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キ ャ ン パ ス ト ピ ッ ク ス

城北祭（大宮キャンパス）

2017年10月27日（金）～29日（日）
　大宮キャンパスの学園祭「城北祭」の今年のテーマは「楽描き ～ALL YOU CAN 
PAINT～」です。来場者の方々にそれぞれの楽しみ方を見つけ、キャンパスに思い思い
の足跡を描いていただきたいという実行委員の思いを込めています。
　今年は吉本お笑いライブやアーティストライブ、声優トークショーなどの人気イベントのほか、学生主催のビンゴ大会や
お化け屋敷、様々な模擬店をはじめ、クラブ活動展示、ロボットや鉄道模型を楽しめる体験コーナーなど、子供から大人ま
で楽しんでいただけるイベントをたくさん用意しています。
　来場者に楽しいひとときを過ごしていただきたいという共通の思いから、学生･教職員が力を合わせて、より多くの方に
楽しんでいただけるような城北祭を目指していきます。
　ぜひご家族、ご友人をお誘い合わせのうえ、ご来場ください！

模擬店模擬店

写真は 2016 年度の様子

北山祭（枚方キャンパス）

2017年11月3日（金・祝）
　今年の枚方キャンパス学園祭（第21回北山祭）のテーマは「繋翔（ケイショウ）」です。人と人とを「つな
ぎ」先輩方から「継承」した北山祭を「翔け上がる」ようにと、北山祭実行委員会が思いを込めて、このテー
マに決めました。

　ステージイベントでは、毎年盛り上がりをみせる吉本お笑い芸人ライブだけでなく、豪華賞品を用意したビンゴ大会が今年
も開催されます。また、毎年恒例の約230店舗が出店するフリーマーケットや、バラエティー豊かな食べ物が楽しめる模擬
店、その他にも課外活動団体によるクラブイベントなど、子どもからご年配の皆さんまで楽しめるイベントが盛りだくさんと
なっています。
　そして、キャンパス内では各研究室が一堂に集まり、研究内容を発表するOh!ITカーニバルを同時開催します。体験型の
ブースも多く、楽しんでいただける内容となっています。
　今年も進化した第21回北山祭にぜひご来場ください。

茶屋町祭（梅田キャンパス）

2017年10月29日（日）
　2017年4月より開設された梅田キャンパス。その学園祭名は多数の候補から「茶屋町祭」に決定しました。この名前には

『梅田キャンパスがある茶屋町で地域に愛され、長く根付いた学園祭になるようしたい！』という思いが込められています。
　記念すべき第1回として、ゲストのトークショー、ビンゴ大会などの皆が楽しめる企画、梅田キャンパスの各研究室やクラ
ブの成果発表･展示など、多くのイベントを予定しています。ぜひ、記念すべき第1回茶屋町祭へ足を運んでいただき、梅田
キャンパスの新たな歴史の幕開けにお立合いください。来ていただいた方に梅田キャンパスを知ってもらい、満足いただけ
るよう、茶屋町祭実行委員が知恵を絞り、皆様のご来場をお待ちしております！

 ステージイベントで賑わうキャンパス ステージイベントで賑わうキャンパス

 子どもも大人も楽しめる
 Oh!IT カーニバル
 子どもも大人も楽しめる
 Oh!IT カーニバル

「ロボカップ2017名古屋世界大会」でロボカップ＠ホームリーグプロジェクト
「O.I.T. Trial」が世界第7位、特別賞受賞の大活躍！

　7月27日～30日にわたり、名古屋市国際展示場で開催された「ロボカップ2017名古屋世界大会」でロボティクス＆デザイン工学
部と情報科学部の学生合同チーム「O.I.T. Trial」が日本代表の3チームの1つとして出場し、自作ロボットで競う「ロボカップ＠ホーム」
部門のオープンプラットフォームリーグで世界第7位に加え、特別賞「Best in Navigation」も受賞という大きな成果を残しました。
　本大会は世界40カ国を超える国から、3,000人以上の競技参加者が集まるロボットの祭典です。ロボットがいかに人間との暮らし
に役立つ作業を遂行できるかを競う「ロボカップ＠ホーム」部門では、指示は全て英語音声で出されます。競技は10種類あり、各種セ
ンサーを駆使した高度な音声対話技術や画像認識技術が求められます。
　「O.I.T. Trial」では、ロボティクス＆デザイン工学部のロボット「ASAHI」と情報科学部のロボット「昴」の2体が両学部の特長や強み
を生かせる競技を担当します。大会に向け、万全の準備を進めてきたチームでしたが、大会初日の朝、この日複数の競技を担当する

「昴」の足回りが動作不良になるトラブルが発生。競技開始時刻が迫る中、両学部の学生は、必死の修理作業に取り組み、なんとか自律
走行できるまで修復しましたが、本来の性能を発揮できず、初日は点数を伸ばすことができませんでした。
　人との対話による自然なインスタラクション、障害物回避、人追従技術を競う「Help-me-carry」を担当した「ASAHI」は、同大会過
去最高レベルの難易度を物ともしないハイレベルな技術を披露。タスク内2位の好成績に加え、高い精度でのタスク達成が評価され、
特別賞「Best in Navigation」を受賞しました。その後、勢いに乗ったチームは予選のステージ1を15チーム中、第8位の成績で翌日
のステージ2へ駒を進めました。初日、満足のいく結果が出せず、悔しさを滲ませた情報科学部の学生たちは、寝る間を惜しんで作業
に没頭しました。その結果、予選全ての競技内容を内包した30分間にわたる長時間タスク「EEGPSR」で世界トップチームに食らい付
き、タスク内5位の成績を収めました。ステージ2最終競技「Open Challenge」では、ロボットの性能や特長について英語でのプレゼ
ンテーションを中森裕子さん（ロボティクス＆デザイン工学専攻博士前期課程1年）が務め、「ASAHI」による子供の外遊びと子育て支
援プログラムとして、外国人審判を巻き込んで“だるまさんが転んだ”を実演。張りつめていた会場の空気を和ますことに成功し、観客
からはたくさんの歓声と拍手を受けました。
　自身初挑戦となる世界大会の舞台でトップチームを相手に臆することなく、自分たちが積み上げた技術を披露した「O.I.T. Trial」。最
終競技で順位を1つ上げ、第7位と堂々たる成績で大会を終えました。

世界の舞台で大阪工大の技術力を示した
「O.I.T. Trial」のメンバーら

「Open Challenge」でプレゼンターを
務めた中森さん

共同タスク前に綿密なミーティングを
行う両学部の学生ら

 「O.I.T. Trial」
指導教員

ロボティクス＆デザイン工学部
ロボット工学科 井上雄紀教授、廣井富准教授

情報科学部
情報メディア学科 佐野睦夫教授、鈴木基之教授、宮脇健三郎准教授
情報ネットワーク学科 西口敏司准教授

吉本お笑いライブ吉本お笑いライブ

茶屋町祭実行委員のメンバー茶屋町祭実行委員のメンバー

2
後援会会長挨拶　西尾 眞理子

「活動を通して、温かく寄り添う関係を築くために」

学長挨拶　西村 泰志
「梅田キャンパス開設に伴う工大の新たな門出」

教務部長メッセージ　野村 良紀
「むかしむかしといまと」
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60　このたび、工学系人材の育成を飛躍的に促進させるという共通の課題解決に向けて発足した「工大サミット」を機
に、サミットの参加校であります「愛知工業大学」とご縁ができました。
　そこで、同じ工科系の大学である愛知工業大学がどのような取組みをされているのか研修旅行を機会にお伺い
し、施設見学のほか、愛知工業大学の後援会の皆さまと情報交換等が行える交流の場をもたせていただきました。

　このたび、工学系人材の育成を飛躍的に促進させるという共通の課題解決に向けて発足した「工大サミット」を機
に、サミットの参加校であります「愛知工業大学」とご縁ができました。
　そこで、同じ工科系の大学である愛知工業大学がどのような取組みをされているのか研修旅行を機会にお伺い
し、施設見学のほか、愛知工業大学の後援会の皆さまと情報交換等が行える交流の場をもたせていただきました。

7月夏期研修旅行「愛知工業大学後援会との交流会」に於いて



後 援 会 会 長 挨 拶

　後援会会員であります保護者の皆さまに
は、平素より後援会活動にご理解･ご協力を賜
り厚く御礼申し上げます。去る6月10日開催の
定期総会におきまして、2017年度後援会会長
とういう大役を仰せつかりました。たいへん光
栄に存じますとともに、その責務の重大さをあ
らためて痛感し身も心も引き締まる思いでござ
います。これからの1年間、新役員･委員の
方 と々ともに大学と家庭を繋ぐ架け橋として、
精一杯努力して参りますので、どうか宜しくお
願い申し上げます。
　本後援会は、会則にありますように「大学の
教育方針に則り大学と家庭との連携を密に
し、学生の厚生補導を中心に教育事業を援
助するとともに学園の発展に協力し、あわせて
会員相互の親睦を図ること」を目的に1985年
に発足をし、温かく寄り添うような活動をして参
りました。
　本会の活動内容については、会報誌を年2
回発行し、分かり易く紹介させて頂いておりま
すが、ホームページにも後援会活動を紹介し
ておりますので是非ご覧いただきますようお願
いいたします。また、大学行事や課外活動、そ
の他目的達成のために必要な支援などを幅広
く展開しております。　
　さて、後援会の最大のイベントである「教育
懇談会」は、今年度も大学の全面協力を頂い
て開催します。まずは、7月に学部3年次生の

