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校友会からのご挨拶
　

愛産大 NEWS & TOP ICS

　爽秋の候、校友会会員の皆様も、ますますご健勝のことと申し上げます。
今年ご卒業された卒業生の皆様は正会員として、４月に入学された在学生の皆
様は準会員として、ご新任の教職員の先生方は特別会員として校友会の会員
となります。私たちは、新しく校友会の会員となられた皆様を歓迎いたします。
　校友会とは、卒業生の有志が中心となり、大学と協力しながら運営している、
いわゆる同窓会組織のことです。会員相互の親睦と母校である大学の発展に
寄与することを目的に活動を続けています。私たちの愛知産業大学も例外な
く、18歳人口の激減に際して改革の必要に迫られています。その中で来年
度からデザイン学科がスマートデザイン学科に生まれ変わるように準備が

進められています。AIなどの情報テクノロジーをデザイン分野に活用し、これ
からの社会に貢献していく学科になると期待します。私たち卒業生にできる
ことは、地道な日々の働きや活動によって母校の様々な価値を社会に浸透
させていくことです。そして、是非、大学祭などの機会に立ち寄って社会で経験
されたこと、現場の最新動向、一緒にできることについて、卒業生同士、後輩
たちや先生方と語り合い共有する機会にしていただければと思います。
　校友会のサイト（http://www.asu-mate.com/）、Facebook「愛知産業
大学校友会」をご覧ください。会員の皆様のご参加、ご提案、ご意見、ご協力を
お待ちしております。

先生方の異動情報 ■ 退　職 須賀周平………………経営学部 / 教授
荒川 寧…………………造形学部 / 教授

退任された先生方、在任中の熱心なご教授ありがとうございました。
感謝の気持ちを込めて紹介させていただきました。

■同好会一覧
【スポーツ系団体】

【 文 化 系 団 体 】

●柔道
●スキー
●バスケットボール
●フットサル
●軟式野球

●バドミントン
●ボウリング
●ダンス
●サッカー　

●軽音楽
●漫画研究
●建築
●アーキテクチャー
　コンペティションチーム

●教職・公務員研究会
●地域振興研究
●カードゲーム

【クラブ・同好会活動 2017、2018年5月現在実績 】

【学内各施設をリニューアル】 【常懐荘の移設・復原プロジェクト完成】

■アーチェリー部
第28回全日本学生アーチェリー東日本大会…………
RC個人（男7名、女5名出場）、RC個人（男3位入賞）
第56回全日本学生アーチェリー男子王座決定戦…団体6位
第52回全日本学生アーチェリー女子王座決定戦…団体4位
2017愛顔つなぐえひめ国体……………………………
…………団体成年女子・岩手県優勝（女2名メンバー）
第56回全日本学生アーチェリー個人選手権大会……
RC個人（男2名出場、女2名決勝ラウンド進出）、CP個人

（男2名出場）
第1回 ISPS HONDAカップ…男個人4位、団体3位
第18回全日本学生室内アーチェリー個人選手権……
RC個人（男3名、女1名出場）、CP個人（男2名出場）

■硬式野球部
愛知大学野球連盟 
2018年 春季リーグ戦…………………………2部・2位！
2017年 春季リーグ戦……1部・6位（3勝9敗、2部降格）
2017年 新人戦…………………………………1勝1敗
2017年 秋季リーグ戦……2部・3位（6勝4敗、2部残留）

学内の学修および活動施設をリニューアル。
1号館の大教室1101室の机・椅子や図書
館ゲートを改修。恒誠館（体育館）の照明を
LEDに更新し、より省エネへと改善しました。

本学の前身である愛知高等女子工芸学校の創立に大きく関わり、本学園の発
展に寄与した竹内禅扣氏の住まいであった「常懐荘」の文化的価値を残すた
め、本学2号館2階
にその一部を移設・
復原しました。建築
学科の宇野勇治准
教授と左官の松木
憲司 招聘教授の指
導のもとで学生たち
が行いました。

■男子バレーボール部
東海大学バレーボールリーグ
2018年 2部春季リーグ戦………………………1部昇格！
第143回 春季リーグ戦……………………………2部4位
第142回 秋季リーグ戦……………………………2部3位
第13回 愛知県大学 春季リーグ…………………2部4位
第12回 愛知県大学 秋季リーグ…………………2部3位
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来る2018年の18歳人口激減を目前にして、我われ母校も、改革の必要性に迫られています。
校友会はこれからの母校のために、卒業生として何ができるかを真剣に考え行動を開始します！卒業生の皆様、力を貸してください。

愛知産業大学校友会では後援事業として、卒業
生数名が主催して自主的に行うグループ展や、
卒業生を対象とした講演会、研修会、非営利事
業などの企画に対して、ある程度の費用を支援し
ます。ただし、校友会の後援事業として適切であ
るか審査を行います。

