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50号を迎えました
AITNEWSは

50号を迎えました
AITNEWSは

50号を迎えました

国内最高水準のICT設備を持ち、
2010年に完成した1号館の大階段と
学生たち。愛工大の発展とともに、
AITNEWSは本号で50号を迎えまし
た。今後も旬な情報をお届けします。

0505

0606 07070606 イベント告知

学内イベントや研究室の様子など
愛知工業大学の様々な情報を発信しています。
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夏季休業終了16日 土

21日 木 後期授業開始

5日 ～木 8日日 大学祭

9日 木 防災訓練

8日 水 駅伝大会

13日 月 創立記念日

26日 火 冬季休業開始

7日 日 冬季休業終了

9日 火 授業開始

25日木 後期授業終了

30日火 後期定期試験開始

10日土 春季休業開始

23日金 卒業式

31日 土 春季休業終了

◎AITNEWSは瑞若会（愛知工業大学同窓会）・後援会より支援を受けており、瑞若会・後援会の年度予算から制作費の一部が拠出されています。

愛知工業大学の
公式チャンネルもご覧ください。
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第57回  愛知工業大学大学祭
●10月7・8日(土・日)10：30～／八草キャンパス

愛工大祭の目玉「工科展」をはじめ、各研究室・学生チャレン
ジプロジェクトの成果発表や様々な企画でキャンパス中が
にぎわいます。7日はオープンキャンパス同時開催！

第37回  愛知工業大学駅伝大会
●11月8日(水)／八草キャンパス　

伝統の駅伝大会が今年も開催されます！この日は先生も学
生も職員も一緒になって楽しみます！また、地域交流の一
環として、地元の小学生も駅伝に参加し、交流を行います。

第12回  名古屋電気学園  防災訓練
●11月9日(木)

愛知工業大学の母体である学校法人名古屋電気学園設置
校（愛工大名電高校、愛工大附属中学校、愛工大情報電子専
門学校）全体で一斉に避難訓練を行います。大学では研究
中の避難経路探索アプリの実証実験も同時に行います。

第7回   八草キャンパスフォトコンテスト
●11月上旬／八草キャンパス　　

紅葉の時期に地域の方々にキャンパスを散策していただく
企画と合わせ、フォトコンテストを実施しています。保護者
の方も参加可能です。入賞作品は後日、本山キャンパス（名
古屋市千種区）と八草キャンパスで展示します。

建築学科1年
樫本 宙武さん



－この大学を選んだ理由と、現在挑戦して

いることを教えてください。

榊原　実家が食品関連の会社を経営している

影響で経営の勉強がしたいと思っていました。

パソコンの技術もしっかり習得したかったので、

理工系で設備がととのっている愛工大を志望し

ました。現在はＩＴ経営研究室に所属し、「産学

連携・地域貢献」の一環として、自由ヶ丘キャ

ンパス周辺のお店や学校と連携をしながら地域

活性化に取組んでいます。

相原　私は愛工大名電高校出身だったため、

高大連携というつながりもあったのですが、決

め手は愛工大の持つ最先端の設備。ハードも

ソフトも最新のものが充実しているところに魅力

を感じました。入学後、１年生は研究室には所

属しませんが、興味のあったメディア情報研究

室と関わりの深いメディア情報研究会に入り、

パソコン使用時に起こるドライアイを未然に防ぐ

アプリの研究開発を1年生の時に始めました。

青木　僕は車やバイクのエンジンに興味があっ

たので、設備も先生方もトップクラスで、授業で

学んだことを実践できる工場もある愛工大を選び

ました。ここでなら自分のやりたいことが全部でき

ると思って。今は「学生チャレンジプロジェクト」
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愛工大だからできる
未来への

大学の枠を越えた挑戦で大きく成長。

挑戦
学生チャレンジ × 産学連携 × グローバル

学生
チャレンジ
プロジェクト

産学連携
地域連携

グローバル

実学教育

のひとつである学生フォーミュラ研究会のリー

ダーとして、９月の「全日本学生フォーミュラ大会」

に向けてレーシングカーの製作を進めています。

－みなさんの活動内容を教えてください。

榊原　地下鉄自由ヶ丘駅周辺の地域活性化

のために、７月のオープンキャンパスで地域の

お店や商品を紹介したり、１２月に地域で開催

したクリスマスイベントで地域の方々に喜んでも

らえそうなメニューを名古屋商業高校の皆さんと

一緒に開発したりしました。駅周辺には個人店

が多く、より多くの人に色々なお店を知ってもら

うことが、地域の活性化につながると考えました。

相原　大学と地域が一緒になって活性化を目

指して活動できるなんて素敵ですね。

司会　そのプロジェクトはいつから始まったのですか。

榊原　スタートは４年ほど前です。２年前に自

由ヶ丘商店街の来訪者数をはじめて調査した時

のデータと比べて、昨年は来訪者が増加してお

り、取組が商店街の認知度アップにつながった

と感じています。他にも｢花まちプロジェクト｣と

いって、８０鉢の花のプランターを用意して、駅

前やお店、一般家庭に配り街全体を彩ってい

こうという活動があり、昨年１２月にビオラを、今

年５月にはベゴニアを配りました。プランターに

は自由ヶ丘小学校の児童たちの絵を飾り、地域

住民の方 と々一緒に地域を盛り上げました。

青木　街に花があれば心も潤うし、住む人にも

訪れる人にも気持ちいい場所になりますよね。

街の活性化を学生が主体となって行うのは社会

貢献にもなりますね。

榊原　この取組は大学だけではなく、地域と一

緒に取組むという一体感を大切にしています。

自由ヶ丘は学校が多いエリアで、そこに通う学

生のほとんどは地域住民ではありませんので、

自由ヶ丘をもっとキレイに
より楽しく、人が集まる街に

ドライアイという経験が
「グローバル」で活躍するきっかけに

授業が終わると駅に直行してしまう。帰宅前に

お店に立ち寄ってもらえるように夕飯までのつな

ぎになる学生向けメニューを企画したり、一方で

高齢の方も多いので、高齢者が親しみやすい

街にしようという取組も行っています。
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相原　パソコンを使うと起きるドライアイは、作

業に集中しすぎると瞬きの回数が減って目に潤

いが不足することで発症します。この瞬きの間隔

を測定して｢これ以上パソコンを続けると危険で

す｣と知らせるアプリを開発しています。自分自身、

長時間パソコンを使用していて目が痛くなるとい

う経験があったことと、所属するメディア情報研

究会の鳥居教授が目に関すること、特に瞬きに

着目した研究をしていたため、ドライアイに興味

を持ったのがきっかけです。研究したいと教授に

相談したところ、目の専門家である愛知淑徳大

学の杉田教授を紹介していただき、医学的な目

の知識について分かりやすく教えてもらいました。

司会　相原さんはその研究発表で、海外にも

行かれているんですよね。

相原　最初にこの研究を発表したのは、１年生

の３月で、文部科学省主催の「サイエンス・イ

ンカレ」でした。そのときは受賞を逃しましたが、

審査員の方々のアドバイスを参考に、データを増

やしたりプレゼンテーションを工夫し、２年生の冬

に参加したアメリカのネバダ大学での国際会議

「ＣSII2016」では「Young Student Award」

という賞をいただきました。その後、２度目の「サ

イエンス・インカレ」でコンソーシアム奨励賞も

受賞することができました。一度受賞を逃がした

ことで改善点が見え、その後の受賞につなげる

ことができたのだと思います。

青木　海外で研究発表ができるなんてとても良

い経験ですね !

