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10月8・9日、大学祭と同時開催で工科展が行われました。
研究室やサークル、チャレンジプロジェクトなどで取り組まれている
各種研究や挑戦について紹介・展示され、来場者の注目を集めました。

10月8・9日、大学祭と同時開催で工科展が行われました。
研究室やサークル、チャレンジプロジェクトなどで取り組まれている
各種研究や挑戦について紹介・展示され、来場者の注目を集めました。

工科展に参加した37団体中33団体は学生チャレンジプロジェクトにも参加。
学生チャレンジプロジェクトで輝く面白い取り組みも1,2ページにて紹介しています!

　8月18日、リオ五輪・卓球男子団体の決勝戦に出場した本学卓
球部OB（2016年3月経営学部卒）の吉村真晴選手が日本卓球
男子団体としては初の銀メダルを獲得しました。
　日本チームは準決勝で強豪ドイツに勝利し決勝に進出、決勝の
中国戦では世界ランキング上位の選手に対し大健闘しました。
　吉村選手の活躍を応援すべく、本学でも準々決勝から八草キャ
ンパスにてパブリックビューイングによる応援を実施。
オリンピック後の9月15日には、吉村選手が本学に来校し報告会
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吉村真晴選手、リオ五輪

結果発表
学生委員会審査による一般部門 一般来場者投票によるステージ表彰

卓球男子団体で銀メダル!!
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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

話題のIoTの仕組みで部屋の温度
や湿度・気圧を計測し、扇風機な
どを制御する技術を発表。

を行いました。報告会にて吉村選手は「4年後の東京五輪でさらに
高い壁を乗り越えていきたい」と述べ、今後のさらなる活躍を力
強く誓いました。
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システム工学研究会
情報科学科・伊藤暢浩教授

知能機械システム工学研究室
機械学科・奥川雅之准教授

「ツアーガイドロボット」

「おもしろ材料 形状記憶合金」 W受賞!!

最優秀賞最優秀賞

優秀賞

メディア情報研究会
情報科学科・鳥居一平教授

「仮想空間と連動座席」

知能集積システム研究室
機械学科・内田敬久准教授

「作業支援ロボット」

材料力学研究室（戸伏壽昭教授）
機能材料研究室（松井良介准教授）
高機能材料加工・力学研究室（武田亘平講師）

※下記３研究室の合同研究
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3DCGの仮想空間と座席の上下左右の
動きを連動させることにより、「より直感的な
シミュレーション」を可能にする研究。

「快適をIoTで実現」
ベストオブ工科展ベストオブ工科展

後援会特別賞

　熱を加えると元の形状に戻ろうとする特性を持ち、医療や福祉、環境など様々な分野での応用が期待さ
れる形状記憶合金。その特性をわかりやすく伝えるために考案されたのが『腕相撲マシーン』だ。『腕相撲マ
シーン』は形状記憶合金のバネを用いて製作されており、バネには縮んだ状態を「記憶」させてある。腕相
撲が始まると挑戦者はグリップ部分を握りマシーンを倒そうとするのだが、マシーン下部に使用しているバ

ネに電流を流して熱を加えるとバネが元に戻ろうとして縮み、グリップを
引っ張るため一向にマシーンは倒れない…という仕組み。
　3研究室は、それぞれが違う素材の形状記憶合金や形状記憶ポリマー
の特性を活かした機能や活用法などの可能性を日々研究・追求。週に1度
行う研究報告会も合同で行い切磋琢磨している。３研究室合同で学内イ
ベントに参加したり交流企画も多く、研究だけでなくキャンパスライフを
大いに楽しむ良き仲間でもある。

2016年3月経営学部卒

瑞若会（同窓会）賞 瑞若会特別賞
機械学科
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上記2団体以外にも! 28年度 学生チャレンジプロジェクトに採用された団体一覧

築150年の古民家の修復プロジェクト

ものづくり × チャレンジプロジェクトものづくり × チャレンジプロジェクト 学生の挑戦を応援!!

学生チャレンジプロジェクトとは、学生自身が考え申請した企画の中から優秀な企画を採用し、助成金を支給する制度です。　　大学での学びを実践・検証しながら、さまざまな社会経験を得られる貴重な機会となっています。

■指導教員：経営学科／小林富雄 准教授 ■指導教員：建築学科／瀬古繁喜 教授

学生チャレンジプロジェクト学生チャレンジプロジェクト学生チャレンジプロジェクト学生チャレンジプロジェクト 実学教育に挑戦!実学教育に挑戦!実学教育に挑戦!実学教育に挑戦!で 今しかできない

