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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

　ロボットをつくりたい！レースカー
をつくりたい！そんな学生の学ぶ意欲
を支援する愛工大独自の制度です。
まずは自分たちで考えたプロジェクト
を申請！優秀な企画として選ばれる
と、最大100万円の助成金が支給さ
れます。昨年度は17件の企画が選ば
れました。
　講義や実習で学んだことを活かし
てチャレンジしてみませんか。多くの
取り組みは秋に開催される大学祭の
工科展で披露されます。

学長　後藤 泰之

学生の「ものづくり」への挑戦企画に
総額1,000万円！創造をカタチに！！

昨年度採用されたプロジェクト一覧

第36回鳥人間コンテスト2013

見て！触れて！包まれて！五感で感じる日本の家

鉄人プロジェクト

ソーラーカーレース鈴鹿2012　

つくばチャレンジとロボットランサー競技会への参加

数種類のモジュールを組み合わせたロボットの製作

１輪及び２輪車ロボットによるロボットランサー競技への挑戦

日本建築学会設計競技及びALA建築プロジェクト等の設計活動

1

2

3

4

5

6

7

8

人力プロペラ機タイムトライアル部門出場用機体(AIT204号)の
設計・製作及び地上試験・飛行試験

研究課題名 研究課題名
空間研究インスタレーションプロジェクト

ロボカップシミュレーション

学生フォーミュラ大会参戦プロジェクト

レスキュープロジェクト

ブリッジコンペティション2012

版築夢デザイン

ETロボコン2012参戦による組み込み技術の学習

歩行型ロボット及びマイコンの研究

Hondaエコマイレッジチャレンジプロジェクト

参加及びFIAオリンピアクラスへの挑戦

9

10

11

12

13

14

15

16

17

　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。本学は、開学
以来一貫して、一握りのエリートではなく企業の第一線で活躍す
る技術者育成のための実学教育に力を入れています。日本のも
のづくりの中心である東海地区で工業大学の果たす役割は大
きく、本学の実学教育に対する産業界の期待と信頼は、就職率
の高さにも反映されています。これからも、実学教育に徹し『強
い大学』を目指し、人材を育成していきます。
　本学が行っている実学教育の一つに「学生チャレンジプロ
ジェクト」があります。このプロジェクトは学生たちが考えた様
々な企画に対し、最大で100万円、総額1000万円の助成金
を支給し、ものづくりにチャレンジする学生を後押ししようと
いうものです。実際にプロジェクトで活動するときには、多く
の学生が『みらい工房』を活用しています。『みらい工房』は
機械や工具などが自由に使えるだけでなく、技術スタッフが常
駐しいつでも指導を受けることができる、まさに創造をカタチ
にするための空間です。
　在学生の皆さんには、このようなさまざまなバックアップ制度

を活用してもらい、ものづくりへの探究心を高めるだけでなく、
基礎学力をしっかり身に付け、失敗を恐れず、何事にもチャレン
ジして欲しいと思います。本学には高度な専門知識、優れた技術
を持つ教職員がたくさんいますので積極的に質問し、どんどん
頼ってください。そして自ら問題を見つけ、解決する力を養うこ
とを願っています。
　また、本学の母体である名古屋電気学園が昨年100周年を
迎え、この機会に是非、大学での主役である学生の皆さんと一
緒に『ものづくりの喜び』を実感できることをしたいと思い、本
学客員教授の堤幸彦監督の協力を得て映画の製作を行いたい
と考えています。映画づくりは、準備から出演まで、多くの学生、
教員、地域の方々が関わり、大道具、小道具、技術、美術、CG制
作など、あらゆるものづくりの集大成です。学生にとって、日頃
の学習知識を活かしながら、いろいろな場面、場面でプロの現
場を体験できる、またとない機会でもあります。是非、協力して
ひとつのものを創り上げる感動を実感して欲しいと思います。教
職員一同、皆さんの『やる気』と『元気』を応援しています。

ものづくりの喜びを実感してほしい。
挑戦する皆さんを応援します。

平
成
二
十
五
年
度
ス
タ
ー
ト
！

「
強
い
大
学
」を
目
指
し
て
実
学
教
育
に
徹
し
ま
す
。

企画の申請については5月頃、
詳細を周知します。

企画に対する問い合わせは工学部事務室まで。

※学生の学年、教職員の所属・役職名は記事当時のものです。
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夏季アメリカ語学研修レポート

五島 昂吏さん

工学部 電気学科１年

世界を見よう 世界で学ぼう

大事なのは“伝えようとする気持ち”

　近年、春季の語学研修に対する希
望が多いことから、今春初めて『春季
ニュージーランド英語語学研修』が実
施されました。夏季に行われるアメリ
カ・シアトルでの語学研修とは異なる
国、環境にすることで、より多くの英
語学習の機会、選択肢が増えること
になりました。現地の気候は夏から秋

に向かうところでとても過ごしやすい
時期にあたり、語学研修だけでなく、
ホストファミリーや現地の方々との交
流など、滞在中は積極的に活動する
ことができます。春
季ニュージーラン
ド語学研修は今後
も継続されます。

春季ニュージーランド語学研修

INTERNATIONAL
AIT

―（中嶋）まず、みんなはどうして留学しようと思ったの？
水谷：学生時代にできることを考えた時、「海外へ行くこ
と」が思い浮かびました。時間のゆとりこそ大学生の強み。
それで、東南大学学生訪中団でまず1週間行って、その後
に長期の留学。新鮮な光景ばかりで刺激になりましたね。
長谷川：僕の場合は、東南大学学生訪中団を利用すれば手
軽に行けると思ったからです。海外へ行ったことがなかっ
た僕にとって、絶好のチャンスでしたね。研究もあったので

水谷さんのように長期留学は断
念しましたが、「いつかまた行きた
い」と思っています。
早川：私は卒業後に建築関係の
仕事に就きたいので、そのために
いろいろな建造物を見たかった
ことと、それと英語を学びたかっ
たのも理由です。
―（中嶋）油井君は、学校の留学