会員の皆さまを対象にした教育懇談会（就職
支援セミナー）を梅田キャンパスで開催いたし
ました。秋には遠方でなかなか大学に足をお
運びになれない皆さまのために、津･和歌山･
岡山･高松･徳島･松山･博多会場で開催する
ほか、大阪会場では大阪工業大学の大宮･梅
田･枚方キャンパスで開催を予定しています。
教育懇談会はご子女の日々の学生生活や成
績等の学業状況、就職活動状況などについ
て先生方や関係職員の方と個別に懇談できる
有意義な機会です。是非、この機会をご活用
いただき日頃のご心配や疑問等をご相談され
るとともに学生、保護者、教職員の相互理解を
深めていただければ幸いでございます。例年、
実施後のアンケートによりますと、保護者の皆
さまの満足度は大変高い結果となっており
ます。
　今年の4月、大阪工業大学には梅田キャンパ
スが誕生し、ロボティクス&デザイン工学部が開
設されました。さらに、2022年には、学園創立
100周年を迎えるなど発展を続けております。後
援会におきましても「大学」･「学園」の発展に相
応しい活動ができますよう努めて参ります。
　会員の皆さま方におかれましては本会活動
に積極的にご参加いただき、後援会活動の充
実発展のため、建設的かつ有効なご意見を賜
りますとともに、一層のご協力の程宜しくお願い
申し上げます。

活動を通して、温かく寄り添う
関係を築くために

大阪工業大学後援会　会長

西尾　眞理子

学 長 挨 拶

　後援会の皆さまには、常日頃から、本学の教
育ならびに学生の諸活動に対して、温かいご理
解とご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
　ご承知のように、2017年4月、梅田茶屋町

「OIT梅田タワー」に梅田キャンパスが開設され
ました。ここには、本学第4の学部となるロボティ
クス＆デザイン工学部が設置されました。ロボ
ティクス＆デザイン工学部は、工学部から新学
部に移ったロボット工学科と空間デザイン学科、
新学科のシステムデザイン工学科の3つの学科
で構成されています。この学部では、技術を学
ぶだけでなくデザイン （デザイン思考） を融合し
た新しい学びに特徴があります。これは、大阪
工業大学の新しい学びの特徴となるものです
が、長年の工学部、情報科学部および知的財
産学部の教育･研究の延長線上にあるもので、
いわゆる、時代の流れに即して、建学の精神を
具現化したものであります。この梅田キャンパス
を、工大の新たな発展のエンジンにしたいと
思っています。
　さて、先般発行された特別編集日経キャリア
マガジン「価値ある大学 2018年版就職力ラン
キング」に、上場企業および非上場の有力企業
847社の人事担当者を対象として実施された

「学生のイメージ」調査の結果が今年も公表さ
れました。「学生のイメージ」調査では、「対人
力」、「行動力」、「知力･学力」および「独創性」
の4つの項目について評価がなされ、大学ランキ

ングが示されています。本学は昨年度より更に
上昇し、全国29位の高評価を得ました。特に、

「行動力」では、全国6位の評価を得ています。
この「行動力」は、主体性･熱意･チャレンジ精神
を問うものです。社会では、主体的に行動できる
人材が求められていますが、その素地を持った
多くの学生が在学していたことに嬉しく思ってい
ます。昨年度の卒業生に対する実就職率は
96.9％で、1,000人以上の卒業生を輩出する大
学で全国5位の成績を収めています。
　本学は、建学の精神に基づいて、実践的教
育を地道に継続していること、特に、2014年度
から、工学部では1および3年生の正課科目とし
てPBL （ Project-Based Learning, 課題解決
型学習 ）を導入したこと、あるいは、課外活動と
して、各学部各学科でプロジェクト活動 （人力
飛行機、ロボット等） が活発に行われ、それらの
成果が学外で高い評価を得ていること等が評
価されたものと思われます。これらの教育の成
果のうえで、就職部･学科の就職担当教員･卒
研担当教員との連携で、学生の将来の進路に
ついて熱心に対処していること等が前述のよう
な高い評価を得たものと考えられます。
　本学は、建学の精神に基づき、今後とも、社
会に有意な人材の育成に地道に取り組んで参
ります。
　今後ともご支援の程、宜しくお願い申し上げ
ます。

梅田キャンパス開設に伴う工大の
新たな門出

大阪工業大学　学長

西村　泰志
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　教育、特に学校での教育は、人類特有の営み
ということができます。メダカの学校やスズメの学
校という言葉もありますが、それらに実態はなく、あ
くまで擬人的な比喩に過ぎません。
　それではなぜ、人類は学校を必要とするので
しょうか。それは、人類が文明をつくりさらに維持
発展しようとするからです。文明は文字の使用を
強いますが、文字を使いこなす「技術」を幾世代
にもわたり伝えていけないと途絶えてしまいます。
それを防ぐには、組織的に教育を行う必要が生
じ、その場として学校の存在意義があります。
　人類最古の文明が興ったメソポタミアでは、
5000年以上も前から文字の使用が始まり、それと
同時に文字を理解し使いこなせる人を育成する
ための教育が必要となりました。その結果、4500
年前ころにはメソポタミア全域で学校（エドゥブバ）
での教育が普及していたといわれています。
　それらの遺跡から膨大な数の文字を記した粘
土板が出土しており、その中には教材や学校の日

常を記した物語も多数見つかっています。それら
の解読が進み、当時の教師たちは学習活動が単
調にならないよう様々な工夫をし、生徒の興味を
ひくようなぞなぞを織り込んだ教材を多数作成し
ていたことがわかっています。一方で、教わる側か
らの不満を記した説話も存在するようです。つま
り、教師と生徒との対立が存在し、それを解消す
るために我慢や努力が必要であったことを示して
います。
　これらの遺物は、教師および生徒の苦悩を如
実に示し、数千年の時を隔てていても同じ教師お
よびかつての生徒として共感できるものです。い
ずれにしても、基本は単調で退屈な作業を繰り返
すことでしか身につけることができず、模倣（まね）
できるほど身についていないと応用することができ
ない点は、人類にとって普遍的な真理なのかもし
れません。人類がある種の突然変異によって進化
することがない限り、これからも教師の苦悩と
学生･生徒の苦悩は続くようです。

むかしむかしといまと

大阪工業大学教務部長　工学部応用化学科教授

野村　良紀

　大阪工業大学後援会会則に基づき、2017年度の後援会定期総
会を6月10日（土）、大宮キャンパスで開催しました。西村泰志学長を
はじめ、多くの大学関係者を来賓に迎え、364名の会員が当日出席し
ました。
　定期総会では、「2016年度事業報告、収支決算報告」、「2017年
度後援会役員･委員の選任」、「2017年度事業計画･予算」につい
て審議が行われ、承認されました。また、新会長には西尾眞理子副
会長が選任されました。（新役員･委員一覧は下記に、2017年度事業計画お
よび予算書は6ページに掲載）

　定期総会終了後は同会場にて、総括説明会を開催し、野村良紀
教務部長より「学業について」、岡山敏哉学生部長より「学生生活に
ついて」の説明を行いました。その後、工学部応用化学科教授･常
翔歴史館館長･図書館長の益山新樹先生より「100年の時空（とき）
を超えて～大阪工業大学の歩み～」というテーマで講演会を行いま
した。保護者の皆さまからは、「大阪工業大学の歴史が良く分かっ
た」「大学に対してより深い感心を持てた」等、多くの感想をいただき
ました。
　講演会終了後は、会場を移して希望者を対象とした個別相談を
実施し、293名の会員が、ご子女の大学生活の様子や学業成績、就
職活動について、先生方と個別に相談を行いました。

2017年度

定期総会を開催

　梅田キャンパスの開設から半年近くが経過しました。従来の郊外型キャ
ンパスとは環境が異なる都心のキャンパスで、オープン当初からキャンパ
ス周辺のコミュニティーやマスコミからも大きく注目を集めています。
　4月に入学したロボティクス＆デザイン工学部の第1期生は3学科合わ
せて291人。これに大宮キャンパスから移転した上位年次の学生を合わ
せた約900人が真新しい施設で日々学修しています。また、企業が抱え
る課題に学生が一緒になって取り組む産学連携の課外活動プロジェクト、
海外大学と相互訪問による国際共同研究プロジェクト、キャンパス周辺の
コミュニティーが実施するイベントへの学生の協力などが次々と始まっ
ています。今後も梅田キャンパスでは引き続き学生が主役となる活動を
立ち上げ、新しいニュースを地域や保護者の皆さまに発信し続けてまい
ります。

