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資格サポートコーナー　～エクステンション講座のご案内～

2018年度　教育センターのご案内

　今年の4月で資格サポートコーナーは7年目を迎え、2017年度は年間でおよそ
650名が課外講座を受講しました。
　大学生活の4年間は学ぶことも多く、あっという間に経過してしまいます。3年次で就
職活動が始まってから資格の取得を意識し始めるのではなく、在学中にしっかりと自分
のキャリアプランを立て、それに向けた計画的な学習が事前にできるよう、1年次や2
年次へも積極的な資格取得と進路支援を実施しています。
　「自分は何をしたいのか」「どのような分野で、今後どのようにして活躍したいのか」と
いう将来へのビジョンを共に考え、それらを確実に証明するための手段として、また、学
生一人ひとりのやる気を伸ばすきっかけとして、専門的な知識を活かせる幅広いライン
ナップをご用意し、それぞれの学生の意向に沿った資格の取得を薦めています。
　資格サポートコーナーに訪れる学生の多くは、「将来のために何らかの資格を取得し
たいが、どんな資格を取れば良いのかわからない」「資格を取得したいが、最後まで継
続的に学習できるか心配」と頭を悩ませています。資格取得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まを
サポートいたします。
　またさらなるラインナップの拡充を目指し、2017年度より梅田の学外スクールでの
受講が可能になりました。詳しくは資格講座2018ガイドをご確認ください。学外ス
クール『資格とキャリアのスクールnoa』にて大阪工業大学在学生価格で受講いただけ
ます。
　今後のご子女の更なるご活躍のため、資格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。

一部の資格対策講座は、本学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。皆さまの更なるスキル向上、

自己啓発の機会としても是非ご活用ください。

一部の資格対策講座は、本学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。皆さまの更なるスキル向上、

自己啓発の機会としても是非ご活用ください。

　この基本情報技術者試験は難しい問題も多く、私は一人で勉強しても途中で諦め
てしまう可能性が高いと感じ、対策講座を受講しました。講師の方がわかりやすく解
説して下さったので効率よく勉強することができ、長期の講座でしたが受けて良かっ
たと思います。また、以前に取得したITパスポートの知識も役立てることができ、合
格につながったと思います。ITパスポート講座と基本情報技術者試験講座を受講し、
段階的に学べたことは良い経験になりました。

　大学教育は、高等学校までに
定められた知識や能力を身につ
けていることを前提に、学生の
自主性、自立した学習を基本と
して進めます。
　しかし、大学入学直後は、これ
までの受動的な教育・学習から
能動的な学修への切り替わりに
戸惑う学生や、「高校で物理を
学習する機会がなかった」「数学
に苦手分野がある」「高校で学
んだ数学・物理の基礎をしっか
り復習しておきたい」などの悩
みを抱える学生が多くいます。
　そのような学生のために、教
育センターでは、個別学習相談
の実施や、数学・物理系科目の
補完授業である基礎力向上講
座を開講し、専属教員や先輩学
生が学生の学びを徹底的にサ
ポートしています。
　気軽に相談できる環境を整え
ていますので、授業で困ったこ
とや不安なことがあれば教育セ
ンターを訪ねてください。

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。

受講生の声 国家試験　基本情報技術者試験　合格！
■基本情報技術者試験講座　受講

大阪工業大学 工学部 
電子情報通信工学科2年次（受講時1年次） 竹本 達哉さん

お問い合せ先 資格サポートコーナー　06-6967-9811（大宮直通）  大宮キャンパス：7号館3階　梅田キャンパス：6階　枚方キャンパス：1号館１階

お問い合せ先 【大宮】教務課：06-6954-4083  【梅田】ロボティクス＆デザイン工学部事務室：06-6147-6830  【枚方】情報科学部事務室：072-866-5301

教育センターでは、学びに関する悩みの解決をサポートしています。
■教育センターについて

■2018年度開講予定講座 一覧

※大宮：大宮キャンパス、梅田：梅田キャンパス、枚方：枚方キャンパス

開室曜日 （大宮）月・火・水・木・金曜日　（梅田）水・金曜日　（枚方）月・火・木・金曜日

場所 （大宮）大宮7号館3階　（梅田）梅田6階（ラーニングコモンズ内）　
（枚方）枚方1号館4階（ラーニングコモンズ内）

教育センター
所属教員

（大宮）数学担当：八尾 隆、堂之本 篤弘/物理担当：仲谷 隆次、兵庫 將夫、吉田 福蔵
（梅田）数学・物理担当：尾形 健一　（枚方）数学担当：森部 幸人/物理担当：山田 省二

実施概要

①個別学習相談
　あらかじめ設定された時間を利用して、個別に数学・物理・英語系授業科目の課題や個別の質問などの個人指導・学
　習相談を行っています。学生個々の習熟度に合わせた指導を受けることができます。グループでの相談にも応じます。
②基礎力向上講座
　数学・物理系の正課授業科目と連携し、高等学校の復習から授業の内容に沿った演習などを盛り込み、基礎を補完する講座です。
③応用力向上講座
　将来、大学院への進学を目指している学生、すでに大学院進学が決まっている学生を対象とした数学・物理の応用力
　を養う講座です。
④夏期集中パワーアップ講座
　夏期休業期間を利用し、数学・物理科目の高等学校の復習から後期授業の予習までを盛り込んだ基礎学力を強化する講座です。

申込方法

①個別学習相談　直接センターにお越しください。
※担当教員の待機表、基礎力向上講座の時間割は教務課掲示板、教育センター内の掲示またはHPにて確認してください。
※枚方の教育センターでは、1号館1階エントランスでも個別学習相談に応じています。
②基礎力向上講座　③応用力向上講座
　直接指定の教室へ行ってください。申込みの必要はありません。
④夏期集中パワーアップ講座
　所定の申込用紙に必要事項を記入の上、大宮・教育センター、ロボティクス＆デザイン工学部事務室または情報科学
　部事務室へ提出してください。　※教務課掲示板および教育センター内の掲示、HP、ポータルサイトにて確認してください。