造形学部、両学科退職・非常勤も含め、卒業生
とのコラボ作品展を学外の会場で実施しまし
た。母校を内・外部へPRし、教員と卒業生・在校
生の交流を深め、大学の新たな伝統を築いてい
くことを目的とし、今年度も開催予定です。（会場
費用を校友会から出資）

母校卒業生の同窓会を開きませんか？ 日程、人数、
企画内容などの条件に達すれば、校友会から同窓
会開催費用の支援をします。同窓会幹事の方は是非
ご相談ください。

2017年10月17日（土）〜22日（日）愛知芸術文化センター12階・G/H室
出身高校と現在の職業を

記入したOBTシャツを着用して、
「 私、愛産大卒業生です」をアピール！

愛産大のキャラクターリーフレットに！

大人原山祭で無料配布のOBTシャツを着て、
愛産大を宣伝してください！

造形学部と卒業生のコラボ。デザイン学科
卒業生に大学に住んでいる猫や野ウサギ
の立体キャラクターを制作してもらいました。

（製作費用を校友会から出資）このキャラク
ターを使用したキャンパス
マップが完成しました。今後
もいろいろな大学グッズに
展開をして行くそうです。

申請方法や申請に必要な書類は、
下記アドレスにお問い合わせください。
連絡先 ： info-koyu@asu.ac.jp

伊藤 庸一郎
スマートデザイン学科教授 博士（工学）

（株）realis 代表取締役

日本初、スマートデザイン学科が誕生。
AIを活用し、明るい未来をデザイン。

■ 卒業生の活動を支援します！

教員と卒業生による研究・製作展

■ 同窓会を支援します！

同窓会/活動支援の申請方法

事例

事例

　急速なITの進展により、AIやIoTなどを駆使した「機能
のデザイン」と豊かな暮らしや環境を創出する「人間中心の
デザイン」が融合したスマートデザインが誕生しました。
こうした新しいデザインを追究するために、新設したのが
スマートデザイン学科。「アニメを描きたい」「写真を撮り
たい」など、メディウムを習得する学びから脱却し、AIという
ツールを使い、暮らしや社会を支えるスマートデザインを
実践的に学ぶカリキュラムとなっています。これは産業
デザインを標榜して開学した産業デザイン学科への原点
回帰。産業・地域・生活の課題を発見し、解決方法とアイ
デアを提案できるコンセプチュアルな人材育成を主題に
置いています。
　ＡＩツールの活用が学びの軸となりますが、その大きな
特性は行動予知。人や企業の行動を分析・予測し、必要
な行動をサジェスチョンするところにあります。高齢化社会
が進み、福祉の充実が叫ばれる今、新しいライフデザイン
を作っていくためには、ＡＩのサジェスチョンが求められること
もあるかもしれません。だからこそ、人に寄り添うやさしい
視点の育成にも傾注しています。その一方、産学連携に
よる「製品企画・開発」も学びの大きな柱。この体験を
もとに世界的な生産集積地である愛知県から新たな情報
を発信できる人材になってほしいと願っています
　卒業生の皆さんは、産業界で楽しいことも辛いことも
経験されてきたことでしょう。しかしこれから卒業する若い人
材は、もっと過酷な時代を生きることになるかもしれません。
だからこそ、未来を強く生き延びるデザイン力習得に全力
投球したいと思っています。

ＰＲＯＦＩＬＥ ： 大阪大学 大学院工学研究科環境・エネルギー工学専攻 特任研究員、同セキュアデザイン共同研究講座 特任教授、
日本福祉大学情報社会研究所准教授を経て、株式会社ソラ・ユニバーサルアーカイブスを設立。自身の開発したAIを自動に生成
する「Thinkeye」が次の世代のAIプラットフォームとして高く評価され、現在、国内の有名企業数十社と共同事業企画が進行。

2019年4月
スマート

デザイン学科
新設

愛知産業大学を卒業生が盛り上げよう！！

生募集につながる学内・学外活動を母校の各学科と卒業生がコラボレー
ション。また、そのコラボ事業費全てを、校友会から出資します。他では真

似のできない、愛産大で学び、社会に出て現場で働いている卒業生だからこそ可
能な母校を宣伝する大きな力にしたいと考えます。

学築・デザイン・経営と幅広い分野で、地元岡崎で、日本中で、こんな仕事を
している、役員になっている、起業した、お店を造った、有名になっている。

などなど…「ASU卒業生は、こんな所で、こんな仕事をしています！」大きなプロジェ
クトから、身近な制作物まで、卒業生を通して、ひろく愛産大を知ってもらおう！

建
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今年も愛知産業大学の大学祭＝原山祭が開催されます。毎年テーマを設け、地域の方々や来場者から親し
まれる大学祭を目指し、様 な々イベントに力を入れています。模擬店投票や子供向けものづくり体験、大人気
ビンゴゲームなど、参加型イベントが多数催されますので、ぜひ一緒になって楽しみましょう。また学内の装飾
にも注目です。詳細については、愛知産業大学のwebサイトにてお知らせいたします。
ＵＲＬ▶http://www.asu.ac.jp/

