第6回AIU祭り

ご挨拶-2009.10.11

2004年に関学した国際教養大学は、優秀な卒業生をすでに社会へ送り
出しております。従来の日本にはないユニークな大学として国内外から注目
を集め、様々な大学ランキングのリストでも、日本を代表するトップの大学
のーっとして位世づけられるようになりました。厳しい入学試験の試練を経
て全国各地から集まってくれる新入生のみならず、本年6月現在で9 1校に
も及ぶ海外の提携大学からの留学生も年々培え続けており.AIUはグローパ
ル・ スタンダードの大学として本格的に始動しております。
本学は「国際教養J(lnternational Liberal Arts）という21世紀型の新し
い教学の理念を掲げておりますが、学生諸君は本当によく学び、着実に成長しております。就職・進学
も順調に推移しており、学長として、これほどの喜びはありません。
その白木入学生 ・留学生諸君が、日々の厳しい日課を離れて、思いっきり羽を伸ばし、各自の個性を
発慢して、友達や家族の方々、教職員、地首長の皆さん、そして秋田市民や県民の皆織とともに第6回AIU
祭を盛り上げ、楽しく実り多い大学祭となりますことを期待しております。
大学祭の期間は、日ごろから多彩な異文化空間である本学のキャンパスがさらにその輝きを増すこ
とと思います。本年は関学5周年記念の年ですので、今回のAIU祭が本学の目指す国際貢献と地域貢
献の一環になることを強く願っています。
最後に、本学を代表し、本年もAlU祭にご協力いただいた地元の皆僚に厚くお礼申し上げます。
学長

中 嶋 嶺雄

学生会会長

西本 愛

2009年秋

皆さんこんにちは1
このたびは第6回AIU祭にお越しいただきありがとうございます。国際教養大
学は今年で関学6年目を迎えました。登かな自然に固まれた、静かな環境の中に
ある大学ですが、そこに集う学生たちはいつも活気に溢れています。年々学生数
も縫えており、日本全国・世界各国からの個性派が集まっています。この国際色
豊かな学生たちの勢いは、とどまることを知りません！そんな本学の今年の大学
祭のテーマは“AIUROOOOOOCK”。日頃からとても元気で活発なAIU生がこのAIU
祭でさらにはじけます？みんなで烈いビートを刻みましょうP

この度は第6回AIU祭にお越しいただき、ありがとうございます。私、南は種子
島から参りました、実行委員長の小倉花恵と申します。
ご存知のとおり、国際教養大学（ii称AIU）は秋田県の山奥にあり、綬業は英信
で行われ、学生は1年間の寮生活と留学を義務付けられる、という大変特色のある
大学です。そのAlUは、今年開学6年目を迎えますe山奥にあるため、周りには何の
娯楽施設もありません。そのためAIUの学生には、他の大学の学生にはない有り余
るパワーがあります。年に1度のAlU祭、そのために大学祭実行委員を中心に、たく
さんの学生がAIU祭に情熱を注いできました。そんな学生のパワーを今年はROCKにのせて、感じ取ってく
ださいI
最後になりますが、AIU祭を開催するにあたりご尽力いただいた河辺雄和商工会、協賛の企業の皆織を
はじめ、多くの方々に感謝いたします。
第6回AIU祭実行委員長
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小倉花恵

by Yuzu
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『グローパル化と日本の大学』
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I s山ぬnee 川 my boyfriend and the music's beat is

fast and the song is fun and that's what I ca11 a good time .t
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10月11日（ 1日目）

13:00 - 14:00
＠レクチヤーホール

中嶋嶺雄学長が講演をします！！
中嶋学長とは？

学生に聞くと、 不思議な人、 音楽好きな人、

ポジ子ィブな人！など様々なイメージがあるようです。
実は学長、 私たちの授業も受け持っています。 この講演で学長の
素顔がわかるかもしれませんよ！みなさん奮ってご参加ください！

隼燈会館合
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国際教養大学竿燈会

学生代表
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AIU祭へお越しの皆様、こんにちは！
、
”
私たちAIU竿燈会はおかげさまで今年、五回
卵、 ・－
目の竿燈まつりに参加することが出来ました。
更に、今年は念願の妙技会（※）団体規定演技に
おいて、初の決勝進出を果たしました。これも、
回型
青年会議所竿燈会様や地元町内会の方々をは
同面白圃
じめ、本学の教職員、保護者の会、そして皆様の
ご支援の賜物です。残念ながら決勝戦では一回
－
・
戦敗退という結果でしたが、この経験を糧に来
年以降も上位入賞を目指し、たゆまぬ努力を重
ねていきます。
また、技術の向上も重要ですが、秋田の伝統文化、そして秋田の魅力をしっか
りと学び、感じ取り、それを伝えていくことも竿燈会の大切な役目だと考えて
います。それ故、これからも謙虚に様々なことを学びながら、着実に進歩してい
きたいと思います。 私たちはAIU祭2日目に竿燈の演技を披露させていただ
きます。皆様への感謝をこめて、太鼓・笛の元気な音色とともにチカラいっぱい
竿燈をあげますので、どうぞお楽しみください。
※二日目から行われる、技の巧さを競う昼の部です。
二日間で予選を行い、個人 ・ 団体規定・ 団体自由・鳴子方（はやしかた）それぞれ
で最終日に決勝を行い、優勝を競います。
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AlUグッズ販罪－
お土産にどうぞ！
露店テント内

オムツ交換等に
ご利用ください。
c棟1階
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R9CKに国境はない。

10/! 1 （日） .12 （月・祝）
主催：国際教養一 祭実行委員鈍

E-MAIL : aiufestival@aiu.acjp

同時開催：産学交流フェスティmi..
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懇いがけずB G Mで自分の大好きなアーテイストの曲が流れて
人呂も気にせずヘッドバンキング女しちゃったとき・
頭マジでぼくはつ・
byちゃああああああみ
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by Great Dane

大好きなあの子と裡録が
ぶつかった瞬間・
byあーたゐ
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To be confinued ...

