昨年の8月から11月にかけて、大阪、鳥取、広島、高松、名古屋、博多、
福井、高知の8都市10会場で教育懇談会を開催しました。全会場合わせ
て799組1,166名の保護者の方にご参加いただきました。盛況のうちに
本年度の教育懇談会を終了することができました。
地方会場に参加された皆さまからのご感想をご紹介させていただきます。

10
16（日） 福井 会場
5

工学研究科 応用化学専攻
博士前期課程 1年次

10

多田 浩二 様

地方での開催は、参加者数が少なくなりますので、
アットホームな

年度

情報科学部 情報ネットワーク学科 ３年次

9（日） 博多 会場

加島 峰子 様

らです。
な時間でした。学業成績のことや大学での子どもの様子など、普段

大学側によるきめ細やかなサポートがあることを改めて実感させて
いただく機会となり、有意義な場となりました。
また、個別懇談会では、
わが子の研究室の先生から直接お話を
聞かせていただく機会となり、深く感謝する次第でした。
最後になりますが、
この教育懇談会の開催にあたり、
ご尽力された
皆さまに感謝いたします。

10
16（日） 高知 会場
5

工学部 空間デザイン学科 4年次

小幡 千秋 様

うこともあり、就職のことや成績、大学での様子を知りたいと思ったか

会は必要ないですね」
という冗談も出るほどでした。2年前の福井会

この懇談会では、大学の現状・就職に対する現況と支援など、

10
51（土） 鳥取 会場

本年、親元を離れて初めての一人暮らしで、何かと心配しつつ

個別懇談会では、直接、先生とお話することができ、
とても貴重

いました。

知的財産学部 知的財産学科 1年次

半年が過ぎた頃、教育懇談会が隣県の高松で開催されるとのこと

雰囲気の中で気楽に話ができます。
「昼食会で話が弾み、個別懇談
場では、観光を兼ねて、
わざわざ遠方に来られたご夫婦もいらっしゃ

10
52（日） 高松 会場

なかなか知ることができない部分を垣間見ることができました。
そして、就職相談では、就職行事や活動の進め方を、直接子ども
の今の状況に合わせてどう行っていくべきかをお聞きすることがで
き、大変参考になりました。

参加して

教育懇談会

今回、初めて教育懇談会に参加させていただきました。3年生とい

教育懇談会は、
できる限り毎回参加させていただいております。
後援会の皆さまにも大変ご尽力いただき、感謝しております。

2016

とか頑張っているということだけで詳しい状況は分からず、不安な中
での参加でした。
総括説明会では、教育・研究のさまざまな取り組みや学生生活に
ついて等、改めて知ることが多くありました。
その後の昼食会では、先生方や同学部の保護者の方と和やかな
雰囲気の中でお話をさせていただき、後の個別懇談会では緊張もほ
ぐれ、
さまざまな話を聞くことができました。出席や成績の状況や学生
生活の様子等、前もって担当の先生より話を聞いてくださったことを

かし、先生方や後援会の皆さまにとても気さくにお話いただきまし

詳しく教えていただきました。今後の就職活動に向けて必要なことを

て、参加して本当によかったと感じました。
このような機会をください
まして、感謝いたします。
ありがとうございました。

親身にお話しくださり、
ありがたく思いました。
大変有意義な機会をいただき、先生方、関係者、後援会の皆さま

よろしくお願いいたします。
10には深く感謝しております。今後とも、

10
59（日）名古屋 会場
１２

谷岡 佐恵 様

2年前初めて、
地元の高知で開催された教育懇談会に参加させていただきました。
わざわざ、
遠く高知の地まで、
先生方に来ていただけるせっかくの
機会だからと、
奮起して出席したのを思い出します。息子は今年、
4年生になり、
親としては卒業に向けての不安もあり出席させていただきました。
個別懇談会では、心配していた息子の出席状況や成績について聞くことができ、昼食会では他の保護者の方々との交流もできて、
出席して本当に
よかったと思います。
今回は、息子がゼミで直接お世話になっている先生との面談で、家庭では見られない息子の一面があることも教えていただき、昼食会では、高知
の食材を味わいながら先生、後援会の方々とも和やかにお話ができ、今回も参加して本当によかったと思いました。総括説明会での大学の取り組み、
就職関係の説明もとても参考になりました。
ただひとつ残念だったのは、2年前よりも参加者が少なかったことです。せっかくの地元開催で、大学の先生方とこんなに親しくお話しできる機会は
とても有意義な時間です。地方開催の特権ではないかと思います。
どうか躊躇することなく、一人でも多くの方に参加してほしいと思います。私自身、
大学は違いますが、
上の子どものときには参加しなかったことを後悔しています。

