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愛知工業大学
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■建学の精神 自由・愛・正義 ■教育モットー 創造と人間性

愛知工業大学は2019年で開学60周年を迎えます！
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0101 AIT Campus

愛知工業大学は2019年で
開学60周年を迎えます！

愛知工業大学は、1959年の開学以来、建学の精神「自由・愛・正義」と教育のモットー

「創造と人間性」のもと、深い学識や確かな技術、そして豊かな人間性を合わせもった

人間の育成を目的として、教育研究の発展に全学を挙げて取り組んできました。

愛知工業大学は、今後も「失敗を恐れず、チャレンジする」学生を全力でサポートして

いきます。

Campus News

知的計測制御研究室

光や超音波、生体信号などを用いた計測とその応用、
ロボット技術、AIなどをテーマとした研究

ＣＧメディア研究室

CG、画像処理、インタラクション、デジタル
コンテンツなどをキーワードにした研究制作

クラブ同好会 
Robot-Art

二足歩行ロボットをはじめ、多足歩行や
変形、逆関節ロボットなどの研究開発

古橋教授
「ROID SNOOPY」

テープカットする山田英介副学長（左）

自由ヶ丘 自由ヶ丘キャンパスに新棟誕生

2018年9月、学生支援サービス向上のための新棟が自由ヶ丘キャンパ
スに誕生します。
当施設にはキャリアセンターをはじめ、自習スペースやゼミ室などを
備えており、学生生活をサポートするための環境が整っています。
皆さま、ぜひご活用ください。

「ダンシングスヌーピー」
音楽と同期して踊るスヌーピーのロボット。
二足歩行で手足や腰を動かしディスコダン
スを踊ることができます。

知的計測制御
研究室

四足から二足歩行に進化するス
ヌーピー型ロボット。伏せた体型か
ら四足の体型を取って歩き、二足歩
行へと体型を変えます。
二足歩行で歩き、耳や手を動かす
こともできます。

水野教授
「不思議なスケッチブック」

「ファニースヌーピー」
スヌーピーのぬいぐるみロボット。
耳や手を動かすことができます。

「ピーナッツ」に登場するスヌー
ピーの絵が映像の中で立体と
なって現れる不思議なアート。
来場者が描く植物やお花、乗り
物や動物、家族の顔や未来の街
がスヌーピーと一緒に飛び出る
参加型の映像サイエンスです。

スクリーンの前に立ってできた
自分の影でスヌーピーの影を触
るとハート映像が現れたり、自
分の影にウッドストックの影が
近づいてとまったりする、不思議
な映像サイエンスアートです。

「マジックシャドー」

大学院工学研究科
博士前期課程 2年
大井 円香さん

    ROID SNOOPY 
    設計・開発リーダー

大学院工学研究科
博士前期課程 2年
大井 円香さん

    ROID SNOOPY 
    設計・開発リーダー

直前まで「ROID SNOOPY」の
モーションが安定せず、夜遅くま
で問題解決や修理・改善を行い
ました。イベント当日は何とか成
功し、苦労が報われると同時に、
今後の活力にもなりました！

感動してくれたお客さん。
苦労が報われました。

開学60周年記念事業の1つとして、八草駅（リニモ・愛知環状鉄
道）構内にある大学の広告看板デザインを募集します。
デザインには、愛知工業大学のイメージキャラクターである
「鉄人28号」を使用し、「愛知工業大学らしさ」「歴史と伝統」
「未来に向けてのさらなる発展」というキーワードを象徴する
ようなオリジナリティ溢れる看板とします。採用されたデザイ
ンは、2019年4月以降、八草駅（リニモ・愛知環状鉄道）構内に
設置予定です。
応募方法など詳細については、9月下旬ごろ本学ホームページ
やco-netでお知らせします。
多数のご応募をお待ちしております。