　岐阜県中津川市蛭川の山腹にある築約
150年の古民家の修復に取り組むのは、建築
学科の瀬古繁喜教授の材料施工研究室に所
属する4年生と、1年生から3年生の有志で集
まった学生たち。2014年からほぼ隔週で現
地を訪れ、少しずつ古民家の修復を進めてき
た。全ての始まりは大学に送られてきた一通の
メール。所有者とともに古民家を譲り受けてく
れる人を探していた方が、瀬古教授が関わって
いた豊田市での古民家修復の取り組みを知
り、大学へメールを送ったことが学生チャレン
ジプロジェクトにつながった。
　学生たちは瀬古教授の指導の下、床のフ
ローリング施工、内装壁の漆喰塗り、耐震化
を検討する測量の3つに役割を分担して作
業を進める。「今の学生たちは手を動かして
体験する機会が昔に比べて少なくなってい

ます。活動を通して実作業の難しさを知り、
どうしたらうまくできるのか自分なりの気付
きを得てもらいたい」と瀬古教授は語る。
「大学の講義ではできないことも体験できる
のが魅力です」と話すのは、プロジェクト
リーダーを務める4年生の安藤俊彦さん。ノ
ミを片手に床材を加工する眼差しは真剣そ
のもの。手際のよさは、多くの気付きを得て
きた証拠だろう。

　プロジェクトを通して成長を遂げる学生も
少なくない。リーダーの安藤さんとともに活
動を牽引してきた4年生の伊藤大貴さんもそ
の一人だ。「活動では全てを自分たちで計画・
準備する必要があります。そのため、計画的
に物事が進むような段取りを考えることがで
きるようになりました。また、参加できないメ

ンバーのために進捗状況を記したレポートを
作成することで、相手に分かりやすく伝える文
章力が身に付いたと思います」と自身の変化
を口にする。活動で得られるものは学生の成
長だけではない。「漆喰の真っ白な壁、無垢の
ヒノキのフローリングが張られた床が綺麗な
形となって現れた時の感激と、自分たちの手
で古民家の様相が変わる喜びを学生たちに
感じてほしい」と瀬古教授。
　全ての修復が終わるのは数年先となるが、
地域住民は「学生たちが宿泊できるセミナー
ハウスのような場所として活用され、若い人た
ちが集まるようになれば地域の活性化につな
がる」と期待を寄せる。学生たちが自らの手を
動かして身に付けた知識と技術は、先輩から
後輩へと受け継がれ、再び古民家に人の営み
をもたらそうとしている。古民家が完全修復
される日が待ち遠しい。

計画から施工まで、学生自らが
手を動かして学ぶ。
計画から施工まで、学生自らが
手を動かして学ぶ。

古民家を学生の成長と
地域活性化の拠点に。
古民家を学生の成長と
地域活性化の拠点に。
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ETロボコン2016参戦による組み込み技術の学習

H28年　演算増幅器設計コンテストの参加

2016　美浜ミニバイク6時間耐久レースへの参戦

ビームライフル練習装置の製作と大会に向けた技術向上

CQ EVミニカート筑波レースへの参加

レーシングカート　SL石野カートMシリーズへの参戦

（指定の走行体に開発したシステムを組み込み、自律走行を競う ET ロボコンで入賞を狙う）

（演算増幅器を設計・試作し回路設計技術を競うコンテストに参加、集積回路アナログ回路設計手法の習得を目指す）

（プロペラを使わず揚力を確保し、飛行時間の長いドローンを製作する） （コミュニケーションゲーム「人狼」を人工知能で行い人と人工知能のインタラクションの実現を目指す）

（バッテリー運用やモータ改良、エネルギーマネージメントの高運用化で上位入賞を目指す）

（世界最高峰のソーラーカーレースにオリジナルカーで出場する）

（愛工大のイメージキャラクターである「鉄人」の開発やイベント出展を実施する）

（マシンを一から作り上げ、全日本学生フォーミュラ大会に参戦する）

（自律的な移動ロボットの技術を開発・公開する「つくばチャレンジ」での上位入賞を狙う）

（コミュニケ―ションを通じて人へ癒しを与えるケアロボットの製作を行う）

（RoboCup 災害救助部門での入賞を狙う。また実用化への取り組みも実施）

（９月に開催されるジャパンブリッジコンペティションに参加。主要部門の上位入賞を狙う）

（最新情報科学技術を用いたインタラクティブコンテンツの制作）

（モデルロケットなどを開発し、製作、打ち上げの研究やコンテスト出場での入賞を狙う）

（災害現場で活躍できるロボットの開発と製作、関連コンテストでの入賞を狙う）

（中部地域での社会利用とG空間EXPO（GEOアクティビティフェスタ）で優秀プレゼンター賞を目指す）

（二足歩行型ロボットの研究を通して開発と製作を行う）

（本物の山車をもとに鉄人２８号の世界観に合わせた近未来的な山車を製作。からくりとの共演を目指す） （全国の大学や専門学校等の設計課題作品を対象とする建築コンテストで新人賞を目指す）