原山祭
実行委員より

2 0 1 8

26

11/ 11/3 4SAT SUN

11/4

11/4

11/3

11/3

校友会では毎年原山祭にて、卒業生同士の親睦促進や、在学生・大学との交流を目的に「卒業生がたまれる場所づくり」を企画しています。
気心の知れた同窓生や先生とお話する場にご利用いただき、原山祭に足を運んでいただきますようお願いいたします。遠方から来られる卒
業生の方々には、宿泊ホテルなどの案内もあります。　　　　　　　　　　　　　　  　　 ※内容は一部変更になることがあります。

お子様連れの卒業生も原山祭
をゆっくりすごせるよう、子供と楽
しめる遊びや遊具をご用意。

撮影コーナーや寄せ書き、写真貼り付け、
卒業アルバム閲覧コーナーなどをご用意。
先生と一緒に、同窓生同士、大学の思
い出と再会の記念を作ってください。

創る・作るをコンセプトに卒業生が運営する
体験型ワークショップ。革細工やＴシャツ手
刷り体験等ができます。

多彩な業種で活躍する卒業生の”今”を伝
える作品展。飲食業や販売業の「作品」
もあります。

校友会のPRや活動報告、役員の募集をします。毎年頑
張っている卒業生役員に、エールを送ってください！

愛産大全ての卒業生を対象に
校友会主催の大同窓会を開催
します。食事会、先生方と卒業生
のスピーチ、余興、写真撮影など
卒業生同士の親睦、大学や在
校生との交流を深めるイベントを
ご用意。会費無料！アルコール
OK！差入れ大歓迎です！

愛産大を卒業し、社会で活躍するクリエー
ターを講師として呼び、在学生、卒業生、
来場者を対象とした授業を開催します。

校友会総会の最後、ステージ
に卒業生を集めて記念撮影を
します。校友会webサイトや、
次回会報誌に掲載。卒業生
の皆様、お集まりください！

■ 日　 時╱11月3日（土）・11月4日（日）両日開催    10:00～18:00（一部22：00）
　 設　営╱11月2日（金）9：00～22：00　撤　去╱11月4日（日） 17：00～22：00    ※設営・撤去のボランティア募集中！
■ 場　所╱愛知産業大学  コミュニティホール1階 コミュニティホール前 バスロータリー

ホームカミングデイ

12：00〜 共有ステージ

校友会総会
19：00〜 コミュニティホール1階

先輩と話そう
（夜部）

12：00〜共有ステージ

集まれ！卒業生記念撮影

運営スタッフ・出展者募集

一人でも、卒業生のグループでも、モノ・コト問わず楽しい展示を実現しましょう。在学
生・先生・卒業生同士のコミュニケーションやコラボレーションの場にも、お役立てくださ
い。概要詳細および、エントリーは校友会webサイトまたはFacebookにて案内します。

PC / 携帯共通 facebook検索http://www.asu-mate.com 愛知産業大学校友会

19：00〜22：00　コミュニティホール1階
大同窓会 OPEN/18:00

10：00〜18：00 コミュニティホール1階
コミュニティホール前 バスロータリー

11/3 4

大人原山祭で無料配布のOBTシャツに「出身高校」と「現在の職業」
を記入して着用し、「私、愛産大卒業生です！」をアピールしてください。
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OB 通信 | 卒業生の声

　岡崎は、静かで美しい街ですね。四季折々の自然が
息づくキャンパスへと続く名鉄藤川駅からの坂道は、
お気に入りのスポットで、20分ほどかけて、毎朝歩い
て研究室に向かいました。岡崎城のそばを流れる乙川
は、幼い時に住んでいた京都の鴨川に雰囲気が似て
いて、よく散歩をしました。
　大学では、美学や哲学、倫理学、日本語などを担当
しましたが、何度かあったカリキュラムの変更の時には、
宗教学や造形記号論も教えたことがあります。現在は
日本大学と立正大学で美学を教えていますが、学生
たちは美術については最後までアマチュアです。それ
に比べ、愛産大の学生は、自分が制作のプロになると
いう、はっきりした目的がありますから、そこは良かった
ですね。美学を専門としていますが、愛産大を離れる
まで、関心のあった研究テーマは芸術よりも美でした。
芸術とは、制作の「技」あるいは制作の結果生まれる

