
　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。
　本学では開学以来50年以上にわたり、日本の産業界を支える「第一線で活
躍できる技術者の育成」という理念を掲げ、常に進化を続けてきました。ものづ
くりが盛んな愛知県に拠点を置く工科系総合大学として実学教育に徹し、社会
を守り未来を変えるための研究とその成果を、産官学連携や地域連携により社
会に還元しています。さらに昨今では国内はもとより、グローバルな舞台で活躍
できる人材の育成が求められており、本学でも東南アジアなどへの技術教育支
援を視野に入れ、協定校との交換留学制度を活発に推し進め、相互の国や大
学、学生の技術力向上に貢献しています。
　学内では昨年、教育の充実、研究の活性化、地域との密接な連携をさらに強
化するため、そして学生の知的好奇心や情熱をサポートするために『新2号館』
が誕生しました。1階フロアに併設された「ロボットミュージアム」は、今年3月に
開催された「ロボカップジャパンオープン2016愛知」の会場としても利用さ
れ、全国から大勢の次世代を担うロボット開発者が訪れました。6月には新食堂
と緑豊かな憩いの広場が完成します。学生の皆さんの交流の場として今まで以
上に学内がにぎわうことを期待しています。
　学生時代にはさまざまなチャレンジをする時間があり、本学にはそのための
制度や施設・設備が充実しています。あとは「失敗を恐れず、チャレンジする!」そ
の一歩を踏み出す勇気をもってください。失敗や挫折も糧になります。志を高く
持ち、専門知識を深めるだけでなく、チャレンジを通してたくさんの経験をして
ください。最初の小さな一歩が、卒業時には大きな一歩となって新しい世界に
羽ばたくことを願っています。
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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

自分たちの手でフォーミュラ
カーを製作し大会で上位入賞
を！など、学生のやる気を応
援！昨年は27企画に1500万
円を助成しました。

学外より安い受講料で資格取
得やスキルアップのための講義
を受講できます。原則学内開講
のため移動もなく、手続きの代
行もあるため手間を省けます。

技術指導員が常駐し、金属加
工や木材加工など、様々なもの
づくりへの意欲に応えます。授
業の課題やサークル活動など
でも利用されます。

学びに関する相談や、目指す進
路に必要な学習計画のアドバ
イスも。理解度に合わせた必要
不可欠な基礎学力を確実に習
得できます。

夢を形にするために。学内の制度・施設を存分に活用してください。
生チャレンジプロジェクト学学 クステンションセンターエエ

提携校との体験プログラムや
語学研修、本学の留学生との交
流会などの窓口です。時間のあ
る学生時代をぜひ有効活用し
てください。

際交流室国国らい工房みみ 習支援センター学学

高い就職率を維持し続ける秘
密がココに!一人一人の適性に
あった就活支援をスタッフが
親身になってサポートし、学生
と企業をマッチングします。
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ものづくり × AIT SPIRITSものづくり × AIT SPIRITS 世界はすぐそこに…紆余曲折のサクセスストーリー!!
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　本学在学中に「ICEE（電気工学技術国際会
議）2014｣で最優秀論文賞を受賞した、OB・河合
竜児さん。現在は東海旅客鉄道株式会社（JR東
海）でインフラ整備に関わっている。本学大学院
生であった当時に国際舞台で高評価を得るまで
の道のりには、様々な困難に立ち向かう不屈の精
神が息づいていた。
　受賞の対象となったのは、太陽光発電のための
気象データを用いた日射変動予測に関する研究。
東日本大震災以来、より安全に、より効率的に電
気を届けることが求められる中で注目が集まり、急
速に導入が進められている太陽光発電。しかし「気

ロボカップジャパン
レスキュー実機リーグへの挑戦

国内外の研究者も注目
災害調査ロボ「Scott」

　「ロボカップジャパン2015」レスキュー実機
リーグ総合競技で初優勝し会場を沸かせたの
は、知能機械システム工学研究室（機械学科・
奥川雅之准教授）率いる災害調査用ロボット
「Scott」（スコット）だ。災害現場で瓦礫に当
たると自動的に可動し、人がコントロールする
のは進行方向と速度のみという簡便ながら相
当な知恵者。2010年に開発が始まり、様々な
困難に直面しながらも、多くの機会や産学連
携の取り組みの中でScot tを大きく進化さ
せ、初の総合優勝を勝ち取った。
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ものづくりで社会の
役に立ちたい。まっすぐな思いが
世界への扉を開いてくれた。

