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　この春、ACE をご卒業になり、

同窓会員となられました皆様、ご

卒業おめでとうございます。新し

い環境で日々精進されていること

と思います。

　本年は「平成」最後の年、そして「令和」元年という

節目の年となりました。節目には「転機」が訪れると思

います。「転機」を迎えたときに自分が判断する材料と

なるのは自分の経験が大きいと思います。ぜひいろいろ

な事にチャレンジし経験を広げてみてください。

　また同窓会では、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。

ACE 同窓会諸先輩方は、様々な所で、いろいろな道で活

躍してきていて、その背景には幾多の苦難があり、苦難

を乗り越えてきています。新同窓会員の方々が相談でき

るような場を作れたらと考えております。

　「道は違うが空は一つ」をキーワードに ACE 同窓会は

繋がりのある「空」としての役割を果たせるように皆さ

んとより良くしていきたいと思っています。昨日より良

い明日、明日より良い明後日を目指しましょう。

　最後になりますが、同窓会会員皆様のますますのご活

躍とご健康をお祈りいたします。

　ACE 同窓生の皆さま、お元気

でお過ごしのことと思います。

母校 ACE の近況をお伝えします。

　平成３０年度の卒業式は、秋

と春の２回実施されました。秋の卒

業式？と意外に思う方もおられるのではないでしょう

か。秋の卒業式は、ACE が平成２７年に「自分のペー

スで学べる」単位制に移行したために実現したもので

あり、ACE 創立以来はじめての卒業式です。平成３０

年度の前期の授業で卒業に必要な単位を取得した学生

２名が秋に卒業しました。９月１４日行われた卒業式

は、大教室で実施する春の卒業式と違い、校長室での

小さな式になりましたが、多数の教職員の方々に同席

していただき、一人ひとりに卒業証書を授与して卒業

を祝いました。

　一方、平成３０年度を締めくくる春の卒業式は、平

成３１年３月１９日、豊田市産業部、学校法人名古屋

電気学園本部、ACE 同窓会などからご来賓をお迎えし

て行われました。学園理事長や豊田市長からの祝辞で

は、社会人としての心構えや、進展著しい情報電子分

野で卒業生に大きな期待が寄せられていることなど、

激励の言葉をいただきました。春の卒業式で ACE を

巣立った１０５名の多くは企業に就職しましたが、１

２名は編入学で大学に進学しました。進学先は愛知工

業大学１１名、中部大学１名です。

　平成３０年度は秋の２名とあわせて合計１０７名が

卒業しましたので、同窓会の会員数は１７３５名にな

りました。同窓生の皆さま、新たに入会した後輩の方々

をよろしくお願いします。

　さて、つぎは平成３１年度の入学式です。４月８日

の入学式は、豊田市産業部、名古屋電気学園本部、

ACE 同窓会からご来賓をお迎えして行われ、今年度は

１３２名の新入生が入学しました。新入生の期待に応

えるべく、教職員一同、気持ちも新たに新年度をスター

トしています。

　新年度は元号も改まり、「令和」元年度になります。

改元のニュースの中で、「令」の文字には「よい」や「め

でたい」という意味があることを知りました。先ごろ、

海外向けに「令和」の意味の英文表記が発表されまし

たが、Beautiful Harmony というのだそうです。とて

もよい意味をもつ元号で、新たな時代の始まりを感じ

させます。ACEも情報技術と電子技術の『美しい調和』、

技術と人や生活の『美しい調和』を新たな目標に掲げ

て、情報電子の専門教育に取り組んでいきたいと思っ

ています。

　最後になりますが、ACE でともに学び、いま各分野

で仕事に従事されている同窓生の皆さま、これからも

母校の発展にご支援ご協力いただきますようお願いい

たします。皆さまのご健康とご活躍を願い、新年度、「令

和」元年度のご挨拶とさせていただきます。

校長挨拶　   飯吉　僚

会長挨拶　　　　        太田 　 淳
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　この春より愛知工業大学情報