司会　海外での発表はすべて英語ですよね。

もともと英語は得意だったのですか。

相原　いえ、苦手でした。空港の入国審査も

しどろもどろですから（笑）。でも自分の研究に

関わる単語や文章をしっかり覚えて、英語での

プレゼンテーションや質疑応答に備えました。英

語の先生に中学レベルの英語から教わり、コツ

コツと約２カ月間勉強しました。一番大変だった

のは論文の翻訳作業で、２年生の夏休みはほ

とんどそれに費やしました。

青木　『学生フォーミュラ』は学生が主体とな

り１年かけてマシン（車）を造り上げる活動です。

とは言え、授業で学んだ知識だけでマシンを造

り上げるのは困難です。そこで、トヨタ自動車

で３０年間エンジニアとして活躍された機械工学

科教授にアドバイザーを務めていただき、技術

や設計ノウハウ、スケジュール管理といった「製

作に関わる知識」とＰDCＡやナレッジ継承といっ

た「チームマネジメントの知識」についてご指

導いただきました。また、改善方法で行き詰まっ

たときは、研究会ＯＢの方々から過去の経験や

現在の知識を踏まえたアドバイスをいただいた

り、お忙しい中、製作に付き添ってご指導いた

だいたりしました。このように多くの方々に支えら

れながら、知識を学び、部品を作り搭載し、走

行し、評価し、改善を繰り返す。約２００ｋｍ走

らせるためだけのマシンを造る中で得られる知

識・経験・考え方、そして支援してくださる方々

とのつながり全てが勉強であり、理想の一台を

生み出す力になっています。

榊原　審査はどのように行われるのですか。

青木　メインの審査では、約２０ｋｍの走行時間

によって、旋回・直進・加速などの性能と信

頼性や、走行時の燃料消費量を評価されます。

ドライバーでもある僕が実感した微妙な足回りや

サスペンションなどへの指示をメンバーに伝えな

がらマシンの動的評価を仕上げていきます。図

面と実際に使われている部品のサイズが合って

いるかということなども審査の対象です。

相原　細かいデータの収集や高度な技術力が

必要になるんですね。

青木　他にも、造ったマシンのプレゼンテーショ

ンも行います。このマシンの特長はどこで、ター

ゲットはどんな人で、僕らの考えがマシンにしっか

り反映されているかという点も評価対象となり、

その配点が大きいんです。車づくりに必要なす

べてのことが審査されるので大変ではあります

が、得られるものは挙げたらきりがないですね。

－経験を通して得た喜びや苦労したことを

教えてください。

榊原　自分たちの活動によって、実際に商店

街への来訪者が増えたことや、街に彩りが増え

てお店の人たちから感謝の言葉を頂いたことは

とても嬉しく、達成感を感じました。

相原　私は、国際学会に参加できたことで成

長を実感でき成果も得られたことが嬉しかったで

す。帰国後に、いつも助言をくださる鳥居教授

や愛知淑徳大学の杉田教授、それに家族みん

なも喜んでくれ、嬉しさ倍増でした。一番苦労し

たのは計測。５時間もディスプレイに向かって作

業を続けるので、どんどん目が乾いて辛かったの

ですが、友達や先輩も協力してくれました。受

賞できたのはみんなのおかげです。

青木　的確な指摘をしてくださる教授や、どんな

時でもアドバイスや手助けをしてくださるＯＢの

方々、エンジンの供給や走行会へマシンを運ぶ

際の積載車を用意してくださる企業スポンサー

様の方々など、多くの方々に支えられ・期待さ

れて活動を続けられることを実感するときに、誇

りを感じ、非常に嬉しい気持ちになります。もち

ろん、厳しい指摘やお叱りなど苦しいこともあり、

沢山の思いが込み上げる場面も多々あります

が、そのような瞬間にこそ自分が成長していると

実感できます。しかし、やっぱり一番嬉しいのは、

教わった知識を使い必死に活動し、その知識が

実績として残った瞬間ですね。

－愛工大で学んで実感できた“愛工大の良

さ”はどのようなところですか。

相原　１年生でも研究活動に参加でき、大学

の資金でグローバル人材として海外で発表す

る経験をさせていただけたことですね。愛工大

だからこそできたことだと実感しています。

青木　愛工大の工場には、車づくりに必要な

工作機械がたくさんあります。マシニングセンター

には技術員の方 も々いて、加工について分から

ないことがあると親身になって教えてくれます。

大手自動車メーカーから来られた教授もおり、

様々なサポートを受けながら活動できることは大

きなメリットです。非常に恵まれた環境であること
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に感謝しています。

