
●1級自動車工学科
●自動車工学科

●自動車車体工学科

●ゲームソフト開発科 ●ゲームグラフィック科

●情報システム工学科
●モバイルアプリケーション科

●情報システム科

●建築CAD設計科 ●建築士専攻科

●エネルギー工学科
●放射線工学科

●電気電子工学科

同窓会事務局 〒963-8811 福島県郡山市方八町2-4-15

0120-454-443 FAX 024-956-0013

CLICK
wiz 大学校 検索詳しくはPCサイト・

携帯サイトからどうぞ。

http://www.wiz.ac.jphttp://www.wiz-dousoukai.com同窓会HP 学校HP
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平成27年度同窓会収支予算書

平成26年度同窓会決算書

自：平成27年4月1日 至：平成28年3月31日

収入の部

会費収入

項　目 予算額

総会収入

収入合計

1,620,000円

160,000円

12,030,434円

会費収入

前年度繰越金

次期繰越金

項　目 増　減

総会収入

収入合計

20,000円

－38,000円

－18,000円

予算額

1,750,000円

10,298,698円

160,000円

12,208,698円

決算額

1,770,000円

10,298,698円 0円

122,000円

12,190,698円

支出の部

自：平成26年4月1日 至：平成27年3月31日

収入の部

項　目 増　減

支出合計

－175,914円

－83,344円

－18,000円

予算額

900,000円

680,000円

12,208,698円

決算額

724,086円

596,656円

－35,210円400,000円 364,790円

－1,028円2,000円 972円

－2,240円80,000円 77,760円

0円176,000円 176,000円

279,736円9,970,698円 10,250,434円

12,190,698円

支出の部

同窓会総会費

印刷費

通信費

支出合計

800,000円

570,000円

450,000円

雑費

同窓会Webサイト費用

2,000円

80,000円

同窓会ホームページリニューアル費用 300,000円

連合会業務委託費 177,000円

12,030,434円

去る7月18日（土）、郡山ビューホテルにおいて「平成27年度同窓会総

会」が開催されました。同窓会役員を始め、多数の同窓生の皆様、教職

員が出席しました。猪狩前会長の挨拶に続き、来賓の水野学校長の祝

辞、役員紹介の後、審議に入りました。事務局より議案の説明・報告を

受けて決議に入り、「平成26年度活動・収支決算報告」「役員改編（案）」

「平成27年度同窓会事業計画（案）、収支予算（案）」など質疑応答が行わ

れ、全ての議事が満場一致で承認されました。尚、役員改編により、新会長

に近藤恭平さん・副会長に坂本凌平さん、遠藤彩香さんが選出・承認さ

れ、新たな役員体制となりました。総会終了後に開かれた懇親会では

久しぶりの再開とあって盛大な宴となりました。なお、平成26年度収支

決算書、平成27年度収支予算書、平成27年度の同窓会役員は下記の通り

です。会員の皆様にご報告いたします。

同窓生の皆様には、日頃より本校への様 な々ご支援・ご

協力を賜り、深く感謝申し上げます。WiZは創立14年目を

迎えますが、昨年は、JIA東北建築学生賞コンペで最優

秀賞受賞、今年度は日本ゲーム大賞で東北初の優秀賞

受賞など大変輝かしい実績を輩出しました。素晴らしい

活躍です。学校の様子は、ホームページやFacebook等

で随時発信しておりますので、ぜひご覧ください。同窓生

の活躍は私たち教職員にとって一番の喜びです。これか

らも健康に留意され頑張ってください。また、学校にも元

気な姿を見せに訪問ください。お待ちしています。

新しく会長に任命されました近藤と申します。本年

度の総会・懇親会にご出席いただきました同窓生

並びに職員の皆さんに改めて役員一同感謝いたし

ます。懇親会では、WiZ在校時の思い出話や社会人

として皆さんの現在の活躍を語らい合い、大変楽し

い時間を過ごしていただけたと思います。役員一同

これからも、同窓会の発展をめざしていくととも

に、同窓会を皆様の新たな可能性を広げる情報交

換の場としても提供していけるよう頑張っていきた

いと思います。

専門学校 
国際情報工科大学校
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FSGカレッジリーグ「紹介入学制度」のご案内 母校学生の人材採用のお願い