（大会に勝つためより安全で完成度の高い車両の製作、整備技術、運転技術の向上を目指す）

（3Dプリンターなどの高機能装置を用いて今までにない高機能なものを考案、設計・製作する）

（人が作業できない、または難しい場合において人の代わりに作業を行うロボットの開発）

（開発・制作したマシンで燃費性能を競う大会に参戦する）

（人工知能及びロボットを競う RoboCup のサッカー、災害救助部門への参戦）

（３DCGの仮想空間と座席の動きを連動させ、より直観的なシミュレーションを実現する研究）

（効率よく射撃技術を高めることができる装置を製作し、ビームライフル競技へ参加）

（大学での学びからステップアップし実務設計も含んだ国際コンペへ参加、入賞を目指す）

（大学で学んだ知識をフィードバックし完成度の高いカートを自分たちで組み立て・整備してレースに参戦）

（美浜ミニバイク 6時間耐久レースに参戦する）

（自作の EVカートで筑波レースへ出場し上位入賞を狙う）

（建築・設計分野における各競技会やコンペで入賞を狙う）

パラグライダー型ドローンの製作

山車

ジムカーナやダートトライアルの大会への参加

インテリジェントものづくりプロジェクト

Hondaエコマイレッジチャレンジプロジェクト

作業支援ロボット開発プロジェクト

RoboCupプロジェクト

学生フォーミュラ大会参戦プロジェクト

つくばチャレンジへの参加

ケアロボットプロジェクト

AIT鉄人プロジェクト

ソーラーカーレース鈴鹿に向けた新たな車両製作

2016 Ene-1 GP SUZUKA KV-40チャレンジへの参加

人狼知能プロジェクト

建築新人戦2016

ブリッジコンペティション2016

情報技術を用いたインタラクティブ映像コンテンツの製作と展示

レスキューロボット研究会

宇宙機開発プロジェクト

ドローンによる三次元地理空間情報作成のための空撮練習場のソフト整備

二足及び多足歩行ロボットの製作

古民家を私たちの手で復活!!
地域活性化に貢献

Future: 01Future: 01 Future: 02Future: 02

※上記の「フードロス対策の可視化を通じたものづくり支援と地域活性化」と「築150年の古民家の修復プロジェクト」は除く

2016年度　日本建築学会設計競技・愛知建築士会学生コンペ・その他設計競技
およびインスタレーション

International Competition for Architectural Ideas SUNCHEON ART 
PLATFORM

ハイドロシリンダを用いた姿勢計算による機動性の高い運動制御及び仮想空間の連動

フードロス対策の可視化を通じたものづくり支援と地域活性化

RoboCup Rescue 競技ルールにもとづいた屋外調査するロボットの
悪路走行性評価

本職さながらの漆喰塗り

のみを手際よく動かす学生たち

11月に完成したフローリング部分とメンバー
全体完成を目指しこれからも作業は続く

古民家の外観

　昨今様々なメディアで取り上げられている
｢フードロス｣と呼ばれる食品の食べ残し。 こ
の“食べられるのに捨ててしまう”フードロス
を減らそうと地域社会に呼びかけていく活動
が今秋始動した。環境省が推進する｢3R
（Reduce・Reuse・Recycle）活動｣の視点
を取り入れた、フードロス削減を目的としたプ
ロジェクトである。指導するのは、フードロス
の研究を評価され「第20回日本流通学会奨
励賞」を受賞した小林富雄准教授。

　飲食業から出される食べ残しは、食品メー
カーのそれとは異なり、削減対策が手付かず
になっている。食べ残しを持ち帰るための｢ド
ギーバッグ｣と呼ばれる箱や袋は米国では当た
り前の存在だが、日本では食中毒への懸念や
残り物の持ち帰りは恥ずかしいといった、お店

と客の双方の理由からなかなか普及しないの
が実状だ。さらに、｢いいことだと思っても行動
に至らないのが日本人。学生たちも食べ残し
はよくないということは理解していてもアク
ションを起こす人は少数派だと思う｣と小林准
教授。それを踏まえたマーケティングの手法が
今回の課題でもある。“環境にいいから”“食べ
残しは悪いから”という理由だけでは、人々は
簡単に動かない。どのような活動をすれば、ド
ギーバッグを使うことを恥ずかしいことではな
く素敵なことだと思ってもらえるのか。道は険
しいがやりがいは充分にある。