電子専門学校で事務と広報を担

当します、堀と申します。

 　趣味はお菓子やパン作りです。

何かを作っている時は夢中になって他のことを忘れら

れるのでとても好きな時間です。

 　着任したばかりでご迷惑をお掛けする事が多々あ

るかと思いますが事務の方や先生方に助けて頂きなが

ら少しでも早く皆さんのお役に立てるよう努力してい

きます。学生のの皆さんともコミュニケーションを取

りながら明るく前向きに取り組んでいきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いします。

事務・広報　    堀　歩 

　卒業生の皆さんが第一線でご

活躍されていること、教職員一

同、大変嬉しく思っています。

　同窓生も年々増え、それに伴っ

て最近では各種証明書の交付依頼が多くなってきまし

た。証明書の申込み方法はホームページに詳しく記載

してありますが、この場をお借りして改めて概要をご

説明いたします。

① 事前に学校へ電話かメールで連絡してください。

② 必要な証明書の種類、枚数、受取方法、和文か英

文かの区別を連絡してください。

③ 本校窓口での受取りを希望される場合は、窓口で

交付願を提出し、身分証明書の確認をお願いします。

④ 郵送での受取りを希望され場合は、ホームページ

から交付願をダウンロードし、必要事項を記載のうえ、

運転免許証などの身分証明書の写しを添付して、事務

室まで郵送してください。その際、切手を貼った返信

用封筒を忘れないでください。

⑤ 交付申請手数料は１通１００円（英文は２００円）

です。（切手可）

事務長　　川出　善晴

　卒業生の皆様、元気に活躍され

ていることと思います。

　２０１８年度広報活動を報告さ

せて頂きます。

 ①体験入学１３回開催

 ②進学説明会・相談会参加

 ③進学情報誌掲載

 ④ホームページ更新

 ⑤ＡＣＥパンフレット更新・作成

 ⑥その他

以上の活動を予算削減の中、ＡＣＥの良さを知ってい

ただこうと広報担当者全員で頑張っています。

　その甲斐も多少あるのか、ここ数年、入学者も多く

なっています。

　この様に多くのＡＣＥ告知媒体があり、それによる

ＰＲはこれからも継続していきますが、

人を介して伝わることが一番のＰＲになると思ってい

ます。

　卒業生の皆様におかれましては、是非ＡＣＥのＰＲ

をしていただき、入学者の増加にお手伝いをしてくだ

さるよう、この場を借りてお願い致します。

　最後になりましたが、皆さまの益々のご活躍とご健

康をお祈りしています。

広報担当　    山内　康義
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　こんにちは。卒業生の皆様

におかれましては元気に頑

張っておられる事と思いま

す。私は、今年５８歳、ACE

に来て２８年目になります。

　昨年末、グアムに４泊５日でゴルフ旅行に行き

ました。最近施工不備問題で騒がれているレオパ

レスが所有しているレオパレスリゾートグアムに

宿泊、最高な環境で５４ホールを楽しみました。

日本に着くと雪が降っていて寒暖差に身体が悲鳴

を上げました。

　私事はさておき本学科の近況について卒業、資

格、入学、卒業研究の順でご報告させていただき

ます。　

　卒業者は２年制課程２７名、３年制課程１１名

でした。２年制課程は編入学希望が多く、４名が

愛知工業大学、１名が中部大学へ、２０名が就職

しました。また、３年制課程は１１名全員が就職

しました。特筆すべきことは、トヨタ自動車㈱の

電子システム部へ全国の専門学校生で唯一就職で

きたことです。

　この学年の資格取得ですが、基本情報技術者試

験 ２４名合格　応用情報技術者試験 ５名合格、

Oracle Bronze ３８名全員合格、Oracle Silver １２

名全員合格、MCP ４名合格、と良い結果でした。

　募集人員２０名に対し入学者数は３４名です。

今年の入学試験は激戦で、７７名の志願者に対し

て合格者は４３名で、入りたくても入れない学科

に変貌を遂げました。元号が変ってもこの状況が

続くことを願っています。

　卒業年度の後期に行っている卒業研究では、

Unity を使ったゲーム開発に多くのチームが挑戦

し、それぞれ独自性を持った楽しくシャカシャカ

動くゲームを作成しました。数年前、動きが遅く

苦労していた卒業生の顔がなつかしく浮かびまし

た。また、最近はやりの AI について、いろいろな

手法を試し違いを比較したチームをありました。

　