プログラムではなく自分でエージェントを探して留学した。
これは珍しいよね。
油井：実は、学校の留学プログラムについてあまり知らな
かっただけです（笑）。留学をしようと思ったのは、卒業後
の進路について考えた時、とても不安があったから。それ
で、どこかに飛び出して自分を見つめ直したかったのが動
機です。だから「留学を就職活動の強みにしたい」という気
持ちはないんですよ。
―（中嶋）自分を知るためにも、留学は良い機会だからね。
油井：はい。自分の生き方ともっと向き合うために、家族も
友だちもいない環境に身を置いてみることで、内面から生
じる不安と真剣に対峙できる気がしました。カナダのバン
クーバーを選んだのは、「国民性が豊かなこと」と「英語の
発音がキレイなこと」が理由ですね。
水谷：個人で留学するのは大変じゃなかった？
油井：大変な部分はありましたね。留学は初体験でしたか
ら。でも、ホストファミリーは親切だったし、特別な不自由は
なかったかな。あと、エージェントを利用して本当に良かっ
たと感じるのは、「一人で留学した」という自信が生まれた
こと。これが一番大きいですね。
長谷川：僕は油井君とは逆かも。海外体験すらないビギ
ナーだから、旅費はリーズナブルでスケジュールも管理さ
れている東南大学学生訪中団は最高の機会に思えました。
海外を知る入り口としてはちょうど良かった。これは性格
の違いかな（笑）。
―（中嶋）エージェントでも大学の留学プログラムでも、長
所はそれぞれありますね。留学に不安がある人なら東南大
学学生訪中団を利用して、長谷川君のように海外を知る
きっかけのつもりで行ってみるのもいいかもね。職員も引
率するから安心して参加できるし、それから本格的な留学
を考えるのもひとつ。その代表例が水谷君だよね。
水谷：はい。東南大学学生訪中団を経て中国留学へ行き、

今では本当に中国が好きになりましたね。どのくらい好きに
なったかというと、就職先に中国の支店がある企業を選ん
だくらい！
長谷川：すごいですね！本当に好きなんですね！でも、中国
へ行って感じたんですけど、中国語は難しくないですか？
水谷：もちろん最初は話せなかったし、コミュニケーション
がとれずに苦労したことも多かったよ。でも今では、中国語
版TOEICのようなテストでは上から3番目のレベルまで伸
びました。東南大学では朝7時から11時半、午後は2時か
ら4時までずっと中国語の学習。クラスは僕と同じように
語学留学で来た外国人ばかりで、母国がバラバラだからこ
そ中国語で話そうと心がけます。すると自然と上達して
いった。
―（中嶋）ほかのみんなは語学の上達についてどうだった？
油井：僕もバンクーバーでは英語漬けの状態だったので、
それなりに手応えはあります。
早川：私は3週間だったから、そこまでは・・・。でも、短期間
でも伸びたと感じたのはヒアリング。これは友だちも口を
そろえていたことで、話せるようになるのは短期間では難
しいけど、耳は、生の英語を聴
くことで簡単に変えることが
できます。
―（中嶋）では、留学して驚い
たことを聞きたいな。
早川：一番驚いたのが、時間！
油井：あ、それはわかる！カナ
ダもそうだった！
水谷：時間？
早川：時間に対する感覚が緩いんです。バスだと5分、10
分遅れるのは当たり前。日本じゃ考えられないことですよ
ね。だけど、それに対して怒る乗客はいないんですよ。バス
が遅れてきても運転手さんは謝らないし、乗客はフレンド
リーに挨拶して乗る。「ルーズ」という考え方もあるけど、私
は人間的に余裕があって大らかに感じました。

油井：中国はどうでした？
水谷：時間の感覚の違いはそ
こまで感じなかったけど、バス
だとたまに無銭乗車する人が
いた（笑）。
早川：あ、でも私もまけても
らったことはありました（笑）。
カードの残額が足りなかった

んですけど、「いいよ」と運転手さんが笑顔で通してくれる。
これも日本じゃありえない。
油井：こういう感覚や価値観は、異文化に触れないと絶対
にわからないよね。それも留学して自分の財産になったこ
と。だから今では「こういう人もいるんだ」と視野が広く
なった気がします。
早川：視野が広がるにつれて、交友関係も広がっていくよね？

油井：そうそう！年配の人とも
話しやすくなった気もするし、
留学をきっかけに新しい友だ
ちもできました。ホストファミ
リーのシスターなんて「結婚式
に歌いに行くから」と約束し
てくれて。
早川：私もシアトルの学校の
スタッフとは、今でも連絡する
間柄になれました。今は
FacebookなどSNSが浸透しているから、交流もさらに
生まれやすいと思います。
―（中嶋）留学先も期間もみんな様々で、貴重な体験談を
ありがとうございます。では最後に、留学を考えている人
たちに向けてメッセージをもらおうかな。
早川：「留学したい」と思ったらすぐに行ったほうがいいで
す。大切なのは準備ではなく決意。
油井：僕もそう思います。英語が喋れなくても行ってしまえ
ばいい。やりたいことをやらないと後悔するし、願望に妥協
しないでほしいです。
長谷川：東南大学学生訪中団の魅力は期間が短いことな
ので、気軽に参加できるはず。せっかく東南大学と交流が
あるなら、これを活用しない手はないと思います。特に、僕
と同じように海外経験がない人には本当にオススメです。
水谷：留学を考えているなら、中国も視野に入れてもらい
たいですね。日中問題はいろいろな報道がされています
が、それをすべて鵜呑みにするのではなく、自分で触れて
確かめてみることが大切。僕のように、留学をきっかけに
中国を好きになった人間がいることも知ってほしいです。
―（中嶋）そうだね。海外へ行くと日本ではあたり前に思っ
ていたことが、そうでなかったり、普段気にも留めていな
かった事が見えてきたり、逆に日本を知るいい機会にもな
ります。社会に出ると、海外に長期間行くのは難しい。だか
ら学生のうちに、「行きたい」と思ったら絶対に行ったほう
がいい。視野が広がり自分の人生に大きなプラスになりま
すからね。それでは今日は、みんなありがとうございました。
一同：ありがとうございました！