梅田キャンパスが本格始動
2017年度　大阪工業大学後援会役員・委員　一覧2017年度　大阪工業大学後援会役員・委員　一覧

ロボティクス＆デザイン工学部事務室長 塚本　卓志大阪工業大学

西村学長先生のご挨拶西村学長先生のご挨拶

2017年度役員・委員2017年度役員・委員

就任にあたり挨拶をする西尾新会長就任にあたり挨拶をする西尾新会長

益山先生による講演益山先生による講演

会場の様子会場の様子
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教 務 部 長 メ ッ セ ー ジ 催開会総期定



　教育懇談会は、大学側の全面的な協力を得て、ご家庭と大学とのコ
ミュニケーションを図ることを目的とした後援会最大のイベントです。
　2017年度は学部3年次の会員の皆さまを対象とした就職支援セミナー

「教育懇談会～家族ができる就職支援～（OIT梅田タワー 常翔ホール）
をスタートに、津、和歌山、岡山、高松、徳島、松山、博多および大阪（大宮･梅田･枚方キャンパス）の8都市10会
場で開催いたします。
　教育懇談会の中でも特に重視している会員と先生方の個別懇談を、一名でも多くの方に受けていただける
よう、各学科の先生方にも多数ご出席いただきます。
　是非、この機会に奮ってご出席いただきますとともに、ご子女の実りある大学生活の一助としていただければ
幸いです。後援会役員一同心よりお待ちいたしております。

2017年度

教育懇談会のご案内
西村学長挨拶西村学長挨拶

就職相談の様子就職相談の様子

会談懇育教

本学会場（大宮･梅田･枚方キャンパス）を含め
8都市10会場で開催
本学会場（大宮･梅田･枚方キャンパス）を含め
8都市10会場で開催

●日程･会場

●参加までの流れ

9/30（土）

10/1（日）

10/8（日）

10/15（日）

11/11（土）

松山
徳島
博多
高松

和歌山
岡山
津

大阪
（本学）

実施日 実施都市 会　場
ホテルマイステイズ松山

阿波観光ホテル

ホテルクリオコート博多

高松東急REIホテル

シティイン和歌山

岡山国際ホテル

プラザ洞津

大宮キャンパス　

梅田キャンパス

枚方キャンパス　

●懇談対象者

各都道府県

工学部/知的財産学部/
工学研究科/知的財産研究科
の全学年

ロボティクス&デザイン工学部/
ロボティクス&デザイン工学研究科
の全学年

情報科学部/情報科学研究科
の全学年

※工学部「空間デザイン学科･ロボット工学科」、
　工学研究科「空間デザイン学専攻･生体医工学専攻
　＜ロボティクスコース＞」を含む。

※工学部「空間デザイン学科･ロボット工学科」、
　工学研究科「空間デザイン学専攻･生体医工学専攻
　＜ロボティクスコース＞」を除く。

会員の現住所 対象年次 出席会場（いずれか1会場を選択）

大阪（大宮キャンパス）または
津、和歌山、岡山、高松、徳島、
松山、博多の各会場

大阪（梅田キャンパス）または
津、和歌山、岡山、高松、徳島、
松山、博多の各会場

大阪（枚方キャンパス）または
津、和歌山、岡山、高松、徳島、
松山、博多の各会場

対象者の方へ
開催案内をご送付

（8月下旬）

前期成績表を
ご家庭にご送付

（9月中旬）

出席の方は
「参加申込書」をご投函
（受付中）

当日、会場の受付まで
直接お越しください

教育懇談会
参加者の声

大 阪 会 場

2016年度に実施しました教育懇談会では、ご多用にも関わらず多くの会員（保護者）にご参加いただきました。その参加者の生の声を一部皆さまにご紹介させていただきます。

●非常に有意義な懇談会でした。また、大学側が学生のことを親身に考えていることがよく理解できました。
●参加するまでは伺いたいことも漠然としていて分からなかったですが、細やかに説明して頂いて、これからの学生生活を見守る中で
　安心できることが多くあり、ありがとうございました。
●生活の様子や建築文化研究部の活動など、聞かせてもらって良かったです。
●学校での生活、大学院のことや就職のことなど、よく分かって良かったです。
●現状の成績など、なかなか成績表のみでは分からない部分やその打開策などについて、大変丁寧に教えて頂き、本日は参加して本当に良かったです。
●大学に来る機会があまりないので、こういう形で先生にお話を聞けるのは有り難いです。
●就職活動をするにあたり、家族で何ができるかを話し合うきっかけになりました。ありがとうございました。
●定期的にこのような機会が持てて、非常にありがたいです。子供と話をする良いきっかけにもなります。
●息子の学業成績、学生生活、就職活動、大学院進学について現状をご説明いただき、心配していた事が解決し、安心いたしました。ありがとうございました。
●大学院進学について詳しく教えていただき、ありがたかったです。
●先生とお話しさせていただく機会を設けていただき、ありがとうございました。不安に思っていたことなども丁寧にお話いただいて
　指導していただき、参加させていただいて良かったと思います。次年度も続けていただきたいと思います。

2016年度

2017年度  大阪工業大学後援会事業計画2017年度  大阪工業大学後援会事業計画

･学位記授与式レセプション（祝賀会）、卒業記念品等への援助
･入学記念品等への援助
･学部生研究活動援助金の支給
･TOEIC 受 験料、講座等実施費用への援助
･弁理士試験受 験料援助等
･就職支援行事等

･教育懇談会の開催

予定会場

･大学が実施する海外研修参加費用の一部貸与

･学長表彰等副賞に対する援助
事　　業 内　　容 時　　期

3 月
4 月

随時

随時
･学業成績表の保証人 宛送付費用に対する援助 9 月･3 月

◇就職支援セミナー（梅田キャンパス） 7 月
◇地方会場（津･和歌山･岡山･高松･徳島･松山･博多） 9 月～ 10 月
◇大阪会場（大宮･梅田･枚 方キャンパス） 11 月

･会報の発行、送付 9 月･3 月
通年

･後援会説明会の開催（入学宣誓式終了後の新入生保護者への説明会） 4 月
･定期総会の開催（予算･決算、事業計画、役 員等の選出等） 6 月
･学生用安否確認システムの運用にかかる援助 通年
･慶弔内規による見舞金等の支給 随時

年 2 回程度1. 学生行事への援助

2. 学校行事への援助

3. 教育支援事業への援助

4. 学生の就職についての協力援助

5. 教育上必要な家庭との連絡 

7. その他目的達成のために必要な事業

6. 国際交流事業への支援

2017年度 大阪工業大学後援会 予算書2017年度 大阪工業大学後援会 予算書

後援会活動の早わかり

1. 学園教育振興会援助金収入
2. 寄付金･その他の収入
3. 受取利息収入
4. 前年度繰越金
5. 特別援助積立金会計からの繰入収入

43,068,000
0

5,082
7,124,185

2,000,000
52,197,267

42,510,000
0

17,076
9,764,473
1,500,000

53,791,549

558,000
0

△ 11,994
△ 2,640,288

500,000
△ 1,594,282

銀行預金利息

科　　目 差　　異前年度予算額予算申請額 備　　考

（2017年4月1日～2018年3月31日）

合　　　　　計

合　　　　　計

収
入
の
部

1. 事業費支出
　①学生行事援助金支出
　②学校行事援助金支出
　③教育支援援助金支出
　④就職関係援助金支出
　⑤教育懇談会費支出
　⑥会報刊行費支出
　⑦学業成績表郵送費支出
　⑧安否確認システム関係支出
　⑨慶弔費支出
2. 運営費支出
3. 新学部開設記念事業
4. 予備費支出
5. 次年度繰越金