　最後になりましたが、卒業生の皆様の一層のご

活躍とご発展をお祈りいたします。

 E-mail:yamada@ aitech.ac.jp

 高度情報処理学科　教授  　  山田　一敏



　卒業生のみなさん、お元気

でいらっしゃいますか。

　「平成生まれが入学した！」

と言っていたのはつい最近の

ことのように感じます。その平成が終わり、「令和」

の幕開けです。その他消費税率アップなど、「変わ

り目」の多い年になりそうです。情報工学科も来

年度は学科再編により、高度情報処理学科へ統廃

合し新体制でのスタートとなります。そして、み

なさんの中にも「結婚」や「転職」、「配置転換」など、

「人生の変わり目」を迎えられる方もいらっしゃる

かもしれません。そんな折にはぜひ、近況をお知

らせください。

　さて、平成３０年度の情報工学科は、２３名の

卒業生（DTP・Web デザイン６名、情報ネットワー

ク１７名）が巣立ちました。情報ネットワークでは、

新たな就職先として３社とご縁ができました。

そして、DTP・Web デザインでは、資格試験にお

いて今年も高い合格率を維持しています。特に

CG-ARTS 協会の検定試験では、「優秀校」として

３年連続の表彰を受けました。

　また、平成３１年度の新入生は、DTP・Web デ

ザイン８名、情報ネットワーク３８名です。受験者、

入学者とも昨年より増加し、IT 技術者への関心の

高さがうかがえます。

　授業内容の充実に向け、社会でご活躍のみなさ

んから率直なご意見を伺えれば幸いです。ぜひお

気軽に以下のアドレスまでご連絡ください。

　最後になりますが、みなさんのますますのご活

躍とご多幸を心よりお祈りいたします。

河合　忍（skawai@ aitech.ac.jp）

森島　茂樹（morisima@ aitech.ac.jp）

DTP・Web デザインコース

【主な資格取得実績】

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　８８％

Photoshop クリエイター能力認定試験　１００％

【表彰】

　豊田市民美術展　豊田市教育委員長賞

　豊田市民美術展　優秀賞

　各務原市美術展　優秀賞

情報ネットワークコース

　【新規就職先企業】

　インターネットウエア㈱

　㈱カーネルソフトエンジニアリング

　新興サービス㈱

情報工学科　教授  　　河合　忍
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　卒業生の皆さん、いか
がお過ごしでしょうか。
電子制御学科の近況をお
知らせします。平成３０

年度の卒業生は１６名で、編入学では、
愛知工業大学の電気学科 電気工学専攻へ
２名、電気学科 電子情報工学専攻へ２名
が決まりました。就職では、１０名が就
職します。自動化生産設備の電気設計等、
学んだ知識を活かせる職場へ就く者が大
半です。
　ここ数年、電気・電子分野における就
職状況は好調で、早い時期から多数の求
人依頼があります。制御技術者の需要は
高く、引っ張りだこの状態です。求人に
来られた企業の採用担当者が、社内で制
御技術者が不足しており、採用したいが
来てくれない、他県まで出向いて会社説
明会を実施しても来てくれない、と嘆い
ておられました。
　さて、電子制御学科の卒業製作では、
各種センサやアクチュエータを使って、
ロボットを製作しています。皆さんも製
作しましたね。今回も Arduino マイコン、

PIC マイコン、H8 マイコンを使って、各
種ロボットの製作に取り組みました。
ニュースなどで自動運転の車が取り沙汰
されていますが、その影響か、自動制御
のマイコンカーを製作する学生が多くい
ました。例えば、光センサで前方の障害
物を避け、超音波センサで障害物との距
離を測り、走行してきた軌道に戻るマイ
コンカー。また、カラーセンサで路面の
色を検出して、路面の色を表示しながら
走行するマイコンカー、等々。道路を色
分けして、路面の色により自動で速度制
御、なんてことも可能でしょう。思い通
りに動かず悪戦苦闘、制御の難しさに四
苦八苦しながら製作に取り組んでいまし
た。制御技術はますます発展していきま
す。テレビドラマで話題になった無人農
業ロボットも、すでに実用化されている
ようです。体験入学でも、将来ロボット
に関わる仕事がしたい、と参加する高校
生も増えてきました。
　最後になりましたが、皆様のご活躍を
応援するとともに、またお会いできる日
を楽しみにしております。