　3Rの1つ目、Reduce（リデュース＝廃棄物
を減らす仕組みづくり）では、食べ残しを見直
してドギーバッグの普及促進を目的とした寸
劇を作り、地域の小学生などを対象に上演す
る。現在、学生たち自ら寸劇のストーリーや配

役決めを行っているところだ。2つ目のReuse
（リユース＝捨てずに活用する）では、自由ヶ丘
キャンパス近くにある「自由ヶ丘商店街」の協
力を仰ぎ、お客さまにドギーバッグの啓蒙活動
を実施。3つ目のRecycle（リサイクル＝再生
して役立てる）では、それでも出てしまう食品
ごみを堆肥にして、駅前に花を植える。これが
このプロジェクトの考える3Rだ。
　今年12月には華やかなビオラのプランター
が自由ヶ丘駅前を彩る。地元の景観づくりに
貢献するとともに、大学の存在感やプロジェク
トの活動の認知促進を図るために、プラン
ターには大学名とプロジェクト名も表記する。
「学生たちの活動を、学生たちの力で社会にア
ピールすることは、就職活動にも必ず活かされ
る」と考える小林准教授。このプロジェクトを
通して学生たちが社会とどのように繋がるの
かということも、マーケティングを学ぶ上での
重要なポイントになるのだ。
　現在、プロジェクトの専用HPを制作中。今
後も学生たちの取り組みに注目したい。

工科展でドギーバックの普及に努める学生

日本流通学会奨励賞を受賞した小林准教授（左）

寸劇の内容について話し合う学生たち

食べ残しを救う｢ドギーバッグ｣、
日本で広がらないのはなぜ？
食べ残しを救う｢ドギーバッグ｣、
日本で広がらないのはなぜ？

3Rを実践して地域貢献。
いいコトは大いにアピールしよう!
3Rを実践して地域貢献。
いいコトは大いにアピールしよう!

フードロスを減らそう!!
食品廃棄物ゼロへの挑戦



　本学教職課程の学部生と院生、今春卒業生
の合わせて４人が今年度の公・私立の高校教
員採用試験に合格しました。
　合格者は、三重県私立高校教員（情報）に
情報科学科４年の丹羽巧さん、愛知県私立高
校教員（電気）と岐阜県立高校教員（同）に大
学院工学研究科博士前期課程２年の水嶋大
輔さん、愛知県立高校教員（機械）に平成27
年度機械学科卒業の城旗優さん、岐阜県立高
校教員（デザイン）に同・建築学科卒業の直井
美の里さんです。今春卒業生の２人は工業高
校教員として本学から初の女子合格者であ
り、後輩たちに「何があってもあきらめない
で」とエールを送っています。
　10月26日には城旗さんらも助言者として
参加した教職課程の教育実習報告会が10号
館大講義室で開かれ、在学生約110人が出
席しました。

高校教員採用試験合格者が
後輩にエール

　10月16日、名古屋市中小企業振興会館・
展示ホールで「第11回 愛知県建築士会 学
生コンペ 2016」の公開2次審査が行われ、
本学の住・商空間デザイン研究室（建築学
科・安井秀夫教授）の見野綾子さん、浅井漱
太さん、伊藤啓人さん、大山兼五さん（いずれ
も建築学科4年）が最優秀賞を受賞しました。
　コンペのテーマは「移る建築」。4人は、さ
まざまな世代が交流や憩いの場として利用す
る「公園」をスポットに、子供のために存在す
る遊具を、世代を問わず人々のためのモノと
して、多様な使い方で都市公園の姿を変える
ことを目指しました。
　公開2次審査のプレゼンテーションでは、
『球具』がもたらす新しい空間について提案
した結果、可能性は未知数ながら、斬新な発
想と今後の展開が楽しみであるとして、審査
員から好評を得て、見事に最優秀賞を受賞し
ました。

　　  第11回 愛知県建築士会
学生コンペ 2016で最優秀賞

　　  抗がん剤治療の女性向け
ウイッグ商品化に取り組む

　10月9日、日本電気自動車協会（JEVRA）が
主催する「2016年CQ EVミニカート筑波レー
ス」で、本学の「AIT-PELMoD」が特別賞を受
賞しました。電気
学科・元谷卓講師
の指導の下、ス
ピードが速く、長
時間走れるモータ
の作製に試行錯誤
を重ねレースに挑
みました。

　機械学科の武田亘平講師が抗がん剤治療・脱
毛症向けの女性ウイッグの製造・販売に当たる大
阪市の企業グローウイング（堀江貴嘉社長）と共に
傷病で頭髪を失った女性が違和感なく装着でき
るウイッグの商品化に取り組んでいます。
　堀江社長が形状記憶ポリマーの素材に着目し、
新たな商品化を目指して武田講師の研究室に特
性の分析を依頼されたのが始まりで、現在、武田
講師は実験室の引張試験機を用いて、形状記憶ポ
リマーを人肌の感触に近
づけて快適に装着でき
るようにするための力学
的な数値を調べるなど
の協力を行っています。