「作品」を意味します。美とは、人間が感覚でキャッチ
すると心がおのずと動く「感覚的魅力」のことです。
芸術作品でなくても、自然や日常生活の中に美しいも
のはたくさんあるし、人と人との付き合いの中にも、
いいなあと思うものはたくさんあります。芸術は人工の
世界とぴったりと重なりますが、美は人間の世界を
超えるところに本領があります。美のほうが豊かで
面白そうな感じがしたので、研究テーマにしました。
　「美学はどのように役に立つのですか？」と聞かれ
ることがあります。じつは、優秀な学生は美学理論

なんか知らなくても、素晴らしいものを作ります。それ
でも美学にしかできないこともあると思います。ひとつ
は、自分の姿を鏡に映す力です。創作は順調な時
ばかりではありませんから、作ることと自分のことを
知りたくなる時がきっとあります。自分の姿を映しとる
鏡の役割なら、美学はできるかもしれません。
　もうひとつは、マッピング的な思考力の養成です。
実社会に出て､上司先輩から、断定的に「AではなくB
だ」と主張されることがないでしょうか？しかし、AとB
は決して並び立たないのではなく、条件設定が大事な
場合もあります。問題がどのような形で配置されて
いるかを、巨視的に眺めれば、解決できる問題も少なく
ありません。地図のように問題の布置状況を示すこと
と、自分を映す鏡の効果は、理論を言葉で教える人
文系の教員の得意とするところと思います。
　最後に現在やっていることについて。芸術の領域に
は純粋芸術と並んで、実用芸術があります。デザイン
や建築のような実用芸術を考えるとき、絵画や彫刻の
理論の転用ではすまない、実用芸術独自の考察が

必要だと気づいたのは、愛産大にいた最後の時期で
した。デザイン学科に属して働いたことも大きかった
と思います。
　東京に移ってから、芸術作品ではなく工業製品に
ついて考える美学が、現代の美学だと思うようになり
ました。工業製品として具体的に何を考えたらよいか、
ずいぶん悩みましたが、現在は、家具をその有力な
候補と見ています。家具ぬきの現代生活はないと思い
ます。社会人としての成長変化に伴って、ひとはイン
テリア空間の再検討を迫られますが、実用品である
家具は、その時、美的な工夫の対象にもなります。
家具と室内を見れば、どういう人か分かる部分が確か
にあります。洋家具は身体と接して使うスタイルが中
心ですから、誰でも当事者意識をもって家具について
語ることができます。社会集団の規模の変化がテーブ
ルの大きさにただちに影響するように、家具と社会学
の関係は深いです。家具を見れば、身体と社会の関係
が具体的なイメージとして現れます。面白いテーマだ
と考えているのですが、皆さんはいかがでしょうか？

一色  裕 さん
元愛知産業大学准教授（哲学・美学）

美しいものは、自然や暮らしの中にも。
愛産大で出会った実用芸術の研究をこれからも。

1953年10月11日、高知市で生まれ、現在は
東京都在住。東京大学大学院人文科学研究
科博士課程単位取得。東京大学文学部助手
を経て、1992年愛知産業大学造形学部に
着任。専任講師、准教授を経て、2009年退職。
現在は、日本大学と立正大で教壇に立つ。
趣味は陶器収集。奥様と一緒に陶器市に出か
け、砥部焼や益子焼などのお気に入りを入手。
夏季休暇には奥様の実家の夏祭りで山車巡行
の引手にも。アクティブにオフを楽しむ。

現日本大学・立正大学
哲学科非常勤講師

一色  裕・いっしき　ゆたか
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OB 通信 | 卒業生の声

　名古屋のデザイン会社でアートディレクターをして
います。デザインの面白さを知ったのは大学時代。
音楽好きな学友がクラブイベントを始めたことがきっか
けで、イベントの企画やフライヤーなどのグラフィック
ツールを仲間と一緒に作ったことが楽しかったし、
勉強にもなりました。彼らに出会っていなかったら、
そして愛産大に入学していなかったら、今の僕はない
かもしれません。そして佐藤可士和さんのホンダ

「ステップワゴン」の広告や様々な作品を見て、広告
の面白さ、グラフィックデザインの領域の広さを知り、
現在の道へと舵を切りました。  　
　大学時代もそうでしたが、教えてもらうというよりは、
良いやり方があったらまず真似をしてみて自分に合う
ものを吸収しています。入社後も先輩の真似をしなが
らもいつかは超えてやろうとデザインを続けている
うちに、自分一人で仕事ができるようになりました。
　急速なデジタル化が進む今、広告業界は様変わり
しています。グラフィックデザイナーとして出発した僕
ですが、新聞広告やポスターなど、メディアやツール
にはこだわっていません。もちろん強みがあることは
大切ですが、それよりもストラクチャーを構築できな
いと、この先の時代を生き延びていけないと考えて
います。簡単なことではありませんが、企画全体を
広く構築できるようになれば、グラフィックでもWEB
でも、アウトプットが変わるだけで課題に合わせた最適
な提案ができると思います。例えば、僕がアートディレ
クターとして関わっているシヤチハタさんの商品企画。
広告代理店のクリエイティブディレクターと一緒に、
グラフィック展開をはじめ、メディア展開やその延長線
上にあるグッズの開発も手掛けました。 
　その一つが「防災・減災スタンプラリー」というスタ
ンプを通じて防災・減災の意識が身に付く、防災教育
プログラム。小学校の体育館や実際の避難経路で