※曜日・時期によって開室時間が異なります。教務課掲示板、教育センター内の掲示、HP、ポータルサイトで確認してください。

※キャンパスごとに講座名・内容が異なりますので、詳細は教務課掲示板、教育センター内の掲示またはHPにて確認してください。

注1．開講講座、開講時期が変更になる場合がありますので、ご了承ください。
注2．講座ごとに募集期限を設けております。
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危険物取扱者試験 講座（乙種第4類）

建築系就職試験 対策講座

二級建築士試験 対策講座

知的財産管理技能検定 講座 3級

CAD利用技術者 講座 2級

TOEIC® L&R 対策講座 550点目標

基本情報技術者試験 講座　NEW　

基本情報技術者試験 講座

CGエンジニア検定 講座（ベーシック）

情報セキュリティマネジメント試験講座　NEW　　　　　　　

公務員試験 対策講座 教養コース（Web）

CGエンジニア検定/画像処理エンジニア検定講座（ベーシック）＊併願講座もございます

CAD利用技術者 講座 2級

ITパスポート試験 講座

基本情報技術者試験 講座

宅地建物取引士資格試験 対策講座

簿記検定 講座 3級

色彩検定® 講座 3級
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大阪工業大学後援会

梅田キャンパスでは、第1回茶屋町祭を10月29日（日）に開催し、
1,400人の来場者を迎えました。
茶屋町祭では、声優トークショー、ビンゴ大会など皆が楽しめる企
画をはじめ、各研究室による研究発表、お化け屋敷、喫茶店、RDク
ラブによる成果発表、縁日などを開催し、梅田キャンパスの新たな
歴史の幕開けとなりました。

第1回 茶屋町祭開催！

閉祭式集合写真（梅田キャンパス 茶屋町祭）閉祭式集合写真（梅田キャンパス 茶屋町祭）



後 援 会 会 長 挨 拶

　卒業生･修了生の保護者の皆さま、ご子女の
ご卒業･ご修了誠におめでとうございます。後援
会一同、心よりお慶び申し上げます。また、入学以
来、後援会活動へのご支援･ご協力を賜り厚く御
礼申し上げます。
　希望と不安を抱いて大阪工業大学へ入学し、
たくさんの経験を重ねてこられ立派に成長された
ご子女の姿に、保護者の皆さまにおかれましては、
この日を待ち望んでおられたのではないかと拝察
いたします。私も保護者の一人として万感せまる思
いがいたします。
　また、卒業生･修了生の皆さまのこれまでの経
験と努力に敬意を表するとともに、後援会として
改めて心よりお祝い申し上げます。いよいよ社会
へ船出される皆さま、夢と希望を抱き立派な社会
人として、大阪工業大学OB･OGとしての自覚を
持って、社会で活躍されることを願っております。
　さて、日進月歩で皆さまを取り巻く環境や技術
は目まぐるしく変化しています。
　皆さまが本学で学ばれた専門分野で培った技
術や知識を活かし、常にベストを尽くし社会に貢
献していただくことを期待しております。

　お祝いの言葉として一つ紹介いたします。
　世界的に有名なサッカー･プレイヤー「イタリア
のロベルト･バッジョ選手」をご存知でしょうか。彼
は、国際サッカー連盟から「最優秀選手賞･欧州
年間最優秀選手賞」を受賞された一流プレイヤー
です。彼の言葉を引用させていただき皆さまに贈
りたいと思います。

　“真剣は不可能を可能にする”
　“勇気は試練を宝にかえる”
　
　「真剣な人は美しい、また、勇気ある人ははつ
らつとした前進の息吹があり、『真剣』と『勇気』、
この二つこそ勝利の青春が築く柱であろう」と述
べています。是非、皆さまがこの言葉を胸に抱き、
自信と誇りを持って社会において大いに活躍して
欲しいと思います。
　最後になりましたが、今日までご指導いただき
ました諸先生方･職員の皆さま、思いやりのある
手厚いサポートをしてくださった関係者の皆さま
に感謝を申し上げるとともに心より御礼申し上げ
ます。

希望の一歩へ

大阪工業大学後援会　会長

西尾　眞理子

学 長 挨 拶

　卒業生の保護者の皆さま、ご子女のご卒業誠に
おめでとうございます。今日まで、いろいろなご苦労
があったかと思います。ご子女御本人もさることな
がら、保護者の皆さまのご心配はいかばかりであっ
たかと推察します。その甲斐あって、本日を迎えられ
ましたことに対し、心からお慶び申し上げます。
　さて、本学は、就職に強い大学として知られてい
ます。実際、昨年度の卒業生の実就職率は96.9％
でした。1,000人以上の卒業生を輩出する大学で
全国第5位、関西の私立大学で8年連続第1位の
成績を収めています。
　この成績を収めている要因として、就職部･学科
の就職担当および卒業研究担当の先生方の学生
さんに対する並々ならぬ進路指導もさることながら、
入学時からのキャリア教育、建学の精神に基づく実
践的な教育 （課題解決型学習（PBL）の導入な
ど）、課外活動としてのプロジェクト活動 （ロボット、
人力飛行機など） などの教育努力があります。一
方、これらの教育努力の他に、いろいろな分野での
最新の研究課題を題材として、卒業研究ならびに
修士研究等が実施されています。これらの研究成
果は、国内外の学会等に投稿され、対外的に高く
評価されています。さらに、これらの教育･研究活動
の他に、本学は、現在までに、104,500名を超える卒
業生を輩出し、産官学等の様々な分野での活躍