榊原　地域の方や商店街の皆さんなど、大勢

の方の協力をいただきながら地域活性化の活動

ができていることは、自由ヶ丘キャンパスがあっ

たからだと思います。自分が専攻する経営のこ

とだけではなく、生産管理や理系的なこともこの

プロジェクトを通して学ぶことができたので、今

後に活かせる財産になると思います。

青木　ただ単に大学生として過ごすのではなく、

こういった活動を行うことはとても有意義なことで

すね。海外に行って自分の研究を発表する経

験も大学生だからできることかもしれませんし、

地域の発展につながる活動によりその地域の住

民が住みやすい街づくりを行うのは、その地域

にも大きな力になるはずですよね。

榊原　そうですね。僕は八草キャンパスに来る

のは１年に１度か２度ですが、これだけ充実した

施設や設備があれば、海外へ行ったり全国大

会で活躍する人がいるのも納得できます。その

ようなスケールの大きなことができるのは愛工大

だからなのではないかと思いました。

－活動を通して得た経験を将来どのように

活かしたいですか。

青木　この経験を将来につなげることが夢で

す。たとえばスポーツカーやスポーツバイク開発

のプロジェクトに携わること。現在リーダーとして

活動している様々な経験を活かし、いずれは社

会に出て商品開発プロジェクトの役割を担えたら

と思います。

榊原　教科書でも学べるけれど、実際に体験

することが大切だとよく教授に言われます。準

備するものを洗い出し、スケジュールを作ってい

く工程は、実際に企業に入って仕事を進める

際に必要だと思うので、それを実践できる機会

が得られたのは貴重なことだと思います。最近

よく「ＰDＣＡサイクル」という言葉を耳にします

が、教科書に考え方が書いてあっても、具体

的に何をするのかまではイメージしにくい。プロ

ジェクトに取組む中で、プランとはこういうこと、

アクションとはこういうことだと実感できたのはよ

かったです。

相原　研究や映像制作を行う上で失敗したりダ

メ出しをされ、改良点を探したり次はどうするか

考えたりするうちに、どんどん粘り強くなっていっ

たような気がします。卒業後は取組んだことをそ

のまま仕事にはできなくても、愛工大で学んだ

経験を活かせる仕事がしたいです。もともともの

づくりが好きなので、使ってくれる人の心に残る

ようなものを作っていきたいですね。

メディア情報研究会所属
『国際会議「CSII2016」』で受賞

情報科学部３年  相原愛美さん 学生チャレンジプロジェクト
「学生フォーミュラ研究会」リーダー

工学部３年  青木伸也さん

産学連携 /地域貢献
「自由ヶ丘地域活性化プロジェクト」

経営学部４年  榊原芳明さん

多彩な分野で夢の実現へ向けて挑戦する愛工大生たち。

本紙５０号の節目にふさわしく

目覚ましい活躍をしている３名の学生に

これまでの挑戦と今後の展望について語っていただきました。

あいはら えみ

あおき しんやさかきばら よしあき



－この大学を選んだ理由と、現在挑戦して

いることを教えてください。

榊原　実家が食品関連の会社を経営している

影響で経営の勉強がしたいと思っていました。

パソコンの技術もしっかり習得したかったので、

理工系で設備がととのっている愛工大を志望し

ました。現在はＩＴ経営研究室に所属し、「産学

連携・地域貢献」の一環として、自由ヶ丘キャ

ンパス周辺のお店や学校と連携をしながら地域

活性化に取組んでいます。

相原　私は愛工大名電高校出身だったため、

高大連携というつながりもあったのですが、決

め手は愛工大の持つ最先端の設備。ハードも

ソフトも最新のものが充実しているところに魅力

を感じました。入学後、１年生は研究室には所

属しませんが、興味のあったメディア情報研究

室と関わりの深いメディア情報研究会に入り、

パソコン使用時に起こるドライアイを未然に防ぐ

アプリの研究開発を1年生の時に始めました。

青木　僕は車やバイクのエンジンに興味があっ

たので、設備も先生方もトップクラスで、授業で

学んだことを実践できる工場もある愛工大を選び

ました。ここでなら自分のやりたいことが全部でき

ると思って。今は「学生チャレンジプロジェクト」

のひとつである学生フォーミュラ研究会のリー

ダーとして、９月の「全日本学生フォーミュラ大会」

に向けてレーシングカーの製作を進めています。

－みなさんの活動内容を教えてください。

榊原　地下鉄自由ヶ丘駅周辺の地域活性化

のために、７月のオープンキャンパスで地域の

お店や商品を紹介したり、１２月に地域で開催

したクリスマスイベントで地域の方々に喜んでも

らえそうなメニューを名古屋商業高校の皆さんと

一緒に開発したりしました。駅周辺には個人店

が多く、より多くの人に色々なお店を知ってもら

うことが、地域の活性化につながると考えました。

相原　大学と地域が一緒になって活性化を目

指して活動できるなんて素敵ですね。

司会　そのプロジェクトはいつから始まったのですか。

榊原　スタートは４年ほど前です。２年前に自

由ヶ丘商店街の来訪者数をはじめて調査した時

のデータと比べて、昨年は来訪者が増加してお

り、取組が商店街の認知度アップにつながった

と感じています。他にも｢花まちプロジェクト｣と

いって、８０鉢の花のプランターを用意して、駅

前やお店、一般家庭に配り街全体を彩ってい

こうという活動があり、昨年１２月にビオラを、今

年５月にはベゴニアを配りました。プランターに

は自由ヶ丘小学校の児童たちの絵を飾り、地域

住民の方 と々一緒に地域を盛り上げました。

青木　街に花があれば心も潤うし、住む人にも

訪れる人にも気持ちいい場所になりますよね。

街の活性化を学生が主体となって行うのは社会

貢献にもなりますね。

榊原　この取組は大学だけではなく、地域と一

緒に取組むという一体感を大切にしています。

自由ヶ丘は学校が多いエリアで、そこに通う学

生のほとんどは地域住民ではありませんので、

愛工大での貴重な経験は、
未来への大きな礎になる

授業が終わると駅に直行してしまう。帰宅前に

お店に立ち寄ってもらえるように夕飯までのつな

ぎになる学生向けメニューを企画したり、一方で

高齢の方も多いので、高齢者が親しみやすい

街にしようという取組も行っています。

相原　パソコンを使うと起きるドライアイは、作

業に集中しすぎると瞬きの回数が減って目に潤

いが不足することで発症します。この瞬きの間隔

を測定して｢これ以上パソコンを続けると危険で

す｣と知らせるアプリを開発しています。自分自身、

長時間パソコンを使用していて目が痛くなるとい

う経験があったことと、所属するメディア情報研

究会の鳥居教授が目に関すること、特に瞬きに

着目した研究をしていたため、ドライアイに興味

を持ったのがきっかけです。研究したいと教授に

相談したところ、目の専門家である愛知淑徳大

学の杉田教授を紹介していただき、医学的な目

の知識について分かりやすく教えてもらいました。

司会　相原さんはその研究発表で、海外にも

行かれているんですよね。

相原　最初にこの研究を発表したのは、１年生

の３月で、文部科学省主催の「サイエンス・イ

ンカレ」でした。そのときは受賞を逃しましたが、

審査員の方々のアドバイスを参考に、データを増

やしたりプレゼンテーションを工夫し、２年生の冬

に参加したアメリカのネバダ大学での国際会議

「ＣSII2016」では「Young Student Award」

という賞をいただきました。その後、２度目の「サ

イエンス・インカレ」でコンソーシアム奨励賞も

受賞することができました。一度受賞を逃がした

ことで改善点が見え、その後の受賞につなげる

ことができたのだと思います。

青木　海外で研究発表ができるなんてとても良

い経験ですね !