国際学会での悔しさを胸に
英語力を磨いて再チャレンジ。
失敗は次の成功への
ジャンプ台になる。

象条件で発電量が左右されるので、太陽光発電だ
けに依存すると大停電の可能性もあります。そこ
で、太陽光発電の発電量を予測できれば、ほかの
発電方法を効率よく併用して、電気の供給を安定
させることができると考えました。そして、この研
究を通して人々 の役に立てれば、と思いました｣。

　2013年、河合さんにとって初の国際舞台での
発表の場となった、アジア最大の太陽光発電に
関する学会｢PVSEC-23｣。この大きな挑戦には
2つの理由があった。｢1つめは国内の学会で発表
を重ね自信がついたので、その力を海外の舞台で
試してみたいと考えたこと。2つめは、海外の研究

者の話を聞いて、今後の研究に活かしたいと考え
たからです｣。しかし、ここでの発表は言葉の壁に
阻まれ力不足を痛感することになった。自分の考
えをしっかり英語にできず、傍聴者に分かっても
らえなかったことを悔しく感じた河合さんは、こ
の雪辱を晴らすために奮起する。「このことをきっ
かけに、また英語で発表する機会を必ず作ろう、
そのために徹底的に英語を勉強し、今度こそしっ
かり伝えようと心に誓いました。まずTOEICなど
に取り組み、専門用語を覚え、スピーチ能力も磨
いて。英語の塾講師である叔母の助けも借りまし
た｣。この時に直面した課題が、河合さんのチャレ
ンジ精神をさらに掻き立てた。

　挫折は、英語力以外のことにも影響を与える。
｢自分の研究により力を入れました。課題が見つ
かれば解決のため徹底的に向き合い、成果を上
げる。検測台が急遽必要になった時には、みらい
工房で手作りをして研究を続けました｣。
　満を持して臨んだ「ICEE（電気工学技術国際
会議）2014」。「PVSEC-23」での経験をバネに
諦めず続けた努力が結実した。｢今度こそ成功さ
せるために、直前まで英語の発表練習を繰り返し
ました。受賞の瞬間は、素直に嬉しく、今までお世
話になった教授や、研究室のメンバー、そして大学
院まで通わせてくれた家族に感謝の気持ちがわ
いてきました｣。
　国際会議での経験や在学時に得たものは、社
会人となった今でも河合さんの中に根付いてい
る。｢一番役立っていることは、研究を通して身に
ついた答えのないものに対する取り組み方。そし
て学会で得たチャレンジ精神。社会人1年目で全
てが分からないことだらけですが、この2つを常
に携えて、日々精進しています｣。

「ICEE2014」の表彰状を手にする
大学院工学研究科（博士前期課程2
年）在籍時の河合さん。

「ICEE2014」での発表の様子。猛練
習の甲斐あって、英語でのスピーチも
滑らかだった。

「ロボカップジャパン2015」で優勝
した奥川雅之准教授（手前右）と研
究室のメンバー。

米国電気電子学会主催のシンポジウ
ムにて、実際の災害現場で質の高い
実証実験を兼ねた実演を行うScott。

失敗して、考えて、改善して。
その繰り返しが将来に生きてくる。

まず大事なのは、時間を有効に使うこ
と。その時間を使って多くのことにチャ
レンジしてください。失敗も多いでしょ
うが、そこでくじけず、失敗の原因を考
え改善を図ることが重要です。そしてま
たチャレンジする。許される範囲の失敗
なら、学生のうちにたくさんしておきま
しょう。そこから学んだことや、解決の
ために考えたプロセスが、就活や就職
後に必ず生きてくると思います。
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努力を続けていれば、必ず誰かが
見ていてくれる。

ものづくりで人の役に立つために、自分た
ちの技術をより高めようと日々努力を続け
ています。ロボカップジャパンはその努力の
成果を披露する良い機会として出場してい
たのですが、そこでScottを見た人が成果
を評価してくれて国内外のイベントに招待
してくれました。自分たちの目標に向かって
真摯に努力を続ければ、必ず誰かが見てい
てくれる、そしてたくさんの素晴らしい機会
に出会うことができると実感しています。

