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3ν朝日大学

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間の育成をめざします。
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大学評価基準を満たす認定マーク

2014オープンキャンパス聞かれる
高校生の夏休み期間を中心に、朝日大学への入学を志望する受験生やその

保護者等を対象とした12014オープンキャンパスJを開催しました。

参加した高校生たちは、模擬授業や体験実習、ランチバイキングなどを体験。

11日大学生」を充分に満喫し、朝日大学での“未来"を体感したようです。

伝説のプレーヤー(中央)がラグビー部を指導
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オープンキャンパスで
朝日大学を体感

.模擬授業・裁判で1日大学生

法学部(法学科)、経営学部(経営学科・ビジネス企画学科)への志願

者を対象とした「オープンキャンパス」を穂積キャンパスで開催しました。

模擬法廷で裁判を実体験

県内外から多くの高校生や保護者らが来学し、映像による大学紹介

の後、模擬授業や入試・奨学金説明会、キャンパス見学、ランチ体験など

に参加、大いに「朝日大学」を体感したようです。

また、参加者たちは模擬

法廷で裁判官席に着席し

たり、イングリッシュランゲージ

サロン(ELS)では英会話を

楽しむなど、朝日大学の特

色や魅力をより理解・体感で

きる「オープンキャンパスJと

なりました。

市民相談室

講義室で大学の授業を体験

ELSで英会話を楽しく学ぶ

.各領域の看護を体験

今年4月に開設された保健医療学部看護学科では、初めてのオープ

ンキャンパス開催となりました。学科説明・模擬講義を聞いた後、新しい実

習室で教員や学生スタッフと一緒に実習を体験。基礎看護実習室では、

看護の基本となる衛生的な手洗いについて、母性・小児看護学実習室

では子どもへの授乳やジャ

ケット着用による妊婦体験な

ど、各専門領域の看護に触

れました。また、大学生活の様

子など参加者が自由に質問

で、きる学生スタッフとの交流

コーナーも多くの方が詰めか

け、大学での学びについて理

解を深めました。 看護の模擬実習を体験

.未来の歯科医師をめざす

歯学部志望者を対象とした「オープンキャンパスJでは、全国各地から

歯学部への入学をめざす高校生、保護者・家族らが集い、建学の精神

や教育方針、歯科医師国家試験への取り組み、学費体系、そして歯科

医師の魅力などの説明に熱心に耳を傾けていました。

参加した高校生たちは、大学生と同様に模擬講義を受講し、最新鋭

の機器を備えたシミュレーション実習室において、参加者が患者型マネキ

ンで実際に虫歯に見立てた模型の歯を削り「歯科医療」の現場を真剣

な表情で実体験しました。

未来の歯科医師たち

は、朝日大学の簡学教育

を体験し、歯科医師をめ

ざす気持ちがより強くなっ

たようです。

「患者~マネキン」ではじめての歯科治療

E~Æ.~i号電函置

朝日大学では、地域の皆様との交流を深めるとともに、大学で

相談内容 行っている教育や研究の成果を皆様の生活に役立てていただ

砂法律・経営に関すること けるよう、市民相談室を開設しています。

砂歯や体の健康に関するζと それぞれの分野について専門の教職員が皆様からのご相談を

お受けし、解決に向けてのアドJ¥イスをさせていただきます。

E個 相談は電話による予約附 / 予約蟹付時間/… 00-17:00土9:… 00

l法律・経劃TEL058・329・1199 1，..掴融|函富0120-0583271::=-== I I L-...... "''''''""' '-''-'''' I 1.....，....， I入試相談|
直聖翌~E-mail:soudan@alice.asahトu.ac.jp にごこコ E・mail:nyushi@alice.asahトu.ac.jp