スタンプラリーを行いながら、防災・減災の知識を学び
ます。全部で6つのチェックポイントには、設問とその
回答のスタンプが5種類あり、参加者は自分なりの答え
を選び、 楽しみながらゴールを目指すというものです。
最初は「運営ツール一式の制作」というシンプルな
オーダーでしたが、この活動をさらに広く普及させる
ために様々な展開を自主提案しました。スタンプ台紙
をエコバッグにした「防災・減災バッグ」には、日常的
に利用することができ、防災についての学びを常に
意識できるというアイデアがあります。災害時、バッグ
は防塵・防寒フードになり、腕をケガしたときにはスリ
ングにも変形するプロモーションツールです。この取
り組みは退屈だと思われていた避難訓練や防災学習
のイメージを大きく刷新することに成功しました。  　
　大学時代に知り合った仲間は、そんな僕の仕事を
支えてくれる社外の大切なパートナー。縫製や印刷
方法、グッズの材質選びなど、彼らの専門性やネット
ワークの協力を得て、様々な企画が実現できています。
いい仕事をするには、人と人とのつながりが必要です。
人見知りな僕ですが、なるべく外へ出て、意識して
人とつながるようにしています。異業種の人たちとの
交流は、自分とは違うモノの見方が新鮮で、アイデア
のヒントになることも多々あります。  　
　今後の目標は、自分の得意とするデザインの力を
活かし「社会貢献になる取り組み」をクライアントと
一緒に作り上げていくこと。これから社会に巣立つ学
生の皆さん。ボランティアやコンペティションへの出品
など、学外へ飛び出していろんな活動をしてください。
きっとそこで何かが見つかるし、実践力も身に付きます。
そんな行動力のある人材を、社会は求めています。

古川  雅博 さん
（造形学部産業デザイン学科 ・ 2004年卒業９期生）

名古屋市出身。愛知工業大学名電高等学校を
経て、愛知産業大学を卒業。2004年、（株）たき
工房（現たきC1）に入社。国内外で数々の名誉
ある賞を受賞。

写真：中（左から）/CCN年鑑2016、CCN
年鑑2017、防災・減災バッグ（頭巾・バッグ）、
受賞トロフィーの数々。
写真：下/同じデザイン会社で働く愛産大の
卒業生たち 

受賞歴

海外賞
● ONE SHOW : GOLD/BRONZE/Shortlist
● Cannes Lions : Finalist
● D&AD : Wood Pencil
● ADFEST : BRONZE
● New York Festivals : Finalist Award
● London International Awards : Finalist 
● Design for Asia Awards : Merit Award
● AD STARS : Finalist  など
国内賞
● 広告電通賞 : 最優秀賞/優秀賞
● GOOD DESIGN AWARD 
● 日本おもちゃ大賞 : エデュケーショナル・トイ
    部門 優秀賞
● AICHI AD AWARDS:GRAND PRIX/GOLD/  
　 SILVER/SPECIAL AWARD DESIGN賞 など

アートディレクター

古川雅博・ふるかわ まさひろ

大学時代の仲間は、大切な仕事のパートナー。
人と人とのつながりが、今は一番大事かな。
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　愛知県岡崎市、茨城県真壁町、そして、香川県高松
市庵治町は日本の三大石材産地です。中でも庵治町
から産出される石材は、世界でも「花崗岩のダイヤ
“庵治石（あじいし）”」と呼ばれるほど評価が高く、国
内外に販路を持っています。
　庵治町に隣接する牟礼町が僕のふるさと。庵治石
を墓石などに製品化する石匠の町です。実家は大正
5年に創業した高橋石材で、僕で4代目。庵治石を産
出する山を所有し、採掘から石材製品の設計・加工、
施工すべてを手がけています。小さい頃から祖父や
父の姿が格好いいなと感じていましたから、4代目に
なることは自然の流れ。石材加工に必要な図面を学
ぶため高校は建築科に進み、愛産大建築学科へ入学
したのは、岡崎が石材の産地だったからです。岡崎で
開発された石材用の工具は、庵治石のような硬い石
材の加工には最適で、そんなつながりもありました。
　多くの学生がそうであるように、僕も授業はほどほど
の大学生活。最後の夏休みに実習棟技術指導員の勧
めで北海道を軽自動車で一周した時は、台風で本州
へ渡るフェリーが欠航するなど大変なことは山ほど
あり、岡崎へ帰りついたときには、軽自動車は廃車
寸前に。学生ならではのアドベンチャーでしたが、
行動力は少しは身に付いたかな（笑）。学園祭で実行
委員長を務めた時は、立て看板を担当した学生が