　出場3回目にして初優勝を果たした知能機械シス
テム工学研究室。前年の2014年にはScottとチー
ムを大いに飛躍させる2つのイベントがあった。
　同年9月にオーストラリアで開催された、学生を
中心としたロボット研究者向けのワークショップ
に参加。会場には、警察ロボットの実機展示や、
3Dプリンタでのロボット実作、プログラミングな
ど様々なロボットや技術が集結。その中で、覚え
た英語で一生懸命プレゼンテーションをしながら
Scottの実演を行った鈴木さんは、現地で様々な
国の人たちから｢もっとここをこうしたら？｣、｢階段
を登っていくところが格好いいね｣などの客観的
な意見や感想をもらった。「現状のScottの良い
点も悪い点もはっきり見えました｣。言葉の壁を身
ぶり手ぶりで乗り越えた愛工大チームにとって多
くの収穫があったワークショップになった。
　10月に入ると、北海道で開催された米国電気電
子学会主催のシンポジウムに出席。国内外から約
60名の研究者が集まる中、有珠山の麓の実際の
災害現場である建物内で、実証実験を兼ねた
Scottの実演を行った。その際、防塵・防水未対策

だったScottの内部に火山灰が入り込み、ハード面
での問題が明らかになる。浅井さんは｢実際の災害
現場ではまだまだ通用しないことが分かり、新しい
課題に向き合うきっかけになりました｣と語った。

　
　その後、民間企業エヌ・ティー・シーとの共同プ
ロジェクトにより2号機が完成。産学連携の取り組
みにより先代の課題であった加工精度や材料の選
定方法を改善したことで、ロボカップジャパンの初
優勝を勝ち取った。現在は実用化の話も進行中で、
既に設計済みの3号機が完成したら検証を行い、そ
の結果をフィードバックさせた次世代機を･･･と、愛
工大ブランドの実用ロボット誕生までもうすぐ。

　2015年1月と、11月には国土交通省主導の次
世代社会インフラ用ロボットに関するプロジェク
トのひとつである、トンネル崩壊事故を想定した
現場検証実験に参加し、つくば市にある700m
の模擬トンネルでScottの実用性や技術向上の
可能性を検証した。
　このように多忙を極める彼らがここまでの実績
を築いてこられたのは、「学内の研究・製作環境に
恵まれていることが大きい」とのこと。「ロボット
ミュージアムや、研究室の広いスペースと充実した
機器、みらい工房などの環境があるおかげで学内
ですべての工程の作業が可能でした。また、チャレ
ンジプロジェクトなどで費用面のサポートがある
こともありがたかったです」と松原さん。彼らと
Scottの成長ぶりに、今後もぜひ注目したい。

■2015年3月
大学院工学研究科
博士前期課程卒業

■2015年4月
東海旅客鉄道株式会社
（JR東海）入社

（右から）

※学年は取材当時のものです

工学研究科 生産・建設専攻
後期2年 鈴木 壮一郎 さん
工学研究科 機械工学専攻
前期2年 松原 秀彦 さん
工学研究科 機械工学専攻
前期2年 浅井 友将 さん

世界を舞台に技術・知識を磨く! 国内 外での挑戦を「糧」に、進化は続く!!

知
能
機
械
シ
ス
テ
ム
工
学

　
　
　
　
　  

　
研
究
室

知
能
機
械
シ
ス
テ
ム
工
学

　
　
　
　
　  

　
研
究
室

河
合 

竜
児

河
合 

竜
児

電
力
シ
ス
テ
ム
工
学
研
究
室

電
力
シ
ス
テ
ム
工
学
研
究
室

産官学の力を結集
実用化に向けて本格始動

オーストラリア シドニーで行われたワークショップに参加した3人。

自身のステップアップのために。
国際学会への挑戦。
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国際学会への挑戦。