「優秀論文賞jを受賞

「日本歯科保存学会2014年度春季学術大会」において、歯学部口腔

機能修復学講座歯科保存学分野の日下部修介先生が「年間優秀論

文賞(修復分野)Jを受賞しました。間賞は日本歯科保存学会において

特に優秀な論文に与えられる栄えある賞です。

受賞した日下部先生(左)と堀田教授

日下部先生は現在、本学との海外交流校である米国テキサス大学サ
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ジュニア・ロースクール開講

穂積キャンパス6号館模擬法廷で、中学生を対象とした「ジュニア・

ロースクール」を開講しました。

裁判員制度の実施に伴い、国民の司法参加が必須となった今日、一

般市民に対する法教育、さらには、若年層に対する学校での法教育の

重要性が増しています。

ジュニア・ロースクールは、岐阜県弁護士会、法学部を有する朝日大

学、岐阜県内外に多数の教員を輩出している岐阜大学、そして県内学

校の法教育推進を目的として設立された岐阜法教育研究会が連携し、

中学生の夏休み体験学習のーっとして毎年開講しているスクールです0

.模擬法廷で裁判を体験!

模擬法廷に集まった50名を越える中学

生たちは、初めて体験する裁判所(模擬

法廷)の様子に少し緊張ぎみの様子。「裁

判って、いったいなんなの?J、「裁判官・検

察官・弁護士は何をしているのけなどの疑

ンアントニオ校においてrS-PRGフィラーとテオプロミンを添加したレジンの | 問を解決しようと熱心に受講していました。 中学生たちが裁判員制度を学ぶ

麟蝕抑制効果」に関する研究に取り組んでいます。今後の日下部先生

の益々の活躍と、テキサス大学サンアントニオ校との交流の架け橋となる

ことが期待されます。

北欧フィンランドから

歯学部学生を受け入れ

本学と文化学術交流協定を締結し学生・教員の相互交流を行ってい

るフィンランドのトゥルク大学歯学部の教員と学生が、本学歯学部での短

期海外研修のため来日しました。

一行は、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

の歯科教育の現状」ゃ「岐阜県の歴史と日本文化」の講義を受講。続い

て歯学部教員の指導のもと、シミュレーション実習を体験し本学で、の充実

した研修プログラムに取り組みました。また、一行は在日南アフリカ共和国

大使館の特命全権大使を務めるモハウ・ペコ氏の講演を聴講し、「南ア

フリカ共和国」について本学学生らと共に学びました。

.日本の歯科治療の現場を視察

穂積キャンパスでの研修を終えた一行は、岐阜市内のPDI岐阜歯科

診療所で日本の歯科治療の現場を視察。その後、岐阜市内や京都市内

で日本文化の体験をした学生たちは、本学での充実した短期研修を終

え帰国の途につきました。

-1噛I
穂積キャンパス正面玄関にて歓迎の記念撮影

歯学部海外研修を実施

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、毎年夏季休暇期間等を利用し「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大学で全額負担してお

り、学生にとっては、国際交流を深め海外の医療の現場を知る絶好の機

会といえます。

出発を前にし穂積キャンパス6

号館食堂では、壮行会が行われ、

磯崎篤則歯学部長、藤原周歯学

部国際交流委員長ほか、引率教

員ら関係者が出席しました。

アラバマ大学で研修を行う学生たち 海外研修に参加する学生たち

は、研修先での各種研修プログラムに思いを馳せ、期待に胸を膨らませ

ると共に、それぞれの意気込みを英語、スペイン語、中国語などの研修先

の言語で堂々と発表してu、ました。

.海外4カ国7大学へ派遣

夏期休暇を利用した2014年度の歯学部短期海外研修は4カ国7大

学でそれぞれ行われ、8月末までに終了、将来の歯科医師たちにとって

実り多い海外研修となったようです。

ーー

フィンランド 卜ゥルク大学 2名

圃
北京大学口腔医学院 5名

中 国
第四軍医大学 5名

カリフォルニア大学ロサンゼルス校 5名

璽量 アメリカ テキサス大学サンアントニオ校 5名

アラバマ大学パーミンク、1¥ム校 5名

日 メキシコ メキシコ州立自治大学 5名

(※[Jイタリアのシエナ大学での研修は2015年3月ごろに実施予定)
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(株)岐阜新聞社との連携 |三重大学との連携協議会