電子制御学科　教授　    田中　正史
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　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。早いもので平成１３年に
本校に着任し１８年（非常勤期間も含め
ると２０年）が経ちました。まさに「光
陰矢の如し」であります。
　私事はさておき、まずはＣＡＤ・ＣＡＭ
学科の現状報告ですが、平成３０年３月
の卒業生は３０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
トヨタ自動車㈱をはじめ、アイシン・エィ・
ダブリュ㈱、㈱ＬＩＸＩＬ等々、大手企
業への内定も多く、まずまずの実績を残
す事が出来ました。求人数も増えており、
これも皆さんの各方面での活躍が大きな
要因の一つだと考えております。今後共
よろしくお願いします。また資格試験で
は、平成３０年度卒業生の試験別合格者
数は、２次元ＣＡＤ利用技術者２級＝２
２名、同１級＝１５名、３次元ＣＡＤ利
用技術者試験２級＝９名、同１級４名、
トレース技能検定３級＝２９名、同２級
＝２８名となりました。卒業生のみなさ

んも機会があれば学生時代に戻ってチャ
レンジしてみてはいかかでしょうか。ま
た平成１０年から実施しておりました「Ｃ
ＡＤトレース技能審査」については、そ
の役目を終えたということで、平成２９
年度をもって試験自体が廃止されました。
　次に今年度の入学者は３１名となり昨
年度に続き好調を維持する事が出来まし
た。志願者数は４５名で昨年度よりも大
幅に増え、特に一般入試での志願者が増
加傾向にあります。他には、平成２０年
４月より１年生の機械製図と２年生の自
動車製作概論を担当して頂いた濱島先生
が平成３１年３月をもって退任されまし
た。着任された時に「自動車製作概論」
を新規に開講され、いろいろな工夫をさ
れながら今日まで教鞭を執られてきまし
た。長い間ご苦労さまでした。
　さて時代は「平成」から「令和」へと移り、
更にグローバル化が進んでいくと思いま
す。みなさんにおかれましても業務の多
様化などの変化もあると思いますが、健
康に留意され、ますますご活躍されるこ
とを心より期待しております。

　ＣＡＤ・ＣＡＭ学科　教授    　橋本　秀則
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　平成３０年度卒業証書授与式が３月１９日
１０時から４階大教室で行われ、１０５名が
社会へと巣立ちました。
　国歌斉唱の後、卒業生代表、高度情報処理
学科（２年制課程）山本時正さんに飯吉僚校
長先生から卒業証書が手渡されました。
　飯吉僚校長先生は式辞で「それぞれの進路
において、本校で学んだ技術や知識を生かし、
一層の研鑽努力を積まれ、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」とはなむけの言葉をおくられました。
　学園理事長の後藤泰之先生は「志を高くも
つことを忘れず、本校のよき伝統を受け継ぎ、
勇気と自信を持って素晴らしい人生を歩んで
ください」と激励の言葉をおくられました。
　卒業生を代表して、高度情報処理学科（２
年生課程）近藤大貴さんは「この二年間で社
会に旅立つための準備は整いました。学んで
きたことに誇りと自信を持ち、ここで得た広
い視野を十分に生かし、次のステップでも何

事にもアグレッシブに取り組み、更なる飛躍
そして広く社会に貢献していきます」と謝辞
を述べました。
　遡ること平成３０年９月１４日には校長室
で平成３０年度 9月卒業式が行われ、高度情
報処理学科（２年生課程）の２名が卒業され
ました。
平成３０年度卒業生（１０５名）の学科別卒
業者数は次の通りです。

　高度情報処理学科（３年制課程）　  １１名
　高度情報処理学科（２年制課程）　  ２５名
　情報工学科DTP・Web デザインコース
     　   ６名
　情報工学科情報ネットワークコース　
        １７名
　電子制御学科　      １６名
　CAD・CAM学科　      ３０名