留学経験者座談会
本学の留学プログラム
を利用して、アメリカの
シアトル近郊の「エドモ
ンズコミュニティカレッ
ジ」にて3週間の語学
留学を経験。

愛工大の留学プログラ
ムではなく、個人で留
学エージェントを利用
して、カナダのバンクー
バーに1年間語学留学
した。

東南大学学生訪中団
を利用して中国へ1週
間渡り、現地の学生た
ちと触れ合ってきた。こ
の訪中が初めての海
外体験となる。

東南大学学生訪中団を
利用して短期で中国へ。
それがきっかけで中国
が好きになり、その後、
南京にある東南大学
に10ヶ月留学。

早川 友菜さん 水谷 堅志朗さん

油井 一馬さん 長谷川 直登さん

愛知工業大学 庶務課
中嶋さん
学生時代から中国やシアトルなどに留学。
海外旅行経験も多く、今回はファシリテー
ターとして参加いただいた。

工学部 建築学科 3年

工学部 応用化学科 3年 情報科学部 情報科学科 3年

経営学部 経営学科 4年

研 修 先：エドモンズ・コミュニティカレッジ
　　　　  (アメリカ合衆国ワシントン州シアトル)
参加費用：約400,000円
研修期間：2013年8月14日(水)～9月4日(水)［22日間］
応募資格：本学学生(健康状態良好で、語学向上を志す者)
募集人数：18名(最小催行人数10名)

アメリカ語学研修

説
明
会

八草キャンパス（12号館2階201講義室）

4/23 火 12：20～12：5025 木

26 金
自由ヶ丘キャンパス（2階201講義室）

4/24水 12：20～12：50

ぜひご参加ください!!

参 加 者
大募集！！

※最小催行人数に満たない人員で実施する場合、 参加費用を追加させていただく場合があります。

※詳細は国際交流室（第2本部棟4F）まで

ありがとうございました！

ます。

※学生の学年、教職員の所属・役職名は記事当時のものです。

From Overseas!From Overseas!
留学生から見た
日本の姿、
AITの姿。

留学等に興味を持った方は、お気軽に
国際交流室（第2本部棟4F）まで!!

　昨年参加したアメリカ語学研修は、
3週間という短い期間でしたが、充実
した研修になりました。まず、ホームス
テイ先では、ホストファミリーが飼って
いる犬の散歩やバーベキューの手伝
いなどをしながら、学校で学んでいる
ことや日本の家族の話をしてコミュニ
ケーションを取っていきました。犬が脱
走したり、研修先の学校からの帰り道
がわからなくて道に迷い家族を心配

させてしまったりハプニングもありまし
たが、言葉が通じなくとも人間同士、
身振り手振りで全力で伝えようとすれ
ば伝わるのだと感じました。
　また、シアトルマリナーズ対エンジェ
ルスの試合観戦が印象に残っていま
す。指定された席は最上階で見晴らし
が良く球場の全貌を見渡すことがで
きました。応援していたマリナーズは2
対5で敗れてしまいましたが、活気に
満ちた球場の雰囲気を楽しめました。
　最初は不安だらけでしたが、スケ
ジュールがしっかりと決まっており全

体を通してとても楽しくアメリカを堪
能できました。異文化に触れて世界の
広さを感じ、日本では味わえないたく
さんのことを学べたと思います。3週
間が思っていたより早く過ぎ、ホスト
ファミリーとの別れがとても辛く感じ
ましたが、この研修に参加して良かっ
たと思っています。

スト
感じ
かっ

ています。

中国 東南大学との交流
　１９８０年（昭和５５年）に姉妹校
提携を結んで以来、本学と中国南
京にある国立「東南大学」との交
流は３０年以上の実績を誇り、大
学関係者や学生による定期的な
相互訪問、留学、派遣など多様な
テーマでの共同研究などを積極
的に進めています。
　中国語や中国文化を学ぶため
の短期語学留学も実施していま
す。短期語学留学では、渡航前
に、『中国語講習会』を受講し、馴

染みのない中国語に対して準備
をしてから臨みます。
　この『中国語講習会』は、本学に
留学している中国人留学生から
中国語の発音などをマンツーマン
で学習するもので、この場も相互
交流や相互学習の場として活用
されています。 約300,000円

2週間（2013年2月22日～３月8日実施）

クラウン・イングリッシュ・ランゲージ・アカデミー
Crown English Language Academy

研 修 先

参加費用
研修期間

春
ン
後

inシアトル 研修詳細は右ページ（P.3）下を
ご覧ください。

愛知工業大学では、海外での学習を希望する学生のために、短期・長期の多様な研修や留学プログラムを開設しています。
今回は、その一部をご紹介します。

DODZIDENU DZAKUMAさん大学院 経営情報科学研究科２年
ド ジ デ ン ジ ャ ク マ

　２００６年に１人前のプログラマーになるためアメリカから来日して、
今年で８年になります。情報科学だけでなく、経営関係の勉強が不可
欠だと思い、愛工大へ。愛工大には私が必要とした全ての授業が揃っ
ており、また豊かな自然に恵まれた環境も気に入りました。特に春の
桜や秋の紅葉は素晴らしい！この８年の年月を振り返って思うことは、
自分の考え方が以前よりも柔らかくなったということ。生活習慣や文

化の違いなど、何事にも「これもどこかの国ではありじゃない？」と思
えるようになりました。ただ、私はマヨネーズやケチャップなどが苦手
なのですが、料理を注文する時、うまく伝えられず未だに困っています
(笑)。伝え方にも文化の違いがあるのでしょうね。現在は名古屋大学
との共同開発に従事しています。まだまだ乗り越えなければならない
ハードルは多くありますがプログラマーになるという目標達成のため
にこれからも努力していきます。
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1
全日本卓球選手権大会混合ダブルスで準優勝

　１月１５日～２０日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された「天皇杯・皇后杯 
平成２４年度全日本卓球選手権大会」で本学男子卓球部の吉村真晴選手（経営学科1年）
がロンドンオリンピック銀メダリストの石川佳純選手（全農）と組み、混合ダブルスに出場、
注目を集める中、順調に勝ち上がりましたが決勝戦で惜しくも敗退、準優勝しました。柴田
直人選手（同2年）・安達渚選手（同2年）組も混合ダブルスで６位になりました。