「できない」と心が折れてしまい、結局、絵は門外漢
の僕らが描くはめに。大学卒業後、実家に戻り高橋石
材に就職。ほかならず地場産業が衰退していく傾向
はここにも。高齢者の独居が進む中、墓じまいする
家庭も増え、牟礼町でも廃業する石材会社が増えて
きました。石材加工の主力は墓石ですからね。若者
にかかる期待は大きく、「僕でやれるんだろうか」と
プレッシャーを感じることもあります。
　

　そんな地場産業の振興や町の特色である「源平
史跡」のPRを目的に、2004年にスタートしたのが

「むれ源平石あかりロード」です。平家物語・源平合戦
で「屋島の戦い」の舞台となった史跡をつなぐ街道に
石灯りを設置するとともに、四国八十八箇所番外札所
である洲崎寺でイベントを開催するというもの。僕も
歯や唇の形をした石灯りを作りましたが、誰もほめて
はくれませんでした…。石材組合の青年部では、積み
木のように石片を積み、高さを競う石積み選手権と
いうイベントを企画しました。子どもたちにも石の良さ
を知ってもらいたいですから、小学生に文鎮の作り方
を教えたり、石片で自分の好きな小物を作ったりと、
青年部でいろいろな活動を模索しています。ここでも
委員長をしていますが、学祭の実行委員長の経験が
役に立っているかも。東京で開催されるエンディング
産業展にも終活にふさわしい新しい石材の商品を開発
し出品するなど、若い仲間たちといろいろな活動をし
ています。今後、5代目、6代目へとバトンをつないで
いきたいですからね。伝統的な地場産業を受け継ぐ
ために、石材施工一級技能士の資格も取得しました。
これは電動工具を一切使わず、昔からの工具だけで浮
彫り紋様のある石製品を製作するというものですが、
道具の使い方を覚えるだけでも大変でした。
　そんな僕の石材技術と岐阜県で木材加工をする
学友の技術をアレンジして、同じく学友の結婚式の
ウエルカムボードを製作したことがあります。やはり
大学時代の仲間はいいですね。社会へ出たら大変な
こともたくさんありますが、そんな時語り合える大学
時代の仲間は、一生の財産です。
　愛産大で学ぶ皆さん、勉強も頑張ってほしいし、
生涯付き合えるような仲間をたくさん作り、学生生活
を大いに満喫してください。

高橋  輝 さん
（造形学部建築学科 ・ 2012年卒業17期生）

伝統的な地場産業のバトンをつなぐために、
若い仲間たちと、新しい石材製品の開発を！！

1989年５月29日生まれ。香川県高松市牟礼町
出身。香川県立高松工芸高等学校建築科
卒業後、愛産大造形学部建築学科へ。学祭
では実行委員長を務め、卒業制作は、石燈籠
の美術館を設計し、模型も制作。卒業後は、
実家の高橋石材に就職。オフには瀬戸内海で
釣りを楽しむ。悩みの種は、彼女いない歴？年目。
石材組合青年部でテレビ番組「お見合い大作
戦」に応募するも、地元の他地域に先を越され、
涙を飲む。鋭意、花嫁募集中！！

(有)高橋石材
主任

高橋  輝・たかはし あきら
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平成30年度 役員会報告

平成30年度校友会活動報告・計画

平成29年度会計報告

平成30年度校友会予算案 平成30年度校友会  役員・常任役員

平成30年度校友会活動計画

1. 平成30年度常任役員会…………メーリングリストにて常時開催
2.平成30年度役員会………………………………2018/6/9
3.平成30年度総会……………………………………2018/11/4
4. 校友会会報誌発行…………………………………2018/9/10

「収入の部」
前年度（平成28年度）繰越…………………………¥41,880,566
入会費（ 平成29年度入学生数 +3年次編入学生×¥4,000）
造形学部・経営学部 293名…………………………¥1,172,000
同窓会費（平成28年度在籍者数×¥5,000）
造形学部・経営学部 858名…………………………¥4,290,000
校友会育英・奨学金返還金 0名……………………………………¥0
収入の部　計…………………………………………¥47,342,566

「収入の部」
前年度（平成29年度）繰越…………………………¥41,101,397
入会費（平成30年度入学生数+3年次編入学生×¥4,000）
造形学部+経営学部 275名…………………………¥1,100,000
同窓会費（平成30年度在籍者数×¥5,000）
造形学部 +経営学部 975名…………………………¥4,875,000
校友会育英・奨学金返還金………………………………………¥0
収入の部　計…………………………………………¥47,076,397