学長表彰副賞、城北祭、北山祭実施費等

学位記授与式祝賀会祝儀、入学･卒業記念品購入等への援助

TOEIC･弁理士試験受験費用等への援助、研究活動援助金

就職支援行事への援助

教育懇談会実施経費

後援会会報発行等経費

学業成績表郵送料等経費

安否確認システム月額利用料経費

香料、樒料、病気･災害見舞金等

定期総会費、諸会議費、通信、案内状印刷費、後援会担当職員人件費等の経費

42,530,000
2,460,000
4,850,000
8,280,000

7,111,000
12,600,000

2,300,000
1,780,000
2,249,000

900,000
8,585,000

0
1,082,267

0
52,197,267

42,953,000
2,370,000
5,000,000
7,680,000
5,804,000

15,000,000
2,200,000
1,750,000
2,249,000

900,000
7,500,000
2,000,000
1,338,549

0
53,791,549

△ 423,000
90,000

△ 150,000
600,000

1,307,000
△ 2,400,000

100,000
30,000

0
0

1,085,000
△ 2,000,000

△ 256,282
0

△ 1,594,282

科　　目 差　　異前年度予算額予算申請額 備　　考

支
出
の
部

Ⅰ.一般会計の部 ［単位：円］

前年度繰越金 33,500,000
33,500,000

科　　目 予算額

収入
の部

Ⅱ.特別援助積立金会計の部 ［単位：円］

合　　　　　計

一般会計の部への繰入支出
次年度繰越金

2,000,000
31,500,000
33,500,000

科　　目 予算額

支出
の部

合　　　　　計
海外研修貸付金支払支出 6,000,000

6,000,000

科　　目 予算額

支出
の部

Ⅲ.国際交流支援事業会計の部 ［単位：円］

合　　　　　計

海外研修貸付金回収収入
前年度繰越金

1,060,000
4,940,000
6,000,000

科　　目 予算額 備　　考

収入
の部

合　　　　　計

注1.預金利息は、一般会計収入の部の受取利息収入に計上 注2.海外研修貸付金の原資は600万円　注3.預金利息は、一般会計収入の部の受取利息収入に計上

2016年度分　海外研修貸付金回収予定額

2017年度貸付見込み額

6 Kouenkai Kaiho Vol.60 September 2017 7Kouenkai Kaiho Vol.60 September 2017

教育懇談会の開催
大阪（大宮・梅田・枚方キャンパス）
津・和歌山・岡山・高松・徳島・松山・博多

（2017年度）

国際交流事業への支援
●大学が実施する海外研修参加費用の
　一部貸与

学校行事への援助
●学位記授与式レセプション（祝賀会）、
　入学・卒業記念品等への援助

学生の就職についての
協力援助

●就職模擬試験等の実施援助
●就職支援セミナーの開催援助

学生行事への援助
●学長表彰副賞に
　対する援助

定期総会の開催
●予算・決算会議
●事業計画報告・審議
●役員の選任

教育上必要な家庭との連絡
●学業成績表の保証人宛送付費用に
　対する援助
●会報の発行、送付

教育支援事業への援助
●学部生研究活動援助金の支給
●TOEIC受験料・講座実施等に対する援助
●弁護士試験受験料援助等

その他
●後援会説明会の開催
●学生用安否確認システムの運用にかかる援助
●慶弔内規による見舞金等の支給

大阪工業大学
後援会

役員会・委員会
事務局

講座



教育懇談会
参加者の声

地 方 会 場

2016年度に実施しました教育懇談会では、ご多用にも関わらず多くの会員（保護者）にご参加いただきました。その参加者の生の声を一部皆さまにご紹介させていただきます。

●去年に引き続き参加させて頂きました。先生方、後援会の皆さま、就職部長様には遠方より来て頂き大変ありがたく思っています。
　普段の学生生活の様子や、今後の就職に向けての適切なアドバイスをご教示頂き、親として安心いたしました。
　今日アドバイス頂いたことを息子に伝え、有意義な学生生活を送ってもらい、成果に繋げてほしいと思います。
●子どもの今の勉強情報など、詳細に教えて頂いてとても参考になりました。
●就活を意識する学年になり、親として不安な部分について丁寧に説明して頂きありがとうございます。
●緊張して参加した懇談会でしたが、有意義で楽しく参加することができました。来年は主人と2人で、また参加したいと思いました。
　本当にありがとうございました。
●学部ごとの現状について、有意義なお話を聞けました。
●3回目の出席ですが、毎年大学の事を知るいい機会です。ありがとうございます。
●息子を直接指導されている先生といろんなお話ができ、学業や成績、授業態度等、詳細にお聞きすることができましたので、
　大変有意義な機会を頂きありがとうございました。

2016年度
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　就職活動本番に向けて準備を進める３年生の保護者を対象にした「教育懇談
会～家族ができる就職支援～」を７月２３日、大阪工業大学後援会と大阪工業大
学の共催で開催しました。求人倍率やインターンシップといった関係ニュースに大
きな注目が集まるなか、初めての開催会場となる梅田キャンパスには３７７名の保
護者が出席しました。

　全体講演は、西村学長、西尾後援会長の挨拶の後、坂下就職部
長が、「本学の就職状況と支援体制」と題して、昨今の就職活動を取
り巻く環境の動向と変化など具体的な数値をもとに、大阪工業大学
の就職状況と支援体制を紹介しました。卒業生数１,０００人以上の
大学の実就職率ランキング（２０１６年度）においては、関西の私立大学
で８年連続ナンバーワン、全国の大学では第５位の実績と、それを可
能とした全学的な支援体制について詳しく説明。また、就職活動のス
ケジュールや今どきの就職活動の具体的な方法、企業が求める人材像を解説し、ご家庭においても会話を
大事にしながら、親の期待を背負わせず、社会人の先輩として温かく見守ってほしいと支援を呼びかけまし
た。
　また、企業を代表して熊澤和信氏（寺崎電気産業株式会社 常務取締役、本学工学部電気工学科卒業）
からは、「人事から見た今の就職事情と保護者の関わり合いについて」と題して、工大生を含めた昨今の学
生の特徴や、企業が選考で学生のどのような所を見ているかなどを説明。合わせて、学生がこれから就職活
動を進めるうえで、家庭で心がけて欲しい就職活動の関わり方のアドバイスなどを熱く語りかけました。

～家族ができる就職支援～開催

寺崎電気産業株式会社
常務取締役 熊澤氏の講演
寺崎電気産業株式会社
常務取締役 熊澤氏の講演

就職部長の説明就職部長の説明

出席の先生方を囲んでの昼食会出席の先生方を囲んでの昼食会

総括説明会の様子総括説明会の様子

学科ごとの座談会学科ごとの座談会 就職活動や大学院進学について懇談就職活動や大学院進学について懇談

会談懇育教

全体講演では学生を取り巻く就職状況を説明全体講演では学生を取り巻く就職状況を説明

　全体講演終了後には、学部・学科ごとに分かれて座談会を実施。企業から内々定を獲得した大学院・学部
の学生と各学科の就職担当教員、就職部学科担当者が保護者と膝をつき合わせて懇談しました。就職活動

中の保護者との関わり、企業を選択した理
由などの学生の発表に対し、保護者から
は、就職活動を振り返って支えになった家
族の言葉や援助、大学院進学のメリット、
企業の探し方など、様 な々質問があり、飾ら
ない言葉で成功談と失敗談、嬉しかったこ
と、辛かったことを語る学生の姿に、歓笑の
声が聞こえる雰囲気となりました。

座談会では和やかに学生が就職活動の体験談を発表座談会では和やかに学生が就職活動の体験談を発表

３年生の保護者３７７名が集う３年生の保護者３７７名が集う

■教育懇談会当日の流れ■教育懇談会当日の流れ

地方会場

（各会場のスケジュールは若干前後することがあります。ご了承ください。）

大阪会場
大宮キャンパス

※一組の懇談時間：約30分

※個別懇談会の待ち時間に、就職担当職員による就職相談コーナーを
　ご利用いただけます。

9：30～10：00

10：00～12：00

10：00～12：00

12：00～12：50

12：50～17：00

受付

総括説明会（学業･学生生活･就職）

個別懇談（午前） ※一組の懇談時間：約30分

昼食 ※昼食用の食事券を配布いたします。

学部･学科説明会、施設見学、個別懇談（午後） ※一組の懇談時間：約30分 

【対象学部】
工学部･知的財産学部･工学研究科･
知的財産研究科（全学年）
※工学部「空間デザイン学科･ロボット工学科」、
　工学研究科「空間デザイン学専攻･
　生体医工学専攻＜ロボティクスコース＞」を除く。

大阪工業大学 大宮キャンパス
1号館2階 多目的室　
大阪市旭区大宮5-16-1

会場

（総括説明会をお申込みの方は、個別懇談は午後のみ対象となります。）

11：00～11：35

11：40～12：50

12：50～13：40

13：40～16：30

受付

総括説明会（学業･学生生活･就職）

昼食会

個別懇談

大阪会場
梅田キャンパス

9：30～10：00

10：00～11：50

11：50～12：55

12：55～13：20

13：20～17：00

受付

総括説明会（学業･学生生活）

昼食 ※昼食用の食事券を配布いたします。

就職説明会 

施設見学（事前予約制）、個別懇談 ※一組の懇談時間：約30分 

【対象学部】
ロボティクスコース＆デザイン工学部･
ロボティクス＆デザイン工学研究科（全学年）
※工学部「空間デザイン学科･ロボット工学科」、
　工学研究科「空間デザイン学専攻･生体医工学専攻
　＜ロボティクスコース＞」を含む。

大阪工業大学 梅田キャンパス
2階 セミナー室 203･204号
大阪市北区茶屋町1-45

会場

大阪会場
枚方キャンパス

9：30～10：00

10：00～11：50

11：50～12：50

12：50～13：30

13：30～17：00

受付

総括説明会（学業･学生生活）

昼食 ※昼食用の食事券を配布いたします。

就職説明会

施設見学、各種相談会、個別懇談 ※一組の懇談時間：約30分 

【対象学部】
情報科学部･情報科学研究科（全学年）

大阪工業大学 枚方キャンパス
1号館2階 1205教室
枚方市北山1-79-1

会場



　私は、就職活動において行動力がとても重要だと感じていま
す。インターンシップに参加する事や多くの人たちと話すこと、情
報集めをするなど行動を起こすことで業界や職種について知る
ことができ、将来のイメージがより具体的になりました。失敗を恐
れずに行動をすることによってチャンスをつかみ、自分のしたい
仕事が見えてくると思います。社会人として良いスタートを決め
られるように悔いのない就職活動を頑張ってください。