開学60周年記念事業
大学の広告看板デザイン募集

©光プロ

スヌーピー×おもしろサイエンスアート展
「SNOOPYTM FANTARATION」に制作・展示協力

　この展覧会は、スヌーピーが登場するコミック「ピーナッツ」の原作者チャールズ M.
シュルツ氏と生前に親交のあった日本人アーティスト大谷芳照氏が総合プロデューサー
を務め、スヌーピーとサイエンスアートがコラボする新しい世界を体感できるものです。
　本学からは次の3団体が、昨年6月頃から半年以上の制作期間を経て各コンテンツを
完成させました。各会場では、スヌーピーロボットのデモが始まる度に人だかりができ、
「かわいい！」と歓声が上がっていました。また、体験型のデジタルコンテンツでは、小
さな子どもが遊ぶ姿も多く見られました。

「SNOOPYTM FANTARATION」は、3月1日から東京・松屋銀座、
4月18日から大阪・阪急うめだ本店、7月24日から広島・広島三越、
8月15日から名古屋・ジェイアール名古屋タカシマヤで開催されました。

クラブ同好会  Robot-Art

ＣＧメディア研
究室

研究室 PICK UP!PICK UP!

（　　    ）

※完成イメージ
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want to see your smile「笑顔が見たい!」インターンシップグループキャッチコピー： キャリアセンターでは、どんな支援をしているの？

AIT Career

「ものづくり」に挑戦する学生に、つくる場所、材料費、コンテストや大会に参加する資金を提供し、
前向きな気持ちをバックアップする「学生チャレンジプロジェクト」。
このコーナーでは、毎回プロジェクトをピックアップし、取り組み内容や頑張る学生を紹介します。

0303AIT 学生チャレンジプロジェクト

インターンシップマッチアップ交流会

今年度より、2つのインターンシップ支援企画を開始しました。

夏季インターンシップ学生受入企業と参加
学生との事前面談、ならびに現4年生向け
企業説明会を兼ねた交流会を実施しました。
インターンシップの目的・目標の明確化が
図れ、インターンシップをより有効に活用で
きます。

オムニバス形式による企業職場体験ツアー
1日1社、5日間連続で5社の職場体験をするツアーを実施予定です。このツ
アーでは、企業概要説明、若手社員との交流、職場体験（見学）、成果報告
会などを行います。様々な職場を体験することで社会人としての就業サイクル
を知り、働く自分の未来像を考えるキッカケとなります。八草キャンパスでは
メーカー、情報通信サービス系の企業ラインナップや、建設系の企業に特化
したツアーを、自由ヶ丘キャンパスでは金融～プログラミングまで幅広い業種を
体験できるツアーを用意しています。

活用しよう！インターンシップ
大学の夏休みなどの期間を利用して、企業や官公庁などの様々な職場で一定期間就業体験を行うインターンシップ。

就職前に、仕事への取り組み方、社会人として必要なビジネスマナー、周囲とのコミュニケーションの必要性などを学

ぶことができます。インターンシップは「具体的な進路に対する考えを深める機会」です。ぜひ積極的にご活用ください。

インターンシップへ参加した経緯と、概要を教えてくださいQ

A 部活の先輩に勧められて参加を決め、自分で調べて申し込みました。
行きたい企業が決まっていたため、単位認定型ではなくその企業の各地（静岡・
大阪・東京）での1dayインターンシップに赴きました。

インターンシップでは、何を体験しましたか？Q

A 車両の整備部門を志望していたので、工場や仕事内容の見学、改善案を考えるグ
ループワークなどにも参加しました。意見交換会では、自己PRもできました。

インターンシップのメリットは？Q

A 採用試験の前にリアルな会社の姿を自分の目で見られると同時に、リラックスした雰
囲気の中で社員の方々に自分の強みやキャラクターを知ってもらえたことです。上野 太生さん