「支出の部」
会報誌事業費…………………………………………¥2,545,834
校友会Webサイト更新管理費………………………………￥7,662
大学祭・同窓会事業費………………………………¥3,246,767
校友会学生募集事業（学科コラボ企画）……………¥320,979
名簿維持管理委託費………………………………………¥54,000
校友会育英・奨学金貸与…………………………………………¥0
事務費………………………………………………………¥65,927
支出の部   計…………………………………………¥6,241,169

「合  計」 
収入の部　計………………………………………¥47,342,566
支出の部　計…………………………………………¥6,241,169
合計……………………………………………………¥41,101,397

「支出の部」
会報誌事業費 …………………………………………¥2,600,000
校友会Webサイト更新管理費………………………¥1,000,000
大学祭事業費 …………………………………………¥1,000,000
同窓会事業費 …………………………………………¥1,000,000
校友会学生募集事業（学科コラボ企画）………………¥3,000,000
名簿維持管理委託費………………………………………¥54,000
校友会育英・奨学金……………………………………￥1,200,000
事務費 ……………………………………………………￥200,000
支出の部　計…………………………………………¥10,054,000

「合  計」 
収入の部　計…………………………………………¥47,076,397
支出の部　計…………………………………………¥10,054,000
合計……………………………………………………¥37,022,397

1.広報事業計画　校友会会報誌、校友会Webサイト、フェイスブック
2.企画事業計画　大学に訪れる卒業生をおもてなしするイベント、同窓会
3.校友会学生募集事業　入学生募集の学科コラボ、自主企画
4.情報事業計画　会員名簿管理、校友会運営サイト運営管理
5.校友会育英・奨学金制度　校友会が育英基金を出資し運営します
6.校友会後援事業　校友会賞の実施　同窓会後援事業の実施

※入学者数、対象者数は平成30年4月6日集計に基づく

※（新）は新任

（詳しくは校友会 web サイト  http://www.asu-mate.comまで）

役員（正会員）╱常任役員

（1996年）
（1997年）
（1998年）
（2003年）
（2004年）
（2005年）
（2006年）
（2007年）
（2008年）
（2009年）
（2010年）
（2011年）

（2012年）

（2013年）
（2015年）
（2016年）
（2017年）

第 1 期
第 2 期
第 3 期
第 8 期
第 9 期
第10期
第11期
第12期
第13期
第14期
第15期
第16期

第17期

第18期
第20期
第21期
第22期

門井由佳（産/副会長）、森本達也（産）、田中 学（建/相談役）
井原 勇（建/相談役）、菊川岳浩（建）
檀 正宏（産）、 関 辰昭（産）、 廣瀬伸行（産/会計）
前田和寿（産）
森谷 誠（産）、 上村大輔（産/幹事）
鈴木健太（産/幹事）、金刺健太（建/幹事長）、林 一嘉（産/参与）
榎本 晋（産/幹事）、山田剛嗣（経/副会長）
水野広大（産/会長）、嘉森大輔（産）、林 亨（産/幹事）
三岡早苗（デ）
菊池多江子（デ）
植松 徹（デ/幹事）、近藤貴樹（デ/幹事）、榊原 翔（建/参与）、滝口小百合（デ）
西田悠真（デ）、鈴木基公（デ）、北井美希（デ）、原田俊司（デ/幹事）、
中曽根奈美（デ）、南 辰也（デ/幹事）、石田謙司（経）
鈴木朗文（デ）、秋山侑加（デ）、滝井真菜美（デ）、石田達也（デ）
高橋輝（建）、舩坂僚祐（建）
坂田拡基（デ/幹事）、堀亜由美（デ/幹事）、藤城美里（デ/幹事）
水谷和生（デ）、鈴木摂子（デ）、加藤大地（経/会計監事）
奥土居太一（デ）、吉川せいか（経）、鈴木智子（経）
柴田紗衣（デ/会計監事）、市川詩葉（新・デ）

役員（特別会員）

理事長（オブザーバー）
学長
大学院研究科長
造形学部長
経営学部長
建築学科長
デザイン学科長
総合経営学科長
事務局長
学生委員会委員長
教務学生部長
学生課長
校友会顧問

校友会組織
広報委員会
企画委員会
情報委員会

……小林栄三 理事長
……………………………堀越哲美 先生

　　　………………石川　清 先生
……………………石川　清 先生
……………………丸山　宏 先生
……………………新井勇治 先生
………………宇井朗浩 先生
………………木村秀幸 先生