　

7
タイの学生が本学で地震を学び
交流を深めた「キズナ強化プロジェクト」

6
堤幸彦監督が講義　
映像制作の流れや技術を演習で学ぶ
　１月９日と１月２９日、情報科学科３年生対象『ディジタル映像処理及び演
習』の講義があり、２０１０年４月から本学で客員教授を務める堤幸彦監督が、
授業を行いました。この講義は映画制作に必要な技術を学習して実際に映像
作品を作ることにより、映像制作に必要な一連の手順
を身につけることを目的としています。
　堤監督は、ドキュメンタリー、CGアニメ、ミュージッ
クPV、ドラマなど様々なジャンルの個人作品やグルー
プ作品を学生らと一緒に鑑賞、作品ごとに自らの経
験談などを交えながらアドバイスや感想を述べました。
学生ならではの感性やアイディアに「映像作品のプロ
として危機感を持つほどの素晴らしい作品ばかり」と
総評しました。

8
松井機械学科講師が高木賞を受賞
　松井良介機械学科講師が、1月8日、東京女子医科大学先端生命医科学研究所で開かれた「第22回インテリジェント材料/
システムシンポジウム」（未踏科学技術協会インテリジェント材料・システム研究会主催）で高木賞を本学大学院工学研究科機
械工学専攻1年竹ノ内良輔君と連名で受賞しました。
　松井講師は、形状記憶合金（ＳＭＡ）や一つの材料中で機能等が連続的に変化する材料として医療、航空宇宙機器等に活用
されている傾斜機能材料を研究しています。その中で、生体適合性等に優れた
チタン（Ti）、ニッケル（Ni）を材料にした「Ti NiＳＭＡ」の有する変態温度の組成
依存性に着目し粉末冶金法と塑性加工法を用いて、血管造影等に使われている
医療用ガイドワイヤ等に使える「傾斜機能Ti NiＳＭＡワイヤ」の作製に成功しまし
た。血管造影用ガイドワイヤは細い血管内等へ入れるため先端部を加工していま
すが、傾斜機能Ti NiＳＭＡワイヤだと超弾性を活かした製品から先端が柔らかく
加工も不要で、手元は操作しやすいように硬いという特性を有しています。実用
化にはワイヤをより細く加工する等の課題もありますが、今後、医療分野等での
応用が期待されています。

2
中部日本学生スキー選手権大会　男子総合で準優勝

電気学会東海支部優秀論文発表賞を受賞

3
水質汚濁防止法改正に伴い
厳しさ増す水質管理の重要性学ぶTOPICS TOP12トピックス トップ12

2013年早春の注目ニュース

10 119
本学の学生・大学院生が
「大学生サイバーボランティア」として活躍
　情報科学科の学生や、大学院経営情報科学研究科の院生ら19人が、
1月25日、インターネット上の違法・有害サイトから生徒・児童を守ろう
という愛知県警の「大学生サイバーボランティア」に委嘱され、担当の
県警捜査員からネット上に見られる違法・有害情報の種類やその見分
け方の講習を受けました。今後、広報啓発活動や小中学校への防犯講
話活動、インターネット上の不審な情報の通報などを行います。

（写真提供：卓球王国）

12

大学総合順位および愛工大の成績は下記の通りです。

■男子総合　優勝：中京大学（100Ｐ）　準優勝：愛知工業大学（85Ｐ）　3位：新潟大学（29Ｐ）

3位：横井保志選手(経営学科4年)
3位：船場博貴選手(同4年)※同タイム

2位：船場博貴選手
3位：森本将太選手(同2年)

2位：佐藤利樹選手(同3年)

2位：佐藤利樹選手／森政貫選手(機械学科2年)
　　 西口陽平選手(建築学科2年)／田村謙介選手(電気学科1年)

3位：船場博貴選手

大学祭実行委員会が『学内冬季献血』実施

IEEE名古屋支部学生奨励賞を受賞

©光プロ
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　タイ（泰日工業大学）の学生13人が昨年12月3日、八草キャンパスを訪
れ、地震のメカニズムや防災対策のほか、全国に先駆けて導入した緊急地震
速報などについて学びました。東日本大震災の復興経験の共有、正しい復
興情報の発信などを通して海外
との絆を深めるため、日本国際
協力センターが企画した「アジア
大洋州地域及び北米地域との
青少年交流（キズナ強化プロ
ジェクト）」で来日。地域防災研
究センターをはじめキャンパス
内の各施設を見学しました。

　菱田研究室（菱田隆彰情報科学科准教授）に所属する松尾雄作
さん（大学院・電気電子工学専攻２年）が『IEEE（米国電気電子学
会）名古屋支部学生奨励賞』を受賞し表彰されました。
　松尾さんは学生証に搭載されているICカードの機能を利用し
たスマートフォンによる出席管理システムの構築、及び、同システ
ムを使い大地震発生等の災害時に安否確認システムとして応用
する方法について菱田准教授のもとで研究。本学で行われた防災
訓練で、構築した出席管理システムの運用テストも行いました。松
尾さんは研究成果を豊
橋技術科学大学で開催
された「平成２４年度電
気関係学会東海支部連
合大会」で「災害時を想
定した出席管理システ
ムの構築」と題して発表
しました。

　第５３回愛知工業大学大学祭実行委員会が、1月21日・22日
の両日、八草キャンパスで恒例の『学内冬季献血』を実施、2日間
で124名が協力しました。大学祭実行委員長の岡本健太郎さん
（電気学科１年）、献血担当の安藤智哉さん（同１年）を中心に実行
委員が献血を呼びかけ、学生らも快く応じていました。
　本学の大学祭実行委員会は、愛知県内の学生による献血推進
をするボランティア団体『愛知県学生献血連盟』（通称：Aichi 
GO）に加盟、本年度は、本学の広実利規さん（機械学科３年）が
去年に引き続き委員長を務め、荒井浩大さん（情報科学科２年）
が企画を担当。現在加盟している15大学の大学祭実行委員会
や、体育会、学生会、ボランティアサークル、個人会員などの学生
らと協力し、年に３回の献血キャンペーン、街頭での献血の協力
や研修など様々
な活動をしてい
ます。
　次回は5月に
『学内春季献血』
が行われます。
是非ご協力をお
願いいたします。