司会　海外での発表はすべて英語ですよね。

もともと英語は得意だったのですか。

相原　いえ、苦手でした。空港の入国審査も

しどろもどろですから（笑）。でも自分の研究に

関わる単語や文章をしっかり覚えて、英語での

プレゼンテーションや質疑応答に備えました。英

語の先生に中学レベルの英語から教わり、コツ

コツと約２カ月間勉強しました。一番大変だった

のは論文の翻訳作業で、２年生の夏休みはほ

とんどそれに費やしました。

青木　『学生フォーミュラ』は学生が主体とな

り１年かけてマシン（車）を造り上げる活動です。

とは言え、授業で学んだ知識だけでマシンを造

り上げるのは困難です。そこで、トヨタ自動車

で３０年間エンジニアとして活躍された機械工学

科教授にアドバイザーを務めていただき、技術

や設計ノウハウ、スケジュール管理といった「製

作に関わる知識」とＰDCＡやナレッジ継承といっ

た「チームマネジメントの知識」についてご指

導いただきました。また、改善方法で行き詰まっ

たときは、研究会ＯＢの方々から過去の経験や

現在の知識を踏まえたアドバイスをいただいた

り、お忙しい中、製作に付き添ってご指導いた

だいたりしました。このように多くの方々に支えら

れながら、知識を学び、部品を作り搭載し、走

行し、評価し、改善を繰り返す。約２００ｋｍ走

らせるためだけのマシンを造る中で得られる知

識・経験・考え方、そして支援してくださる方々

とのつながり全てが勉強であり、理想の一台を

生み出す力になっています。

榊原　審査はどのように行われるのですか。

青木　メインの審査では、約２０ｋｍの走行時間

によって、旋回・直進・加速などの性能と信

頼性や、走行時の燃料消費量を評価されます。

ドライバーでもある僕が実感した微妙な足回りや

サスペンションなどへの指示をメンバーに伝えな

がらマシンの動的評価を仕上げていきます。図

面と実際に使われている部品のサイズが合って

いるかということなども審査の対象です。

相原　細かいデータの収集や高度な技術力が

必要になるんですね。

青木　他にも、造ったマシンのプレゼンテーショ

ンも行います。このマシンの特長はどこで、ター

ゲットはどんな人で、僕らの考えがマシンにしっか

り反映されているかという点も評価対象となり、

その配点が大きいんです。車づくりに必要なす

べてのことが審査されるので大変ではあります

が、得られるものは挙げたらきりがないですね。

－経験を通して得た喜びや苦労したことを

教えてください。

榊原　自分たちの活動によって、実際に商店

街への来訪者が増えたことや、街に彩りが増え

てお店の人たちから感謝の言葉を頂いたことは

とても嬉しく、達成感を感じました。

相原　私は、国際学会に参加できたことで成

長を実感でき成果も得られたことが嬉しかったで

す。帰国後に、いつも助言をくださる鳥居教授

や愛知淑徳大学の杉田教授、それに家族みん

なも喜んでくれ、嬉しさ倍増でした。一番苦労し

たのは計測。５時間もディスプレイに向かって作

業を続けるので、どんどん目が乾いて辛かったの

ですが、友達や先輩も協力してくれました。受

賞できたのはみんなのおかげです。

青木　的確な指摘をしてくださる教授や、どんな

時でもアドバイスや手助けをしてくださるＯＢの

方々、エンジンの供給や走行会へマシンを運ぶ

際の積載車を用意してくださる企業スポンサー

様の方々など、多くの方々に支えられ・期待さ

れて活動を続けられることを実感するときに、誇

りを感じ、非常に嬉しい気持ちになります。もち

ろん、厳しい指摘やお叱りなど苦しいこともあり、

沢山の思いが込み上げる場面も多々あります

が、そのような瞬間にこそ自分が成長していると

実感できます。しかし、やっぱり一番嬉しいのは、

教わった知識を使い必死に活動し、その知識が

実績として残った瞬間ですね。

－愛工大で学んで実感できた“愛工大の良

さ”はどのようなところですか。

相原　１年生でも研究活動に参加でき、大学

の資金でグローバル人材として海外で発表す

る経験をさせていただけたことですね。愛工大

だからこそできたことだと実感しています。

青木　愛工大の工場には、車づくりに必要な

工作機械がたくさんあります。マシニングセンター

には技術員の方 も々いて、加工について分から

ないことがあると親身になって教えてくれます。

大手自動車メーカーから来られた教授もおり、

様々なサポートを受けながら活動できることは大

きなメリットです。非常に恵まれた環境であること

「
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愛工大とともに
さらに上のステージへ
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に感謝しています。