卒  業  式
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　平成３１年度入学式が４月８日１０時から、
ご来賓をお招きして４階大教室で行われまし
た。会場は、定員を大きく上回る１３２名の
希望に満ち溢れた新入生とご父兄で満席とな
りました。
　国歌斉唱に続き、飯吉僚校長先生は式辞で
「皆さんの前途は多様な可能性に満ちていま
す。何事にも、明るく積極的に取り組み、健
康で充実した学校生活を送ってください。」と
言葉をかけられました。
　学園理事長の後藤泰之先生は「第一に、ご
家族など周りの方々の温かな支えや指導が
あってのことだという “感謝 “の気持ちを忘
れないでほしい。第二に、専門分野だけにと
らわれずに、幅広い視野を身につけ、自ら積
極的に学んで、正しい情報を掴み、自ら的確
な判断ができるような人間力を身につけてほ
しい。第三に、１００年を超す歴史と伝統を
重ねた名古屋電気学園の一員であるという誇
りと自覚を持って実り豊かな学生生活を送っ
てほしい」と言葉をおくられました。
　また、来賓の豊田市産業部前田雄治部長は、

「新時代に不可欠な知識・技術学ばれ、情報の
スペシャリストになられますことを期待しま
す」と太田稔彦市長の祝辞を披露されました。
　新入生を代表して、電子制御学科　森　一
真さんは「今日から愛知工業大学情報電子専
門学校の学生として、新しい知識を学び、技
術を習得することで、実社会に貢献できるこ
とを目標に大きな希望と使命感で一杯です。
学則を守り、勉学に励んでいきます」と誓い
の言葉を読み上げました。
このあと、全員で学園歌斉唱し入学式を閉式
しました。

　平成３１年度入学者（１３２名）の学科別
入学者数は次の通りです。
　高度情報処理学科（２年制課程）　  ３４名
　情報工学科DTP・Web デザインコース　
            ８名
　情報工学科情報ネットワークコース　
        ３６名
　電子制御学科　      ２３名
　CAD・CAM学科　      ３１名

入  学  式
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 　平成３１年３月に卒業した学生は百五名、平成３０年９月に卒業した２名を加え、平成３０年
度卒業生は１０７名、進学者１４名を除く９３名の内、正社員として就職できた学生は８３名で
内定率は８９．２％でした。
　
　次に各学科の就職先を掲載します。

就  職  実  績
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CAD･CAM学科
㈱ＬＩＸＩＬ（３名）
㈱富士ワールド
スズキ㈱
東海プラントエンジニアリング㈱
立松モールド工業㈱（２名）
アイシン・エィ・ダブリュ㈱（２名）
住友重機械工業㈱
㈱ TBエンジニアリング
㈱エス・エヌ・ビー
アール・ティ・エンジニアリング㈱
鬼頭工業㈱
名古屋特殊鋼㈱
富士電機テクニカ㈱
㈱飯田設計
大東工業㈱
トヨタ自動車㈱
三協㈱
㈱スズキエンジニアリング
CKD㈱
㈱クロップス・クルー
㈱シバックス
豊ハイテック㈱
協和工業㈱

電子制御学科
三協電機㈱
小松開発工業㈱
アイシン・エィ・ダブリュ㈱
㈱明和 eテック
㈱中日諏訪オプト電子
中日本技研㈱
㈱北斗
㈱平山
㈱カーネル・ソフト・エンジニアリング
㈱総合キャリアオプション

新興サービス㈱
インターネットウエア㈱
新東エンジニアリング㈱
丸徳産業㈱
㈱ユニットコム

情報工学科ＤＴＰ・Ｗｅｂデザインコース

シーキューブ㈱
㈱フューチャーイン
㈱トラスト・ネクストソリューションズ
㈱メイケイ
㈱松田電機工業所
㈱カーネルソフトエンジニアリング（２名）
新興サービス㈱
インターネットウエア㈱
㈱システムサーバー

情報工学科情報ネットワークコース

岡崎市医師会
日本システム開発㈱
ツヅキインフォテクノ東日本㈱
トヨタ自動車㈱
愛知時計電機㈱
パーソル R&D㈱（２名）
一般財団法人総合保険センター
㈱名鉄情報システム
㈱ヴァリューシステム
㈱デザインネットワーク
㈱メイテックフィルダーズ
㈱エスユーエス
NTP システム㈱（２名）
㈱エーアイシステム
共和産業㈱
ディーピーティ㈱
㈱サンコーテクノネット
㈱テクノパワー