(株)岐阜新聞社と朝日大学は、相互に協力し、岐阜県を中心とした地

域社会への貢献に寄与することをめざし、包括的連携協定を締結しました。

穂積キャンパス7号館ホール「花水木Jで行われた調印式には、碓井洋

岐阜新聞社代表取締役社長や大友克之学長ら両者の関係者が出席

し調印が行われました。

.地域振興や人材育成の推進

調印式後には同会場において懇談会が開催され、今後、両者が連携

朝日大学と三重大学は、教育水準の向上や地域社会への貢献を目

的として「包括連携協定」を締結(2012年2月)し、人材交流や共同事業

を行っています。

.地域貢献と大学問連携

今回、両大学の学長・副学長、各学部長、事

務局長等による第5国連携協議会が三重大学

で開催されました。協議会では、公開講座や特

し様々な分野において人材育成や地域振興をはかり、地域社会への貢 | 別講演会等における講師の相互派遣、多職種

献を推し進めていくことを確認すると共に、情報交換など懇親を深めました。| 連携活動の継続、施設・設備の共同利用の可

教職センターで特別講座

穂積キャンパス5号館講義室で教職課程センター主催による特別講

座が開催されました。

「教職をめざしている諸君へ」と題し岐阜県教育委員会の職員が講

師を務めた講座では、岐阜県内の学校や教員の様子が映像で紹介さ

れ、小・中学校、高等学校や特別支援学校の教員採用試験について説

明がなされました。

講師からは、講座の中で行われたペア

ワークに積極的に取り組む学生の姿や

受講後の講師に対する挨拶に賞賛の言

葉をいただきました。

将来の教員をめざし教職課程セン

ターで学ぶ学生たちは、着実に「社会

性jという実力を身に付けているようです。 熱心に特別講座を受講する学生たち

能性などについて協議が行われました。 大友克之学長が
本学を代表し挨拶

また、ヲlき続き開催された懇談会では、防災・

減災の取組み、大学や附属病院の運営及び経営に関する情報交換な

ども活発に行われました。

「柿スイーッ」がデビュー

経営学部ビジネス企画学科で学ぶ学生たちは、瑞穂市商工会が取り

組む特産品開発事業に参画し、市を代表する農産物である柿を使った

和菓子や洋菓子の商品開発を共同して進めてきました。

.商工会総会でお披露目

学生たちが行った試食調査結巣を参考に、瑞穂市内の洋和菓子庖

が創り上げた「柿スイーツ(富有柿ジャムなどを使用したカステラ、ムース

ケーキ、鰻頭など)Jが完成し、瑞穂市商工会総会でお披露目されました。

瑞穂市商工会総会でのお披露目

学生たちは、今後

も店頭販売用のパッ

ケージ開発、販売促

進案の策定などに商

工会と共に取り組ん

でいきます。是非「穂

積の銘菓」としてお

買い求めください。

「看吾妻品科教育笈援ム」三ルム 20昨 4月に開設された保健医療学部看護学科に教育後援会峨立され

回 ナ イ 五 日又 止 ました。看護学科教育傾斜、看護学科学生の保護者等をもって組織され

ており、看護師・保健師をめざす学生が充実した学生生活を送り、「人を思う心をもって人間関係を構築する力J、「自己研鎖して未来を切り開く力J、
「キ士会に貢献し変革する力Jの3つの力を持ち、あらゆる健康レベルにある人のニースに対応できる看護職に育っていくための支援を行っていきます。



