


　ＡＣＥ同窓会の皆さ

ん、お元気でご活躍の

ことと思います。母校

の近況をお知らせしま

す。３月２１日に単位

制第１回の７９名が卒

業して、同窓会の新会

員になりましたので、

宜しくお願いいたしま

す。ＡＣＥ卒業生総数は１,９９２名になりました。卒業生

のうち 9 名が愛知工業大学、や豊橋技術大学に編入学し、

６６名が企業に就職しました。就職内定率は９４．３パー

セントになりました。4名が決まっていませんが、引き続

き就職支援を行います。

　４月7日には、ご来賓や学園役員の皆様のご参列を頂き、

入学式が行われました。昨年は定員１１５名を超える

１２５名の新入生を迎えましたが、今年はそれ以上の

１２９名の元気で活気あふれる若者が入学しました。入

学者数が定員を上回ったのは平成４年の開学以来、２年

連続です。就職に強いこと、即戦力となる資格取得に力

を入れていること、愛知工業大学への編入学が有利なこ

となどが評価されてきた結果だと思っています。また、

会長挨拶 　太田　淳

校長挨拶 稲垣　愼二　
自分のペースで学ぶことができる単位制を導入したこと

もポイントになっているかも知れません。

　次に教職員の異動についてお知らせします。山内康義

先生と村瀬正敬先生が定年になられましたが、引き続き

特任教授としてこれまでと同じ講義や実習を担当してい

ただいています。柴田清司事務長が大学経営学部の事務

長に転出し、自由ヶ丘キャンパスに勤務しています。僅

か 1 年でしたが、ＡＣＥの規定や規則などの見直しをして

いただきました。代わりに一昨年まで事務長だった岩井

貞二さんが大学エクステンションセンターから事務部長

として戻ってきました。以前は兼務でしたが、今回は専

任となりましたので豊富な経験と人脈を生かしてＡＣＥ

を牽引していただけると期待しています。

　皆さんに配布していた学生便覧は随分と小型でしたが、

今回からＡ４版にして中身を充実させました。内容は①

学生生活の基本的なことについて，②修学について、③教

育課程表、④学生生活について、⑤学則・諸規則であり、

付録を含めて７１ページとなっています。学生さんが充

分に活用することを期待しています。

　最後に会員皆様のご活躍とご多幸をお祈りし、創立

２６年目を迎えているＡＣＥの発展のためにご協力を頂

きますようお願いしてご挨拶といたします。

 　さて、世の中はアメリカの政権交代、隣国の軍事演習

など、先行き不安な環境の中で、我々は日々生活していま

す。日本の中でも様々な問題があり、仕事や家庭、地域社

会を通して多種多様な問題に遭遇します。そのような波乱

の中で、まず、個人の思い、考えも必要となってくるので

はないでしょうか。時に周りや時代に流されることもあり

ますが、最後に頼れるのは自分自身であり、家族、仲間、

友人だと思います。

同窓会では、年代を超えた幅広い会員同士の「つながりを

深める場」として発展していきたいと思います。

　最後になりましたが、同窓会員の皆さんの一層のご活躍

とご多幸をお祈りいたします。

　ＡＣＥ同窓会員の皆さん、そして

この春ＡＣＥを卒業し新たに同窓会

員となられた皆さん、ご健勝にお過

ごしのこととお慶び申し上げます。

月日の流れるのは早いもので、前会

長より現職を引き継いでから早 1 年

が過ぎました。

この 1 年間に専門学校の卒業式、入

学式に来賓として出席させていただきました。初めてのこ

とばかりで、毎回貴重な経験をさせていただいていると実

感しております。

新同窓会員の皆さんは、社会で、また大学で新たな経験を

されているのではないでしょうか。経験されたことは、今

後皆さんが歩まれていく中の『転機』で役に立ってくれる

と思います。ぜひ、新しいことにチャレンジしてください。
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学科だより　 高度情報処理学科