榊原　地域の方や商店街の皆さんなど、大勢

の方の協力をいただきながら地域活性化の活動

ができていることは、自由ヶ丘キャンパスがあっ

たからだと思います。自分が専攻する経営のこ

とだけではなく、生産管理や理系的なこともこの

プロジェクトを通して学ぶことができたので、今

後に活かせる財産になると思います。

青木　ただ単に大学生として過ごすのではなく、

こういった活動を行うことはとても有意義なことで

すね。海外に行って自分の研究を発表する経

験も大学生だからできることかもしれませんし、

地域の発展につながる活動によりその地域の住

民が住みやすい街づくりを行うのは、その地域

にも大きな力になるはずですよね。

榊原　そうですね。僕は八草キャンパスに来る

のは１年に１度か２度ですが、これだけ充実した

施設や設備があれば、海外へ行ったり全国大

会で活躍する人がいるのも納得できます。その

ようなスケールの大きなことができるのは愛工大

だからなのではないかと思いました。

－活動を通して得た経験を将来どのように

活かしたいですか。

青木　この経験を将来につなげることが夢で

す。たとえばスポーツカーやスポーツバイク開発

のプロジェクトに携わること。現在リーダーとして

活動している様々な経験を活かし、いずれは社

会に出て商品開発プロジェクトの役割を担えたら

と思います。

榊原　教科書でも学べるけれど、実際に体験

することが大切だとよく教授に言われます。準

備するものを洗い出し、スケジュールを作ってい

く工程は、実際に企業に入って仕事を進める

際に必要だと思うので、それを実践できる機会

が得られたのは貴重なことだと思います。最近

よく「ＰDＣＡサイクル」という言葉を耳にします

が、教科書に考え方が書いてあっても、具体

的に何をするのかまではイメージしにくい。プロ

ジェクトに取組む中で、プランとはこういうこと、

アクションとはこういうことだと実感できたのはよ

かったです。

相原　研究や映像制作を行う上で失敗したりダ

メ出しをされ、改良点を探したり次はどうするか

考えたりするうちに、どんどん粘り強くなっていっ

たような気がします。卒業後は取組んだことをそ

のまま仕事にはできなくても、愛工大で学んだ

経験を活かせる仕事がしたいです。もともともの

づくりが好きなので、使ってくれる人の心に残る

ようなものを作っていきたいですね。

教授や研究会OB、多数のスポンサー企業
の支えの中、理想の一台を造り出す



挑戦を続ける愛工大の近年の取組

0202 挑戦の歴史
1959 年の開学以来、日本の産業界を支える技術者を数多く輩出し、

その成果で地域貢献・社会貢献をしてきた愛工大。

今後も多くの活躍できる人材を輩出すべく、新技術の研究・開発に必要な

「分野を超えた学び」を「実学教育」の中で培えるよう、

教育環境の充実・研究の活性化に注力します。

学生たちのものづくりへの意欲を大学が資金面で支援する「学

生チャレンジプロジェクト」が 2001年にスタート。これまで多

くの意欲ある学生が制度を利用し、成果を出してきました。

2013 年には自由にものづくりができる「みらい工房」が完成し、

さらに学生がチャレンジするための環境がととのいました。

日頃から「実学教育」を実践する愛工大。中でもこれまでに 2

回、全学をあげての映画製作（※）に挑戦し劇場公開しました。

学部や学年を越え、プロと共に一致協力して進める作業の中

で、ものづくりに対する理解を深めました。

※2009年  愛知工業大学開学50周年記念事業  映画「築城せよ！」製作
　2013年  学校法人名古屋電気学園創立100周年記念事業  映画「A.F.O」製作

2015 年、八草キャンパスに「新 2 号館」が完成。併せて、1階

に、研究開発の場を公開し、見て、学び、楽しむための「ロボッ

トミュージアム」が誕生しました。様々なイベントの会場として

活用されているほか、企業や学校などの見学も受け入れ、地域

貢献や学生の視野を広げる活動の一助を担っています。

2016 年、八草キャンパスに緑豊かな憩いの広場と新食堂棟

が完成し、学生たちに親しまれています。開放的なオープンテ

ラスは気分転換に最適な空間となっており、学生たちの学びや

研究に対する活力を高める効果も期待されます。屋上には

バーベキューができる多目的スペースもあります。

さらに高度な学びや
研究の環境を整備

9 月、八草キャンパス応用化学科棟の

隣に 4 階建ての応用化学科バイオ環

境化学実験棟が完成予定。4 階には「ゲ

ノム創薬化学研究室」の専用フロアを

設け、RNA 創薬研究の最新設備を導

入。DNA 組換え室や細胞培養室を完

備し、工学的アプローチで医療分野に

貢献します。

20192017

新エネルギー技術の開拓で
「愛知環境賞」銅賞を受賞

太陽電池や蓄電池の高効率化・低コ

スト化、電力変換装置の革新（エコ電

力研究センター）、リサイクル不要なリ

チウムイオン電池の開発（応用化学科）

など、本学の取組が資源の循環や環境

負荷の低減を目的とする先駆的な事例

として評価されました。

2016

工学部土木工学科　
防災土木工学専攻誕生

１９７３年に振動実験棟、１９９９年に耐

震実験センター、２００５年に地域防災研

究センターを開設、また２００７年には気

象庁と連携し緊急地震速報配信事業に参

加するなど、４０年以上推進してきた防災

研究の成果を社会に還元し人々の命と社

会を守る技術者を育成すべく、新たな専攻

を設置しました。

2015

快適さと先進性を備えた
空間・新施設が続々登場！

国内最高水準の ICT 設備をはじめ、就職

活動支援をするキャリアセンターやカフェ、

ラウンジなどが設けられた八草キャンパス

「新 1号館」が完成。また経営情報システム

専攻が学ぶ、地域にも開かれた施設とし

て、「自由ヶ丘キャンパス」が名古屋市千種

区に完成しました。

2010

工学部・経営学部・情報科学部
3学部の工科系総合大学に進化

５０年間基盤としてきた工学の実学教育を

発展させ、より実社会で求められる高度な

専門性を備えた人材を育成すべく、学部を

「工学部」「経営学部」「情報科学部」の３学

部に再編成。現在は学部横断的な研究も

増え、成果に期待が寄せられています。

スマートグリッド電力供給システム
エコ電力研究センターを開設

未来を見据え、国内で初めて大学構内に

実証試験設備を構築。再生可能エネル

ギーや省エネ、CO2 削減、電力の安定供

給、高効率運用など様々なエネルギー問題

の解決と、環境と調和した循環社会の実

現に向けて、教育研究に邁進しました。

2007
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「実学教育」で未来につながる
力を学生の「チャレンジ」を応援 「開かれた大学」を具現化 充実したキャンパスライフのた

めに2001年～ 2009年・2013年 2015年 2016年

愛工大
は

60周年
へ

愛工大
50周年 2009
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就職活動準備を本格化させる学生へ
「就職ノート2018」を配布

数字が証明する、愛工大の実力

キャリアセンターでは就職活動に臨む学生向けの様々なサポートを行っています！
■平成29年度就職支援プログラム【9月～3月】

就職活動のノウハウが詰まった「就職ノート２０１８」が完成し、

第１回 就職ガイダンスで３年生と院 1年生に配布されました。

今年の就職ノートは全ページが本学オリジナルの内容で作成されており、

就職活動の基礎知識はもちろん、 ＯＢ・ＯＧの体験談やアドバイス、

実際の試験で使われたお題や就職支援プログラムと連動した

ワーク資料などが豊富に掲載されています。

現在就職活動準備中の方は、ぜひ就職ノートを熟読していただき、

充実した就職活動・納得できる進路決定につなげてください。

就職ノートは、
愛知工業大学公式WEBサイト
キャリアセンターページからもご覧いただけます!

保護者の方や１・2年生の方も、
就職活動準備のすべてが詰まった
「就職ノート」をぜひ一度

ご覧ください!!