地道な研究や努力
全ての経験が自分を磨く。
地道な研究や努力
全ての経験が自分を磨く。
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　大学院工学研究科博士前期課程・電気電子
工学専攻2年の三好宏明さんは、一般的に蓄電
のために使用されている「鉛蓄電池」に着目。
「鉛蓄電池」を長寿命化できれば、再生可能エネ
ルギーを効率的に運用し、トータルコストの削
減などにもつながるのではないかと調査を行
い、その結果を「ＤＣ マイクログリッドにおける
フライホイール蓄電装置の制御運用手法の検
討」と題し発表しました。
　同1年の吉田光貴さんは、風力発電に着目。落
雷から風車を守るために設置された「避雷塔」に
どのような落雷現象が起こり、どのような雷保
護効果があるのかを「2013年度 内灘風力発
電所における雷観測」にまとめ発表しました。
　ふたりは、『再生可能エネルギーの安定供給』
という大きなテーマに取り組み、みごと
「2015年（第33回）電気設備学会全国大会」
にて発表奨励賞を受賞しました。

　　 院生二人が電気設備学会
全国発表奨励賞を受賞

　１月20日、電気・電子・情報関係学会東海支
部連合大会で優秀論文に選ばれた学生の表彰
式が名古屋市で開かれ、本学電気学科から電
力システム工学研究室の大学院工学研究科博
士前期課程電気電子工学専攻２年の瀧川洋平
さんが「電気学会Ｂ賞」、同２年の中川晃二さん
が「連合大会奨励賞」、電気エネルギー工学研究
室の同１年の吉田光貴さんが「電気学会Ｂ賞」を
それぞれ受賞しました。
　瀧川さんの論文は「競技用ソーラーカーによ
る分散型ＭＰＰＴの検証」で、太陽電池の効率を
ソーラーカーで実証しました。
　中川さんの論文は太陽光発電に関連した
「単独運転検出に負荷条件の差異が与える影
響」とのタイトルで、試験条件に差異のある発電
保護装置に関する２つの規格を検討しました。
　吉田さんの論文は「上越風力発電施設１号機
を対象とした平成25年度の冬季雷観測」と題
し、同施設から得られたデータを基に雷放電発
光と電流波形の関連性を調べました。

　　   院生３人が電気・電子・情報関係学会
東海支部連合大会で受賞

棚おろしで薬品類を総チェック

　コンピュータネットワーク・分散処理研究室（水
野忠則教授）４年の平野睦さんが、共著論文「ス
マートフォンにおけるリズムパターン認識ライブラ
リを目指して」で、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の
Work in Progress萌芽賞を
受賞しました。一定のリズムを
スマートフォンに認識させ、登
録したリズムパターンと比較す
ることで、複数の家電などを手
軽に制御する方法を研究。実際
の家電制御に応用しました。

　1月7日から2月5日まで大学で保管する薬
品類の適正管理を徹底し事件や事故を防ぐた
め、「薬品管理システム」に登録されている約
5800点の薬品の棚おろし作業が行われ、薬品
類を扱う研究室を対象に初めて学内すべての
薬品室、研究室の薬品棚、危険物倉庫などが慎
重にチェックされました。

　分析化学という学問と技術を駆使して、生命や環
境の異常を発見する分析法を創っています。例えば
呼気中の微量なガス成分を検出することにより、疾
病の早期発見につながるかも知れません。また環境
汚染の指標である化学物質の試験方法について産
官と連携して改定を行っています。当研究室の実験
の成果が医療や環境問題の解決に少しでも貢献で
きるよう、学生と共に研究に励んでいます。

生命・環境分析化学研究室（応用化学科・手嶋紀雄教授）

　業務用ビルから住宅までを対象に、より省エネル
ギーなシステムの構築・運用方法、及び自然エネル
ギーの有効利用を目指した建築の研究を行いま
す。実際の建物データを利用した分析評価とシミュ
レーションにより、人々が快適な生活を送りながら
も、可能な限りエネルギー消費量を削減できるシス
テム・技術の実現に取り組み、地球環境問題の解決
に貢献する環境意識の高い技術者を育成します。

環境・設備研究室（建築学科・河路友也教授）

03  |    AIT news AIT news    |  04

Catch-up 本学の研究室のなかから、注目の2つの研究室を紹介します!