　卒業生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。

元気にご活躍のことと拝察致します。

平成２８年度は２年制課程１４名、３年制課程

６名の卒業生を送り出すこととなりました。

２年制課程におきましては、単位制が始まり初

めての卒業生を送り出すことができました。単

位制導入により、１単位で泣くこともあり益々

自己管理が求められるようになっていると思っ

ております。就職希望の学生においては、旭情

報サービス株式会社をはじめとして殆どの学生

が SE やプログラマなどの専門職に就くことがで

きました。さらに編入試験に挑んだ学生も愛知

工業大学、豊橋技術科学大学などへ合格しまし

た。今年度の就職活動においても株式会社

NEXCO システムなど初めて内定をいただいた会

社もあり、順調に進んでおります。これもひと

えに皆様のご活躍の賜物だと存じます。今後と

もよろしくお願いいたします。

　資格取得状況ですが、皆様が過ごした学生時

代と変わらず、経済産業省の国家試験に向け、

日々勉学に励んでいます。その甲斐あってか、　

２・３年生が受験した今年４月の国家試験で「基

本情報技術者取得率６０％超を達成することが

できました。１０月に初めて受験する１年生も、

先輩方を目標とし、合格目指してがんばってほ

しいと思います。ベンダー資格におきましては

３年制課程の学生が Oracle Silver に全員合格す

ることができました。MCP、MOS、Ｃ言語プログ

ラミング能力認定試験など様々な資格を取得す

ることができました。卒業までに少しでも多く

の資格を取得できるよう楽しく厳しく指導した

いと考えております。

　そして、今年度入学者は２年生課程１１名

３年制課程３６名、の入学者になりました。

２課程をあわせた定員を超えたため座学、実習

ともに教室いっぱいになって勉学に励んでいま

す。

今後の高度情報処理学科をよくする為、企業で

の貴重な経験を話しに来てください。楽しみに

待っております。 

　最後になりましたが、卒業生皆様の益々のご

活躍とご発展をお祈りいたします。

教授　中山　貴子
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学科だより　 教授　河合　忍情報工学科

　卒業生の皆さん、お元気でいらっしゃいますか。

新任当時を振り返ると、学生のみなさんとは兄弟・

姉妹のようでしたが、今では学生のお母さんの世代

になりつつあります。それでも気持ちだけは変わら

ず、新任の頃のように若々しくパワフルでありたい

と思っています。

さて、平成２８年度の情報工学科は、全員が就職す

ることができ、２２名の卒業生（DTP・Web デザイ

ン７名、情報ネットワーク１５名）が巣立ちました。

資格試験においても高い合格率を維持し、特に

CG-ARTS 協会の検定試験においては、団体と個人の

両方で賞をいただきました。以下に両コースの主な

試験の実績を紹介します。

その他、DTP・Web デザインでは、地元の団体から

作品制作の依頼を受ける機会が増え、お隣にある郷

土資料館のリーフレットを制作させていただきまし

た。（詳細は１２ページをご覧ください）

また、今年度は、情報ネットワーク２３名、DTP・

Web デザイン１４名の新入生を迎えてスタートしま

した。近年、入学者が増加傾向にあり、実習室の PC

の台数は足りるのだろうか？とハラハラして新年度

を迎えるという大変喜ばしい状況です。

これも卒業生の皆さんのご活躍と実績のおかげと感

謝するばかりです。

卒業後、職場でキャリアを積み重ね職務内容に変化

のあった方、転職された方、ご結婚された方など、

さまざまかと思います。ぜひ近況をお知らせくださ

い。楽しみにしております。みなさまのますますの

ご活躍とご多幸を心よりお祈りしております。

河合　忍（skawai@ aitech.ac.jp）

森島　茂樹（morisima@ aitech.ac.jp）

DTP・Web デザインコース

【主な資格取得】

CG-ARTS 協会　マルチメディア検定ベーシック 100％

CG-ARTS 協会　Webデザイナー検定ベーシック 100％

Illustrator クリエイター能力認定試験　100％

Photoshop クリエイター能力認定試験　71％

【表彰】

　豊田市民美術展　豊田市長賞、豊田市教育委員長賞

情報ネットワークコース

【主な資格取得】

シスコ技術者認定試験 CCENT　100％

シスコ技術者認定試験 CCNA　40％

IT パスポート　100％

基本情報技術者試験　80％
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学科だより　  掛布　英辰電子制御学科 特任教授