　降水から河川・湖沼・地下水等を経て海洋に到達
して水蒸気として大気にいたる水循環過程を通し、
水理学・水文学および環境工学を基礎に、水・物質
の流れが持つ物理・化学的特性や流域の人間活動
が災害時の水辺の安全や日常の生活環境に及ぼす
影響の評価および未然防止と事後対策検討のため
の調査・計画・管理について、講義・演習・実験およ
び卒業研究が一体となるよう取り組んでいます。

水工・環境研究室（土木工学科・城戸由能 教授）

　スマートフォンに内蔵される加速度・角速度・気
圧・WiFiなどの様々なセンサを用いた屋内位置・歩
行軌跡・建物構造を生成する研究や、音楽メディア
を介して人対人のコミュニケーションを促進させた
り、人対計算機のインタラクションを円滑するための
システムなどを研究しています。高度ICT社会に必
要な位置情報サービスとコミュニケーションメディ
アのあり方を追求し実用化を目指します。

ユビキタス情報処理研究室（情報科学科・梶克彦准教授）
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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

愛工大テクノフェアを開催　技術シーズを一斉公開
　11月18日、八草キャンパス1号館で「愛工
大テクノフェア2016」が開催されました。本学
の総合技術研究所、3研究センター（地域防災
研究センター・耐震実験センター・エコ電力研究
センター）、並びに大学院（工学研究科、経営情
報科学研究科）、大学3学部7学科14専攻で実
施されている研究や技術シーズについて企業や
地域社会に公開し、本学の産官学連携や地域貢
献活動を促進することを目的としています。

　日本建築学会が主催する「2016年度支部
共通事業日本建築学会設計競技」において、
住・商空間デザイン研究室(建築学科・安井秀夫
教授)に所属する後藤由子さん(大学院工学研
究科博士前期課程2年)と長谷川敦哉さん(建
築学科4年)が発表した作品が優秀賞を受賞し
ました。作品は『裏水暮らし「裏水線」のこれから
のあり方』。長野県飯田市に残されている「裏界
線」と呼ばれる路地空間を舞台に「裏界線」を水
路としても活用。「裏界線→裏水線」とすること
で暮らしと空間を融合
しながら共に歩んでい
くというこれからの
「裏界線」のあり方に
ついての提案が高く
評価されました。

中国語スピーチコンテストに
11名が挑戦
　10月22日、自由ヶ丘キャンパスで「第34回
全日本中国語スピーチコンテスト　愛知県大会
（特定非営利活動法人 愛知県日中友好協会主
催）」が開催され、本学からも「大学生の部」の
朗読部門に10名とスピーチ部門に1名の計11
名の学生が参加しました。
　指導した張新力教授は「難しい発音や言葉の
抑揚など、練習の成果を充分に発揮しました。」
と労をねぎらいました。

紅葉の八草キャンパスで
恒例の駅伝大会
　11月8日、第36回愛知工業大学駅伝大会が
紅葉に彩られた八草キャンパスで行われ、約
608名の学生や教職員が参加しました。コスプ
レや趣向を凝らしたパフォーマンスで見学者を
楽しませたり、各チームが練習の成果を発揮す
る場となりました。ま
た、特別参加として地
元の豊田市立大畑小
学校の児童を招待し地
域交流を深めました。

「Team AI」が「ART VISION 2016」世界大会ファイナリスト16作品に選出
　世界最大規模のプロジェクションマッピングイ
ベントである「ART VISION2016」において、
情報科学部・鳥居一平教授が率いる「Team AI」
の齋藤淳也さん（情報科学科3年）を中心に総勢
50名で制作した「Embryo」が、最終審査でベス
ト16に選出されました。数百にもなる応募作品
から選ばれたファイナリスト16作品は、9月24～
27日に本選となる世界最大規模の光の祭典「モ
スクワ国際フェスティバル」で上映されました。

　総合技術研究所は「多元ナノ構造解析シス
テム」（透過型電子顕微鏡）を設置し、10 月13
日に見学会を実施しました。システムは、材料
科学の世界標準となっている200kV透過電
子顕微鏡であるJEM-2100Plus型をベース
に構築されています。最新の大口径X線検出器
を装備しており高感度成分分析が可能で、操
作性も大幅に向上していることが大きな特徴
です。炭素触媒、セラミックス微粒子、半導体