キャリアセンターのサポート

2017年卒2017年卒

キャリアコンサルタント（国家資格）や企業
経験者など、社会人経験豊富なスタッフが
対応します。

専門スタッフがインターンシップに関する相
談や企業とのマッチングを行います。

約5,000社の企業パンフレットなどを業種
別に50音順で収納しています。

就職活動やインターンシップに関する、各
種個別相談に対応します。

就職相談カウンター 企業ファイルコーナー 就職相談およびインターン
シップ相談室インターンシップ相談カウ

ンター

就職支援プログラム
のポスターも

チェックしてね♪

16日（月）～20日（金）

25日（水）

就職力向上講座②（自己アピール）

中小企業経営者と学生との交流会

9日（木）・10日（金）

20日（月）～22日（水）、24日（金）

就職ガイダンス②（企業採用担当者講演・就活マナー）

就職力向上講座③（業界仕事研究）

1月中旬以降〈予定〉

20日（土）

女子学生向け特別講座（メイクアップ）

業界業種研究会

8日（木）・9日（金）

14日（水）

15日（木）

19日（月）～21日（水）

22日（木）・23日（金）

就職ガイダンス③（就活準備の仕上げ確認・学内企業展の回り方）

U・Iターン交流会

愛知ブランド企業研究会

就職力向上講座⑦（面接基礎＆エントリーシート対策）

就職力向上講座⑧（グループディスカッション＆集団面接実践）

4日（月）・5日（火）・7日（木）

11日（月）・12日（火）・14日（木）

18日（月）～22日（金）

就職力向上講座④（エントリーシート対策）

就職力向上講座⑤（筆記試験対策＆自己採点試験）

就職力向上講座⑥（履歴書実践）

5日（月）～7日（水）

13日（火）・14日（水）

19日（月）20日（火）22日（木）23日（金）

学内企業展（愛名会会員企業）

学内企業展（一般求人企業）

就職力向上講座⑨（面接実践演習）

八草キャンパス
八草キャンパス

＊全学部学科専攻対象です。 自由ヶ丘キャンパス

97.14 %位第 14,828社
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11日（月）・15日（金）模擬ＧＤ＆面接演習（経営情報システム専攻・3年生全員受講）

6日（金）

18日（水）

24日（火）

模擬ＧＤ＆面接演習（経営情報システム専攻・3年生全員受講）
第2回・実力確認テスト（数的処理／言語／人文・社会・自然科学
　・・・第1回と別パターンの問題で実施）
中小企業経営者と学生との交流会

13日（水） 就職活動準備・レベルアップ講座④ 
　～ 「自己アピール力向上（志望動機／文章表現の工夫）」

19日（月）

19日（月）・26日（月）

26日（月）

自己表現力向上のポイント・ミニ講座
筆記試験対策・直前講座①「ＳＰＩ＆一般常識」
　（「ＳＰＩ形式・模擬テスト」の受検／ＳＰＩの特徴（種類・形式など）
　＆一般常識・重点分野に対する理解度向上）
模擬ＧＤ＆面接演習（希望者受講）
筆記試験対策・直前講座②
 　「数的処理問題（ＳＰＩ・非言語）・理解度向上講座」

1日（水）

15日（水）

29日（水）

就職活動準備・レベルアップ講座① ～ 「就職活動で求められる自己アピールと自己理解」
就職活動準備・レベルアップ講座② ～ 「企業研究と情報収集」
就職活動準備・レベルアップ講座③ 
　～ 「自己アピール力向上（学生生活の取り組み／自己ＰＲ）」

1日（木）

12日（月）・26日（月）
学内企業展（一般求人企業）
模擬ＧＤ＆面接演習（希望者受講）

9

12

10

11

2

3

本学の学生自身の努力はもちろんのこと、学生や卒業生に対する
社会的評価のほか、教員の熱心な就職指導、愛名会などの後援組
織、キャリアセンターの様々なサポートプログラムなど総合的な就
職支援体制により、全国的にも高い就職率を維持しています。

学生1人あたりの求人数は、12社（11.66社）

と過去最高でした。本学に届いた求人は

「J-NET求人NAVI」という本学専用の就職

支援システムで学内・自宅から検索・閲覧

できます。また、同システムでは先輩の「就

職活動体験記」も閲覧できます。

本学内で企業が会社説明会を行ってくれ

る学内企業展。昨年度も多くの企業が出展

をしてくれました。求人企業の中でも特に

本学生の採用を強く考える企業が集結す

るため、毎年そこから多くの内定者が出て

います。

〈平成28年度実績〉 〈平成28年度実績〉

卒業者数1,270人/就職者数1,126人/大学院進学者数110人
〈2017年3月卒業生〉

出典：サンデー毎日（2017.8.6発行）「卒業者数1000人以上の
　     大学」実就職率ランキング　大学通信調べ

自由ヶ丘キャンパス

愛工大  就職支援スケジュール

AA II TT DD AA TT AA

実就職率全国ランキング 求人企業数

1,026社
学内企業展出展数

ヤマハ発動機株式会社入社
工学部電気学科電気工学専攻  2017年3月卒業工藤 健太さん

就職活動について考えだしたのはいつ頃ですか？Q

A 2年生の末には希望企業を検討していました。その上で、大学院進学も視
野に入れ、部活の先輩に情報収集をしたり、希望企業について調べるなど
をしました。

大学の就職活動支援で特に活用したものは何ですか？Q

A まずは就職ノートのワークなどをやりました。あとは初めての企業面談前に
キャリアセンターの模擬面談も活用しました。結果、本番で冷静な対応がで
きたと思います。

就職活動で特に意識したことはありますか？Q

A 相手（企業）のことを考えた自己アピールを意識しました。例えば、志望先の
企業理念と自分のアピールポイントがマッチしているか、面接でも相手に伝
わりやすい話し方ができているかなどです。

卒業生 Interview卒業生 Interview

在校生アンケート結果在校生アンケート結果

自分の考えをしっかり持って
就職活動に臨むことが大切です！

就職活動での「企業選び」で重要視するポイントは何ですか？Q.

1位1位 年間休日が多いこと

2位2位 給与（初任給）が高いこと

3位3位 規模や知名度より、仕事にやりがいがあること

福利厚生（寮完備・住宅手当・育児休暇等）が充実していること
社風や社内の雰囲気が良いこと
残業が少ないこと
企業規模（売上や従業員数）が大きいこと
勤務地が実家から通える場所にあること
自己成長できること　　　離職率が低いこと

愛工大3年生、院1年生対象
平成29年度 第１回就職ガイダンス（6/20・21）  学生アンケートより

4位4位
5位5位
6位6位
7位7位
8位8位
9位9位 10位10位

河村電器産業株式会社
人事部採用課　課長 染矢 晴之様

企業が求めている学生像を教えてくださいQ

A 強い想いや信念を持っており、それに沿った行動や発言ができる人です。
つまり、「強い心」と、想いを行動にできる「元気さ」を求めています。さら
に、見聞きした情報から想いや信念を昇華できる柔軟性があれば、より魅
力的です。

学生のうちに取組んでおくべきことはありますか？Q

A 特定の何かではないですが、学生のうちに様々なことに挑戦し、良いこと
も辛いことも経験しておくべきだと思います。経験の中で得た感情や知
識、自分で考えたことが社会に出てから役立つでしょう。