自分の将来のために積極的に行動を！
京セラ株式会社内定先

西村  直輝 工学部 電気電子システム工学科

　就職活動において、最大の敵となるのは自分です。たくさんの
ESや履歴書の提出に追われ、何度も諦めそうになりましたが、

「就職活動は人生の選択」だと自分に言い聞かせることで、乗り越
えることができたと思います。また、面接ではいかに自己PRする
かが鍵になります。大学生活で得た経験から自分の強みを見つ
け、上手く伝える必要があります。後悔しないために早めの準備
と妥協しないことが大切だと思います。

就職活動は自分との戦い
株式会社メニコン内定先

中本  恵里花  工学部 応用化学科

　面接やエントリーシートなど就職活動を通して質問される項目
は意外と少なく、その中身を深く掘り下げて聞かれることが多い
です。だからこそエピソードはありきたりではなく興味を持っても
らえるようなものが良いと思います。アルバイトなど面接官が結
論を想像できてしまうようなものは避け、部活動など自分の色を
しっかり出せるような回答を準備できれば希望の進路に進めると
思います。そのためにも早い段階から準備をしてください！

しっかりとした準備を
ダイハツ工業株式会社内定先

小園  啓太  工学部 機械工学科

　就職活動において、最初の難関は履歴書の作成だと思います。
私もどんな内容にすればいいのかわからず悩みました。まずは、
自分が何をしたいのかをはっきりさせてみてください。さらに、な
ぜそれをしたいと思うようになったのか、それをするにはどんな
スキルが必要か、について考えてみてください。考えた結果を
ベースに志望動機や自己PRを作ることで内容に一貫性が出て、
説得力のある履歴書にすることができると思います。

自分が何をしたいかを考える
パナソニックデバイスシステムテクノ株式会社内定先

山根  奈生子  情報科学部 コンピュータ科学科

　説明会や選考会場、周りは同じ表情、同じ服装をしている学生
ばかりです。その中で目に留めてもらうためには、相手の求めて
いることにいち早く気づき、自分の言葉で考えを伝えることが大
切です。すぐに考えをまとめ伝えることは大変なことです。しか
し、凄い考えを持つ必要はないので、これまでの経験の中ででき
た“自分”を表現することができれば大丈夫です。皆さんにとって
悔いのない就職活動になることを祈っています。

“自分”を持って就活を！
三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社内定先

北野  みのり  情報科学部 情報メディア学科

　なりたい自分に近づける業界･企業選びをする。企業はあくま
で利益を出すことが目的の組織ですが、企業にはそれぞれのビ
ジョンがあります。自分と企業が持つビジョンが近ければ仕事へ
のモチベーションにも繋がると思います。就職活動は、仕事を通し
て自分の夢･目標を実現させる第一歩、この一歩をより良いもの
にするために、自分が将来どうなりたいのか軸を持ち、その実現
に近づける業界･企業を見つける努力をしてください。

未来の自分をイメージする
パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社内定先

中島  聡杜  情報科学部  情報ネットワーク学科

　大事なのは自身の性格や仕事への軸が企業のそれと一致するかです。
企業が採用したい「求める人物像」は企業ごとに異なりますが、一方で業界
内での企業の特徴に差を見出すことが難しい中で、私は企業研究を深め
ることで企業の差別化を行いました。HPや質問会、情報共有サイトなどを
活用し、特に導入事例の紹介や法人向けの宣伝は会社の強みが如実に表
れますので、そこを調べ自分と会社の軸が合っているかを確認し、面接で
も志望動機に盛り込みました。皆さんも自信を持って頑張ってください。

企業研究で企業選びの軸を一致
株式会社日立ソリューションズ内定先

木村  晴海  情報科学部 情報システム学科

　就職活動において面接試験は避けて通ることができません。面接
官も人です。多少の学力を求められるところもありますが、「この人と
一緒に働きたい」と思ってもらうことの方が重要です。まず、第一印象
を大切に、爽やかな挨拶で自分の熱意を相手にハキハキと伝えるこ
とが大切だと感じました。そのためには、日頃から意識をして、自分の

「癖」になるように努力する必要があります。必ず緊張はしますが、今
まで自身が培ってきたことに自信を持って頑張ってください。

第一印象を大切に
株式会社エフピコ内定先

伊藤  浩輝  知的財産学部 知的財産学科

　就職活動を成功させるには、如何に早く自分の志望する企業･
業種を決めることができるかが重要です。そのためには早い段階
でスタートダッシュを決める必要があります。説明会を待たず、行
動力を生かして積極的に自分から情報収集やコンタクトを行いま
しょう。志望業種･企業が決まるタイミングが早ければ早いほどそ
の他の準備に時間を費やすことができ、就職活動は有利になりま
す。良い将来にするためにも悔いの無い就職活動にしてください。

行動力：就職活動は3月までが勝負
ヤマハ発動機株式会社内定先

竹内  輝  工学部 ロボット工学科

　就職活動は人間力を向上させる機会でもあります。まずは自分
の人生を振り返りましょう。これまでの人生の幸せな経験から、悲
しい経験まで全てに意味があり、今の自分がいます。そして、自分
を知ることが今まで以上の大きな成長へと繋がり人間力になりま
す。また、いつなんどきも嘘のない素直な自分を見せていれば、
真に自分を求めてくださる企業と出会うことができます。人間力
を磨き、素直に丁寧に日々を過ごしてください。

大切なのは「人間力」と「素直さ」
小林製薬株式会社内定先

山口  誉紘  工学部 生命工学科

　納得できる準備が内定に繋がります。気になる企業を見つけ、
OB訪問やインターンシップに参加することで、3月までに受ける
企業を決めることができました。特に、企業の方や教授など様々
な人の話を聞くことで、業界の現状や今後について早く知ること
ができたことは大変に良かったことです。積極的に行動する度に
新しい発見がありますので、人との出会いを大切にし、偏りなく情
報を集めることで納得のいく就職活動を送ってください。

人の話に耳を傾け納得できる準備を
株式会社東京設計事務所内定先

今西  隆文  工学部 環境工学科

　私はいいものを見分ける力は重要だと思います。今からでも、
初めての経験や知らない場所に行き、様々なものを見て目を養っ
てください。それが自己分析や会社が自分に合うかを判断する事
につながっていくと思います。現場でしか見ることができない事
などがあるので、気になる企業のインターンシップには必ず参加
し、人事の方や他校の人と積極的に会話することで情報を増や
し、顔を覚えてもらい就職活動を有利に進めてください。

物を見る目や会話
株式会社大林組内定先

中村  亘  工学部 建築学科

　就職活動で重視したのは、自己分析と、いかに相手に自分の考え
を正しく伝えるかです。面接は慣れもあるので、早めに練習や準備を
すれば余裕が生まれます。自分の強みを明確にし、具体的に伝える事
が大切ですので日頃から強みを考えておくといいと思います。また、
やみくもに受験するのではなく、「これだけは譲れない」というものを
決めて企業を受けた方が、面接でも熱意を表現できると思います。
緊張すると思いますが、自分に自信を持って臨めば大丈夫です。

自分の強みを発見しよう
三菱電機エンジニアリング株式会社内定先

大丸  遥  工学部 電子情報通信学科

　私は就職活動において、積極的に行動し、幅広い視野を持つこ
とを心掛けました。具体的には、インターンシップや会社説明会、
OB訪問などに参加することです。これらの経験から3月末には、
自分にしか書けない志望動機を書くことができ、大きな武器に
なったと思います。また、就職活動は、オンとオフの切り替えも大
切です。次の3年次の夏から内定まで全力で駆け抜けるのではな
く、計画的にペースを考え、確実にゴールまで歩んでください。

積極的に行動すべし！
大成建設株式会社内定先

保科  勇介  工学部 都市デザイン工学科

　就職活動の選考では必ず面接があります。そこで自分の強みや
志望動機をしっかりアピールするためには、自分の性格や興味の
あるもの、就職活動の軸を見つけておく必要があります。私はプロ
ジェクト活動やインターンシップに多く参加することで、それらに気
づくことができました。自分一人で気づけない人は、親や先生など
周りの人に相談するのもいいかと思います。一人で悩まず活用で
きるものは活用することが、就職活動のコツだと思います。

自分を知ること
大和ハウス工業株式会社内定先

原田  真衣  工学部 空間デザイン学科

2017年度

就職内々定学生
からのアドバイス

学部生
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　昨年度（2016年度）は、大卒の求人倍率が1.74倍と2015年度の
1.73倍からほぼ横ばいに推移し、就職環境は引続き売り手市場となりました。

　本学の就職率も7年連続で上昇し、就職率は96.9％となりました。おかげ様で全国240大学の就職率
ランキングでは、卒業者数が1,000人以上の大学の中で、全国5位、関西の国公私立大学で1位、関西の私立大学では8