構造の分析評価に利用されています。

情報科学科

建築学科建築学科 土木工学科

  　　CQ EVミニカート筑波レースで
特別賞を受賞
電気学科

機械学科

       日本建築学会設計競技
2年連続の優秀賞

最先端のＩＣＴ施工技術を体験 全日本大学総合卓球選手権大会で
女子ダブルス35年ぶりの優勝！
　女子卓球部の楠川愛子選手（経営学科３
年）・石田葵選手（同１年）のペアが、10月27～
30日に長野市真島総合スポーツアリーナで開
かれた「第83回全日本大学総合卓球選手権大
会（個人の部）」の女子ダブルスで、部として35
年ぶり5組目となる優勝を果たしました。

　10月１日、少子時代を迎えた中で、建設業の
魅力や「やりがい」を若い世代に正しく伝えよう
という建設産業関係者による出張講座が八草
キャンパス一帯で開かれました。建設業の若手
経営者らでつくる中部建設青年会議の新建設
産業創造委員会が主催し、今年で３回目。土木
工学科３年生の92人が受講し、「建設業」に関す
る講義、ドローンや杭打ち誘導ナビなどＩＣＴ技
術を活用した測量システムなどの実習を体験し
ました。

陸上部 出雲駅伝・全日本大学駅伝
東海選抜で疾走
　陸上部の生川智章選手と松井駿佑選手（い
ずれも経営学科3年）が全日本大学駅伝の東
海学生選抜に選出され、11月6日、「第48回
全日本大学駅伝」で5区と7区を疾走しました。
陸上部は10月に開催された出雲駅伝にも4
年ぶりに出場し、過
去最高タイでゴー
ル。来年はチーム
を底上げし、全日
本大学駅伝に愛工
大として出場を目
指します。

■フェンシング部
第66回関西学生フェンシング選手権大会 
/・団体戦（男子フルーレ）優勝・団体戦（男子サーブル）準優勝
・佐々木 拓海（経営学科１年）
第66回関西学生フェンシング選手権大会 / 個人戦（男子フルーレ）優勝

■ゴルフ部
・佐野 琢朗（経営学科１年） 愛知県学生ゴルフ選手権競技 / 優勝
・小田 将吾（同） 愛知県学生ゴルフ選手権競技 / ３位
■柔道部
愛知県学生柔道新人優勝大会 /男子団体優勝

■ヨット部
2016年度秋季中部学生ヨット選手権大会 /470 クラス優勝

■レーシングカート部
第21回 L.I.K全日本学生カート選手権 /総合準優勝
・夏目 南斗（機械学科1年） 
第21回 L.I.K全日本学生カート選手権 / ＦＤオープンクラス優勝
・角谷 昌紀（同1年） 
第21回 L.I.K全日本学生カート選手権 / ＳＳクラス（第一決勝）準優勝
・岡田 知輝（機械学科３年） 
ＳＬ石野カートＭシリーズ第７戦 / KT-Oクラス優勝

■卓球部
平成28年度東海学生卓球秋季リーグ戦 
/・男子団体1部優勝・女子団体1部準優勝
・楠川 愛子（経営学科３年）/石田 葵（同１年）
第83回全日本大学総合卓球選手権大会（個人の部） / 女子ダブルス優勝
・藤村 友也（同4年）/吉村 和弘（同2年）
第83回全日本大学総合卓球選手権大会（個人の部） / 男子ダブルス準優勝
・藤村 友也（同4年）
第5回「日本リーグ・日学連対抗」卓球ドリームマッチ / 男子シングルスベスト4
ITTFワールドツアーチェコオープン大会 / 男子一般シングルスベスト16
第45回後藤杯卓球選手権 / 男子シングルス優勝

スポーツクラブ活動　主な結果報告

ネクストジェネレーション2016で審査員賞
　9月4日、名古屋市都市センター（名古屋市中
区）で開催された「ネクストジェネレーション
2016 課題講評会」で建築学科3年の川瀬清
賀さんが審査員の木辺智子さん(日本インテリ
アデザイナー協会理事)から審査員賞を受賞し
ました。この講評会は、東海地区7大学の女子学
生が建築・インテリア実習課題についてプレゼン
テーションするもので今後の活躍が期待される

建築学科

学生の作品展示や学生間の研
究交流の場として注目されて
います。
　川瀬さんは、「住空間設計1」
の授業（建築学科・安井秀夫教
授）の課題として取り組んだ作
品「門」が優れていたとして教
授に推薦され応募しました。

総合技術研究所　多元ナノ構造解析システムを設置

左から、水嶋さん、
丹羽さん、直井さん、
城旗さん

右から、指導した張教授と参加した11名

左から、見野さん、浅井さん、伊藤さん、大山さん

左から、後藤さん、長谷川さん

左から、35年ぶりにダブルス優勝した楠川愛子選手・石田葵選手

４年生が貴重な体験を
語った教育実習報告会 検索愛工大詳細はWEBで!