は社会で高く評価されています。
　これら3つの要素が相まって、前述のような良い
成果が得られているものと考えられます。
　日経キャリアマガジン特別編集「価値ある大学 
2018年版 就職力ランキング」が今年度も出版され
ました。この記事は、有力企業の人事担当者が各
大学の学生イメージについて、行動力、対人力、知
力･学力ならびに独創性について評価したもので
す。その記事によると、本学は全国国公私立大学
の中で第29位の評価を得ています。特に、行動力、
これは熱意、主体性、チャレンジ精神を評価するも
のですが、第6位の評価を得ています。また、独創
性、これは創造力、個性、着眼点を評価するもので
すが、第19位の評価を得ています。このように高い
評価を得ているのは、前述のように本学の教育なら
びに研究を通しての成果によるものと自負している
ところであります。しかも、就職率だけでなく、社会で
生きていく上での大きな原動力となる行動力や独
創性が学外から評価されたことに意義があると
思っています。
　本学は、今後も教育･研究に基づく、優秀な卒業
生を輩出してまいります。
　ご子女が、「大阪工業大学卒業」であることを誇
りに、これからの人生を、自信をもって歩んで行かれ
ることを心よりお祈りいたします。

学位記授与式と入学宣誓式のご案内学位記授与式と入学宣誓式のご案内

ご子女の門出を祝して

大阪工業大学　学長

西村　泰志

学位記授与式
日　　　時：2018年3月20日（火）
　　　　　 10：00～11：00
場　　　所：総合体育館＜大宮キャンパス＞
保護者席数：1,300席
　　　　　 （観覧席、同時中継室を含む）
同 時 中 継：当日9：50～11：10（予定）

入学宣誓式
日　　　時：2018年4月5日（木）
　　　　　 10：00～10：40
場　　　所：総合体育館＜大宮キャンパス＞
保護者席数：1,500席
　　　　　 （観覧席、同時中継室を含む）
同 時 中 継：当日9：50～10：50（予定）

～卒業記念品について～

卒業生には今後のご活躍を祈念して、学部
生と大学院生それぞれに大学名を印字した
筆記具が記念品として贈られます。

学部生

大学院生

式典の中継映像がインターネットでご覧になれます！大阪工業大学のトップページ（http：//www.oit.ac.jp/）上にありますバナーからお入りください。
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　「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。

2017年度の学位記授与式が3月20日（火）に、2018年度の入学宣誓式が4月5日（木）に挙行されます。式場の様子は、
インターネット配信により同時中継いたします。式場の収容人数には限りがありますので、ぜひこちらもご利用ください。

 学生対象の
「安否確認システム」



2 0 1 7 年 度

学長挨拶（松山会場） 総括説明会（徳島会場） 個別懇談（岡山会場）

教育懇談会に参加して
　昨年の7月から11月にかけて、大阪、津、和歌山、岡山、高松、徳島、松山、博多の
8都市で教育懇談会を開催しました。全会場合わせて862組1,262名の保護者の方
にご参加いただき、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。

　松山開催の教育懇談会は、毎回参加させていただいています。
　最初は、大学の懇談会ということで緊張して参加しましたが、和や
かな雰囲気でしたので安心しました。気にかかっていた履修講義の
出席や単位取得状況なども確認できました。
　面談は、所属していた学生プロジェクトを指導されておられる先生
でしたので、プロジェクトでの様子や大学院の進学を希望する頃に
は、その流れについて知ることができました。今年は、秋からの就職
活動の流れや困った時の対処方法も知ることができ、大変参考にな
りました。遠方で学生生活を送る子供について相談するためには、懇
談会はとてもよい機会であると参加する度に思います。
　最後になりましたが、先生方、後援会の皆さま、お忙しい中、地方で
の懇談会開催にご尽力いただきありがとうございます。また、学生へ
の行き届いた対応にも、感謝しております。
　今後とも、よろしくお願いいたします。

工学研究科　電気電子・機械工学専攻
博士前期課程　1年次

９/３０（土） 白石  昌子 様

松山会場

　今回、初めて教育懇談会に参加させていただきました。
　家が加古川（兵庫県）なので、大阪と徳島とそんなにかかる時間は変わ
らないので、それなら、観光も兼ねて徳島で参加しました。
　３年生ということもあり、就職のことや、成績、出席状況も知りたいと
思ったからです。
　昼食会では、先生方や後援会の方、同学科の保護者の方と和やかな雰
囲気の中でお食事をしながらお話ができて、とても楽しいひとときを味
わえました。
　その後の個別懇談では、直接、先生とお話することができ、単位の取り
方、取得状況等を詳しく教えていただき大変参考になりました。大阪工業
大学が、就職に強い大学であることを誇りに思います。
　参加して本当に良かったと感じました。
　ありがとうございました。

知的財産学部　知的財産学科　３年次
１０/１（日） 神田  陽子 様

徳島会場

　平成２９年４月、ひとり娘を関西へ送り出すことになりました。今回、初めて親元を遠く離れてひとり生活をさせることになり何かと心配の種は尽きません。
　父・娘間では細かいところの話は出来ておりませんが、入学して早々に友達も出来て大学生活にも慣れ、この６ヶ月間を意欲的に励んでいるように感じてい
ます。
　この度、教育懇談会を九州で開催いただき、他の用事はさて置いて、まだ入学して半年ですが、参加させていただきました。生活面での懸念は解消しました
が、(他の大学がそうであるように)学業面がどうかは知る術がありませんでした。まず、誰しもが気になる就職についての講演では多角的目線で解析した各
種データに基づいて説明いただき、当大学の特徴、実力を十分に理解することが出来ました。
　加えて、個別懇談ではご担当の先生から詳細な本人の成績データを開示頂き、この機会に根掘り葉掘り質問させていただきました。それに対してご丁寧に
回答くださり充実した気持ちで帰途につくことが出来ました。このようなきめ細やかな説明会を開催してくださった先生方、関係者様の労力を考えると感謝
に堪えません。次回も是非参加させていただきたいと思います。