年連続1位で終えることができました（サンデー毎日2017年8月6日号特集「全国240大学就職率ランキング」大学通信調べ）。
　今年度の就職環境はどうかというと、リクルートワークス研究所の統計によると、大卒の求人倍率は1.78倍と昨年度よりさらに
0.04ポイント上昇しました。依然として多くの企業が積極的な採用姿勢を崩しておらず、大卒の雇用環境は良い方向に向かっ
ています。
　企業の採用活動の特徴を一言で表すと「仁義なき戦い」です。3年前に経団連の申し合わせ事項が改正され、採用スケ
ジュールが大きく変更されました。現在は、エントリー･説明会の解禁が3月1日、実際の面接等の選考試験の解禁が6月1日から
になっています。変更になった当初は各企業もある程度ルールに沿った採用活動を実施していましたが今ではそれらのルール

はもはや形骸化し、実態とかけ離れたものになっています。まず、1、2月にはワンデーイン
ターンシップと称したインターンシップとは名ばかりの事実上の会社説明会が始まり、3月に
は筆記試験、4月には多くの企業が面接等の選考試験を実施するに至りました。外部の
調査機関によると面接等の選考試験が解禁になる6月1日にはすでに全国の大学生の
61.0％が内定を得ているという統計も発表されました（リクルートワークス研究所）。
　これらのことから、選考活動は既に解禁前に始まっており、学生にとっては早い段階で
の準備が就職活動の勝敗を大きく左右すると言えます。また、この傾向は、次年度以降も
続くと思われます。
　本学でも7月中旬で7割以上の学生が内定をいただいています。その中には内定を持
ちながら、まだ就職活動を継続している学生も少なからずいます。
　これらの就職活動中の学生は、これから猛暑の中の熱い戦いとなります。ご家庭でい
かにご子女と接し、激励していただくか、また熱中症対策等の健康管理をしていただくこ
とも必要となってまいります。朝食をしっかり取って、これから始まる夏の暑い戦いを乗り切
れるよう、ご家庭におかれましてもどうか一層のご支援をよろしくお願いいたします。

学内合同企業説明会（枚方キャンパス）学内合同企業説明会（枚方キャンパス）

就職戦
線2017Competition prevailing on the employment front

学内合同企業説明会（大宮キャンパス）学内合同企業説明会（大宮キャンパス）



就職部 Information

進路に関するご相談は就職担当部署まで

就職部就職課
（梅田キャンパス）

TEL：06-6147-6406　FAX：06-6147-6905
E-MAIL:OIT.Shushoku.u@josho.ac.jp

［取扱時間］月～金／9：00～18：00　土／9：00～17：00
就職部就職課
（大宮キャンパス）

TEL：06-6954-4093　FAX：06-6952-4472
E-MAIL:OIT.Shushoku@josho.ac.jp

［取扱時間］月～金／9：00～18：30　土／9：00～17：00
就職部就職課
（枚方キャンパス）

TEL：072-866-5308　FAX：072-866-5310
E-MAIL:OIT.Shushoku.h@josho.ac.jp

［取扱時間］月～金／9：00～18：00　土／9：00～17：00

2017年度 就職内々定学生からのアドバイス 大学院生

　面接では自分が伝えたい事が伝わらないようでは意味がありま
せん。同様に相手に聞かれたことに対し、端的に答えられないのも
良くないことです。臨機応変に自分が思ったことを素直に伝えてく
ださい。そのためには、就職活動だけに限ったことではないです
が、何かをするときには自分がどれくらいできるかできないか、何
をしたいのか何をしてきたのかを念頭に置いて行動することが大
事です。就職活動は自分と向き合う良い機会だと思います。

自分を知ること
一般財団法人 日本建築総合試験所 内定先

池田  和憲 工学研究科 建築学専攻

　企業に就職することがゴールではありません。自分がやりたい
ことは何なのか、じっくり時間をかけて具体的な夢を描いてくだ
さい。そのために、さまざまな説明会に足を運ぶことやインター
ンシップに参加し、業界を知ることはとても大切です。さらに、就
職した先輩や友人に積極的に話を伺うことは、新たな視点を得る
のに有効です。どのように実現していくのか、将来ビジョンを明確
にすることで、良い就職活動につながります。

将来を明確に、夢を叶える
パシフィックコンサルタンツ株式会社内定先

大﨑  雄治 工学研究科 都市デザイン工学専攻

　就職活動では自ら積極的に行動を起こしていくことが大切です。
当たり前のことですが、企業研究は自発的にしなければ進めること
ができませんし、応募しなければインターンシップや選考は絶対に
受かりません。少しでも興味を持ったらその企業について調べ、説明
会やインターンシップがあれば進んで参加･応募するようにしましょ
う。また、研究に関しては内容よりも「自分がどう取り組んできたか」
を尋ねられるので、研究に対しても積極的に取り組みましょう。

積極的な行動を。
三菱電機株式会社内定先

北林  和樹  工学研究科 電気電子工学専攻

　就職活動では自分に自信をもつことが大切です。そのためには、
研究やプロジェクト活動などに本気で取り組んだ経験が必要です。
経験があれば自信につながり、就職活動の時に一歩踏み出す力と
なります。また、志望企業のインターンシップはできるだけ参加し
て、指示どおり動くだけではなく、自分で考え行動し、成果を残すく
らいの気持ちで取り組んでみてください。真剣に取り組んだ経験
は面接時に自信をもって話せるので必ず相手に伝わります。

　2017年度の就職環境は、日本経済団体連合会の指針により、企業の採用広報活動解禁が3年生の3月1日に、面接等による選考活動解禁が
6月1日となりました。次年度も同様のスケジュールが予測され、就職活動が本格化する前の自己分析や業界･企業研究、企業に提出する書類の
作成準備が重要となっています。また、学生の皆さんは就職活動の波に乗り遅れないようにすることが何より大切です。ご子女の就職活動には
学科就職担当教員、卒業研究指導教員および就職部が連携して全面的に支援していきます。
　以下に就職活動の流れに沿ってその概要および就職ガイダンス等の行事予定を示しております。ご家庭におかれましてもご子女には就職
ガイダンスなどの大学行事に参加するようご助言いただければ幸いに存じますので、よろしくお願いいたします。

経験を自信に。自信を力へ。
富士電機株式会社内定先

向山  直希  工学研究科 電気電子工学専攻

　その企業で何がしたいのか、どのようなものを作りたいのかを
明確にすることが大切です。そのために私は、「製品研究」に力を
入れました。製品に使われている技術がどのようなものなのかを
しっかり理解したうえで、“今までにない売れる製品” についての
アイデアを面接で伝えました。やりたいことを明確にするには知
識が必要不可欠です。そしてその知識がどのようにして利用され
ているかを知ればやりたいことが見えてくるかもしれません。

やりたいことを明確に
ニチバン株式会社内定先

川嶋  永人  工学研究科 応用化学専攻

　就職活動を通して私が一番大切だと感じたことは、自分に素直
になることです。就職活動はたくさんの人との出会いがあり、緊
張することもたくさんあります。でもその中で、格好をつけずに、
飾らずにありのままの自分を出してください。そうすると自分が
自分を知れて、自信に繋がると思います。あとはその会社で働き
たいという熱意。難しく考えすぎずにシンプルに目の前のことに
全力で取り組むだけです。

自分に素直になる
ホソカワミクロン株式会社内定先

原田  雅士  工学研究科 生体医工学専攻

　就職活動において重要なことは「なぜその企業に就職したいか
を明確にすること」です。なんとなく就職活動を行っても良い結
果は得られません。自分のやりたいことを明確にして、業界を選
択、「ここだ！」と思う企業を見つけましょう。そうすれば、あなたの
就職活動はきっとうまくいきます。そのために、少しでも気になっ
た説明会があれば積極的に参加することをおすすめします。ぜひ

「自分」を明確にして頑張ってください。

自分を明確に
日産自動車株式会社内定先

大野  竜之介 工学研究科 生体医工学専攻

　線が点の連続であるのと同様に、人生も瞬間の連続であると
思います。就職活動の一瞬一瞬を大切にして、時には自分を振り
返り是非とも後悔のない就職活動をしてほしいと思います。その
ために、今、人よりもほんの少し多くの苦労･努力をしてみましょ
う。SPIの本を一周だけでなく、二周勉強してみる。興味のある企
業と他社との比較をしてみる。「塵も積もれば」です。怠慢になら
ず、その精神を持ち続けることが「就勝」の鍵です。

「今」を大事に
株式会社日立製作所内定先

大西  雄也  工学研究科 機械工学専攻

　就職活動を行っていくうえで大事なことは、まず就職活動を楽し
むことです。もし自分が志望する企業から良い結果が得られなくて
も、諦めずにどんどん踏み出すことが重要だと思います。もちろん
自己分析や企業研究などの準備は非常に重要なことですが、それ
以上に様々な分野ごとに働く自分を想像することが必要です。自身
を振り返る機会は人生で一度だけではないので、ネガティブになら
ずに笑顔を忘れず、楽しみながら行えば必ず結果がついてきます。