高度情報処理学科　２年制課程

㈱テクノパワー
パーソル R&D㈱（３名）
㈱NEXCOシステムズ
日本システム開発㈱
㈱インビリティ
㈱明和 eテック
カーネルソフトエンジニアリング㈱
㈱アウトソーシングテクノロジー
富士ソフト㈱

高度情報処理学科　３年制課程



　専門学校を卒業後に大学へ編入学するとい
う道が、高校生の進路選択の一つになってい
ることを感じます。本校の入学試験で出願理
由を尋ねると、「愛知工業大学への編入学制
度」をあげる受験生がとても多くなりました。
　４月に開催した新入生対象の編入学説明会
には５４名が参加し、後期の５～６時限目に
開講している基礎科目講座（微分積分、線形
代数、英語Ⅰ、英語Ⅱ）の受講者は４１名に
もなりました。
　そして、平成３１年４月に大学へ編入学し
た学生は１２名です。その内訳は、愛知工業
大学１１名、中部大学１名です。平成１２年
度の制度開始以降、２０年間で２１８名が編
入学を果たしました。
　この編入学を間近に控えた学生に対し、
１月１５日には激励会を開催し、校長先生
からは専門学校と大学の違いなど、編入学
にあたっての心構えなどをお話いただきま
した。

　また、２月１５日には、愛知工業大学の教
務課の方から、大学生活や履修登録の注意な
どを直接うかがい、学生は熱心に耳を傾けて
いました。
　編入学は、大学の２年または３年次へ入学
するのですから、卒業までには多くの困難が
あることでしょう。これまで以上に勉学に励
み、充実した２年間となりますよう心からお
祈りいたします。
　最後になりますが、学科別の編入学状況を
掲載いたします。

【高度情報処理学科２年制課程】
・愛知工業大学　経営学部経営学科経営情報システム専攻 (１名 )
・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 (３名 )
・中部大学　工学部情報工学科 (１名 )

【情報工学科】
情報ネットワークコース
・愛知工業大学　工学部電気学科電子情報工学専攻 (１名 )
・愛知工業大学　経営学部経営学科経営情報システム専攻 (１名 )

【情報工学科】
DTP・Web デザインコース
・愛知工業大学　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　工学部電気学科電気工学専攻 (２名 )
・愛知工業大学　工学部電気学科電子情報工学専攻 (２名 )

編  入  実  績 河合　忍
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　６月２４日に名古屋四季劇場で劇団四季によるリト

ルマーメイドを観劇しました。ミュージカルなので、

様々な登場人物がステージで歌うアンダー・ザ・シー

は圧巻でした。時間を忘れ、始から終わりまでとても

面白かったです。　

１０月２６日には蒲郡にある、ラグーナテンボスへ行

きました。天気は晴れとなり、まだ少し暑くも感じま

した。みんなで次は何に乗るか、どこに行くか相談し

ながら回りました。より一層絆が深まった気がします。

学  生  会  行  事

名古屋四季劇場前

ラグーナテンボスのジェットコースター

　この１年を振り返って見ると、あっという間だったと思いました。この学校に入学して色々な事を勉強し

てきました。あんな事やこんなことをしたなと思っていましたが、あまり他の学科やコースの方がいったい

どんなことを学んでいるのか知る機会は多くはなかったので、テキストを確認しながら楽しく作成させてい

ただきました。

　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　𠮷富）

　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。

各学生が独自のアイデアで編集・制作し、コンペの形式で１点を選ぶこの方式もおなじみとなりました。

学生のうちに、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。

さて、今号のデザインの傾向ですが、本校のロゴなどに使われる「ペパーミントグリーン」をメインカラー

とした作品が多くありました。どの作品も秀作で甲乙付けがたく、審査を担当した山内先生と事務職員（同

窓会役員）の栗本さんも悩まれたようです。

その中で、𠮷富　右京さんのデザインが採用されました。

決め手は、文章の読みやすさと、背景のデザインと配色でした。

内容も「ACE の今」を感じていただけるような最新情報を掲載しています。

感想などお寄せいただければ幸いです。（顧問　山内　河合）

編  集  後  記
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