自 動 車 分 野

ゲ ー ム 分 野

情 報 分 野

建 築 分 野

採用情報の連絡先 （担当：就職・進路支援センター 鈴木 友二）024-956-0002

対　象 免除額

親族がFSGカレッジリーグいずれかの学校

に在学または卒業されている方

兄弟姉妹がFSGカレッジリーグいずれかの学

校に在学されていて入学後同時在学となる方

兄弟姉妹（双子含む）が同時にFSGカレッジ

リーグいずれかの学校に入学される方

入学選考料全額給付（免除）

入学選考料全額、

入学金全額給付（免除）

入学選考料全額、入学金全額、

1年次前期授業料半額給付（免除）

入学選考料全額、入学金半額、

1年次前期授業料半額給付
※入学後、在籍の確認が取れた段階で
　所定の金額を返還します。

下記に該当する方が、推薦紹介により入学を希望する場合は、入学選考
料や入学金の免除特典を受けることができます。制度を利用するには所
定の紹介書が必要になりますので、本校事務局（024-956-0030）まで
ご連絡をお願いいたします。

WiZで専門技能・技術を学んだ学生に、ビジネスの現場で活躍する機会を
与えていただけるよう、人材採用のご紹介をお願いいたします。本校では就
職推進室を設置しておりますので、皆様の勤務先で採用予定がありました
ら、ご一報いただけましたら幸いです。設置学科は次の通りです。

平成27年度同窓会総会のご報告

項　目 予算額

同窓会総会費

印刷費

通信費

雑費

同窓会Webサイト費用

連合会業務委託費

「フェイスブック」で同窓生の絆を広げよう!!

その他のWiZ情報はホームページ&Facebookをチェック!!

WiZ同窓会ホームページも
ぜひチェクしてください!!Facebookに登録済の方 友だち（リンク）リクエストを行ってください。

Facebookに未登録の方 アカウント登録＆友だち（リンク）リクエストを行ってください。
①アカウント登録を行う。

②アカウント登録が完了したら、ホーム画面で「専門学校国際情報工科大学校・同窓会」を検索する。

③「専門学校国際情報工科大学校・同窓会」ホームへ友だち（リンク）のリクエストをする。

④リクエストする際は「メッセージを追加」に「専門学校国際情報工科大学校・同窓会会員」と
　メッセージを記入してから送信してください。

⑤「専門学校国際情報工科大学校・同窓会」ホームで友だち（リンク）の許可をします。

登 録 方 法
登 録 画 面
使い方ガイド

http://www.facebook-japan.com/registration.html
http://ja-jp.www.facebook.com/r.php
http://www.facebook-japan.com/

「専門学校国際情報工科大学校・同窓会」ホーム画面を検索し、友だち（リンク）リクエストを行ってください。

兄弟姉妹や保護者がFSGカレッジリーグ

いずれかの学校を卒業されている方

同窓会 新会長
近藤　恭平

同窓生みなさんの活躍に期待します。

学校長 水野  和哉

平成27年度
国際情報工科大学校

同窓会役員

そ

Facebookに登
「専門学校国際情報工科

会　　長
副 会 長
副 会 長
事務局長
会　　計
監　　査
実行委員
実行委員
実行委員
実行委員

／
／
／
／
／
／
／
／
／
／

近藤　恭平
坂本　凌平
遠藤　彩香
市川 英将
市田比佐浩
大橋さやか
武田　直樹
沼田　大輔
髙萩 志歩
西内　俊介

環境工学分野

WiZ同窓会発展のために頑張ります。

（平成19年度 車体工学専攻科卒業）

（平成24年度 ゲームソフト開発科卒業）

（平成26年度 情報システム工学科卒業）

（国際情報工科大学校 職員）

（国際情報工科大学校 職員）

（平成15年度 情報システム科卒業）

（国際情報工科大学校 職員）

（国際情報工科大学校 職員）

（国際情報工科大学校 職員）

（国際情報工科大学校 職員）

専門学校 国際際情報際際際
htt // i d同窓会HP

CLASS REUNION REPORT 2015
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10月発行
年