情報科学部　情報メディア学科　１年次
１０/１（日） 清原  博幸 様

博多会場

　春から親元を離れて暮らしています。半年が経ち、息子は意外にも初めての一人暮らしには
さほど不便さを感じていないようで、また、学業も怠らず、中学から続けている吹奏楽の部活
動にも力を入れ、大学生活を有意義に過ごせているようです。
　しかし、なかなかじっくりと話すことが出来ず、親の方は何かと心配で不安に思うことが山の
ようにあります。そんな中、今回教育懇談会に参加させていただきました。
　総括説明会の後、昼食会では先生方や保護者の方と和やかな雰囲気でお話をさせていただ
き、それに続く個別懇談と就職相談では、学業成績や将来の進路、就職活動に関してはどのよ
うな人材が求められているかなど、時間をかけて具体的に1人ひとりにあったお話をしてくだ
さいました。
　熱心な教育体制ときめ細かなサポートがあることを改めて知り、この大学で学び成長して
いく息子を応援していきたいと思います。
　最後に、会の開催にあたりご尽力くださった皆さまに感謝いたします。

ロボティクス＆デザイン工学部　
ロボット工学科　１年次

10/8（日） 河端  啓子 様

和歌山会場

　昨年、広島会場での教育懇談会に参加し、とても有意義な会だったので、今年も夫婦で参
加させていただきました。
　総括説明会では、大学のさまざまな取り組みや就職活動の時期や内容も知ることができま
した。送られてきていた成績表のＧＰＡの見方も分かりました。今までアルファベットの成績や
単位数の話しかしていなかったので小数で表してあるＧＰＡのところもよく見て褒めたいと思
いました。
　個別懇談では、息子の性格も分かってくださっている先生と直接お話しすることができまし
た。長子ということもあり、わからないことも多く私自身も不安が大きかったのですが、２年生の
この時期にすべきことも教えていただけたので、子どもと一緒に考えていきたいと思います。
　このような機会をいただき感謝しております。これからもよろしくお願いいたします。

工学部　生命工学科　２年次
10/15（日） 坂田  貴美子 様

岡山会場

　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。
　お恥ずかしいことですが、今回初めて参加させていただきました。
　１人暮らし、体育会系クラブに入り、アルバイトもしています。年に数回帰省しますがとても
有意義な学生生活を送っているように感じておりました。
　教育懇談会に参加し、履修講義一覧表等を見せていただき本当に良かったです。現実を知
ることが出来、また先生からの熱心なアドバイスをいただき、しっかりと息子と向き合い叱咤
激励することが出来ました。今更ですが任せきりだった大学生活を実のある大学生活にする
ため、親子でしっかりと向き合うきっかけになりました。
　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には深く感謝しております。
今後もよろしくお願いいたします。

工学部　都市デザイン工学科　４年次
10/15（日） 中村  由美 様

津会場

　４年生になり、卒業に向けての状況や内定先の事などが気にかかり、昨年に続き参加させ
ていただきました。
　総括説明会は、先生方が大学の取組みや、就職に関する説明を詳しく話してくださり、とて
も参考になる内容だと思いました。
　昼食会は、同学部の先生を交え、親元を離れ一人暮らしをする子の父兄と食事をしながら、
情報交換ができるよい機会でした。
　個別懇談では、ゼミでお世話になっている女性の先生が、成績、出席状況、学生生活や卒業
に向けての現状、就職内定までの経緯や内定先の事など、詳しく話をしてくださいました。
　息子の性格を理解し、大阪の母のように指導してくださっている事を知り、成長している息
子に期待が膨らみ、卒業の日が楽しみとなりました。
　有意義な時間を過ごすことができました。先生方や関係者の皆さまに大変感謝いたします
とともに、お礼申し上げます。

工学部　建築学科　４年次
10/8（日） 山内　薫 様

高松会場

会場アンケートより
※全会場対象。就職支援セミナーは除く。

回答数：494

教育懇談会に参加されての感想はいかがですか？

有意義であった
73.9

普通
15.2

無回答
10.5

良くなかった
0.4

回答数：494

総括説明会での大学の現状等について
理解できましたか？

できた
59.3

普通
17.4

無回答
22.9

できなかった
0.4

回答数：494

個別懇談時の担当教員の対応はいかがでしたか？

親切丁寧
70.4

無回答
24.5

良くなかった
0.4

普通
4.7

回答数：1,203

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？（複数回答可）

学業成績
25.4

学生生活
13.3

就職
20.5

大学院進学
8.9

出席状況
10.9

留学
1.2

クラブ
活動
1.7

留年
1.6

卒業見込
6.9

資格取得
6.4

奨学金
2.6

その他
0.6
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　大阪工業大学後援会会則の第10条第2項に基づき、年に1度定期総会を6月に開催しております。教育懇談
会と同様、会員の皆さまが集まる貴重な機会です。
　当日は、総会議事のほか、大学の協力により、会員の皆さまにとって有意義な学業･学生生活に関する総括
説明会や、個別相談会を開催いたします。多数の皆さまにご出席いただきますようお願いいたします。

　2017年度の大卒求人倍率はほぼ前年同様の1.78倍となり、依然「売り手市場」の状況でした。そのような状況の中、
卒業を迎える4年生は、就活スケジュールに乗り遅れることなく活動を展開し、企業の内定を獲得して社会人として出発します。

社会でのご活躍を祈念いたしますとともに、後援会会員の皆さまにも多くのご支援ご協力をいただきましたこと改めてお礼申し上げます。

2018年度

定期総会と教育懇談会のご案内

定期総会定期総会

会総期定 会談懇育教・
定期総会定期総会

　2018年度は、大阪、福井、名古屋、岡山、徳島、松山、
博多の計7都市で開催予定となります。
　大学生活をより実りあるものとするため、教育懇談会
において修学状況や就職相談、大学の現況等につい
て、教職員が直接皆さまにご説明申し上げるとともに、保
護者の皆さまと個別にご懇談させていただきます。また、
7月には就職部と共催して3年次生の保護者を対象とし
た教育懇談会（就職支援セミナー）を実施いたします。
　詳細につきましては、後日、後援会ホームページや
開催案内にて皆さまにお知らせいたします。