「沖縄と平和」について

法学部と経営学部l年生の必修科目「建学の精神と社会生活Jの授

業において、元沖縄県知事で沖縄国際平和研究所理事長の大田昌秀

氏を講師に迎え講演が行われました。

「沖縄と平和Jと題した講演で大田氏は、日本を取り巻く安全保障環

境や沖縄米軍基地問題を考えるには、まず先の大戦における沖縄での

出来事を理解する必要があることや、巨額の税金が支出されている事実

に目を向けなければならないことを解説し、「若い人は、我々と同じ間違い

をしないでください。平和憲法を大切にしてください」と受講学生に語りか

けられました。

.建学の精神と社会生活

「建学の精神と社会生活Jの授業においては、「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の育

成をめざすjという建学の精神のもと、社会人としてのマナー、岐阜県とふ

大田元沖縄県知事が「沖縄と平和」を語る

るさと、資源とエネルギー、経

済発展と環境問題、日米安

保と安全保障などをテーマ

に、社会人として学ぶべき諸

問題を学内外の識者による

講義とフィールドワークを通じ

必修科目として学んでいま

す。

教育懇談会を開催

.建学の精神に基づく教育方針を説明

法学部・経営学部の教育懇談会が穂積キャンパスで開催されました。

両学部の懇談会では、各学部長から「建学の精神」に基づく教育方

針の説明を交えた挨拶や教員紹介などがあり、その後活発な質疑応答

が行われました。

「個別懇談」では、指導教員と父母とが、学生のキャンパス内での学習

態度や学業成績、就職活動状況などについて個別に面談を行い、実り

多い教育懇談会となりました。

.大学、学生、父母が共通認識

また、「未来の歯科医師J育成に取り組む歯学部でも今秋に、学生、父

母及び大学の三者が共通の理解と認識を持ち「将来の歯科医師」をめ

ざすための「教育懇談会、三者面談」の開催が予定(5・6年生は今春に

開催済み)されています。

父母らが教育方針等の説明を熱心に聞く(法学部)
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法学部特別講義を実施

少年事件の司法手続き、保護観察の仕組みゃ保護監察官・保護司

の役割などを学ぶ刑事法特別講義が、法学部で行われました。同講義

には、法学部で刑事法などを学ぶ学生約50名が出席し、岐阜保護観察

所の古山正成所長の講義に熱心に耳をかたむけていました。

.更生保護の日にちなんで

古山氏は「更生保護の日(7

月l日)Jにちなみ、「国民が犯

罪や非行の防止と罪を犯した

人たちの更正について理解を

深め、それぞれの立場におい

てカを合わせ、犯罪や非行の

ない明るい社会を築いてu、くこ

とが大切である」と受講生たち
古山氏による法学部「特別講義」

に語りかけました。受講学生の一人は「更生保護の理論と実務について

理解を深めることができた」と話していました。

キャリア教育講演会

「企業と人材」

穂積キャンパス6号館大講義室でキャリア教育講演会「企業と人材」

が開催され、約5∞名の学生が熱心に聴講しました。

同講演会は、文系学部の学生が入学時から4年後を見すえ「職業

観Jや「就職意識」を身に付けることを目的に早期就職支援の一環とし

て、毎年外部講師を招へいし開催している講演会です。

.ベストパートナーをめざす

今回の講演会では、東京に本社を

置く管工機材卸大手の橋本総業

(株)の橋本政昭社長に講師を務め

ていただきました。橋本社長は、「メー

カ一、販売庖、業者、施主が共に栄え

るベストパートナーをめざすJという同

社の経営姿勢や人材育成のピジョン

を紹介すると共に、「会社選びでは仕

事にやりがいがあるのか、従業員や社

会全体を大切に考える会社なのかな

ども重要な就活ポイントである」と学生

たちへ語りかけられました。 「企業と人材」で講演する橋本社長
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ラグビー

伝説のプレーヤーが指導

穂積キャンパスラグビー場に、1995年ラグビーワールドカップ(開催地.