東海旅客鉄道株式会社 内定

機械学科４年

先輩 Interview先輩 Interview

　インターンシップは、キャリア教育の一環としての「就業体験」です。将来のキャリア形成の一つとして、

学部での学びを企業で仕事として体験することで、自己イメージを高めることを大きな目的としています。

キャリアセンターでは、受け入れ企業の拡大を積極的に行っており、単位認定型の5日以上のインターン

シップに参加する学生も年々増え、今年度も500名を超える学生が参加します。

　インターンシップ参加前の事前学習としては、ビジネスマナー講

座を設けて社会人としての振る舞いを身につけてもらうと同時に、

「意識するべきこと」「やっておくべきこと」を学生に伝えています。

また、インターンシップ後には、実習日報や報告書など体験を文章

化してもらい、報告会も行っています。

　こうした経験をした学生には自信がつき、顔つきや話し方、就職活動時の応募書類等の文章の質にも変

化が見られます。学生の皆さんには、就業体験によって目的意識を持って行動することを習慣付け、就職活

動だけで終わらないキャリア形成の一歩を踏み出してもらいたいと考えています。

キャリアセンターでは、学生が意識高く能動的に
就職活動を行うための個別支援を行っている。

小型モデルロケットの極限に挑戦しつつ、
新たにロケット大型化プロジェクトにも挑戦中！
昨年度のプロジェクトに引き続き、小型モデルロケットの設計・
製造技術の極限に挑戦することで、本物に通ずる開発経験を
得ることができています。
また、今年度からの新たな挑戦であるロケットの大型化では、
愛工大の設備があるからこそ可能なハイブリッドエンジンの
燃焼実験を行い、技術の獲得に努めています。
また、コンテストへの参加などを通じて、ロケット技術者や
他大学の学生とも交流しながら、ものづくりを学んでいます。
今年度の目標は、ハイブリッドロケットの打ち上げです！

プロジェクトメンバーに質問！ 将来の夢を教えてください！
より安価で安全なロケット
を開発して、民間の宇宙参
入を活発にさせたい！
（機械学科3年  三木 一慶）

ロケット開発に
関わる仕事に就く！
機械学科2年  
 小嶋 一路

日本の宇宙機開発
を支える！
機械学科1年  
今泉 正悟

宇宙機開発プロジェクト宇宙機開発プロジェクト
vol .1Project

(          )(          )

新美 美保さん
インターンシップグループ

奥田 好弘さん 渡會 真奈美さん

インターンシップは、
「企業研究」の一番有効な
手段だと思います。

夏季インターンシップ
受入企業数

350社約

まずは自分の目で見て
確かめることが大切！！
企業選びに迷っている人も、志望先を
決めるためにインターンシップを活用
することをオススメします。

※5日以上の実習 ※2018年度データ
※自由ヶ丘キャンパスも含む

自由ヶ丘地域のビジネス支援を通じた、
地域活性化の仕組みづくり！

ロンドン発のプロジェクトを
参考に、捨てられてしまうパ
ンの耳を使用したノンアル
コールビールのブランディン
グを通じて、「もったいない」
の可視化を目指します。

その他にも、ブランディングしたビールの試飲会の企画や、ドギー
バッグ（食べ残しを持ち帰るための容器）の配布による食べ残しゼ
ロを趣旨とした啓蒙活動なども行っています。
また、昨年度に引き続き、リ
サイクル堆肥を使った「自由ヶ
丘ビオラ花壇計画」も継続し、
花による地域活性化と自由ヶ
丘キャンパスの価値向上にも
取り組んでいます。

地域の人たちに興味を持ってもらえることです。
また、近年「食品ロス（食品廃棄物の中で食べられる部分）の
削減」が、世界のマスメ
ディアで注目されています。
自分たちの取り組みが国
レベルの動きと繋がって
いるのだと思うと、とて
もやりがいを感じます。

（経営学科4年　小野 凌太）

「もったいない」の可視化を通じたものづくり支援と地域活性化「もったいない」の可視化を通じたものづくり支援と地域活性化

プロジェクトメンバーに質問！

最もやりがいを感じることは何ですか？

チームの目標
このプロジェクトの取り組みを後輩たちに伝え、
更に発展させていくこと！

vol .2Project

ドギーバッグ

自由ヶ丘ビオラ花壇計画

参加学生数

570名約

過去
最高数!!
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  　　            情報処理学会第80回全国大会
学生奨励賞受賞
  　　            情報処理学会第80回全国大会
学生奨励賞受賞