　卒業生の皆さんお元気でしょうか。私は今年度（平

成２９年度）がこの学校での最後の１年となります。

６０歳で定年を迎え、５年間の再雇用期間も今年度

末で終了します。あと１年、頑張っていきたいと思っ

ています。

さて、それでは、電子制御学科の近況をお知らせし

ましょう。まず、今年３月の卒業生についてですが、

１５名が卒業しました。就職が１２名、大学編入が

３名です。

また、今年の新入生は２０名で、これに、昨年度入

学した学生で、情報工学科および高度情報処理学科

からそれぞれ１名ずつの転学科生が加わり、今年度

の電子制御学科１年次の学生数は２２名となりまし

た。

設備関係では、昨年度にアームロボットの更新を行

いました。今まで使用していたアームロボットは、

専門学校ができて２年目に２年生の電子工学応用実

験用として他の実習装置とともに導入したものです。

当時、電気・電子と機械を融合した、いわゆるメカ

トロニクスの分野は非常に重要な分野の１つと考え

ておりましたので、これらに関連した学生実験のテー

マの１つして取り入れたものです。このアームロボッ

トは学生実験のほか、体験入学での授業あるいは卒

業製作でも使用してきました。しかし、数年前より

正常に動作しなくなることが度々あり昨年度更新し

た次第です。製造メーカはこれまでのものと同じ三

菱電機で、形名は MELFA RV-2F-D です。皆さんのな

かにはこの機種を実際に扱ったことがある方もい

らっしゃるかもしれませんね。

次に、卒業製作についてですが、従来と同じく、光

センサ、超音波センサ、加速度センサなどのセンサ

を使用した自律型のロボットをいくつか製作しまし

た。また、昨年度から、卒業製作の授業時間を従来

の２倍の週４コマとしました。これにより、ロボッ

トの製作時間および報告書等の作成時間にかなりの

余裕ができたのではないかと思っています。

　以上をもって電子制御学科の近況報告としたいと

思います。今後の、皆さんの一層のご活躍を期待し

ております。
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学科だより　 CAD・CAM学科 橋本　秀則

　卒業生のみなさん、元気でお過ごしでしょう

か。各持ち場、立場で鋭意努力され、ご活躍の

ことと思います。月日が経つのは早いもので平

成１３年に本校に着任し１６年（非常勤も含め

ると１８ 年）が経ちました。私が着任した時に

指導して頂いた棚橋先生や林先生の当時の年代

に達したわけで、すっかりベテランの域であり

ます（笑）。

　私事はさておき、まずは CAD・CAM 学科の現

状報告ですが、昨年度の卒業生は２２名でした。

残念ながら就職率は１００％には届きませんで

したがまずまずの実績を残す事が出来ました。

また今年度の入学者は２９名となり昨年度の

３７名に続  えております。今後共よろしくお願

いします。ただ学生数の増加によりテストの採

点や就職指導の時間などが増え更に忙しくなっ

たのも事実です（泣）。他に特に変わったところ

はありませんが各科目を担当して頂いている先

生はみなさんの在学中とはかなり変わっており

ますのでご紹介しておきます。　　

（平成１６年以降）　　　

　「工業力学・機械設計製図」永田先生→

岩村先生、「材料力学」杉本先生→水谷先生→

長谷川先生、「機械設計・機械材料」棚橋先生→

岩澤先生、「機構学」洞口先生→高橋先生→尾原

先生→歌書先生「電気電子基礎」津田先生→

内田先生、「機械製図」長谷川先生→酒井先生→

濱島先生、「ワード・エクセル演習」杉村先生、「プ

レゼンテーション」小嶋先生。・・・他にも科

目がありますが、与えられたスペースが無くなっ

てきましたので残りは次回とさせて頂きます。

ということで、たまには遊びに来て会社での話

なども聞かせて下さい。お待ちしております。

最後になりましたが皆さんのご健康とますます

のご活躍を心から心からお祈り致します。
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　ＡＣＥ同窓会の皆様におかれましては、ますますご活躍のこととお喜び申し上げます。

