを切る

　2009年度の「岐阜県文化・
スポーツ功績賞」表彰式が、３
月24日（水）に岐阜県庁で行わ
れ、本学体育会フェンシング
部から個人部門で岩田華奈選
手（情報管理４年）が、また、
団体部門ではフェンシング部
女子が栄えある岐阜県文化・
スポーツ功績賞を受賞した。
　同賞は、岐阜県で最も栄え
ある賞のひとつとして位置づ
けらており、芸術やスポーツ、
産業の分野で国内、世界トッ
プレベルの活躍をした団体や

個人に贈られる賞である。
　今回の受賞は、「全日本学
生フェンシング選手権（女子エ
ペ個人戦優勝）」、「全日本大
学対抗フェンシング選手権大
会（女子エペ団体優勝）」の結
果が高く評価されたもの。
　式典では、古田肇岐阜県知
事から賞状が授与され、「岐阜
国体に向けて、これからも大
いに頑張ってください。」と激
励の言葉があった。本学体育
会フェンシング部のさらなる
活躍と発展が期待される。

朝日大学強化指定クラブ名 対　　象

自転車競技部（C・ハイテクニカ・R）

相撲部

卓球部

フェンシング部

朝日大学テニスクラブ

ホッケー部

岐阜朝日クラブ（社会人ホッケーチーム）

ハンドボール部

ボーリングチーム

成年男子

成年男子

成年男子・女子

成年男子・女子

成年男子

成年男子

成年男子

成年男子

成年男子・女子

　本学体育会の９競技団体
が「2010年度強化指定クラブ」
として（財）岐阜県体育協会か
ら認定された。
　2005年度から始まった強化
指定制度は、県体育協会が行
う「国体特別支援事業」の一環
で、平成24年（2012年）に岐阜
県での開催が決まっている国

民体育大会に向けた選手強
化を目指すと共に、日本トップ
レベルの競技大会や日本代表
として世界で戦うアスリートを
輩出するため、指定選手やク
ラブチームが競技力向上に専
念できる環境整備などを行う
ことを目的としている。

競技力の向上
　本学体育会から選ばれた９
のクラブは、岐阜県庁大会議
室において行われた認証式で
「競技力向上強化指定証」の
交付を受けた。今後、2012年
の「ぎふ清流国体」に向け各ク
ラブの競技力向上が望まれ
る。
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栄えある「宮田賞」受賞
羽ばたけ建学の精神を胸に

News

　2009年度朝日大学卒業式
（穂積キャンパス10周年記念
館大ホール）で、「宮田賞」の
授与が行われた。
　本学の創立者である学校法
人朝日大学の前理事長宮田
慶三郎の素志により制定され
た「宮田賞」は、在学中の学業
成績が特に優れた者や課外
活動に貢献し本学の名誉を昂
揚させた学生を対象に表彰す
るものであり、受賞者（６名）
には「表彰状」と「銀杯」が大友
克之学長から贈呈された。受
賞者の今後の社会での活躍
が大いに期待される。
　また、「宮田賞」授与に先立
ち行われた学長告辞では、大
友克之学長から朝日大学を旅
立つ卒業生たちへのはなむけ
の言葉として「建学の精神」が
贈られた。式典終了時には参
列者全員が拍手で卒業生たち
を見送り、厳粛であった会場
内がたちまちに暖かい雰囲気
に包まれた卒業式（学位記授
与式）となった。

2009年度
大学機関別認証評価
大学評価基準を満たす

銀杯を授与される受賞者

（財）日本高等教育評価機構からの認定証

宮田賞受賞者

法学部法学科

経営学部経営学科

経営学部情報管理学科

経営学部ビジネス企画学科

歯学部歯学科

横幕　美恵
浦　葉留香
五藤　　淳
林　　和樹、井関　太一
米沢　啓之

　本学は、2009年度に（財）日
本高等教育評価機構による大
学機関別認証評価を受審し、
これまでに自己評価報告書の
提出や同機構評価員による実
地調査を受けてきた。
　このたび、本年３月24日付
けで本学の教育研究活動や

地域社会との連携などが評価
され「朝日大学は、日本高等教
育評価機構が定める大学評価
基準を満たしている。」との認
定評価（認定マークについて
はp01に記載）を受けた。本学
では、「建学の精神」に基づき
今後もより一層、魅力ある大

学、選ばれる大学の推進にと
りくんでいくこととなる。
　なお、認定期間は、2009年
４月１日から2016年３月31日
までの７年間となっている。
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