2018年3月下旬～7月までのトピックスを紹介
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機能材料研究室　
機械学科4年  石田  椋大さん

「加工熱処理によるTiNi形状記憶合金
の機械的特性改善」を講演。

＊学生の所属・学年は取材当時のものです。

AIT TOPICS

機械学科 　　             第80回情報処理学会全国大会
学生奨励賞受賞

　　　言語処理学会
2017年度論文賞受賞

　　JIA 東海学生卒業設計コンクール2018
銀賞受賞

ユビキタス情報処理研究室
経営情報科学研究科　
博士前期課程2年
磯村  奎介さん

歩行者の腰の回転を検出して歩行の
一歩一歩を認識する手法を提案した
論文により受賞。

組込みシステム研究室　
情報科学科4年　川上  勇剛さん

経営情報科学研究科博士前期課程1年
宮脇  雄也さん
経営情報科学研究科博士前期課程2年
野々村  太志さん

情報科学科ユビキタス情報処理研究室

本学在学中に執筆した論文「太陽光発
電を有する需要家間における直流電力
融通に関する―検討」により受賞。

工学研究科電気・材料工学専攻　
平成27年度博士（工学）学位取得
武田  隆さん

住・商空間デザイン研究室　
工学研究科博士前期課程1年
木村  優介さん

音響情報工学研究室

星野  博之教授

高齢者の認知症や孤独感の軽減に貢献できる対話ロボット
開発のため、回想法に基づく傾聴を行う音声対話システムを
開発。

今回の結果を受けて同作品は、「JIA全
国学生卒業設計コンクール2018」
（6月23日公開審査）への出品も決定。

　　第29回電気設備学会学術部門
論文奨励賞受賞

ＣＧ・メディア研究室  情報科学科1年  伊藤  里菜さん

作品「重層する家」が総応募数192
点の中より選ばれ、昨年の第2回に
続く連続受賞。

受賞した研究 「輪郭描画でCG物体の色と配置と
動きを制御する『不思議なスケッチブック』の拡張」
は、「SNOOPYTM FANTARATION」にも出展。

松本  樹さん

「下水管内映像撮影のための二重カプセル構造浮流型機体の
照明設計と映像回転補正の実装」と題して自身の研究を発表。

ビジュアル情報処理研究室　
経営情報科学研究科博士前期課程 2年

前田  拓磨さん

CGメディア研究室

水野  慎士教授

第７回 E&G DESIGN 学生デザイン大賞では中家優さんの作品が
最優秀賞、松本樹さんの作品がアイデア賞を受賞。tonica 北九州建
築展では松本樹さんの作品が最優秀作品、中村勇太さんの作品が
優秀作品に選出。第2回未来こども園デザインコンペでは同じく中村
勇太さんの作品が優秀賞を受賞。各人が各所で活躍を見せています。

住・商空間デザイン研究室の4年生
全国公募の各種デザインコンペで最優秀賞などを受賞3

5月27日に行われた卓球のITTFワールドツアー・香港オープ
ン男子シングルスにて、経営学科4年吉村和弘さんが初優勝
を飾りました。吉村さんは、世界トップクラスと言われる「柔らか
なフォームから繰り出すバックハンドの鋭さ」を武器に、格上の
選手たちを次 と々撃破し、監督もその成長を評価しています。

卓球部 吉村和弘さん
ITTFワールドツアー初優勝6

鹿児島県種子島で開催された第14回種子島ロケット
コンテスト大会にて、機械学科のロケット研究会が昨
年に引き続きロケット部門(高度)で優勝。他部門でも優
勝、準優勝と好成績を収めました。その結果、大会総合
優勝に値する「ロケットコンテスト大賞」を受賞しました。