　1日22日、澤木研究室（澤木宣彦電気学科教授）に所属する伊藤翔悟さん（大学院・電気
電子工学専攻1年）が豊橋技術科学大学で開催された「平成２４年度電気関係学会東海支部
連合大会」で『電気学会東海支部優秀論文発表賞』を受賞しました。伊藤さんは、中北太平さ
ん（同）と共同で澤木教授の指導を受け、シリコンを上回る新たな半導体素子形成に繋がるエ
ピタキシャル膜のTEM（透過型電子顕微鏡）観察を行い、半導体素子として限界にきている
シリコンの基板上に窒化ガリウム等の他の半導体素子を結晶成長させることで高品質、低コ
ストの結晶膜を形成するという研究をしています。シリ
コン基板と窒化ガリウムの間に緩衝層・AℓInN（窒化
アルミニウムインジウム）を導入することで双方の結晶
が整合するエピタキシャル膜ができる可能性があるこ
とから、高温度などさまざまな条件で作られた試料を
TEMで観察、AℓInNの成長温度が低いほどきれいな
結晶が多くできるという観察結果を発表しました。

　応用化学科は2月6日、「水質汚濁防止法改正」を受けて4年
生・教職員ら約120人を対象に説明会を開催、数多くの有害物
質を取り扱うため、実験で使用したビーカー等の器具洗浄と試
薬・洗浄水の廃液タンクによる回収、流し台排水管の破損・漏洩
有無の点検等に取り組んでいます。今後も学生への啓発を目的
とした説明会開催のほか、施設点検・点検台帳整備・補修の有無
等を行っていくことにしています。

ロボット交流会で「ロボットの技術・教育環境の充実」をアピール！
　名古屋電気学園ロボット交流会が2月9日、「淳和記念館」（名古屋市千種区）で開催されました。愛工大から、奥
川研究室（奥川雅之機械学科准教授）のレスキューロボット、古橋研究室（古橋秀夫電気学科教授）の鉄人プロ
ジェクト、伊藤研究室（伊藤暢浩情報学科准教授）のロボカップレスキューシミュレーション、水野研究室（水野勝教
情報科学科准教授）のETロボコンコンテスト等、各種ロボットのデモンストレーションが行われたほか、レスキュー
ロボット競技会には本学本山キャンパスでロボット作りを学んでいる小学生など、中学生、高校生合わせて53
チームが参加。他にもロボットデザインコンテスト、からくり人形師・九代目玉屋庄兵衛氏（本学客員教授）の作った
「茶運び人形」の展示・実演や西山禎泰客員講師による「ロボットの歴史」紹介などが行われました。

NCA2012でグランプリ、準グランプリなどを獲得
　学生の人材育成プログラムを通して地域社会に貢献することを目的に東海
地域の各大学、企業などでつくる産学連携フォーラム「NEXT COMMUNI-
CATION FORUM」が、学生、専門学校生らを対象に「HTML5実践ゼミ」、「オ
ンキャンパスセミナー」、「大学祭支援プログラム」など３つの育成フェーズを用
意し、その活動を通して成果･発表の場として『NEXT COMMUNICATION 
AWARD 2012』を開催、今回は700点近い応募作品が集まりました。1月
12日に行われた最終審査の結果は下記の通りです。

　１月１４日～１６日、白馬岩岳スノーフィールド（長野県白馬村）で行われた「中部日
本学生スキー選手権大会」で本学の競技スキー部が男子総合で準優勝しました。
　今大会は中部地区から11大学が参加、スーパー大回転、大回転、回転、クロス
カントリー10kmフリー、リレーなどの部門でタイムを競い合い、総合得点で２位
となり総合準優勝でした。

スーパー大回転 大回転 クロスカントリー10kmフリー

回転 リレー

　　　　　　　　　　　　　　   
【テーマ：毎日がもっとHAPPYになるアプリ】（写真㊦）
●準グランプリ：山崎雅仁さん（情報科学科４年）、長坂慈地さん（同）、竪山喬之さん（同）
　『Website Structures』（プレイしているうちにHTMLが学べるゲーム）

　　　　　　　　　　　　　　　
【テーマ：コメダ珈琲店の魅力が伝わるスマートフォンサイト開発】（写真㊤）
●グランプリ：福田龍さん（情報科学科２年）『日替わりおすすめメニューとお勘定計算』
●入選：水上貴晶さん（同３年）『コメダのメニュー発見』

スマートフォンサイト開発部門

アプリケーション開発部門

※学生の学年、教職員の所属・役職名は記事当時のものです。

More!! PICK UP STUDENT

　　　　　　　　　　　　　　　　 昨年11月21日
「NICOGRAPH2012」（芸術科学会主催）で優

れた研究論文発表に

贈られるベストプレゼンテーション賞を受賞しました。　
　　　　　　　　　　　　　　　　1月7日、8日の

両日、名古屋大学で

開催された国際シンポジウム「IWAIT(Internationa
l Workshop on Advanced Image Technology

) 2013」のアブスト

ラクト集表紙や学会バッグ、案内看板などに郡さんの
デザインが採用されました。　　　　　　　　　　　

　　　　1月23日～

27日ITTFワールドツアー2013オーストリアオープン
U-21 男子シングルスで優勝しました。5月13日～20

日にフランス・パリで

開催される「2013年 世界卓球選手権」への出場が決
定しました。　　　　　　　　　　　　　　　 1月2

8日常陸宮賜杯中部

日本スキー大会大回転成年男子Aで優勝しました。　　
　　　　　 　　　　　　　　2012-2013フリース

タイルスキーモーグル

全日本ナショナルチームメンバーに選出されました。

近藤菜々子さん（情報科学科4年）
郡由比子さん（情報科学科4年）

吉村真晴選手（経営学科1年）

船場博貴選手（経営学科4年）

四方元幾選手（経営学科1年）

その他の結果は下記の通りです。
【ベスト16】
男子シングルス

男子ダブルス

混合ダブルス

吉村真晴選手、森本耕平選手（同3年）

吉村真晴選手・森本耕平選手
共田準吾選手（同1年）・加藤由行選手（同1年）

北村祐馬選手（同3年）・髙木瞳選手（同4年）
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郡 由比子さん