ヨハネスプールク)の南アフリカ代表として活躍したチェスターウィリアム氏を

招へいしラグビークリニックが開催されました。

クリニックでは、体育会ラグビー部から選抜された35名の選手を対象

に、チェスター氏が積極的に声をかけ、基本動作を再認識した練習が行

われました。クリニツク終了後には6号館において歓迎レセプションが開催

され、大友克之学長はチェスター氏に「ラグビーを通して本学と南アフリカ

共和国との関係を一層緊密にしていきたいJと誇りかけていました。

チェスター氏はアバルトヘイト撤廃をテーマとした映画「インピクタスJ(ク

リント・イーストウッド監督)で「スプリングボクス(南アフリカ代表チーム)J史

上初の黒人選手として描かれています。

レセプション会場でチェスターウィリアム氏が語る

「熱中症対策講話」を受講

「熱中症対策講話」が学生部

主催の行事として穂積キャンパ

ス5号館講義室で行われ、各ク

ラブの学生や教職員ら約100名

が受講しました。

本講話は、この時期「熱中

症」による事故が多数報告され
「熱中症の危険性リを学んだ

ていることから、運動中、あるい

は課外活動中の「熱中症の危険性Jについて、学生や教職員が十分認

識を高めることを目的に毎年開催されています。

大塚製薬(株)の竹川智氏から、「熱中症」の発生要因とその対処法

について分かりゃすく講話がなされると共に、実際に身近なスポーツドリン

クを利用した補給法が示されました。参加した学生や教職員は、「熱中

症」を身近な問題として捉え、みな真剣な眼差しで受講していました。

「大垣市民大賞」受賞

保健医療学部看護学科l年の村田真実さ

ん(岐阜県出身)が、「第11回大垣市民大賞

(学術・芸術・文化)Jを受賞しました。

同賞は、学術・芸術・文化・体育などのあらゆ

る分野で、優れた功績を挙げた岐阜県大垣市

にゆかりのある人や団体を表彰するものです。

村田さんは高校在学中に、「第50回記念全

国学生書道展J(主催・公益社団法人創玄書

道会)にて最高賞の「文部科学大臣賞Jを受賞 「大垣市民大賞」を受賞

しており、その功績が称えられ今回の受賞となりました。村田さんの今後

のさらなる活躍が期待されます。

学生補導講演会を開催

学生部では、「犯罪に巻き込まれないために薬物犯罪等に手を染め

ないように自己防衛を一」と題し、穂積キャンパス6号館講義室において

「学生補導講演会Jを開催しました。

.自己防衛のための意識高揚を

講演会では、はじめに山本英弘学生部長の挨拶があり、その後、北方

署の太田義和生活安全課長から、昨今多発している薬物、銃器、ストー

カ一、悪徳商法等の各種犯罪に本学学生が巻き込まれないようにと「各

自の自己防衛のための意識高揚jにつながる講話が、また、あゆみだした

女'性の会の贋瀬直美氏からは「デートDVって?-互いに尊重しあうノTー

トナーシップ-Jと題した講演が行われました。学生、教職員約加O名の受

講者たちはメモをとりつつ講師の話に耳を傾けてしミました。

学生が地域社会に貢献

.寸劇で防犯活動

法学部学生で組織する防犯ボランティア団体「めぐる」は、北方町青

少年育成研修会において「子供110番の家」をテーマに、不審者に遭

遇した場合の対処方法や警察へ不審者情報を提供する際のポイントな

どを寸劇の実演により解説しました。参加者からは、「寸劇による解説はと

てもわかりやすかった。学生たちが自主的に防犯活動に参加していること

を，心強く思うJなどの感想、が寄せられました。

.広報用CMを自主制作

また、法学部の刑法ゼミに所属する学生

で構成する「朝日大学BBS会 (Big _ 

Brothers and Sisters Movement) Jのメ 自主制作仁Mの撮影風景

ンパーは、法務省主唱「第64回社会を明るくする運動」の広報用CMを自

主制作しました。CMには「多くの人に更生保護の必要性や重要性を

知ってもらいたい」との学生たちの熱い思いがこめられています。本CMは

本学のHPでも公開されてしぜすので是非ご覧ください。
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会計研究部