ロケット研究会
種子島ロケットコンテスト大賞受賞2

本学のOBであるゲームクリエイター堂前嘉樹氏と、本学客員教授を務め
る映画監督の堤幸彦氏が来校し、各自の下積み時代から現在までを振り
返りながら、同じ業界を目指す学生たちに親身なアドバイスを送りました。堤
監督からは、 「誰にだって他人には譲れない大事なものが心の中にある。
それが映像作りの出発点になる」という熱いメッセージもいただきました。

ゲームクリエイター堂前嘉樹氏と堤幸彦監督が
情報科学科3年生を対象に特別講義8

中性ラジカルの強固な多次元的ネットワーク構造の形成はこれ
まで未知であったため、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）が成功した本研究は、新しい展
開を創出する画期的なものです。今後、燃料電池用酸素還元
触媒への応用など、さらなる研究展開も進めていきます。

立体保護効果がなくても空気中室温で安定な
炭素原子中心中性ラジカルの合成に世界で初めて成功5

6

2018年7月1日に、レスキューロボットの開発環境であるロボット
ミュージアムにて「AIT ロボット×防災ワークショップ」を開催しま
した。学生たちが取り組む研究の場を紹介し、防災をより深く理解
する好機となりました。また、救助の早さややさしさ、アイデアなどを
競う第18回レスキューロボットコンテストも同時開催されました。

「AIT ロボット×防災ワークショップ」開催7

知的計測制御研究室（電気学科・古橋秀夫教授）と知能集積システ
ム研究室（機械学科・内田敬久教授）の学生たちが協力して参加する
「COBOTTAハッカソン」により生まれた、餃子づくりの技を仕込んだ
COBOTTA。 「瀬戸蔵ロボット博2018」や「FOOMA JAPAN 2018
国際食品工業展」などで実演され、担当者からも好評を得ました。

株式会社デンソーウェーブ開発のアーム型ロボットCOBOTTA
餃子づくりの技実演4

6

名古屋工業大学で開催された、平成29年度 電子情報通信
学会東海支部の卒業研究発表会にて、情報科学科4年の
石川拓磨さん、大城明日香さん、河地広輝さん、坂田一樹さん
の４名が発表した『講義理解支援のためのクリッカーアプリに
関する研究』が最優秀卒業研究発表賞を受賞しました。

メディア検索処理研究室
最優秀卒業研究発表賞を受賞1

  　　               映像表現・芸術科学フォーラム2018
優秀発表賞受賞
  　　               映像表現・芸術科学フォーラム2018
優秀発表賞受賞

電気学科   　    映像表現・芸術科学フォーラム2018 
企画賞受賞
  　    映像表現・芸術科学フォーラム2018 
企画賞受賞

トーナメントで争われた新人戦にて、5試合中4試合で逆転勝
ちを収め、2008年以来10年ぶりとなる新人戦優勝を飾りま
した。また、リードオフマンの1番バッターとして素晴らしい活躍
をした岡田虎二郎さんが最優秀選手賞を受賞しました。今回
の結果を糧に、秋季リーグ戦での活躍も期待されています。

硬式野球部
愛知大学野球連盟2018年度新人戦で10年ぶり優勝9

出場した411チーム中45番目以内の成績
を収め予選突破。 12月8～10日に開催さ
れる国際大学対抗プログラミングコンテスト
2018アジア地区横浜大会に向け勉強中。