藤村教授にとって自動車
工学の魅力とは何ですか？
　まずは、自動車工学を語
る前に、自動車の魅力とし
て、好きなところに好きな
時間に行けることでしょう
か。
　欧州は速度制限の無い
高速道路があり、車本来の
性能を思う存分、発揮出来
ます。日本では、欧州ほどパ
ワーを実感できないけれ
ど、操縦安定性や燃費、排
気ガスの良い車をつくるこ
とも重要で、そのような車
を自由に操れることも車の
楽しさであり魅力です。
　こういう車を作るには自
動車工学という学問が非常
に重要です。自動車工学と
は機械系の様々な学問を
集約した様なもので、幅が
広く、魅力的な学問であり、
自動車を作るには欠かせま
せん。

力を入れている事は何
ですか？
　トヨタで30年間エンジン
設計に従事してきました。
愛工大に赴任して以来、エ
ンジンの燃焼改良の研究、
学生フォーミュラ同好会の
顧問をしています。
　同好会では今年の9月に
出場する大会用のボディが
完成し、上位に食い込める
ように、学生共々力を入れ
ています。
　エンジンの研究に関して
は、エンジン評価設備を導
入しトヨタ自動車を始めと
する企業からの委託研究
を行っています。
　東海地域において、愛工
大のエンジンに関する研
究設備が一番だと自負して
います。これらの設備を更
に充実させながらエンジン
開発の推進をして行く事に
も力を入れています。

本学生に期待する事と
は何ですか？
　大学生活はあっという間
です。学生の本分は勉強な
ので、勉強した上でアルバ
イトや遊びも、楽しんでほ
しいです。
　自分が興味を持てるもの
を見つけて、実際にものを
作りながら専門的に勉強し
て得た知識は自分のもの
になるだけでなく、失敗か
ら新たに学ぶことも多く、
また知識だけでなく、自分
で作り上げた達成感や、繰
り返し手直しをする事によ
り、粘り強い精神力も身に
つけることができます。
　大学は自分の人格を形
成する場所であり、自分の
ポテンシャルを引き出し育
てる場です。自分の目標が
見えることで、企業で即戦
力になれる人材になって欲
しいと考えています。

⇨卒業研究製作ジムニー4D
Wシャシー教材

⇨名古屋モーターショーで
展示したF3000レストア

⇦6号館に展示されている
エスティマのエンジン

機械学科教授
谷本隆一先生に聴く

　1月7日のキックオフから「AIT STUDENT Chapter 13」の制作がはじまりました。1月の中旬から終わりにかけ、工学部機械学
科教授の谷本隆一先生、工学部機械学科教授の藤村俊夫先生、工学部都市環境学科教授兼地域防災研究センター長の正木
和明先生にインタビューをしました。インタビューを通じて大学教育にかける熱意や新しいことを進めようとする闘志、災害に
対する執念を感じました。快くインタビューに応じて頂きありがとうございました。今回の「AIT STUDENT」に協力して下さった
皆様にこの編集後記の場を借りて改めてお礼申し上げます。

　そして、情報科学科の鳥居先生を中心に集まった学生でつくるMaya倶楽部40人が音楽に合わせ立体物に様々な
映像を描き出す「プロジェクションマッピング」を12月22日名古屋市名東区の藤が丘駅前で披露しました。
　プロジェクションマッピングは映像をプロジェクターでスクリーンだけでなく建物などの立体物に投影すること
で、見る人に、対象物が動き変形し光を放つように錯覚させます。ここ数年、イベントやコマーシャルなど様々な分野
で活用され注目を集めています。通学に地下鉄、リニモなどを使う本学学生の利用も多い藤が丘駅前を学生の集う
街にとの思いから、今回のプロジェクションマッピングを企画しました。
　6つのグループに分かれて、映像を制作しました。高さ1.4メートルの箱を含め大小9個の箱に2台のプロジェクターを
使って投影し様々に変化する色鮮やかな立体的な映像が暗闇に浮かび上がり、幻想的な光景を創り出していまし
た。この日は約1000人の人が足を止めて幻想的な映像の世界に引き込まれていました。　

⇦藤村先生と学生の皆さん
フォーミュラ大会の様子

⇨自動車のエンジンの動力
を計測する動力計

⇦6号館に展示されている
トヨタF1 2005 V10エンジン 「Fujigaoka Projection Night」より上映した動画はこちらのURLからご覧になれます。http://vimeo.com/56275515

災害に立ち向かう愛工大災害に立ち向かう愛工大
正木和明教授に迫る。正木和明教授に迫る。
災害に立ち向かう愛工大
正木和明教授に迫る。○ 編集長： 松本 悠輔 ○ ライター ： 山中 大樹 ○ 撮影： 福田 龍  ○ 取材： 西原 佳祐  矢野 祐基

機械学科教授
藤村俊夫先生に聴く

■地域防災研究センターとはどのような
　施設ですか？

　地域防災研究センターは地震災害か
ら豊田地域や三河地域を守るために、文
部科学省の補助金で平成16年に設立さ
れました。
　この地域には自動車産業をはじめ、機
械や宇宙産業など、日本にとって重要な
産業がありますが、東海地震や東南海地
震など、地震が起きる確率が高いと予測
されています。これらの産業が地震の影
響を受けると、日本の経済や工業が機能
できなくなります。地震からこの地域の
産業を守る方法を研究することが、本セ
ンターを設立した最大の目的です。
　また、それを大学だけでなく、産業界
と連携して研究することも重要だと考え
ています。