諦めない心
株式会社沖データ内定先

北島  由隆  知的財産研究科 知的財産専攻

　社会人になると、自分の分野は狭まります。そのため、社会人に
なる一歩手前の大学時代に、いろんなことに積極的に挑戦し、自
分の嗜好や方向性を固めることは大切です。在学中に自分で将
来を選択する努力を精一杯していれば、社会人になってから自分
の仕事に後悔することがないと思います。就職活動においても、
考え抜いて選んだ道であることを、熱意を持って伝えることがで
きれば、結果はおのずとついてくるのではないでしょうか。

好きなことを仕事にするために
国際航業株式会社内定先

西川  鈴音  工学研究科 環境工学専攻

　就職活動において重要なことは、企業情報を集めることです。
就職したい企業へのインターンシップや企業説明会への参加は
もちろんのこと、そこにOB･OGがいたら必ずアドバイスをいた
だくべきです。企業研究をするうえで企業のHPや書籍で調べる
ことも有効ですが、それだけでは限界があります。実際に企業の
方とお話しをしてわかることがあるため、自ら積極的にその機会
を作りましょう。積極的に行動し、内定を勝ち取ってください。

積極的に行動すること
株式会社佐藤総合計画内定先

秋吉  俊希  工学研究科 空間デザイン学専攻

　学んできた情報処理の知識を活かせる仕事に携わりたいと考
え、メーカーでの開発職を志望しました。就職活動では、志望動機
が重要な要素の一つです。自分自身がどのような仕事をしていき
たいかを早期に考えることで業界を絞ることができ、志望動機を
考えることが容易になります。そのためには、学生時代に培ってき
た経験･研究などを振り返ることが重要です。早めにやりたい仕
事を考え、就職活動の第一歩を踏み出してほしいと思います。

過去の振り返りが大切
三菱電機株式会社内定先

大坪  真之  情報科学研究科 情報科学専攻

くなもま

就職活動スタート 就職活動は早めの準備を！

■就職活動の流れ･概要と時期

■就職ガイダンス等の行事予定

次に、企業がしている仕事を知り、そこでどのような仕事をする人を募集しているのかを調べます。
いわゆる「業種」や「職種」を調べることに取り組みます。

自分が取り組みたい仕事のイメージが浮かんだら、企業へのアプローチ。まず、説明会参加や資
料請求を目的としたエントリーです。最近はインターネット上でのエントリーが一般化しています。
エントリーする内容は所属、氏名や連絡先などの個人情報が中心ですが、企業によっては質問や
志望動機とその理由などを入力するところも多々あります。

企業の事業内容や選考手順などについて、採用担当者などから直接話を聴く機会として企業説
明会があります。1社が単独で行う説明会、イベント会場などで複数の企業がブースを構える合
同企業説明会のほかに、工場などの現場見学を実施しているケースもあります。

筆記試験（SPI等）と面接試験はほとんどの企業の選考で行われます。面接でよく聞かれる質問は、
「志望動機」「自己PR」「学生生活を通じて学んだこと」「時事問題」に関することなどです。①～④
などの取り組みを積み上げる努力が大切です。なお、採用試験は6月以降に本格化する予定ですが、
それまでに筆記試験や面接を実施する企業もあるため、早い段階からの準備が必要です。

採用試験に合格した場合、企業から文書などで「内々定」の連絡があります。日本経団連の倫理
憲章において、正式な「内定」通知は、その年の10月1日以降に発行されることになっていますが、

「内々定」は事実上の「内定」となります。

★就職ガイダンス①　概要説明、現状認識

企業へ応募書類を送る準備をする時期です。自己理解と企業研究の成果を自己PRや志望動機に
生かし、履歴書･自己紹介書を作成します。最近はこのほかにエントリーシートの提出を求める企業
が中心となっています。

就職活動では、①企業に「自分をより良く理解してもらう」、②企業に「自己PRする」ことが求めら
れますので、まず自分を振り返ることから始めます。

業界･企業研究、
職種研究

10月

2017年　5月 8日～12日

★就職ガイダンス②　自己分析4日～10日

●就職模擬テスト①　SPI模擬テスト

★就職ガイダンス③　業界･企業研究19日～25日

●就職模擬テスト②　一般常識テスト

●就職模擬テスト③　SPI模擬テスト10日～16日

■業界セミナー1日～14日

ロボティクス＆デザイン工学部は1日～7日

★就職ガイダンス④　履歴書の書き方6日～10日

●就職模擬テスト④　エントリーシート作成
★就職ガイダンス⑤　就職活動体験報告会24日～30日

個別模擬面接

■合同企業説明会6日～22日

★就職ガイダンス①　概要説明、業界･職種研究17日

★就職ガイダンス②　自己分析、履歴書の書き方7日

★就職ガイダンス③　就職活動体験報告会27日

●就職模擬テスト①

★就職ガイダンス④　業界･企業研究18日

●就職模擬テスト②

★就職ガイダンス⑤　就職実践講座20日

●就職模擬テスト④

★就職ガイダンス⑤　面接対策8日

●就職模擬テスト③

進路面接

■合同企業説明会5日～9日

就職ナビサイトでのエントリー、会社説明会、WEB上での筆記試験、合同企業説明会

採用試験受験（面接等）、採用内定（進路決定書類提出、アンケート実施）

2018年　1月

6月

時期
主な就職行事等

＜工学部･ロボティクス＆デザイン工学部･知的財産学部＞（大学院含む） ＜情報科学部＞（大学院含む）

7月

9月

10月

11月

12月

2月
3月

3月～5月
6月以降

11月 12月
2018年 
1月

2017年 
9月 2月 3月 4月 5月 6月

以降
就職活動の流れ・概要

時期

※就職活動の流れは一般的な傾向を示しています。この流れは業界や企業規模により変化します。

★：ガイダンス、　●：模擬テスト　■：企業研究会・説明会　※行事開催日は就職状況などの変化により、変更する場合はあります。※上記以外に学科独自の就職支援行事もあります。

❸

履歴書･
自己紹介書作成❷

自己理解
（自己分析）❶

企業エントリー❹

企業訪問
（セミナー･会社説明会等）❺

採用試験受験❻

内々定の時期❼

（2019年3月卒業･修了見込生対象）

学
科
別
に
個
別
面
談
を
実
施

学
科
別
に
個
別
面
談
を
実
施
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キ ャ ン パ ス ト ピ ッ ク ス

ウインドアンサンブルが「城北公園フェア2017」を盛り上げました
　6月3･4日に大宮キャンパスに隣接する城北公園で開催された「城北公園フェア2017」に文化会ウインドアンサン
ブルが出演しました。
　被災地復興支援をテーマに東北や九州などの物産を集めた「ええもん！うまいもん！フェスティバル」、99種類の地
ビールを集めた「全国地ビールフェスティバル in あさひ」、各種ステージイベントなど盛りだくさんの内容で実施され
2日間で約49,700人の来場者がありました。
　イベント初日、ウインドアンサンブルは、会場中央のメインステージで行われたオープニングセレモニー後に演奏。

「明日があるさ」「川の流れのように」「まつり」や子どもたちに人気の『忍たま乱太郎』の主題歌「勇気100％」の4曲を
披露しました。幅広い年齢層が楽しめる曲で客席では自然と手拍子がおこり、会場は大きな盛り上がりをみせました。
　また、ウインドアンサンブルは８月１３日（日）に開催されました「第５６回大阪府吹奏楽コンクール（主催：大阪府吹奏
楽連盟／朝日新聞社）」において、目標であった「金賞」を受賞することができました。
　大阪工業大学は昨年９月に学校法人大阪音楽大学と「連携協力に関する協定」を締結。それが端緒となり、文化会
ウインドアンサンブルは昨年１２月に新たな指導者・高木宏之先生を迎えることができました。
　これまで４年連続で銀賞を受賞していましたが、部員が懸命に練習を重ねてきた結果、見事に金賞を受賞し、関係者一同が感動の涙を流しました。

会場は満席状態で、お馴染みの曲に聴き入る来場者

NHK学生ロボコンでロボット
プロジェクトが全国ベスト4の大活躍

精度の高い射出技術で会場を沸かせる本学チーム

大会後、メンバー全員で
国際PBLプログラムの

参加学生たちと
指導教員ら

競技会場のあちこちで
言葉の壁を越えた
交流が見られた

　6月11日、東京都大田区総合体育
館で開かれた「NHK学生ロボコン
2017～ABUアジア･太平洋ロボコ
ン代表選考会～」に出場した本学ロ
ボットプロジェクト「大工大エンジュニ
ア」が全国ベスト4という大きな成果
を残しました。大会には全国からビデ
オ審査など事前選考を通過した24
のチームが出場しました。
　今年の競技課題は「The Landing 
Disc」。ウレタン製の"ディスク"をロ
ボットがうち出し、フィールドに設置さ