ものづくり × 研究室ものづくり × 研究室 11 ものづくり × 研究室ものづくり × 研究室 22

Japan Popculture Award　中日新聞社賞をダブル受賞！
　愛・地球博記念公園（愛知県長久手市）で開催
された総合ポップカルチャーイベント「ぽぷかる
５」でJapan Popculture Award　が発表さ
れ、ＣＧメディア研究室（情報科学科・水野慎士教
授）の「愛工大チームDCC」が発表した実際の影
とＣＧにより創りだされた影が共存し新しい世
界観を演出する作品『Magic Shadow』と、
「どっと☆cpp」が発表した、ゆすったり叩いたり
することで球体に映写される映像が四季を表現

　平成27年度秋期に開催されたＩＴ系の国家資
格である情報処理技術者試験で、本学経営学科
３年の加藤貴大さんが「ITストラテジスト試験」
に全国最年少（２１歳）で合格しました。
　「ITストラテジスト試験」はIPA（情報処理推進
機構）が実施している情報処理技術者試験の中
でも高度試験のひとつに数えられ、そのなかで
も最高峰の資格です。
　加藤さんは、今回の試
験合格率が１４．６％とい
う難関を見事に突破し
ただけでなく、合格者平
均年齢が３９．９歳という
なかで、全国最年少（２１
歳）の合格者という栄誉
にも輝きました。

学校防災シンポジウム　愛知・岐阜・長野の小中教師らと意見交換
　本学が各地の小中学校と連携して取り組んで
きた防災マップ作りなどの事例を紹介し、意見
交換するシンポジウム「マップからはじまる学校
防災～小中学校と研究者のコラボレーション～」
が、2月27日に八草キャンパスで開催され、地域
防災の拠点となる小中学校の教師や行政の防
災担当者ら約150人が参加しました。先進的な
活動、管理防災と防災教育の在り方、集団避難行
動などについて事例報告され、「防災でなく徹底

　　 計測自動制御学会
中部支部若手研究発表会で
優秀発表賞を受賞
　大学院工学研究科博士前期課程・電気電子
工学専攻１年の満吉悠太さんが、平成27年度
の計測自動制御学会中部支部若手研究発表
会で優秀発表賞を受賞しました。
　満吉さんは、小型で微小な変位を発生でき
る圧電素子で構成する多自由度マイクロロボッ
トの研究に取り組んで
います。「圧電素子を
用いた３自由度インチ
ワームの速度特性」と
題した発表では、駆動
周波数を変化させたと
きの変位と駆動速度と
の関係を明らかにしま
した。

　　　   　広告配信システムで
イノベーション賞を受賞
　電気学科技術職員の池田輝政さんと情報
科学科の菱田隆彰准教授が企業との共同研
究で開発した広告配信システムが、電子情報
通信学会の知的環境とセンサネットワーク研
究会の主催する2015年度センサアプリケー
ションアイディアコンテストでイノベーション賞
を受賞しました。
　開発したシステムは、現実のショッピング
モールなどを想定し、利用者が商品に興味を持
つと、ウェアラブルデバイス（AppleWatch）
の生体センサー
が反応し、タイミ
ングよく適切な
広告が表示され
る画期的な仕組
みです。

正木教授が豊田市消防本部で「防災講義」
　地域防災研究センター長の正木和明土木工学
科教授が昨年12月22日、豊田市消防本部で消
防職員約30人を対象に防災に関する講義を行
いました。
　同消防本部では日ごろの訓練のほかに地震防
災の専門的知識を身につけることで消防活動に的
確に対応できるようにと、地震災害の専門家によ
る生の講義という形で初めて実施しました。本学

森田靖教授が日本化学会学術賞受賞
　応用化学科の森田靖教授（物性有機合成化学）
が、日本化学会の第33回学術賞を受賞しまし
た。会員数約３万人に及ぶ我が国を代表する学
会の一つである日本化学会の各賞受賞は本学の
教員として初の快挙です。
　受賞対象となった森田教授の研究テーマは、
「開殻有機Π電子系分子およびその集合体の合
成と材料応用」。分子構造的にも電子構造的にも
斬新なΠ電子系有機分子を設計・合成し、物性を

調べ、それを基に新しい有機電子材料の開発に取
り組んでいます。
　森田教授は「20年以上にわたる基礎研究の斬
新さ、重要さを評価
していただいた。こ
れからも学生ととも
に世界を相手に戦っ
ていきたい」と喜び
を語りました。