■地域防災研究センターとはどのような
　組織ですか？

　大学の教授は教育と研究を兼任して
います。本センターは本学の教授10人と
博士課程を終了した研究者2人が交代で
24時間毎日研究をしているほか、企業か
らも約20人の方に時々来てもらい、産学
連携という形で研究を行っています。

■地震にはどう備えればいいですか？

　地震に対する備えには、会社や学校な
どの大きな組織が行う対策と、個人が行
う対策の２種類があります。本センターで
は大きな組織がどのような対策をしたら
いいのかを専門に研究しています。例え
ば大きな組織では、地震に限らず、災害や
事故などの予期せぬ出来事が発生した時
の行動計画を事前に策定しています。皆
さんも、地震が起きた場合はまず机に身
を隠し危険物を避けること、そして避難
経路を事前に確認しておくことが重要で
す。また、海岸線に住んでいる方は津波に
も十分警戒してください。津波が来てから
では遅いので、まずは逃げることが大事
だと思います。
　本センターでは気象庁からの緊急地震
速報を活用した、地震対策の研究にも取
り組んでいます。

■学生に期待する事とは何ですか？

　愛工大の学生は工学系や理系の人が
多いので、専門的な知識が豊富です。こ
の専門的な知識は、地震が起こった際に
も必ず役に立ちます。学生の力を借りて
日本の復興を助けることができればと考
えています。
　私も学生も仕事や勉強をしています
が、それが社会貢献につながれば、やりが

⇧正木センター長を中心に地域防災研究
センターで働く皆さん。

いや喜びを感じることができます。その
気持ちを忘れずに頑張ってほしいです。
それが日本を越え世界にまで広がればと
思います。
　今、私は学生消防団を作りたいと考え
ています。大学周辺の地域には、若い人
があまりいないので、昼間などに災害が
起きたときには愛工大の学生が助けにい
くことができればと思います。
　また、大きな災害が起きたときには本
学に隣接するモリコロパーク（愛知県長
久手市）が支援物資の集積地になり、仕
分けをしなければならないので、本学の
学生に手伝ってもらいたいと考えていま
す。事前に訓練や研究をし、様々なことに
役立ってほしいと思っています。
　それがセンター長として将来やってい
きたいことです。学生諸君には、大いに
期待しています。

谷本教授の講義ではど
のような事学びますか？

　講義では、日本の車は日
本人の手で作るというトヨ
タ（日本）のものづくりの精
神を学びます。
　昔、日本では車を開発す
ることは無理だと言われて
いました。しかし、トヨタは
日本人の手で作り上げ、こ
の努力、精神こそが今の大
企業の礎を築き上げまし
た。
　トヨタでは手を汚せと言
われるんです。ですから、
エンジンやシャシーなどの
分解作業で手を汚す授業
もします。また、本に載って
いないエンジニアの苦労
や、なぜこの車を作ったの
かなどを説明して、これら
の精神を学びものづくり
の、原点を知ってほしいと
考えています。

力を入れている事は何
ですか？

　一昨年、20年前鈴鹿サー
キットを走っていた「F3000」
を瀬戸の町工場から借り
てきて、学生たちがレスト
ア（新品のように復元する
事）をしました。部品を磨
いたり、錆を落としたり、
ステンレス加工や塗装した
り、実戦的な授業です。手
を汚すことがトヨタのポリ
シーであり現場主義なの
です。
　修復した「F3000」と卒業
研究として製作した「ジム
ニー４WDシャシー教材」は
授業の成果として名古屋モ
ーターショーに、展示しま
した。また、オープンキャン
パスや工科展には教材とし
て分解・組立などに使った
エンジンを出展しました。

本学生に期待する事と
は何ですか？

　自分の人生を自分自身
が納得できるように歩んで
ほしいと考えています。私
は座右の銘として「天才と
は誰にでも出来る事を、誰
にも出来ない努力を積み
重ねる事が出来る人」、「与
えられた仕事にベストを尽
くせばおのずと道が開かれ
る」と紙に書いて研究室に
貼っています。自分がやり
たいと思うことを、失敗し
ながらでもいいから簡単に
諦めず、自分の力で考え、
やり切ってほしいと思って
います。
　それから、与えられた事
に対してベストを尽くして
頑張ってほしいです。大学
でいろいろ学ぶことで道は
必ず開かれます。

　鳥研メディア情報研究会（情報科学科 鳥居一平准教
授）企画「AIT STUDENT」第13号です。今回は、機械学科と
防災特集ということで、機械学科教授、谷本隆一先生、同
じく機械学科教授、藤村俊夫先生、都市環境学科教授兼
地域防災研究センター長の正木和明教授にインタビュー
させて頂き自動車工学の魅力や、ものづくり精神、また災
害に対する心構えなど貴重なお話を聞かせて頂くことが
できました。さらに編集後記にて
去年12月22日、鳥居研究室に所属
する学生（Maya倶楽部）が行った
「藤が丘プロジェクションナイト」
の様子を掲載しましたのでどうぞ
ご一読ください。

※学生の学年、教職員の所属・役職名は記事当時のものです。

TOPICTOPICS1TOPICS1

TOPICTOPICS2TOPICS2
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●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。

学校法人　名古屋電気学園

学園は昨年創立100周年を迎え、将来に向けて一層の教育環境の整備・充実を行うため、「淳和記念館」建設（名古屋市千種
区若水）、大学教育設備の充実等の記念事業を行っています。
この事業の費用の一部に充てることを目的として、学園は、現在募金活動を行っています。
この募金に既にご協力いただきました方には、紙面を借りましてあらためて御礼を申し上げます。
これからの方につきましては、何とぞ、この募金事業の趣旨にご賛同のうえ、ご協力いただきたく、よろしくお願いいたします。

●お問合せ窓口
　名古屋電気学園創立100周年記念募金事務局　電話 0565-48-8711（代表）内線3117
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 メールアドレス bokin@aitech.ac.jp

できれば、多数の口数のご協力をお願いいたします。

●寄付金の種類
⑴法人／１口の金額は特に定めていません。
⑵個人／一般篤志家、同窓生、教職員等
　　　　在校生の父母

1口1万円
1口5千円

●寄付金の減免税措置
⑴法人／法人税の申告時に、ご寄付いただいた金額の全額を、
　　　　損金に算入することができます。
⑵個人／確定申告することにより、
　　　　寄付金額から2千円を差引いた金額が、
　　　　当該年の課税所得金額から控除されます。