教育懇談会教育懇談会

教育懇談会（就職支援セミナー）教育懇談会（就職支援セミナー）

2018年6月9日（土）

本学（大宮キャンパス）

2017年度事業報告、2018年度役員選任、2018年度事業計画・予算

日　　程

場　　所

主な議題

7月29（日）

【大宮】
工学部･知的財産学部･
工学研究科･知的財産研究科
※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。

【梅田】
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

【枚方】
情報科学部･情報科学研究科

全学部、全研究科

全学部

※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。

日程 都市 対象学部、研究科 その他対象

学部
3年次

学部生／
大学院生

学部生／
大学院生

就職支援
セミナー

いずれか
1会場を

選択

大阪
（梅田キャンパス）

9月末～10月に
かけてのいずれかの
日曜日（詳細未定）

福井･名古屋･岡山･
徳島･松山･博多

11月10日（土） 大阪（本学）
【大宮･梅田･枚方】

地方開催会場につきましては、諸事情により変更となる場合がございます。予め、ご了承くださいますようお願いいたします。

森本 純一　顧問
大学･後援会を通し、仕事から離れて多くの出会い･貴重
な経験をさせていただきました。特に子供の入学から卒
業･就職に至るまでの道中で、教職員の皆さまからいろ
んなアドバイスをいただきました。これにより親子共々
成長させていただいたと感謝しております。今後の大学
の更なる発展と関係する皆さまのご多幸を祈念してお
ります。

中林 信子　副会長
後援会活動を通じて多くの方と出会い学ばせて頂きま
した。お世話になった皆さまに感謝申し上げます。大工
大の発展と学生教職員保護者の皆さまの健康を祈りこ
れからも応援させていただきます。ありがとうございま
した。

大儀 明代　副会長
始まりはお手伝いという軽い気持ちでお受けした委員
でしたが、数々の行事に携わり、貴重な体験、勉強をさせ
ていただき、感謝しております。教職員の方々の熱いサ
ポートで大工大生が充実した学生生活を送れているこ
とを実感いたしました。ありがとうございました。

四方 那美子　監事
大学の入学宣誓式の朝、息子を追いかけて『大阪工業大
学』の門をくぐったあの日からあっという間に4年の月日
が過ぎたように思います。たくさんの出会いがあり、たく
さんの学びがあり楽しく過ごさせていただきました。

北山 裕子　監事
後援会で活動をすることがなければ決して交わること
のなかった方々との出会いがとても嬉しかったです。活
動を通して貴重な経験をさせていただき、とても充実し
た4年間を過ごすことが出来ました。ありがとうございま
した。

魚返 早苗　常任委員
会議や行事など参加できないことも多かったですが、た
くさんの方と出会い、学生さんともお話しできたりと楽
しい思い出がたくさんできました。4年間お世話になり
ました。

福野 泰絵　常任委員
もう卒業。今となっては4年という時間がとても早く過
ぎていきました。参加するだけで微力にもなれずでした
が、楽しかったいろんなことを思い出します。皆さま、こ
れからも後援会に楽しく参加してくださいね。ありがとう
ございました。

伊藤 千佐世　常任委員
後援会活動を通して、大学の様子や取組などを知ること
ができ子供がこの大学で学べて本当に良かったと思って
おります。皆さま方のおかげで良い経験をさせていただ
き充実した後援会活動を送れたことを感謝いたします。
柏岡 さと　常任委員
入学宣誓式の日に「できる範囲で･･」と言葉をかけていた
だき後援会活動をしてきました。後援会活動を通して先生
方が学生さんを大切にしていることを感じ、また、子供が
通う大学の素敵なことをたくさん知ることができました。
貴重な体験をさせていただきありがとうございました。
今後も大学と後援会の益々のご発展をお祈り申し上げ
ます。

竹下 安代　常任委員
息子が三回生の時に主人と交代で後援会の一員となり
ました。後援会の皆さまは行事の度に担務の運営等につ
いて懇切丁寧に教えてくださいました。おかげさまで研
修旅行も楽しく参加することができました。また、息子は
いつでもどこでも親身になってくださる諸先生方に恵ま
れ、学業、部活動ともに充実した学生生活を送り卒業す
ることが出来ました。今後は大工大のなお一層のご躍進
を傍でサポートし、見守って行きたいと思っております。
本当にありがとうございました。

木下 千恵　常任委員
はじめは不安ばかりでしたが、活動を模索していく中
で、多くの出会いやさまざまな経験をすることができ、
子どもの学生生活を知る良い機会ともなりました。こ
の4年間はあっという間で充実した有意義なものでし
た。 お世話になりました。これからの皆さまのご活躍と
ご多幸をお祈りいたします。ありがとうございました。 

真釼 江美　常任委員
後援会役員を4年間関わらせていただきありがとうござ
いました。本当に大切なお友達も出来、感謝いたします。
1、2年次は会長のご指導をいただき楽しく活動する事
が出来ました。3、4年次では活動の仕方に違いがあるこ
とに気付かせていただきました。
楽しくもあり、難しくもありの4年間でしたが、私なりに
精一杯頑張って来れました。ありがとうございました。

就職活動本番突入！
企業の採用活動早期化

就職部長 坂下 一男

2018年度
就職活動スケジュール

企業採用活動の早期化一層進む 就職課をフル活用

3年生での就活準備も重要 大学院進学も視野に
入れた進路選択

安心して就職活動ができる
環境づくり

2017年度 退任者寄稿2017年度 退任者寄稿

キャリア形成支援部署の紹介キャリア形成支援部署の紹介
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　2018年度卒業生を対象とした大手就職
情報サイトの合同企業説明会が3月1日か
ら始まり、4月から4年生となる多くの学生
は説明会に参加し、就活ナビや各企業の
ホームページからプレエントリーしている
状況で、すでに就活本番に突入していま
す。その後、企業独自の説明会などに参加
するとともに、「エントリーシート」の提出に
より本エントリーを行います。企業はエント
リーシートの審査や適性検査などの後、6
月になって面接や筆記試験による選考を実
施し、6月から7月にかけて内々定を出すと
いうのが一般的な就職（採用）活動スケ
ジュール（経団連指針）となっています。