　　　平野睦さんが
Work in Progress 萌芽賞を受賞
情報科学科

応用化学科大学院

大学院

大学院

情報科学科

電気学科・情報科学科

       「ITストラテジスト試験」
に全国最年少で合格
経営学科 北海道函館市から

本学の産学連携を視察に

する『まっぴんきゅ～』の２作品がインタラクティブ
部門で「中日新聞社賞」をダブル受賞しました。

■ラグビー部
【全国地区対抗大学大会】  ●優勝
■競技スキー部
【中部日本学生スキー選手権】 ●男子総合準優勝
・四方 元幾（経営学科4年）
【フリースタイルスキーW杯】 ●男子デュアルモーグル10位
【全日本スキー選手権】 ●男子デュアルモーグル優勝/シングル3位
・熊谷 和真（経営学科2年）
【中部日本学生スキー選手権】 ●大回転優勝/スーパー大回転3位/回転6位
・瀧川 幸広（経営学科1年）
【常陸宮賜杯中部日本スキー大会】 ●大回転成年男子A優勝
■卓球部
・吉村 真晴（経営学科4年）
【全日本卓球選手権】 ●男子シングルス3位
・吉田 雅己（経営学科3年）
【全日本卓球選手権】 ●男子ダブルス優勝
■フェンシング部
・佐藤 彰太（経営学科2年）
【ジュニアW杯スロバキア・スイス大会】 ●男子エペ個人戦出場
・島田 翔大（経営学科1年）
【JOCジュニアオリンピックカップ】 ●男子サーブル個人戦準優勝
【ジュニアW杯メキシコ大会】 ●男子サーブル個人戦第７位

スポーツクラブ活動　結果報告
卓球部　吉村真晴選手　
世界卓球2016 銀メダル獲得
リオ五輪にも出場します
　マレーシア・クアラルンプールで開催された世
界卓球2016で、卓球部の吉村真晴選手（経営
学科4年）が男子団体に出場し、日本男子団体
としては39年ぶり
となる銀メダルを獲
得しました。吉村選
手は３月に本学を卒
業。8月に開催され
るリオ五輪(ブラジ
ル)にも出場します。
応援よろしくお願い
します！

元横浜打撃コーチ 高木由一さん
野球部を指導
　大学硬式野球部の春季練習と沖縄キャンプ
に、プロ野球・横浜ＤｅＮＡベイスターズの元打撃
コーチ高木由一さんが、臨時コーチとして参加し
ました。春季リーグに向け選手一人ひとりの動
きを観察しながら基本的なフォームやバッティ
ングについて指導しました。

した減災の意識を」と、学校と地域のかかわり方な
どをテーマに活発に意見交換が行われました。

左から、三好宏明さん、吉田光貴さん

左から、指導した石井成美教授
と加藤さん

左から、中川晃二さん、瀧川洋平さん、吉田光貴さん

　２月５日、北海道函館市の『産学連携 クリエイ
ティブネットワーク』と『函館工業高等専門学校
地域連携協力会』が本学八草キャンパスを訪れ、
ロボットミュージアム・地域防災研究センター・耐
震実験センターを合同視察しました。今後の事
業展開、生産等の改革・改善に役立てる目的で、
製造業や産学連携について先進的な愛知県を
訪れたもので、産学連携を実践する高等教育機
関として本学に白羽の矢が立ちました。

と豊田市が締結している包括的連携協定に基づく
社会貢献の一つにもなりました。
　正木教授は地震
発生のメカニズムや
マグニチュード、震
度、地震力、液状化
など地震全般につ
いて説明しました。

左から、菱田隆彰准教授、池田輝政さん

提供：卓球レポート

検索愛工大詳細はWEBで!

AIT TOPICS

※学年は取材当時のものです
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　8月21日（日）から9月11日（日）までの22日
間、アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市内でアメリカ
語学研修が行われます。愛工大専用クラスでの英語
レッスンや、ハワイを満喫できる多彩な課外活動が
満載です。ハワイの家庭にホームステイをしながら、
思い出に残る夏休みを過ごしてみませんか？
　定員は申込み先着20名です。本学学部生及び大学院生で、健康状態が良好であれ
ば、誰でも応募することができます。語学力は問いません。ぜひ、ご参加ください!!

参加企業をチェック!!

◎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。

学内イベント、研究室の様子、クラブ活動、学食の様子など、
愛知工業大学の色々な情報をどんどん発信していきます!
Facebookでフォローして、愛工大を盛り上げよう!