工学部 建築学科 ３年次

10
52（日） 広島 会場

盛田 幸恵 様

昨年初めて参加し、
先生方や後援会のきめ細やかな対応に感銘を
個別懇談会では、学業成績はもちろん、履修講義一覧等を用いて
丁寧に懇談してくださり、息子が規則正しく充実した学生生活を過ご
していると分かり安堵しました。遠方で暮らしている子どもを心配する
親の気持ちを充分に配慮いただく心遣いに感謝いたします。
また、3年生の今、親としても就職については心配しているところ
です。就職相談では、
担当の方から主な就職先企業名を挙げて貴重
な情報をいただくことができ、
大変参考になりました。
熱心な教育姿勢と一人ひとりへの高いサポート力が、
多くの企業か
息子のさらなる成長に期待が膨らみました。
このような企画へのご尽力と熱意に深く御礼申し上げるとともに、
引
き続きよろしくお願いいたします。

教育懇談会に参加されての感想は
回答数：464
いかがですか?

総括説明会で大学の現状等について
回答数：296
理解できましたか?
（※大阪会場に参加された学部３・４年次、大学院の保護者を除く）

無回答 7.8％

期待はずれであった

0.8％

会場アンケートより
※全会場対象。就職セミナー会場は除く。

無回答 4.0％

（個別懇談会を受けられた方のみ）

9.7％
有意義であった

普通

19.3％
できていた

75.7％

（複数回答可）
その他
奨学金
卒業見込

普通 10.3％

河村 由美子 様

個別懇談ではどのようなことを
お知りになりたかったでしょうか？

無回答 13.4％
不親切・不満 0.2％

普通

81.7％
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できなかった 1.0％

個別懇談時の担当教員の対応は
回答数：464
いかがでしたか？

工学部 ロボット工学科 3年次

平素より、
先生方や後援会の皆さまには大変お世話になり、
ありがと
うございます。就職等、
今後の進路が気になっていた矢先、
このたび、
教育懇談会が住まいに近い広島で開催されることを知り、夫婦で参
加させていただきました。
アットホームな雰囲気の中、昼食会や個別懇談会では、先生方や
後援会の方々と終始和やかにお話をすることができたうえ、
温かいお
心遣いもいただき、
有意義な時間を過ごすことができました。
家元を離れて一人暮らしをしているため、不安に思うことは数多く
ありましたが、息子の研究室の先生、就職課の方としっかり懇談する
ことができ、親が知らなかった頑張りや子どものよさを知ることができ
ました。
また、
息子の性格をよく理解したうえで、
就職活動や大学院等、
貴重
な情報をお伺いすることができ、
進路についても安堵いたしました。
大規模な大学にも関わらず、一人ひとりの個性を理解し、親身に
なって指導してくださっていることに感謝の念でいっぱいです。
これからも、
どうぞよろしくお願いいたします。

受け、
本年も夫婦で参加させていただきました。

ら評価されている大学であることを改めて実感し、
この大学で学ぶ

最後になりましたが、
大阪工業大学の益々の発展を願っています。

田中 祟世 様

教育懇談会には、
1年生より参加させていただいております。離れて
住む息子とは、便利なツールもあり毎日連絡を取ることができますが、
学業に関することや一番気にかかる就職に関することは、
なかなか、
じっくりと話すことが難しいと感じます。親には気にかかることでも、
成人を迎える子に取っては耳の痛い話です。
そこで、
おすすめしたい
のが教育懇談会です。
先生方と食事をご一緒し、和やかな雰囲気の中で息子の大学生
活の話や就職活動に関して、企業はどのような人材を求めているの
か、
そのためにはいつからどのように動くのか。具体的に、
一人ひとりに
手厚くサポートしていただけることをお聞きし、
アドバイスもいただいて
安心しました。同時に、大阪工業大学に入学してよかったと再確認す
ることができました。
個別懇談会では、成績や出席日数、今後に向けての資格取得等、
より詳しく教わり、
息子にも伝えることができて感謝しております。
最後に、遠方まで足を運んでくださった先生方、関係者、後援会の
皆さまには、
大変お世話になりました。
ありがとうございます。

で、松山より参加しました。息子との話では、慣れない生活の中で何

今までこのような場への参加は考えたことがありませんでした。
し

情報科学部 情報メディア学科 2年次

回答数：1,151

1.7%

3.1%

大学院
進学

9.5%

6.7%

2.3%
0.4%
クラブ活動 1.7%
留年

就職

22.7％

転部・転科

懇切丁寧

76.1％

出席状況

11.2%
学生生活
14.4%

学業成績

26.3％
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