今春の人事異動により４月１日付で着任いたしました。私にとりましては２回目の専門学校勤務と

なります。改めてよろしくお願いいたします。

さて、専門学校は昨年度１２５名、今年度は１２９名と定員を上回る入学者を迎え入れ学内は活気

に満ちています。これも高い就職率、資格取得の強さ、大学編入の確かな実績など、永年に渡る先生方、

先輩の皆様のご尽力の賜物だと推察いたします。また、平成２７年度から導入した単位制学科は完

成年度に至り、始めての卒業生を送り出し順調に稼働しています。今後、カリキュラムの見直しを

主に様々な検証を行ってまいります。

学生２６５名が自信と誇りを持って学業に専念できるよう、微力ではありますがお役に立てるよう

努めてまいりたいと思います。

最後に会員皆様の一層のご活躍とご多幸をお祈りするとともに、ＡＣＥ発展のためにご協力をいた

だきますようお願い申し上げます。

　愛知工業大学情報電子専門学校同窓会の皆様、この度、人事異動で専門学校を離れることになり

ました。

思い起こせば平成２８年４月に新任のあいさつを書いたことを覚えており、１年後に今度はお別れ

のあいさつを書くことになるとは思いもよりませんでした。

専門学校の事務長としていろんな経験をさせていただきましたことに感謝申し上げるとともに先生

方にも併せて感謝申し上げます。

同窓会におかれましては、今後ますますのご活躍とご健勝をお祈り申し上げます。
※（　）内は、新たな所属先です。

（経営学部事務室事務長・本山キャンパス事務室事務長）

新任挨拶　 岩井　貞二事務部長

退任挨拶　 柴田　清司　前事務部長
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就職担当　山田　一敏

平成２９年３月に卒業した学生は７９人でした。進学者九名を除く７０名の内、正社員として就職

できた学生は６６名で内定率は９４．３％でした。１名は非正規で就職、２名はアルバイト継続、

１名は未就職でした。

次に各学科の就職先を掲載します。

高度情報処理学科　３年制課程
㈱ピーアイ・システム
名古屋総合システム㈱
トリオシステムプランズ㈱ (２名 )
㈱エスユーエス
㈱シンテックホズミ

高度情報処理学科　２年制課程
日本インフォメーション㈱
㈱DTS WEST
㈱エル・エス・コーポレーション
トヨタ輸送㈱
㈱コーワメックス
日本 IT ソリューションズ㈱
㈱イシダテクノ
旭情報サービス㈱
タイム技研㈱

情報工学科DTP・Web デザインコース
㈱サン通信機器
㈱Ｇａｋｕ－ｕ
アイシン・エィ・ダブリュ㈱
㈱大松
㈱永昌堂印刷
( 有 ) ピーエススタジオイチマルサン

情報工学科情報ネットワークコース
㈱フリーダム (３名 )
㈱システムサーバー
㈱メイケイ (３名 )
ユニロボット㈱
㈱フューチャーイン

中日本技研㈱
日本システム開発㈱
アイチ物流㈱
㈱NTT フィールドテクノ
エヌ・ティ・ティシステム開発㈱

電子制御学科
㈱明和 eテック
㈱イノアックコーポレーション (２名 ) 
富士計装㈱ (２名 )
新生テクノス㈱
大見工業㈱
アールティエンジニアリング㈱
㈱タケダ
㈱ニデック
大豊精機㈱

CAD･CAM学科
㈱シンテックホズミ
鬼頭工業㈱ (３名 )
㈱泰成工業
ビューテック㈱ (２名 )
㈱エキスパートパワーシズオカ
㈱メイド―
大東工業㈱
三協㈱
㈱アビスト (３名 )
㈱住理工テクノ
㈱サン
㈱ＴＢエンジニアリング
中日本技研㈱
藤野工業㈱