就職活動中の学生へアドバイスをお願いしますQ

A 気になる会社の社員の方に会う機会を積極的に作り、「ここでなら自分は
頑張れる」とイメージできる会社を見つけましょう！

企業人事担当者 Interview企業人事担当者 Interview

就職はゴールではなく
スタートです！

「自分はどんな人間でいたいのか」、
そのうえで「自分にとって本当に
重要視すべきポイントは何か」
を見極めるのが大事です！

ポスターデザインをしてくれた
メディア情報専攻3年  相原愛美さん

全国
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R E P O R T

10   |  TOPICS TOPICS  |   11

　　　第2回住宅設計学生アイディアコンペ
最優秀賞受賞
建築学科3年

松本   樹さん

『地乾地消』（地元で乾燥させた材を
地元で消費）というシステムと『貯木場
としての機能を果たす家』を提案。

クラブ活動 主な結果報告

愛工大＊学生の所属・学年は取材当時のものです。

7月8日、国際交流課が留学生と日本人学
生の交流を目的に国際交流イベント「琵琶
湖周辺ツアー」を開催しました。また、15日
には「お好み焼きランチ」も実施。双方が交
流を通して有意義な時間を過ごしました。

国際交流イベント　学生ボランティアと留学生が交流11 6

セントラルテラス2階に、BBQができる多目的
スペースが誕生。研究室やサークルの親睦を
深めたり、研究や学びの合間のリフレッシュ
に利用してほしいと、学生たちを想う学長の
提案で実現しました。是非ご利用ください。

緑と青空の下で親睦会
BBQセットのレンタルは学生課まで！12

詳細はWEBで!!　AIT TOPICS

建築学科

　　   情報処理学会 第79回全国大会
学生奨励賞受賞
　

山口  達也さん

より手軽で分かりやすい手話学習と手
話でのコミュニケーションを行えるWeb
アプリケーションを開発し発表。

大学院

　　  CSII2017でBest Student Presenter Award
など多数受賞
経営情報科学研究科博士前期課程2年

鷹見  峻希さん

国際会議CSII2017でBest Student 
Presenter Award、人工知能学会全
国大会学生奨励賞など受賞。

建築学科４年　石井  秀明さん

「住空間のエクステリア部門」にお
いて、それぞれ受賞。

　　　単結晶シリコン・エッチング研究の
専門書を共著
機械学科

佐藤  一雄教授

専門書「MEMS（マイクロマシン・センサ技
術）のためのシリコンマイクロ加工技術」を、イ
ンド工科大学のプレム・パル准教授と共著。

　　   DICOMO2017  2研究が
ヤングリサーチャー賞
経営情報科学研究科博士前期課程２年

上谷  竜士さん

経営情報科学研究科博士前期課程２年

大村  和徳さん

　　　DICOMO2017  6年連続野口賞
1位は4回目の快挙
情報科学科

水野  慎士教授

複数色物体生成と配置制御を可
能にする『「不思議なスケッチブッ
ク」の拡張』の研究で受賞。

スロベニアのオトーチェッツで開催。ス
マイロフ（ロシア）を決勝で3-2で下し
初優勝。

陸上部
第49回全日本大学駅伝の東海地
区予選会で優勝し、11月5日に開
催の全日本大学駅伝に出場決定。

　　 　第67回関西学生フェンシングリーグ
新人戦サーブル  優勝
フェンシング部

森  皓己さん（経営学科１年）

「第67回関西学生フェンシングリーグ
戦」同時開催の新人戦サーブルにて
優勝。

第67回 関西学生フェンシングリーグ戦
●男子団体　総合準優勝
第67回 全日本学生フェンシング王座決定戦
●男子団体   フルーレ第３位
●男子団体   サーブル第４位

フェンシング部

中部学生ゴルフ春季大学対抗戦
●団体　準優勝

ゴルフ部

第87回 全日本大学総合卓球選手権
●男子団体   第３位　●女子団体   第６位
平成29年度 東海学生卓球春季リーグ
●男子団体   優勝　●女子団体   優勝

卓球部

第60 回 東海学生弓道選手権大会
●男子団体　優勝

弓道部

第24回トライアスロンフェスティバルinフォレスタヒルズ
●個人B一般男子  第2位／情報科学科1年 鈴木 宇輝さん

自転車同好会

2017中部470級ヨット選手権大会
●第2位
2017中部学生女子ヨット選手権大会兼中部オープン
●第3位

ヨット部

工学研究科博士前期課程1年

濱仲  真和さん

経営情報科学研究科博士前期課程2年

論文「ＧａＮ半導体を用いた太陽
電池用昇降圧 MPPTの開発」に
より受賞。

大学院

大学院

第38回東海テレビ杯争奪中部学生
ゴルフ選手権競技で4位の成績を収
め、出場権を獲得。

　　　 東海クラシック マンデートーナメント
出場決定
　　　 東海クラシック マンデートーナメント
出場決定

名古屋ダイハツ

吉村 真晴選手（2017年経営学科卒）
個人戦・混合ダブルスで吉村真晴選手（名古
屋ダイハツ）と石川佳純選手（全農）のペアが
優勝。1969年のミュンヘン大会以来の快挙。

卒業生

写真提供：ニッタクニュース写真提供：ニッタクニュース

　　  世界卓球選手権ドイツ大会
混合ダブルスで金、男子ダブルスで銅
　　  世界卓球選手権ドイツ大会
混合ダブルスで金、男子ダブルスで銅

　　　 第26 回日本卓球リーグ・ビッグトーナメント
男子シングルス優勝

日本卓球界のトップ選手男女各20 
名による国内最高レベルの個人戦
にて優勝。

右から、森田教授、村田准教授

　　　 第6回 E&G DESIGN 学生デザイン大賞
中日新聞社賞・アイデア賞受賞
【中日新聞社賞】

【アイデア賞】

　　  日本太陽エネルギー学会
2016年度奨励賞（学生部門）受賞
　　  日本太陽エネルギー学会
2016年度奨励賞（学生部門）受賞

同　沓名修平さん・坂野幸太さん・古川菜々美さんチーム

情報科学科　梶　克彦准教授
情報科学科4年　宮脇  雄也さん

【野口賞第3位】

【優秀プレゼンテーション賞】
梶　克彦准教授

卓球部

松山  祐季さん（経営学科1年）

ゴルフ部

河合  和眞さん（経営学科3年）

卓球部

吉村  和弘さん（経営学科3年）

「スポーツビジョン」「動体視力」に関する研究
の第一人者であり、本学経営学科の石垣尚
男客員教授が、５月１日、卓球女子ナショナル
チームの選手を対象に動体視力トレーニング
の講習を行いました。

石垣尚男客員教授、卓球・平野美宇選手らに
動体視力トレーニング講習3

5月4～6日に開催された「ロボカップジャパン
オープン・シミュレーションリーグ」において、
本学の「AIT-Rescue」が準優勝しました。ま
た、7月27～30日に開催されたロボカップ名
古屋世界大会でも健闘しました。