AIT TOPICS
2016年9月～11月中旬のトピックスを紹介



愛工大附属図書館 1 号館２階
ソファルーム

インドア派のあなたへオススメ！！インドア派のあなたへオススメ！！
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1 号館２階
メディアセンター

今年６月にリニューアルオープンしたセントラル食堂の2階・オープン

テラスでバーベキューをすることが可能になります！開放感のある心地

よいテラスでのバーベキューはきっと格別の思い出になること間違いな

し！利用申請については、詳細が決まり次第 co-net でお知らせします。

愛工大でBBQ! ?

＊学生のみでの利用は出来ません ＊コンロの貸出しがあります

セントラル食堂２階オープンテラス

運動好きなあなたへオススメ！！

利用方法
鉀徳館の 2 階、202 号室にある事

務室で受付を行っています。

利用可能時間 月・水・木曜日  /  9:30~16:00     金曜日 / 9:30~13:00    ( ただし 13:00~14:00 は事務室閉室 )

『運動器具借用願』と『トレーニン

グ室使用受付』があるので、利用

したい器具や施設にあわせて必要

事項を記入します。

必要事項を記入したら、係の人に紙

と代表者の学生証を提出します。

(トレーニング室を利用する場合は

利用者全員分の学生証が必要です)

1

2

3

運動器具の貸出し
貸出し可能な器具

バスケットボール

バレーボール ドッジボール

テニスボール（硬式・軟式）

野球ボール（軟式）

ソフトボール サッカーボール

バドミントン（ラケット、シャトル、ネット）

野球グローブ（軟式のみ、左右あり）

テニスラケット（硬式・軟式）

フリスビー

バット（軟式、ソフト）

編集後記
10月11日のキックオフミー
ティングから制作が始まっ
たAIT STUDENT chapter 24
が完成しました。
初めて編集長を任され、
誌面の作り方や構成など、
多くのことを学ぶことがで
きました。
忙しい中取材に協力してく
ださった鉀徳館事務員の矢
野様、学生の方々、制作に
協力してくれた全ての方々
へこの場を借りてお礼を申
し上げます。

編集長 : 藤重 裕二

自分の手持ちの本だけじゃ物足りな

い！という方は愛工大附属図書館

へ行ってみましょう。　

およそ 33万冊の本の中から

あなたにとって最高の1冊を

見つけてみませんか？

休憩時間や疲れた時は、ソファルー

ムへ行ってみてはどうでしょう？

フカフカのソファでくつろぐのは

とても心地いいですよ。

軽く横になる事もでき

ます。

八草キャンパス１号館２階メディア

センターには映画を始め様々な

ジャンルのDVDが5000本

以上あります。グループ用

のブースで友達と一緒に

観る事もできます。 貸出し方法
学生課の左側にある『運動用具貸出

場所』と書いてあるパネルの近くで

受付を行っています。

『運動器具借用願』に借り

たい用具や利用時間など

必要事項を記入します。

1

2

記入が終わったら、係の

人に『運動器具借用願』

と代表者の学生証を提出

します。

３

一番鉀徳館を利用している運動好き

な専攻は電子情報工学専攻でした。

また、学年別では意外なことに全体

の利用者のうち６割以上が一年生と

いう結果になりました。
＊セントラル広場以外を利用する場合は学生課に申し出てください。

電子情報工学専攻

機械創造工学専攻

応用化学専攻

最下位

3 位

2 位

1 位

スポーツマネジメント専攻

TEAM AI ( メディア情報研究会 )  が制作する
「AIT STUDENT」第 24 号です。
今回は「愛工大を遊びつくそう！！」をテー
マに、大学内各所にある様々な娯楽スポット
を紹介します。これを見て、大学生活を余す
ことなく楽しみましょう！

その他の施設

セントラル広場

サッカー場

テニスコート

陸上競技場 球技場

バドミントン

バレーボールバスケットボール

トレーニングルーム

鉀徳館は授業時間外や部活

動時間外だと自由に使うこ

とができるんです！ぜひ皆

さんも利用されてみては

いかがでしょう？

鉀 徳館

17.1%

13.3%

12.6%

1.6%

鉀徳館利用者ランキング
（鉀徳館事務室調べ）
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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
公式チャンネルもご覧ください。

849人の人が と言っています

http://www.facebook.com/aikoudai

※2016年11月現在

CAREER CENTER newsCAREER CENTER news 2016年冬のキャリアセンターニュース

1月～3月
〈2016年度 後期〉ScheduleScheduleScheduleSchedule

January
1 7日●土 冬季休業終了

10日● 授業開始火

30日● 後期授業終了月

31日● 後期定期試験開始火

March
3

31日● 春季休業終了金

卒業式23日●木

February
2 1 3 日●月 春季休業開始

防災訓練を実施しました!