編集後記　就職　
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　皆様お元気でお過ごしでしょうか。

さて、平成１２年度に第１回の編入学生を大学

へ送り出してから、今年で１８年目となり、トー

タルで１９０名の学生が編入学をしました。こ

の記事を読まれている方の中にも、該当する方

がお見えではないでしょうか。

平成２９年度に大学へ編入学するＡＣＥ学生は

９名でした。同じ学園グループである愛知工業

大学へは、今年は少なめでしたが、推薦と一般

で受験し、合わせて４名の学生が編入すること

になりました。

また、今年も例年行っています編入学生に対す

る激励会を１月２５日に本校の会議室で行いま

した。校長先生から、自ら行動する大切さにつ

いてお話いただき、さらに勉強などで困った場

合は愛知工業大学ならば、例えば学習支援セン

ターや学生相談室などの相談窓口があるので、

積極的に活用するようにというお話をして頂き

ました。校長先生のお話に、学生達も真剣に耳

を傾けていました。

大学へ編入する学生の皆さんには、ＡＣＥでの実

践的勉強や取得した資格と、大学編入により得

られる、より深い知識や最先端の技術を活かし

て、社会に貢献する社会人を目指して頂きたい

と、心より願っております。

次に各学科別の編入学先を掲載します。

【高度情報処理学科２年制課程】

・愛知工業大学情報科学部情報科学科コンピュー

タシステム専攻 (２名 )

・豊橋技術科学大学情報知能工学課程 (１名 )

【情報工学科】

DTP・Web デザインコース

・経営学部経営学科経営情報システム専攻 (１名 )

【電子制御学科】

・愛知工業大学工学部電気学科電子情報工学専

攻 (１名 )

・名古屋学院大学商学部経営情報学科 (１名 )

・愛知工科大学工学部電子制御・ロボット工学

科 (１名 )

【CAD･CAM学科】

・愛知工科大学工学部機械システム工学科 (２名 )

編入学　 編入学担当　村瀬　正敬
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　平成２８年度の入学式は４月８日、４階の大教室
で行われ、定員を上回る１２５名が入学しました。
会場は緊張した面持ちの新入生とご父兄で満席とな
りました。
　国歌斉唱に続き、稲垣愼二校長は式辞で、「着実
に資格を取るなどして、実践力と自信を身につけて
いただきたい。これまでの学生は平均７個の資格を
取得しましたので、皆さんは８個以上の取得を目指
してください」と激励の言葉をかけられました。

また、来賓の原田裕保豊田市産業部長は、「新時代
にふさわしい知識や技術を身につけられるよう期待
します」と太田稔彦豊田市長の祝辞を披露されまし
た。
　これを受け、新入生を代表して CAD・CAM 学科
の野田千那実さんが「確かな知識と技術を身につけ
社会に貢献できる世代になるべく、勉学に励みます」
と希望にあふれた誓いの言葉を力強く読み上げ、学
生生活の決意を新たにしました。

各学科の入学者数は次のとおりです。

高度情報処理学科（３年制課程）　１６名
高度情報処理学科（２年制課程）　２９名
情報工学科　３５名
電子制御学科　１０名
CAD・CAM学科　３５名

編集後記　入学式　
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編集後記　卒業式　

    平成２７年度の卒業証書授与式は３月１８日、
４階の大教室にて行われ、６９名が卒業しました。
国歌斉唱の後、代表の CAD・CAM 学科　宮﨑康輔
君に稲垣愼二校長先生から卒業証書が手渡されま
した。
稲垣校長先生は式辞で、「社会の発展に貢献できる
エースになられることを心から願っています」と、
はなむけのお言葉をかけられました。
また、卒業生代表の高度情報処理学科２年制課程
　橋本亮大君は、「仲間とともに資格取得を目指し