………………………伊藤旬二 先生
……………奥田真之 先生

…………………計屋昭生 先生
………………………光部達也 先生
……………………林羊歯代 先生

…………………………………木村秀幸 先生

…………………………門井由佳
………………金刺健太・森谷  誠
…………………………廣瀬伸行

愛知産業大学校友会  育英・奨学金の概要

対　　象：愛知産業大学学生で、成績優秀、品行方正にして、かつ経済的
　　　　 事情のために就学困難と認められる者に対して、奨学金を貸与
　　　　 （無利子）します。
定　　員：年間２名
貸与金額：50,000円（月額）
採用条件：対象条件に該当する者で、各学科長の推薦を受けた者。
　　　　 原則、日本学生支援機構奨学金を受けていない者。

　　　　 3・4年生を対象とする。（応募多数の場合は４年生を優先する）
　　　　 連帯保証人を必要とする。
選考方法:奨学金の決定は、提出された奨学金願書に基づき、審査委員会
　　　　 で審議し決定する。
返済期限：原則、卒業後5年以内とする。（無利子）
　　　　 ただし、大学院等への進学者については、返済を猶予する。

※返済期限を2年から5年以内へ変更しました。



会報誌が届いていない卒業生をご存知の方へ

平成30年度 校友会スケジュール

役員・常任役員の募集

連絡先

PC / 携帯共通 facebook検索
http://www.asu-mate.com 愛知産業大学校友会

愛知産業大学造形学部・経営学部を卒業したのに会報誌が届いていないと
いう方をご存知ありませんか。会報誌が転居先不明などで届かなかった場合
は、次回からの会報誌発送を止めています。もし、届いていないという方を
ご存知でしたら、ご本人様から、現在の連絡先を本誌連絡先までお知らせ
いただきますようお伝え願います。

大学の行事に合わせて、校友会主催のイベントを多数ご用意しています。卒業生の皆様、同期生やご家族お誘い合わせ
の上、是非ご参加いただきますようお願いいたします。

愛知産業大学大学祭　校友会企画「大人原山祭」
3日（土）　18:00〜  大同窓会/「先輩と話そう」（夜部）
4日（日）　12：00〜  校友会総会/卒業生記念撮影

設営11月2日（金）  9：00〜22：00
撤去11月4日（日）17：00〜22：00
※設営・撤去のボランティアも募集しています。

●2019年2月9日（土）〜11日（月・祝）　10：00〜18：00　場所/愛知産業大学各フロア
造形学部デザイン学科「卒業研究・制作展/学内展  校友会卒業研究審査」  11日（月・祝）19：00〜 校友会懇親会

●2019年3月3日（日）13：00〜〈展示は2019年2月26日（火）〜3月3日（日） 10:00〜18：00）〉
　場所/名古屋市民ギャラリー矢田　造形学部デザイン学科「卒業研究・制作展/学外展　校友会卒業研究審査員賞表彰式」

●校友会卒業研究審査員賞/講評会
平成30年度卒業研究より、準会員である在学生や母校の研究成果の評価と制作意欲向上のため「校友会卒業研究
審査員賞」の授与を実施します。卒業研究作品展を行っているデザイン学科から開始します。

■対象：卒業研究（作品・論文）
　デザイン学科・建築学科/学内展にて、卒業生が審査。学外展で表彰。
　総合経営学科/審査方法、表彰について検討中。

●2019年3月16日（土）　愛知産業大学卒業式　謝恩会「退職される恩師へ、校友会花束贈呈」

校友会とは、母校と卒業生とのネットワークづくりや、親睦を深めるための活
動を目的として発足された団体です。運営は卒業生各期の代表である役員
と常任役員が行っています。役員は年に1回以上、役員会にて計画された校
友会活動についての決議を行います。常任役員は、校友会活動の計画と実
際の運営を行います（現在は、メーリングリストにて活動中）。
特に、造形学部建築学科生と経営学部生の役員を募集中です。参加ご希望
の方は、下記までご連絡ください。また、役員とあわせて、活動にご参加いた
だける有志の方の募集も行っておりますので、お気軽に下記の連絡先までお
問い合わせください。

〒444-0005
愛知県岡崎市岡町原山12-5  愛知産業大学  校友会
fax:0564-48-7756  mail:info-koyu@asu.ac.jp
※スタッフ常駐ではないため、なるべくメールでのご連絡をお願いします。
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詳しくは、校友会webサイト（http://www.
asu-mate.com）またはfacebook「愛知産
業大学校友会」でアナウンスしています。

●2018年11月3日（土）、4日（日）　10：00〜18：00　場所/愛知産業大学コミュニティーホール1階、バスロータリー前

●2019年2月予定　場所/愛知県美術館ギャラリー　「愛知産業大学 造形学部 教員と卒業生による研究・制作展」

校友会 web サイト / facebook

校友会では下記URLでwebサイト、facebookを運営しています。最新情
報の閲覧、情報交流はもちろん、各種問い合わせ、大学祭の出店エントリーな
どがwebサイト上からも可能ですのでご活用ください。

審査用紙

表彰式

作品

講評会

※内容は一部変更になることがあります。