「簿記チャンピオン」に輝く!
体育会会計研究部の部員たちが「簿記チャンピオン大会J(主

催資格の学校TAC)に出場し、団体の部でみごと優勝し日本一

に輝きました。また、個人戦においても6位入賞と健闘をみせました。

.会計のプロフエツショナルをめざす

公認会計士短答式試験や日商簿記検定l級・2級に合格した

会計研究部のメンノすーは現在43名。彼らは経営学部経営学科に

設置されている「会計コース」で学び、公認会計士、税理士、国税

専門官や企業の財務・経理プロ

フェッショナルをめざし、現役公認

会計士らの個別指導のもと専用

学習室でWebサポートシステムな

どを利用し、日々、夢の実現に向

け努力を続けてUぜす。

自転車競技

簿記チャンピオンに輝いた
会計研究部部員

学生チャンピオンを輩出

体育会自転車競技部は、学生チャンピオンを決める全日本学生選手

権大会(ロード・トラック)において、秋

田拓麿選手(ビジネス企画3年福井)

が個人ロードレースで、浦田真成選手

(ビジネス企画1年:岐阜)がスクラッチ

レース(トラック)で優勝し学生チャンピ

オンの栄冠に輝きました。

トラックレースではほかに、夕ンデム

SPで準優勝

IPで準優勝.5位入賞、スプリント準優

勝、ケイリン6位入賞を果たし、朝日大

学の競技力の高さを示しました。

ラグビー

「学生選手権ロード」優勝の秋田選手

東海リーグ連覇に向けて好発進

体育会ラグビー部は、穂積キャンパスラグビー場で開催された「第四

回ギフセブンズ大会」に出場しみごと優勝に輝きました。

「ギフセブンズJは7人制のラグビー大会で、今大会には県内の大学、

社会人、クラブチームの5チームが出場しました。本学ラグビー部(Aチー

ム)は3勝l敗でぎふ清流ラガーズ、朝日大学(Bチーム)と並んだものの

得失点差で優勝を果たしました。

昨シーズンは15人制の東海リーグ4連覇を成し遂げたラグビー部、リー

グ戦5連覇に向けて好発進となった「ギフセブンズ大会」でした。
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フェンシンク、