鳥居教授研究開発の肢体不自由者のためのコ
ミュニケーション支援アプリ「あいとーく」を、視線
方向で操作できるよう改良した論文により受賞。

フルーレで2位、サーブルで優勝の
成績を収め、続いて行われたエペで
も2位の成績を記録。
2年ぶり5度目の総合優勝に輝く。

0404
建築学科

左から、石川さん、大城さん、河地さん、坂田さん

左から、宮本さん、小島さん、伊藤さん

情報科学科 4年
田嶋  克向さん

ビジュアル情報処理研究室

経営情報科学研究科
博士前期課程 2年
山口  達也さん

丹羽  崇仁さん

メディア情報研究室
経営情報科学研究科博士後期課程2年

中家さん 松本さん 中村さん

堤監督堂前氏

村田准教授 森田教授

情報科学科 大学院

大学院大学院

大学院

大学院

大学院 情報科学科 大学院

情報科学科 大学院

情報科学科 大学院

クラブ活動クラブ活動クラブ活動 クラブ活動

山口さん 田嶋さん

クラブ活動

クラブ活動

情報科学科

情報科学科

同学会では、同研究室の水野教授がＤＩＣ
ＯＭＯ活動功労賞を受賞。

　　     　　情報処理学会DICOMO2018併設
デジタルコンテンツ制作発表会 2件の優秀賞受賞
　　     　　情報処理学会DICOMO2018併設
デジタルコンテンツ制作発表会 2件の優秀賞受賞

経営情報科学研究科博士前期課程1年  山本  拓真さん

情報科学科2年  
佐藤  紅葉さん
伊藤  宏行さん
藤重  裕二さん

清水  俊輔さん
森下  陽介さん
藤澤  壱吉さん

ＣＧメディア研究室
情報科学科３年
高崎 真由美さん
佐藤 紅葉さん

経営情報科学研究科
博士前期課程１年
坂田 真太郎さん
榊原 拓実さん

春季団体戦では4年連続、秋季団
体戦を含めると5年連続での全国
大会への出場となった。

4月21～22日に行われた、2018年
度東海学生アーチェリー連盟王座出
場校決定戦で準優勝の成績を収め、
4年ぶりの全国大会出場となった。

第５０回全日本大学駅伝の東海
地区選考会にてトップの成績を
収め、出場が決定。

愛工大

詳細はWEBで!!　

野々村さん

川上さん

宮脇さん

左、武田さん 左、水野教授

中央、丹羽さん

　　情報処理学会モバイルコンピューティングとパーベイシブシステム研究会
第87回研究発表会 優秀発表賞受賞　
　　情報処理学会モバイルコンピューティングとパーベイシブシステム研究会
第87回研究発表会 優秀発表賞受賞　

  　　   陸上競技部 
２大会連続17回目となる
第50回全日本大学駅伝
出場決定

  　　   陸上競技部 
２大会連続17回目となる
第50回全日本大学駅伝
出場決定

　　  　ゴルフ部
第55回全国大学 
ゴルフ対抗戦出場

　　  　ゴルフ部
第55回全国大学 
ゴルフ対抗戦出場

　　      洋弓部
第57回全日本学生アーチェリー 
男子王座決定戦出場

　　      洋弓部
第57回全日本学生アーチェリー 
男子王座決定戦出場

             フェンシング部 
第68回関西学生フェンシングリーグ戦
総合優勝

             フェンシング部 
第68回関西学生フェンシングリーグ戦
総合優勝

　　     国際大学対抗プログラミングコンテスト2018
国内予選突破で本戦出場決定
　　     国際大学対抗プログラミングコンテスト2018
国内予選突破で本戦出場決定
情報科学科3年
小島 大征さん

4年
宮本 侑季さん伊藤 宏行さん

　　国際会議ACIS CSII2018
Best Student Paper Award受賞
　　国際会議ACIS CSII2018
Best Student Paper Award受賞

  　　   第3回ウッドフレンズ住宅設計
アイデアコンペ学生の部
２年連続で最優秀賞受賞

  　　   第3回ウッドフレンズ住宅設計
アイデアコンペ学生の部
２年連続で最優秀賞受賞
住・商空間デザイン研究室 
建築学科4年

　　　Visual Computing /グラフィックスと
CAD合同シンポジウム2017  優秀研究発表賞受賞
　　　Visual Computing /グラフィックスと
CAD合同シンポジウム2017  優秀研究発表賞受賞

東洋経済ビジネスオンライン 最新版！「本当に強い大学」ランキング
において、本学が「卒業者数1000人以上の大学」実就職率で
全国３位（私立大学では全国２位）となりました。
実就職率は、就職率と比較してより実態に即した就職状況を把
握できることから、近年各大学の「就職力」の指標として多くのメ
ディア（媒体）で採用されている値です。
本学では、学生自身の努力はもちろんのこと、本学後援組織であ
る「愛名会」会員企業によるバックアップのほか、教員の熱心な就
職指導やキャリアセンターの様々な支援プログラムなど、学生一
人ひとりの主体性を促す総合的なキャリア支援体制により、全国
TOPレベルの実就職率を維持しています。