て勉学に励み、共に成長してきたことは貴重な経験
であり、これからの人生に役に立つと信じています」
と２年間の充実した学生生活を振り返って謝辞を述
べました。
毎年、成績優秀者に対して同窓会より贈呈される同
窓会会長賞は、賞状と記念品が CAD・CAM 学科大
西益代さんに授与されました。
　４月からは新しい環境で、仕事に勉学に励んでい
らっしゃることと思います。皆様のご健康とご活躍
を心よりお祈りしています。

学科別の卒業者数は次のとおりです。

高度情報処理学科（３年制課程）　８名
高度情報処理学科（２年制課程）　１６名
情報工学科　１６名
電子制御学科　７名
CAD・CAM学科　２２名
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　電子制御学科のロボット実習装置が新しくなりました。

実際に工場の生産設備でも使われている三菱電機製の６軸垂直多関節ロボットです。

以前のロボットよりも関節が１軸増え、より複雑な動きができるようになりました。

　学校行事でナガシマスパーランドに行きました。
この日はあいにくの雨となり、多くの乗り物が運休し
てしまいました。それでもショッピングや温泉を利用
するなど、アクティブに楽しみました。
昼ごろには雨は止み、ジェットコースターも再開し、
残りの時間を満喫しました。

編集後記　トピックス　

　画像情報教育振興協会（以下、CG-ARTS 協会）が実施した「2016 年度前期

WEB デザイナー検定ベーシック」において、情報工学科DTP・Web デザイン

コース２年の加藤創さんが、文部科学大臣賞　個人賞を受賞しました。

これは、CG-ARTS 協会主催の検定を受験し、優秀な成績を収めた個人や団体

に対して、所管である文部科学省から『文部科学大臣賞』が授与されます。

本校では 2008 年の受賞者に続き２人目の受賞です。

加藤さんは、「勉学の成果が検定試験の合格だけでなく、立派な賞まで受賞す

ることができ、とても嬉しいです」と喜びを語りました。

「WEB デザイナー検定ベーシック」にて文部科学大臣賞を受賞

電子制御学科　新ロボットの導入

学校行事
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　CG-ARTS 協会が平成 28 年に実施した検定試験で、認定教育校の中でトップレベルの合格率を記録し、

加藤創さんの文部科学大臣賞に続き、本校が優秀校を受賞しました。

これは、受験者全員が優秀な成績で合格していなければ受賞できませんので、学生諸君の勉学の成果です。

本校では初受賞となりました。

CG－ARTS 協会の検定試験「ベーシック合格率部門」にて優秀校を受賞

豊田市郷土資料館のリーフレットを制作

　豊田市郷土資料館がリーフレットを一新するにあたり、

本校情報工学科 DTP・Web デザインコースの学生に、デザ

イン案制作の依頼がありました。１０名の学生がデザイン

案を提出し、山本聖也さんの作品が採用されました。

制作にあたっては、郷土資料館のニーズを聞き取り、何度

も取材に訪れました。最終審査では各学生が資料館の担当

者の方へプレゼンテーションを行い、作品の独自性や見所

などをアピールしました。

　今号も誌面のデザインと制作を情報工学科DTP・Web デザインコースの２年生が担当しました。

全員が独自のアイデアで制作し、コンペの形式で１点を選びました。

今号は、久保晃祐さんのデザインです。

学生の間に、こうした実務に携われるのは、とても貴重な機会であり、とても勉強になります。みなさまの会社におか

れましてもチラシや情報誌などの制作などでお困りの場合には、学生がお役に立てることと思います。ぜひご相談下さい。

（顧問　河合）

　学校行事や先生方の学科便りなど思い出を振り返ったり、普段はあまり知ることのないことを聞き、とても楽しく編
集させていただくことができました。

さまざまな写真や情報を振り返るなかで、この学校で自分がやってきたことや他の人が行っていることについても自信

や誇りを持つことができて、充実した時間になりました。

またこのような機会があればぜひ関わらせていただきたいと思います。ご協力していただいた皆様、ありがとうござい

ました。（企画・編集　久保）

編集後記　トピックス　

編集後記　編集後記　
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