　しかしながら、ある就職情報サイトの2017年度における企業の採
用活動調査によると、特に広報解禁直後の3月上旬に独自説明会を
実施した企業は32％（前年24％）、3月上旬にエントリーシートの受
付を始めた企業は42％（同35％）といずれも前年を上回っています。
　また、3月下旬から4月中旬が面接開始のピークとなり、この時期
に面接を開始した企業は42％（同34％）に上るなど早期化は顕著
で、6月の選考解禁を待たずに面接を開始した企業は85％（同
79％）に及んでいます。当然に、内々定を出す時期も早まっており、
68％（同58％）の企業が6月を待たずして内々定を出す状況となっ
ています。
　このように経団連に関わらない企業はもとより経団連加入企業に
おいても、指針にかかわらず多くの企業が事実上の選考を早期に実
施している状況にあります。
　売り手市場のもと、年々企業の採用活動は早期化する傾向で、
選考情報の確実な入手が肝要となっています。

　本学へ直接寄せられる求人
は、学生一人当たり求人倍率
20倍を超えています。ぜひ工
大生を採用したいという意欲
の現れです。就職課には、各企
業の採用スケジュールなどの
選考情報のほか、就職情報サ
イトでは見つけにくく、BtoB
企業といわれる一般にはあま
り知られていない優良企業情
報が多く蓄積されています。
　本学が就職に強いのは、先
輩たちが就職課をフル活用
し、積極的かつ諦めずに就職
活動をした結果といえます。

　企業の採用活動の早期化により、3年生での就活準備もますます重
要になります。
　教育懇談会などでもお伝えしましたが、3年生の5月から就活準備は
始まります。
　学内での就職ガイダンスから始まり、夏にはインターンシップでの
就業体験、学内業界研究会で業界事情を知り、就職模擬テスト･模擬面
接や先輩の体験報告会を聞き就活スキルを磨く、2月までには自己理
解･分析を終え、どんな業界でどんな職種に就こうとするか軸足を定め
ておくことが、早期化する企業の採用活動への対応策となります。
　そのためにも5月から始まる就職ガイダンスには必ず出席する、イン
ターンシップにも積極的に参加し、就職課が行う各種支援行事には必
ず参加することが望まれます。
　「会社説明会の解禁は3年生の3月からだから、そこから就職活動を
考えればいいや」では遅すぎます。会員の皆さまからもぜひご指導い
ただければ幸いです。

　学生の皆さんにとっては「日頃はあまり縁がない。どこにあるかも分からない。で
も3年生になるといきなり現れて、知らないうちに利用している。」これが就職活動
を終えた学生諸君の印象ではないかと思います。そこで、就職活動のシーズンにも
なりましたので、この場を借りて、キャリア形成支援担当部署である就職課が一体
どんなことをするところなのかを改めてお伝えします。
　大きな区分では、1、2年生は進路選択に伴う準備段階のサポート、3、4年生は実
戦サポートになっていることです。本学の場合、例年全体の約83％は就職、14％が
進学という進路選択をしますので、就職支援に重点を置いたサポート体制になって
います。
　1年生は社会人として必要なコミュニケーション能力の向上に取り組んでいま
す。自己表現を考えることから自己実現を目指すことに結びつける内容です。2年生
は実社会に対する理解を深めることに重点をおきます。いずれもグループワークを
取り入れて、学生参加型の授業を実施しています。1、2年での取り組みを3年生か
らの就職活動に活かす仕組みになっていますので積極的な参加を望みます。
　就職課では進路や就職支援に関する様々な疑問に答えています。保護者の皆さ
まにおかれましても、お気軽にお問合せ、ご利用くださるようご案内いたします。

　何度もお話ししていますが、
進路の一つとして大学院進学
も前向きに検討していただけ
ればと思います。特に工学系
学部生の大学院進学率は全国
平均で約40％の状況です。大
手企業への就職も有利になる
ほか、専門性の高い研究職な
どを目指す場合には、大学院
修了が必要となっています。
　奨学金制度も充実されまし
た。ゼミの指導教員などによく
相談し、進路決定することが重
要です。

　最後に、これから就活を迎えるご子女を
持たれる後援会会員の皆さまへあらためて
お願いです。
　就職活動中は、様々なストレスを受ける
とともに、身支度や交通費など多くの費用
が必要となります。ご家庭でのコミュニ
ケーション、即ち一言「声」をかけていただ
く心の支援に加えて、経済的サポートも必
要不可欠となります。
　昨今の就活事情をご承知のうえ、3大NG
といわれる過保護･過干渉･無関心にもご
留意いただき、適度な距離をもって、ご子女
が安心して活動できる環境づくりにご理解
ご支援賜りますようお願いいたします。

①求人企業の情報提供　②履歴書･エントリーシートの校閲　
③推薦応募書類の準備と郵送　④進路相談（学科別個人面談）　
⑤就職活動支援行事（模擬テスト、セミナー、ガイダンス等）の実施
⑥学内合同企業説明会の実施　⑦インターンシップ参加サポート
⑧学業成績･卒業（修了）見込証明書の発行手続き受付