愛知工業大学の
公式チャンネルができました。

722人の人が と言っています

http://www.facebook.com/aikoudai

※2016年3月現在

学内企業展参加レポート
学校法人 名古屋電気学園 後援会「愛名会」主催

火 ●水3/12016 2

　企業が一同に集まり、愛工大
の学生向けに就職説明の機会を
設けていただけるイベントです。
企業で働く方の生の声を一日で
何社分も収集できます。特に学
園全体の後援会組織、愛名会主
催の企業展では愛工大OB/OG
が企業側のスタッフとして参加
することも多く、相談にもより親
身に対応してもらえますよ。

学内企業展とは?

海外語学研修は貴重な体験の連続!!
まずは、説明会へ参加しよう!!

CAREER CENTER newsCAREER CENTER newsCAREER CENTER newsCAREER CENTER news

ScheduleScheduleScheduleSchedule

2016年春のキャリアセンターニュース
今回の参加企業は
今回の参加企業は437社2日間で延べ3,255人の学生が参加
3,255人の学生が参加

アメリカ語学研修の参加募集が
始まります。

April
4 1日●・4日●・5日●金 月 火

1日●・4日●・6日●～9日●金 月 水 土

オリエンテーション

健康診断

授業開始6日●水

2日● 入学式土

July
7

試験開始27日●水

オープンキャンパス23日●・24日●日土

前期授業終了26日●火

August
8 夏季休業開始6日●土

国際交流室 インフォメーション
4月～8月

　積極的に質問してくれる学生がいる
と企業としてもうれしいものです。自分
から前に出る姿勢を見せるとよいと思
います。いつか後輩と一緒に仕事がで
きればいいですね！応援しています！

就 職 支 援 Schedule

5月
■今から始める就活相談会
■瑞若会（同窓会）主催企業展

■学部4年生・院2年生対象
■学部3年生・院1年生対象
■自由ヶ丘キャンパスのみ

■就活対策講座
  （「筆記試験・WEB講座」の案内など）

May

6月
■就活対策講座
　（スタートアップガイダンス）

June

7月 July

アメリカ語学研修 説明会のご案内アメリカ語学研修 説明会のご案内

◎語学研修についての問い合わせは第2本部棟4階国際交流室まで！！

4月27日（水）
12:20～13:00 12:20～13:00

12号館2階202教室

■説明会日時

去年、研修に参加しました!
日本にいる時とは違って英語で会話する毎日はヘトヘトになりましたが、充実
した研修でした。もし、少しでも海外に興味があれば是非参加してみてはいか
がでしょうか？日本で学べないたくさんの事が学べますよ！

八草キャンパス

4月28日（木）

3階303教室自由ヶ丘キャンパス

コミュニケ̶ション
シートは5枚程用意!!

大学スタッフの方から
アドバイスをもらう。

■第1回就職ガイダンス
キャリアセンタースタッフや就職情報会社
が今年度の状況や就活の準備などについ
てレクチャー

※4年生対象の支援イベントは、状況に応じて
　適宜実施する予定です
※各イベントは日時、タイトルなど変更になる
　場合がありますので、詳細は必ずホームペー
　ジやco-netでの案内をご確認ください

■キャリアセンター就活塾①
自己PR・企業研究などの就活準備から、
履歴書作成などの実践演習まで、小人数
制の講座で指導

気になった会社は
しっかりメモ。

企業の方の話を真剣に
聞く。

初めて企業展に
参加しました!

有意義な一日でした!

　今日だけで6社を回りました。WEB
や冊子からだけでは伝わりにくい社風
や仕事の内容など、直接聞ける機会
は貴重だと思います。今後もできるだ
け参加して情報収集するつもりです。

企業展参加学生の感想企業展参加学生の感想 企業展参加OBメッセージ企業展参加OBメッセージ

詳細は
キャリアセンターHPで!
最新情報をCheck!!

0404
stepstep

0303
stepstep

当日

0505
stepstep

0101
stepstep

前日
までに

経営学科3年

（都市環境学科3年）

2013年3月卒 機械学科OB

電気学科3年・機械学科3年

0202
stepstep

※学年は取材当時のものです

〈2016年度 前期〉