Information

御礼とご協力のお願い

前期スケジュール early Schedule

5日●金3日●水 オリエンテーション

2日●火 入学式
新入生歓迎会

4月 April

～
9日●火3日●水 健康診断～

6日●土 前期授業開始

26日●金 前期授業終了
7月 july

29日●月 前期定期試験開始
28日●日 オープンキャンパス・27日●土

9日●金 夏季休業開始
8日●木 前期定期試験終了

8月 August受付時間9:00～17:00
※4/6（土）は11:30まで、4/7（日）を除く

　愛工大キャリアセンターと学園全体の後援組織「学校法人名古屋電気学
園　愛名会」（中部地区を中心に法人会員646社、個人会員298名が加
盟）による「平成２５年学内企業展」が2月14日、15日の両日、八草キャン
パスの鉀徳館で開催され、真新しいスーツに身を包んだ学生たちが次から
次へと来場し、会場は熱気に包まれました。
　学内企業展は、来春卒業予定の学部生、大学院生、愛工大情報電子専門
学校学生に、企業から企業概況、業種採用状況などの情報を収集してもら
い、就職活動に役立ててもらえればと毎年開催されています。
　開会と同時に各ブースとも次々に学生が並び、企業側はたくさんの資料
や大型液晶モニターなどを使い、自社で手がける製品から事業内容、待遇
など具体的な話を交え、懸命に企業をアピールしていたほか、学生たちもこ

の機会に出来るだけ多くの企業の話
を聞き、選択の幅を広げようと、熱心
に担当者の話に耳を傾け質問する姿
が見られました。
　本校の就職支援体制の最大の特徴
は、キャリアセンターと各専攻就職担
当教員との連携です。学生一人ひと
りにきめ細かな就職指導を行うこと

参加企業409社、参加学生は2日間で延べ3349人！！
後援会組織「愛名会」、キャリアセンター職員、教員が
しっかりバックアップします。

「平成25年度学内企業展」が開催されました。
就職戦線いよいよスタート！！

が国内屈指の高い就
職率に結実していま
す。今回の学内企業
展でも教員やキャリ
アセンター職員が、列
を作る学生たちの間
を周り、声かけをし、
学生をブースへ誘導
したり、相談に乗るな
どのサポートに努め
ていました。
　今後もキャリアセンターでは、『企業との懇談会』や『企業履歴書の判
定会』など企業の協力を得て、学生が担当者に直に接することで社会人
としての在り方を学ぶ機会を設けたり、『自己分析講座』『第一印象向
上講座』などさまざまな講座を開設し、自信を持って就職活動に取り組
めるよう、皆さんをバックアップしていきます。就職支援・講座のスケジ
ュールなどの情報は大学のホームページでも見ることができます。早め
早めの取り組みが就職活動を成功へ導きます。いつでも気軽にキャリア
センターに立ち寄り、是非、積極的に活用してください。

エクステンションセンターは八草キャンパス12号館1階にあり、学生たちのキャリアアップへの意欲をサポートして
います。学科・専攻の専門的な学びに対応する資格はもちろん、TOEIC®などのスキルアップ講座や公務員試験
対策講座などの各種講座を学内で開講していますので、将来の目標に応じて積極的に活用してください。

最新ニュースやイベントのご案内、学生の活躍の様子など、大学に関する様々な情報をお届けします。Facebookを通じて、
教職員・学生、地域の方、卒業生との交流が深まることを期待しています。 http://www.facebook.com/aikoudai

エクステンションセンター
からのお知らせ

ITパスポート(CBT試験対策)
基本情報技術者(秋季試験対策)
パソコン総合基礎(3級)
パソコン総合基礎(2級)
Webデザイナー検定（エキスパート）
CAD利用技術者2級（CBT試験）前期
CAD利用技術者2級（CBT試験）後期
CAD利用技術者1級(機械)
3次元CAD利用技術者(前期)
3次元CAD利用技術者(後期)      
TOEIC®（IPテスト）前期
TOEIC®（IPテスト）夏季集中
TOEIC®（IPテスト）後期

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 10

11

12

13

エクステンション講座 TEL:0565-48-8121（代表）
FAX:0565-43-1335 
MAIL:e-center@aitech.ac.jpお問合せ：愛知工業大学 エクステンションセンター

愛知工業大学公式ページを開設しました！Facebook

宅地建物取引主任者
2級建築士(学科試験対策)
インテリアコーディネーター検定(一次試験対策)
電気主任技術者(第三種)
危険物取扱者(甲種)
危険物取扱者(乙種第4類)
公務員

■
■
■
■
■
■
■

14

15

16

17

18

19

20

ITパスポート(試験問題対策)
簿記検定(3級)
ファイナンシャル・プランニング技能士(3級)
ファイナンシャル・プランニング技能士(2級／AFP)

■
■
■
■

1

2

3

4

■マークは自由ケ丘キャンパスにて開講のカリキュラムです。
■マークは本山キャンパスにて開講のカリキュラムです。

自由ヶ丘
キャンパスで
受講OK! 本山

キャンパスで
受講OK!

愛知工業大学 春季講座 『オープンカレッジ』開講
　本年度も、本学エクステンションセンター主催の春季公開講座『オープンカレッジ』が
4月から7月にかけて本山キャンパス（名古屋市・千種区）・自由ヶ丘キャンパス（同）を
一般開放し開講されます。『オープンカレッジ』では、さまざまな教養講座、語学講座、
ものづくり講座などが開講され、趣味や教養、仕事に生かすための知識・技術を学んだ
り、資格取得など自身のステップアップのためな
どに活用されています。
　講座は子供から大人まで幅広い年齢を対象に
しており、地域の活性化や本学と地域の相互交流
にも一役買っているだけでなく、幅広い年代の方
に愛知工業大学を知っていただく良い機会となっ
ています。 写真は昨年度のものです。
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