①キャリア形成教育（授業）　②就職準備ガイダンスの実施
③就職に繋げるキャリア教育支援

工学部･知的財産学部

大宮キャンパス
（大阪市旭区大宮5-16-1）

TEL：06-6954-4093

7号館3階
（月～金曜日）
9：00～18：30

（土曜日）
9：00～17：00

ロボティクス＆デザイン工学部

梅田キャンパス
（大阪市北区茶屋町1-45）

TEL：06-6147-6406

就職部就職課

OIT梅田タワー7階
（月～金曜日）
9：00～18：00

（土曜日）
9：00～11：30　12：30～17：00

情報科学部

枚方キャンパス
（枚方市北山1-79-1）
TEL：072-866-5308

1号館1階
（月～金曜日）
9：00～18：00

（土曜日）
9：00～11：30　12：30～17：00

■学年別の主な仕事内容

3･4 年次

1･2 年次

所在

担当部署
場所

窓口時間



就職活動を 振り返る 2017年度の就職状況について、
各専攻・学科の就職担当者から
メッセージをいただきました。

公務員･民間企業ともに
好調な結果を得る

工学研究科　都市デザイン工学専攻
工学部　都市デザイン工学科

強まる「早期･短期決戦」に
乗り遅れない準備を

工学研究科　建築学専攻
工学部　建築学科

好景気だからこそ
しっかり準備を

工学研究科　電気電子工学専攻
工学部　電気電子システム工学科

自ら行動し、
将来を切り開く

工学研究科　機械工学専攻
工学部　機械工学科

「未来を切り開く」
就活は向上心と行動力！

工学研究科　応用化学専攻
工学部　応用化学科

売り手市場でも
油断は禁物！

工学研究科　電気電子工学専攻
工学部　電子情報通信学科

環境への思いを発揮するため
進路にまじめに取り組む

工学研究科　環境工学専攻
工学部　環境工学科

社会人になる自覚を早めに
持ちましょう！

工学研究科　生体医工学専攻
工学部　生命工学科

事前準備をしっかりして、
粘り強い就職活動を

工学研究科　空間デザイン学専攻
工学部　空間デザイン学科

大学で得た知識･技術･能力を
最大限に活かす

工学研究科　生体医工学専攻
工学部　ロボット工学科

人間力を高めて、
自ら行動していこう！

情報科学研究科･情報科学部　コンピュータ科学科、
情報システム学科、情報メディア学科、情報ネットワーク学科

行動力を身に付け、
悔いのない就職活動を！

専門職大学院 知的財産研究科
知的財産学部
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2017年度

　この学科の進路の特徴はほとんどの学生が公
務員･ゼネコン･建設コンサルタントの土木技術職
として内定することです。今年度は3月より説明会
が開始となり、一気に活動が始まったと思います。
その上、昨年と同じように土木職の若手を積極的
に確保する傾向が続き、説明会を学内で実施して
ほしいという依頼が増加しました。民間企業の採
用活動は比較的短期間で決着したと思います。
6月には鉄道関係･大手ゼネコン･建設コンサルタ
ントから内々定をいただきました。
　一方、公務員を目指す学生は今年も20名以上
います。そのため、公務員志望者が集まり、自治体
が抱えている問題について何度かディスカッショ
ンを行い、また、7月には例年実施している公務員
OBによる勉強会を開きました。各自治体で働く先
輩（15名）に大学に来ていただき、土木職の具体
的な業務や面接の内容など詳しく伺いました。実
際の仕事内容を聞く機会は、役所に入って取り組
みたい業務を理解する上で大切でした。これらの
取り組みにより、今年度も順調に公務員合格をい
ただいています。この結果は、先生をはじめ卒業生
や上級生の協力の賜物だと思います。次年度も学
生がより良い活動ができるように、一層教職員が
協力しサポートを心がけてまいります。

　建設業界の採用活動の早まりから、これまで
以上の「早期･短期決戦」となった今年度の就職
戦線。業界の採用意欲は依然活発で、増加する
企業の1日（1day）インターンシップや現場見
学会など学生たちは東奔西走しました。その結
果、大学院生は、建築設計事務所を中心に大手
企業、公務員などの専門技術職に就くほか、学
部生も、総合建設業（ゼネコン）、ハウスメー
カー、設計事務所、設備工事業など幅広く内定
を獲得しました。選考時期の早期化により内定
承諾企業決定が早まったことも昨年度に続く特
徴と言えるでしょう。就職活動を通じて学生たち
は、社会の厳しさを垣間見るとともに、日一日と
逞しさを増していく姿には、先生方のサポートは
勿論、卒業生･保護者も加わった学園の「四位一
体」の精神がありました。新たに就職活動を迎え
ている学生たちの保護者の皆さま方におかれ
ましても、その一員としてますます強まる「早期
･短期決戦」就活に乗り遅れないよう、温かいサ
ポートをお願いいたします。

　2017年度は好景気の影響で、電気の学生に
とっては売り手市場での就職活動となりました。
就職内定先企業も総合電機メーカー、自動車
メーカー、ゼネコン、鉄道会社、化学メーカー、
製紙メーカー、医療メーカーと多岐にわたりそ
の活躍の場が広がりました。しかし、簡単に希望
の企業に決まったわけではありません。早い段
階からしっかりと準備をして行動をした結果で
す。好景気だから「何とかなる」と気を抜かず、
しっかり準備をすることが大切です。企業は学生
に何か特別な経験や知識を求めているのでは
なく、学生の本分である「しっかりと学業に向き
合ってきた姿勢」を求めています。これは一朝一
夕で得られるものではありません。電気電子シ
ステム工学科の多くの学生は「モノづくりが好
き」という気持ちで入学をしています。どうかこ
の気持ちを忘れず、日々の授業や実験、研究に
取り組んで下さい。大学受験の試験問題のよう
に明確な「正解」がない就職活動で、自分なりに
自信を持って言える「正解」はこの積み重ねから
生まれてきます。教職員一丸となって日々の支
援をしてまいりますので、ご家庭におかれまして
も温かいサポートをお願いいたします。