就 活 支 援 スケジュールキャン
パス八草

業種別研究会
1/21●土

就職ガイダンス
2/9●10●木 金

1/11●水 2/23●木1/25●水

2/15●水

3/14●17●火 金

2/23●24●木 金 3/21●～24●火 金

就 活 支 援 スケジュールキャン
パス自由ヶ丘

※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

詳細はキャリアセンターHPで!
最新情報をCheck!!

そのほかにもさまざまな就活支援講座があります

　11月2日、学校法人名古屋電気
学園の設置校(愛知工業大学・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)で
一斉に避難訓練が行われ、全体で
5,752名が参加しました。
　訓練は午前11時44分55秒、紀
伊半島沖を震源とするＭ8.5の東
海・東南海連動型巨大地震が発生
したとの想定で始まり、緊急地震
速報のサイレンとともに「地震が
来ます」の放送が各設置校に流
れ、授業中の学生たちは机の下に
隠れるなどした後、一斉に避難先
に向かいました。
　八草キャンパスでは担当者らが
避難者を誘導したり被害拡大の
防止に努め、怪我人の応急処置を
するなど本番さながらの訓練を
実施。学生・教職員、居合わせた学
外の方を含め、3,355名が避難場
所のサッカー場に避難し、学科ご
とに点呼を取ったり初期消火活動
の訓練に取り組むなど災害時に
取るべき行動や連絡事項などを
確認しました。
　また今年は昨年新設された新2

号館1階のロボットミュージアム
内に初めて対策本部が設置され、
怪我人の把握や交通状況の確認
など、本番同様のシミュレーショ
ンが行われました。
　八草キャンパスは災害時に近隣
住民の方の避難場所としての活用
を想定されるほか、防災・減災に
ついて研究を行う大学として、地
域貢献の観点からもその存在意
義が期待されています。

インターンシップ体験レポート！インターンシップ体験レポート！インターンシップ体験レポート！
平成28年度夏季インターンシップ参加者 延べ320名（受入企業195社）
学生が実際に現場に入って見学・体験し、実践的技術感覚を体得するとともに、社会人としての人間性
を養い、将来の職業適性について考える機会として、インターンシップを実施しました。

春季インターンシップも実施しています

夏季インターンシップの流れ
4月～6月中旬
学生受付開始

4月　
インターンシップガイダンス

5月～7月中旬
マッチング

8月　
インターンシップ事前講習会

★8月上旬～9月中旬　
インターンシップ実施

10月中旬
専攻別事後報告会

▶ 11月1日～12月20日まで受付
▶ 2月から3月末日にかけて随時実施
▶ 事後報告会は4月末を予定

★インターンシップに
　参加したきっかけ
アルバイト経験だけで就
職活動を始めることに不
安があり、参加しました。
キャリアセンターに相談
して愛工大の学生の派
遣実績がある企業を紹
介してもらいました。

左から、天野華子さん、川上遥佳さ
ん、中田愛莉紗さん（いずれも応用
化学科3年）

★インターンシップ
　参加前の準備
インターンシップ前に行わ
れる事前講習会に参加しま
した。そこで配布されるテ
キストにはインターンシップ
の心得やビジネスマナーな
ど、教わったことが掲載さ
れており、参加前までに何
度も読み返しました。

★インターンシップに
　参加してみて
実際の仕事を体験する
だけでなく、社会人とし
ての考え方や経験な
ど、先輩方といろいろ
な話ができたのはとて
も貴重な体験でした。

★参加を悩んでいる
　方へ
インターンシップへの参
加を悩んでいるならぜ
ひ参加することを勧め
ます。就活中の企業研
究なども広い視野で考
えることができますよ。

メイクアップ講座
1/17●火 ◎女子学生向け

面接基礎＆ES対策講座
2/13●14●16●17●月 火 木 金 2/21●22●火 水

SPI受験会

企業展

第一印象向上＆GD実践演習講座 面接実践演習

第２回 実力確認テスト 自己表現向上のポイント

2/23● 木
数的処理問題・解法解説講座

3/8●水
一般企業展

2/9●10●13● 3/6●13●金木 月 月 月

模擬GD&面接演習（予約制）

グループディスカッション

■地元企業交流会（静岡・三重）

私たち、夏のインターンシップに
参加してきました!!

ぜひ参加してみて!!

学部3年生・院1年生対象

その他、予約制の講座等があります。

学部3年生対象

■あいちブランド企業交流会
3/1●2●4●水 木 土

■愛名会企業展

3/9●10●木 金

■一般企業展

〈全員〉 〈希望者〉