実就職率＊

97.1%大学全体 （2018年3月卒業生）

＊実就職率（％）=就職者数÷「卒業者数－大学院進学者数」×100 、
　「卒業生から大学院進学者を引いた学生に対する就職者の割合」を算出
　したもの。 （大学通信調べ）

実就職率ランキング

全国3位！！

PICK
UP!

R E P O R T

　　　日本機械学会東海学生会
第49回学生会卒業研究発表講演会
Best Presentation Award受賞

　　　日本機械学会東海学生会
第49回学生会卒業研究発表講演会
Best Presentation Award受賞



わたしのAIT自慢！「AITのここが好き」を教えてください!!

電気学科2年
加藤 由識さん
電気学科2年
加藤 由識さん

経営学科4年
筒井 楓さん

応用化学科3年
近藤 佑紀さん
応用化学科3年
近藤 佑紀さん

0505 学生WatchAIT

06060606 イベントNEWS

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。

◎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。

ニュージーランド語学研修 / 東南大学中国語研修 参加者募集
昨年同様、ニュージーランド、中国での語学研修の実施が決定。参加者を募集します。
下記概要をご確認のうえ、ふるってご応募ください。

※学生の所属・学年は取材当時のものです。※学生の所属・学年は取材当時のものです。

07070707 スケジュール
〈2018年度後期〉

9 夏季休業終了18日 火

21日 金 後期授業開始

10 4日 ～木 7日 日 大学祭

11 7日 水 駅伝大会

13日 火 創立記念日

25日 火 臨時休業日12
26日 水 冬季休業開始

1
2019

5日 土 冬季休業終了

7日 月 授業開始

25日 金 後期授業終了

30日 水 後期定期試験開始

2 12日 火 春季休業開始

3 23日土 卒業式

30日 土 春季休業終了

愛工大祭
第58回 2018

愛知工業大学 八草キャンパス場所10:30～時間

10/6 7
今年は“Time Flies!” をテーマに、来場される方々に「時間が飛ぶよ
うに過ぎる楽しい時間」を過ごしてもらいたいと考えています。
美術館を舞台にしたお化け屋敷や、カジノ企画など、例年以上に練り
に練った企画が目白押しです。
狂夜祭から後夜祭まで、盛り上がりましょう！

土 日

詳しくは
愛工大祭
Twitter@58aitfes

電気学科2年
長谷川 右京さん
電気学科2年
長谷川 右京さん

土木工学科2年
目崎 雅也さん
土木工学科2年
目崎 雅也さん

電気学科4年
永岩 雅人さん
電気学科4年
永岩 雅人さん

応用化学科3年
伊藤  里紗さん
応用化学科3年
伊藤  里紗さん

※詳細は国際交流グループまで。

土木工学科2年
三輪 登生さん
土木工学科2年
三輪 登生さん

応用化学科3年
大橋 叶佳さん
応用化学科3年
大橋 叶佳さん

電気学科4年
住野 汰樹さん
電気学科4年
住野 汰樹さん

工学部3年 小柳津 悠貴さん工学部3年 小柳津 悠貴さん
第58回愛工大祭 実行委員長第58回愛工大祭 実行委員長

研修実施機関

国・都市

使用・学習言語

実施時期

実施期間

滞在先

学生負担金額

募集人員

募集時期

東南大学海外教育学院 

中国・南京市 

中国語 

2月下旬～3月上旬 

約2週間 

東南大学近辺ホテル

約100,000円 

16名上限 

11月中旬

クラウン・インスティテュート・オブ・スタディーズ

ニュージーランド・オークランド市 

英語 

2月下旬～3月中旬 

約3週間 

ホームステイ 

約360,000円 

15名上限 

11月中旬

ニュージーランド語学研修 東南大学中国語研修