れた7つのスポット上にあるボールを落とし、ディスクをスポットに乗せることで得られる得点
を競います。
　見事予選リーグを第4位で突破し、勢いに乗るチームは、決勝トーナメント準々決勝で三重
大を相手に全スポットにディスクを乗せる「APPARE！」を達成し、続く準決勝戦では上位2
チームに与えられる世界大会ABUロボコンの出場権を掛け、昨年度王者の東京大とぶつか
りました。試合中盤までお互い一歩も引かない均衡した試合展開でしたが、残り1分に差し掛
かったところで、相手チームが放ったディスクが高ポイントのスポットにヒットし、本学が追う
状況に。その後、1ポイントを追加したところでタイムアップとなり、惜しくも敗れました。会場
からは両チームの健闘を称える声と拍手の雨が降り注ぎました。試合後の審査員講評では

「両チームとも見事な射出技術を持った素晴らしいロボットでどちらが勝ってもおかしくない
非常にレベルの高い試合だった」と高い評価を受けました。
　リーダーの京田さんは「リーダーとしてメンバー全員の思いを背負ってフィールドに立ち
ました。プレッシャーもありましたが、それ以上にこれだけの仲間がバックにいると思うと心強
かったです。メンバー全員の協力があったからこそ、今回の成績につながったと思います」と
大会を振り返ります。

情報科学部が協定校のタイ･タマサート
大学シリントーン国際工学部の学生を
招へいし、国際PBLプログラムを実施
　情報科学部は6月12日～17日にかけて、協定校のタイ･タ
マサート大学シリントーン国際工学部の学生を招へいし、枚方
キャンパスで国際PBL（Project-Based Learning）プログラ
ムを実施しました。今年度は、本学から14人とタマサート大学
から10人の学生が参加しました。
　国際PBLでは2～4年の学生が海外の学生と混成チームを
構成し、共通の課題に取り組みます。日本人とは異なる価値観を
持った人とグローバルな交流を通じて、学生の課題解決能力や
創造力などの多様な能力の向上を狙いとしています。
　今年度の取り組みでは、「Real-World Game Programming」
というテーマの下、パソコンで制御可能な研究用移動ロボット

「Kobuki」を用いて、エアホッケーとサッカーのPKを融合させ
た新たな競技用プログラムを開発。
　慣れない英語や、今回新しく導入したプログラミング言語

「Python」に戸惑いながらも、1週間という限られた期間の中で、
時にはパソコンやスマートフォンなどのツールを用いて、積極的
にコミュニケーションを試みる学生たちの姿が見られました。
　最終日の競技会終了後、各チームのプログラミングコンセプ
トについて学生一人一人が英語でプレゼンテーションを行い、
感想や今後の抱負などを述べました。

チームリーダー

チームメンバー

ピットクルー

指導教員

京田祐樹さん
（ロボット工学科3年）
大橋祐介さん（同3年）
中西裕哉さん（同3年）
田上裕馬さん（同3年）
中本直宏さん（同3年）
杉本暁大さん（同2年）
田熊隆史 准教授

（電気電子システム工学科）

出場学生･教員 【大工大エンジュニア】

　大阪工業大学では、資格取得･進路支援を行う課外講座として、学生のやる気を伸ばし、将来へのビジョンを明
確にする様々な講座を開講しています。昨年度約750名が課外講座を受講してくれました。
　学生一人ひとりが「自分は何の為に、どのような分野で、どんなスキルを武器として活躍したいのか」という目
的や計画性を養うと共に、自らの知識やスキルを自発的に増やし、それらを表現する「手段の一つ」として資格の
取得を目指して欲しいと考え、合格までの過程においてはもちろん、その後の更なるステップアップまで、専任の
スタッフが全力で学生の皆さんをサポート致します。
　2017年度は、全31講座の開講を予定しています。各講座が進む中で受講生一人ひとりが少しずつ自分に自
信をつけ達成感を得ると共に、忍耐力や集中力を身に付けながら日々検定合格に向け、勉強に励まれています。
　後期･春期の講座ラインナップも、2級建築士試験対策講座や基本情報技術者試験講座をはじめとする専門
分野に直結した講座から、それぞれの学生の興味や向上心を伸ばすMicrosoft® Office Specialist講座や
TOEIC®講座など、幅広い講座の開講を予定しています。
　また、この資格対策講座は、本学園の卒業生ならびに在学生･卒業生のご家族も在学生料金で受講いただけ
ます。皆さまの更なる技術向上、自己啓発の機会としても是非ご活用ください。
　今後のご子女の更なるご活躍のため、資格取得に向けての取り組みにご支援を賜りますようお願い申し上げ
ます。 

資格サポートコーナー スキル＆キャリアアップを応援する課外講座

　「安否確認システム」とは、大規模な災害等が発生した際に、メール等を利用して学生の安否情報を迅速に収集し、大学や保護者の皆さまへ配信
することができるシステムです。
　2011年3月の東日本大震災や2016年4月の熊本地震、そして
今後南海トラフ巨大地震等の発生が予想される中で、保護者の皆さ
まがご子女を安心して大学へ送り出すことができるよう、安否確認シ
ステムを導入しています。
　なお、保護者の皆さまへの安否情報の配信は、学生本人の登録作
業が必要となります。
　ご子女がまだ未登録の場合は保護者の皆さまからも登録を促して
いただきますよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

学生対象の「安否確認システム」

学生サポート

スタッフ一同全力でサポートします

1人ひとりの話をじっくり聞きます

大学各窓口のご案内

夜間･休日等の緊急連絡先 大宮キャンパス　受付･防災センター

TEL：06-6954-4857
梅田キャンパス　受付･防災センター

TEL：06-6147-9030
枚方キャンパス　受付･防災センター

TEL：072-866-5330
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Microsoft® Office Specialist　Word 2013講座

Microsoft® Office Specialist　Excel®2013講座

Microsoft® Office Specialist　PowerPoint®2013講座

CAD利用技術者試験 講座 2級

2級建築士試験　対策講座

建築系就職試験 対策講座

基本情報技術者試験 講座

TOEIC®講座　基礎クラス

後期B　春期

後期B　春期

春期

後期B　春期

後期B

後期B

後期B

春期

9/26（火）･1/16（火）

9/26（火）･1/16（火）

1/16（火）

9/26（火）･1/16（火）

9/26（火）

9/26（火）

11/10（金）

1/16（火）

23,200円

23,200円

19,000円

27,700円

47,100円

8,900円

77,700円

15,700円

25,200円

25,200円

21,100円

30,900円

－

－

81,900円

20,900円

8,424円（学割価格）

8,424円（学割価格）

8,424円（学割価格）

5,940円

16,900円

－

5,700円

5,725円（公開テスト）

○
○
○
○
○
○
○
○

－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－
－
－
－

講座名
受講料（円）（教材費込）

卒業生・在学生 一般講座申込締切日 試験料
開講キャンパス

梅田大宮 枚 方

2017年度　後期･春期　開講予定講座一覧

注）上記の講座は後期･春期に開催予定の講座です。その他の講座に関して、また各講座の内容･日程については、パンフレットをご確認下さい。

教務課

資格サポートコーナー

学生課

就職課

ロボティクス＆デザイン工学部事務室

情報科学部事務室

国際交流センター

企画課

会計課

（授業･各種証明書の発行、教職免許に関すること）※

（資格取得のサポートに関すること）＜全学科共通＞

（学生生活、課外活動、奨学金など）※

（就職関係＜大宮キャンパス＞）

（就職関係＜梅田キャンパス＞）

（就職関係＜枚方キャンパス＞）

（学部、研究科の教務･学生関係など）

（学部、研究科の教務･学生関係など）

（海外留学･海外研修等に関すること）

（式典･認証評価に関すること）

（後援会関係＜定期総会･教育懇談会など＞）

（学費）

OIT.Kyomu@josho.ac.jp

shikaku@josho.ac.jp

OIT.Gakusei@josho.ac.jp

OIT.Shushoku@josho.ac.jp

OIT.Shushoku.u@josho.ac.jp

OIT.Shushoku.h@josho.ac.jp

OIT.Umeda@josho.ac.jp

OIT.ibu@josho.ac.jp

OIT.Kokusai@josho.ac.jp

OIT.Kikaku@josho.ac.jp

OIT.Koenkai@josho.ac.jp

OIT.Kaikei@josho.ac.jp

9：00～18：30（土曜日は17：00まで）

10：00～18：00

9：00～18：30（土曜日は17：00まで）

9：00～18：30（土曜日は17：00まで）

9：00～18：00（土曜日は9：00～11：30、12：30～17：00）

9：00～18：00（土曜日は9：00～11：30、12：30～17：00）

9：00～18：30（土曜日は17：00まで）

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～18：30（土曜日は17：00まで）

06-6954-4083

06-6967-9811

06-6954-4651

06-6954-4093

06-6147-6406

072-866-5308

06-6147-6830

072-866-5301

06-6954-4935

06-6954-4097

06-6954-4102

部署（主な業務） 直通電話番号 メールアドレス 受付時間

※＜工学研究科･知的財産研究科･工学部･知的財産学部＞ 

大阪工業大学では、学生本人からの相談はもちろん、ご家族からのご質問、ご相談も随時受け付けております。どうぞお気軽に窓口をご利用ください。