「全日本学生王座決定戦Jで連覇!
体育会フェンシング部は、「第64回全日本学生フェンシング王座決定

戦J(東京:中央大学体育館)において「女子エぺ団体Jで2年連続5度

目の優勝を飾り、みごと学生日本一に輝きました。

関西リーグの覇者として関東の強豪大学に挑んだ「女子エペ」チーム

は、準決勝で日本大学を45対34で下し、続く決勝戦では早稲田大学を

相手に45対40の接戦を制し同種目2連覇を達成しました。同大会では、

男子のフjレーレ、サーブJレ、エペの団体3種目で堂々の3位入賞を、また、

女子のフルーレ団体で3位入賞、

サーブル団体で4位としづ好成績を

収めました。

春の大学王座で連覇の偉業を成

し遂げたフェンシング部、秋のインカ

レでの更なる活躍が期待されます。 r女子エペ団体J2連覇を達成

相撲

全日本女子相撲で団体3位
「ぎふ清流国体開催記念第5回全日本女子相撲郡上大会」が郡上

市白鳥町で開催され、体育会相撲部(女子)は、一般団体の部門で3位

入賞を果たしました。

スポーツフェステイバル開催
体育会が、穂積キャンパス総合グラウンドなどで「第5回スポーツフェス

テイバル」を開催。地元の小・中学生や保護者ら約300名が参加し大学

生らとのスポーツを楽しみました。

今回で5回目の開催となった同フェステイパjレは、全学をあげスポーツ

活動を支援している朝日大学が、地域貢献活動としてレクリエーションを

通じてスポーツに親しんでもらおうと開いた参加型イベントで、地域住民と

学生の交流の場にもなっています。

.子供たちとスポーツ体験

体育会所属のラグビー、フェンシング、

硬式テニス、ハンドボール、硬式野球、卓

球、相撲部の部員らが指導者となり、綱引 レクリエーションを楽しむ子供たち

き、大玉転がしなど遊びの要素を取り入れたレクリエーションを運営。午後

には部員たちによる卓球、フェンシングやハンドボールのミニ試合が行わ

れ、迫力あるプレーやユニフォーム姿に子供たちは歓声をあげていました。

07 
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SD研修会を開催

大学職員としての業務知識及びスキルの向上を目的としたSD研修会

が穂積キャンノfス第3大講義室で開催されました。

今回の研修会は、本学における学部教育の取り組みゃ学生の修学

時聞の現状について理解を深める研修として開催され、各学部長らが

岩崎経営学部長が講師を務める

講師を務め「教育の質転換に関す

る取り組み状況Jなどについて説明

を受けました。

研修会場では、各学部の様々な

取り組みを学ぼうと質疑応答が活

発に行われ、参加者は真剣なまな

ざしで研修に取り組んでいました。

SD [5taft development] 事務職員の意識改革、能力開発の実践的手法

防災訓練を実施

将来発生すると予測される大規模地震等に備え、穂積キャンパス内

の6号館及び附属病院で、瑞穂消防署の協力のもと教職員・学生約

250名が参加し防災訓練を実施しました。

震度6強の大地震及び火災

発生を想定した今回の訓練で

は、教職員・学生が地震に対

する「身の安全確保、避難誘

導、要救護者の救助」や、出火

した場合の「初期消火、延焼

防止措置、非常用消防設備の

使用」などの対応に実践的に

取り組みました。 大規模災害に備えた防災訓練を実施

朝日祭告知" 盛りだくさんのイベントを予定

「第44回朝日祭jが盛大に開催されます。

皆様お誘い合わせのうえ、ご来場ください。

期 日 2014年 10/17(金)・18(土)・19(日)

テーマ結束の機会

催し(予定) ライブコンサー卜、機擬庖、ビンゴ大会、エコキャンペーンなど

日本文化を体験!

本学留学生別科生39名は、古都京都への研修旅行に参加しました。

留学生別科日本語研修課程では、キャンパス内での日本語学習だけ

でなく、課外でも積極的に日本の文化・習慣等を体感することを目的とし

て毎年、学外研修が行われています。

.古都京都で研修を行う

古都京都を訪れた留学生たち

は、世界的にも有名な金閣寺や清

水寺を散策し日本の伝統文化に触

れると共に、自由行動では土産庖

を何軒もまわり京土産を購入してい

ました。 金閣寺で笑顔いっぱいの記念写真

今回の研修は日帰りでしたが、帰路のパス車中では古都京都の話題

に花が咲き、教員や仲間たちとの「きずな」がこれまで以上に深まった様

子でした。朝日大学を拠点とした国際交流の輪が今後さらに広がること

を期待します。

就職セミナー開催

岐阜都ホテル(岐阜市)と大垣フォーラムホテル(大垣市)で「朝日大学

就職セミナー」が開催されました。

このセミナーは、「朝日大学学生を採用したい」との申し込みのあった企

業を招いて行う本学独自の就職説明会で、企業と学生にとって就業マッ

チンク.のための最高の場となっています。商会場にはリクルートスーツ姿

の4年生が来春卒業後の活躍の場を求めて企業ブースに足を運び、採

用担当者と対面をしていました。

.教員も共にセミナーに

また、本学主催の就職セミナーへは教員も多数参加し、企業情報を入

手したり、企業担当者と本学学生の印象やOBの活躍ぶりを確認したりと、

就職支援に積極的に取り組んでい

ます。面談を終えた学生たちには

「様々な企業採用担当者と直接話

すことで必ず得られるものがあるか

ら、積極的に企業ブースを訪問しな

さいJなどと声をかけ学生と共に就

職セミナーに臨んでいます。 企業ブースで採用担当者と対面

昨年の朝日祭の様子
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