ロボカップジャパンオープン2017
Rescue Simulation Agent Competition  準優勝7 6

7月22、23日にオープンキャンパスが開催
され、個別相談、保護者説明会、各専攻デモ、
女子向け企画、学食体験を通じて高校生ら
が愛工大を体感しました。大学祭実行委員
会が協力し、本学の魅力をアピールしました。

夏のオープンキャンパス  5,473名が来場8

応用化学科の森田靖教授と村田剛志准教授
（物性有機合成化学）が、近赤外領域に強い
光吸収帯を示す純粋な有機化合物の合成に
成功。今後の有機電子材料の設計・開発の進
展に向けて大いに期待される成果となりました。

近赤外光を吸収する有機化合物の合成に成功
森田教授・村田准教授の研究グループ2

右から、森田教授、村田准教授

５月９日、本学客員教授を務める映画監督の
堤幸彦氏が来校し、「デジタル映像処理及び
演習」の特別講義を行いました。テクノロジー
が発達した現在の映像世界において、『発想』
が大事であることなどを話しました。

堤幸彦監督、『発想』をテーマに
情報科学科3年生へ特別講義4

イタリアの代表的建築専門誌を発行する雑誌社
主催のコンペの最終審査に、大学院工学研究科
博士前期課程2年の殿谷仁視さん、平井創一朗
さん、三井崇司さん、村山大騎さんが設計した韓国
順天市のアートセンター案がノミネートされました。

国際コンペ「THE  PLAN  AWARD  2017」
最終審査にノミネート10

右から、安井教授、殿谷さん、三井さん、
平井さん、村山さん

本学の研究プロジェクト「新エネルギー技
術開拓拠点」で開発・研究を進めており、先
日、愛知環境賞銅賞を受賞したグリーング
リッドシステムを、４月１８日、愛知県の森
岡仙太副知事が視察しました。

森岡副知事が本学のグリーングリッドシステムを視察6

6

シンポジウムでは、本学の教員、学生･大学
院生、共同研究企業の関係者が参加する
中、平成28年度のプロジェクト共同研究
19件の内、16件(A研究9件，B研究7件)の
研究発表が行われました。

「第11回愛知工業大学プロジェクト共同研究シンポジウム」開催9

本学を含む私立５工大（愛知工業大学、大阪
工業大学、芝浦工業大学、広島工業大学、福
岡工業大学）が連携し、工学系教育の活性
化と人材育成のための協力関係強化を目指
す「工大サミット」の第１回目を開催しました。

「第1回工大サミット」開催
技術立国を支える人材の育成について意見交換5

6

工学部電気学科の大久保仁教授が、6月25～
29日に英マンチェスターで開かれた「液体誘電
体に関する国際会議（ICDL）2017」の席上、
「ハンス・トロッパー記念講演（Hans Tropper 
Memorial Lecture）」を行う栄誉に浴しました。

大久保教授が国際会議ICDL2017で
「ハンス・トロッパー記念講演」の栄誉に1

　　　 卓球部 男子個人 ITTFチャレンジ・
スロベニアオープンU-21優勝
　　　 卓球部 男子個人 ITTFチャレンジ・
スロベニアオープンU-21優勝

             ６年ぶり１６回目
全日本大学駅伝に出場決定
             ６年ぶり１６回目
全日本大学駅伝に出場決定

クラブ活動 クラブ活動

クラブ活動

クラブ活動

クラブ活動建築学科 情報科学科

情報科学科

機械学科

大学院　　    DICOMO2017野口賞第3位・
優秀プレゼンテーション賞受賞
　　    DICOMO2017野口賞第3位・
優秀プレゼンテーション賞受賞

宮脇雄也さん 上谷竜士さん 大村和徳さん梶克彦准教授
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2017年9月1日発行〈年2回〉

■建学の精神 自由・愛・正義 ■教育モットー 創造と人間性

50号を迎えました
AITNEWSは

50号を迎えました
AITNEWSは

50号を迎えました

国内最高水準のICT設備を持ち、
2010年に完成した1号館の大階段と
学生たち。愛工大の発展とともに、
AITNEWSは本号で50号を迎えまし
た。今後も旬な情報をお届けします。

0505

0606 07070606 イベント告知

学内イベントや研究室の様子など
愛知工業大学の様々な情報を発信しています。

0707 スケジュール
〈2017年度後期〉
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2018

夏季休業終了16日 土

21日 木 後期授業開始

5日 ～木 8日日 大学祭

9日 木 防災訓練

8日 水 駅伝大会

13日 月 創立記念日

26日 火 冬季休業開始

7日 日 冬季休業終了

9日 火 授業開始

25日木 後期授業終了

30日火 後期定期試験開始

10日土 春季休業開始

23日金 卒業式

31日 土 春季休業終了

◎AITNEWSは瑞若会（愛知工業大学同窓会）・後援会より支援を受けており、瑞若会・後援会の年度予算から制作費の一部が拠出されています。

愛知工業大学の
公式チャンネルもご覧ください。

学生WatchAIT

建築学科1年
長谷川 智のさん
建築学科1年
長谷川 智のさん

建築学科1年
中山 紗希さん

経営学科1年
松山 祐季さん
〈卓球部〉

建築学科1年
永田 廉さん
建築学科1年
永田 廉さん

情報科学科1年
竹林  功恵さん
情報科学科1年
竹林  功恵さん

情報科学科1年 
大河内 明日香さん

情報科学科3年
ハニーフ アブドウラさん
情報科学科3年
ハニーフ アブドウラさん

第57回  愛知工業大学大学祭
●10月7・8日(土・日)10：30～／八草キャンパス

愛工大祭の目玉「工科展」をはじめ、各研究室・学生チャレン
ジプロジェクトの成果発表や様々な企画でキャンパス中が
にぎわいます。7日はオープンキャンパス同時開催！

第37回  愛知工業大学駅伝大会
●11月8日(水)／八草キャンパス　

伝統の駅伝大会が今年も開催されます！この日は先生も学
生も職員も一緒になって楽しみます！また、地域交流の一
環として、地元の小学生も駅伝に参加し、交流を行います。

第12回  名古屋電気学園  防災訓練
●11月9日(木)

愛知工業大学の母体である学校法人名古屋電気学園設置
校（愛工大名電高校、愛工大附属中学校、愛工大情報電子専
門学校）全体で一斉に避難訓練を行います。大学では研究
中の避難経路探索アプリの実証実験も同時に行います。

第7回   八草キャンパスフォトコンテスト
●11月上旬／八草キャンパス　　

紅葉の時期に地域の方々にキャンパスを散策していただく
企画と合わせ、フォトコンテストを実施しています。保護者
の方も参加可能です。入賞作品は後日、本山キャンパス（名
古屋市千種区）と八草キャンパスで展示します。

建築学科1年
樫本 宙武さん