平成26年10月、東北で建築を学んでいる専門学校
生や大学生による建築コンペにおいて、建築CAD
設計科の学生が制作した「FUKUSHIMAと成る」
が最優秀賞を受賞しました。作品の内容に加え、
放射能問題に関するシンボルとなるべく考えられた
コンセプトが審査員の共感を呼び、38作品の中か
ら、WiZ初となる栄誉に輝くことになりました。

第18回JIA東北建築学生賞 
最優秀賞受賞

日本語学校で6ヶ月以上学び、日本語力中級レ
ベルの留学生を対象に開設しました。3年間で
日本語＋自動車整備技術を学び、国家資格であ
る2級自動車整備士取得をし、日本での就職を
目指します。平成27年4月に第1期生として10名
の留学生が入学し、夢の実現に向けて、一生懸
命頑張っています。

留学生を対象にした学科
国際自動車科開設

ゲーム分野の学生作品が、国内最高のゲームコン
ペにおいて優秀賞を受賞しました。応募総数285
作品の中から受賞に至ったのは11作品で、優秀賞は
全国２位の成績になります。東北の団体としては史
上最高の栄誉となりNO.1の実績です。9月19日に
東京ゲームショウのメインステージで、多くの著名ク
リエイターに見守られながら表彰が行われました。

日本ゲーム大賞2015
アマチュア部門 優秀賞受賞

学びも遊びも就職も、元気いっぱいに活動を続けるWiZの学生たち。TOPICSWiZ

CLICK
wiz 同窓会 検索

2015年11月
リニューアル予定
スマートフォン対応
リニューアル中

ＷｉＺのトピックスはもちろん、ＷｉＺのトピックスはもちろん、
ＷｉＺ同窓会事業の情報が見れます。ＷｉＺ同窓会事業の情報が見れます。
ＷｉＺのトピックスはもちろん、
ＷｉＺ同窓会事業の情報が見れます。



同窓会総会の後、再会の喜びで笑顔あふれる懇親会を開催しました。
来年も7月頃開催を予定しておりますので、ぜひご参加ください。

同窓生近況報告

※今年度開催された同窓会総会出席者から寄せられたメッセージです。

情報分野

橋本 友子先生
環境工学分野

吉澤 敏雄先生
ゲーム分野

石栗 貴司先生

自動車分野担当の鈴木です。

仕事はどうですか？学校と違っ

て辛いこと、納得がいかない

ことなど、いろいろあると思い

ます。そんな時はWiZに遊び

に来て先生に相談してくださ

い。卒業してもWiZは皆さんが

来ることを待っています。

WiZは皆さんが来ることを
お待ちしています。

卒業生の皆さん、元気に頑

張っていますか!?最近は卒

業生から声をかけてもらうこ

とも多く、活躍している姿を

見ることができ、元気をもら

っています。機会があればぜ

ひWiZ来て、在校生にアドバ

イスしてあげてください。

いつでもWiZに遊びに
来てください!!

放射線工学科の吉澤です!!

皆さん仕事は順調ですか？面

白い経験していますか？壁にぶ

つかったりしてますか？私も同

じ社会人として頑張っていま

す。皆さんの出発点はＷｉZで

す。たまに顔を出して初心に戻

ってみるのも良いものですよ。

社会人として頑張っている
話を聞かせてください。

皆さんお元気ですか。時間が

ありましたら気軽に学校に遊

びに来てください。社会を知

らない学生にとって、皆さん

の話しは非常に価値のある

ものなります。学んだことを

ぜひ後輩たちアドバイスいた

だければと思います。

社会での経験を後輩に
伝えてください。

自動車分野

鈴木 友二先生

※今年度開催された同窓会総会出席者から寄せられた

加ください。

先生から卒業生への
メッセージをご紹介します。

s Teacher
 ,

Message
今年4月より自動車工学科

2年生の担任をしている根本

勝です。私は自動車整備士と

して14年間勤務後、縁あって

ＷｉZの教員を務めています。自

動車の新技術に対応できる

人材を輩出できるよう、職務を

遂行し頑張っています。

自動車整備士の経験を
伝えていきたいです。

自動車分野

根本　勝 先生

。
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