　昨年度から、さらに選考スケジュールを早める企
業が増え、説明会や選考時期が企業ごとに異なり、臨
機応変な行動が求められる就職活動となりました。
そのような環境下で、学生たちは大学生活と就職活
動を両立させ、内定を獲得していきました。就職先と
しては工作機械や自動車関連メーカーの設計･開発
職、食品や製紙メーカーの生産技術職なども挙げら
れます。航空業界や玩具メーカーの人気が高まって
きておりますが、採用人数が少なく「狭き門」となって
います。機械工学科で学んだ知識は、日本のものづく
り産業を支える上で欠かせないものであり、そのス
キルはさまざまな業界から求められています。企業
規模のみにこだわらず、多くの企業について調べ、進
路選択を行ってほしいと思います。
　採用･就職に関して、世間ではここ数年「売り手市
場」と呼ばれており、就職活動を控えている皆さんに
とって有利な情勢となっていますが、いつの時代も
社会人に求められる根本的なスキルに変わりはあり
ません。学生時代にしっかり学び、広い視野で考えら
れ、人と人の関係を大切にできるといったスキルを今
のうちから身に着けてください。大学では、さまざま
な面から学生生活をサポートし、教職員が連携しな
がら支援してまいります。ご家庭におかれましても、
温かいサポートをお願いいたします。

　2017年度の主な就職先は、化学系企業を中
心に化粧品･医薬品、自動車･電子部品製造業
など、専門性（化学）を活かした業界が殆どでし
た。中には全くの異業種に決定した学生もいま
したが、いずれも学生自身が自分の進路に向
かって努力し、最後まで諦めずに続けた末に得
た結果です。前年度に増して、売手市場で好調
であったと思われる就職戦線でしたが、自分自
身の就職先を求め、内定を獲得することが「ラ
ク」になったわけではありません。これから新4
年生の就職活動が本格化しますが、就活は、“こ
れをすれば内定“という小手先のテクニックは
通用しません。自分に自信を持つこと、自信が持
てるよう努力すること、自分の目指す就職先を
知ること、そして向上心を持って行動することで
す。就活は学生生活の集大成ともいえます。悔
いのない就職活動を送るため、教職員一体と
なって支援してまいりますので、ご家庭におか
れましても温かいサポートをお願いいたしま
す。

　前年度より更に大卒の求人倍率が高くなり、
雇用環境は非常に良くなりました。現時点での
学科としての就職状況は、学部生の就職内定率
は97.2％、大学院生が100％となっています。
学部生の中で約2割の学生は本学および他大
学の大学院に合格し、既に大学院への進学を決
めています。また、就職内定者のうち64％が従
業員500人以上の中堅･大企業から内定を得て
おり、率･質ともに充実した結果となっていま
す。現在も就職内定率100％を目指して支援を
継続中です。就職活動の特徴としては、企業が
学生に内々定を出す時期が前年度よりも更に
速まったということです。したがって、自己分析、
企業研究、筆記試験、履歴書作成、面接等の採
用試験の対策を早期に行い、万全に準備をした
学生から順に内定を勝ち取ったといえます。売
り手市場だから「何とかなる」というような油断
は禁物です。この傾向は次年度も続くと思われ
ますので、早め早めの準備を心がけましょう。

　「環境に貢献したい」というキーワードを持ち
入学し、環境保全･省エネ･資源循環など環境工
学を学び、実験やグループワークでは仲間と協
力する力を蓄えて就職活動の時期を迎えます。
また、積極的にボランティアや地域活動に参加
する学生が多いことも特徴だと思います。
　進路先は地方公務員の市役所（土木職）、環
境施設（上下水道･廃棄物処理）、建設コンサル
タント、空調設備の業界など多方面です。また、
近年では、製造業で生産管理や技術営業を希望
する学生もいます。
　今年度は3月から希望する業界の選考に進
み、6月には半数以上の学生が内々定をいただ
きました。上場企業など環境に配慮した企業で
す。採用が上向きとはいえ、まだまだ雇用条件
が芳しくない場合も多いようです。入社後も技
術職として実績を積みながら資格が取れる職に
つくことの意味は大きいと思います。
　学生の努力が一番ですが、先生を始め、卒業
生や上級生の協力があったからだと思います。
　今後も教職員で学生の進路をサポートしてま
いりますので、ご家庭でも温かく見守っていた
だきますようよろしくお願いします。

　大学院生体医工学専攻（バイオメディカルコー
ス）･生命工学科の特徴としては、「生命科学系」と
「医工学」を中心に学んだ学生が在籍していることで
す。大学院生は医工学の研究を生かした医療機器等
開発職や、化学･医薬品･食品等の製造業の研究者
として内定をいただきました。学部生は、就職希望者
が約75％。大学院への進学希望者が25％。うち、就
職希望者は、バイオ系･工学系、それぞれの技術を活
かし、食品関連、医療機器関連、医薬品関連、化粧品
関連を中心に、電気機械関連の企業と幅広い業種の
企業から内定をいただきました。今年度の卒業生は
生命工学科として4期生。その内、生命工学科卒業
生が在職している企業への内定は約27％。これは同
科の卒業生が活躍しているからだと言えます。3年
生のガイダンス時には、4年生の先輩学生からの『就
職活動』そのもののアドバイスが聞けるチャンスを
何度も作りました。大切なのは、本人の早くからの就
職に対する自覚と自己管理能力です。内定に苦戦し
た先輩からは『もっと早くからとりかかるべきだっ
た･･』という声が多くあり、後輩学生は肝に銘じてい
るようです。就職部では、先輩学生･教員･職員と連
携を深め支援してまいります。ご家庭におかれまし
ても、日頃からの進路･社会にある仕事についてお
話いただき、温かいサポートをお願いいたします。

　2017年度の主な内定先として、大学院生は
建築設計事務所、総合建設業、ディスプレイ業、
インテリアメーカーなどへの進路が決まりまし
た。大学院生はより高度な技術と能力を求めら
れるため、研究以外に学外コンペに応募するな
ど実践的なスキルを身につけ、早くから就職活
動用のポートフォリオを準備しました。また、学
部生の建築･インテリア系コースの学生は、ハウ
スメーカーやディスプレイ、建築設計事務所の
設計職、施工管理職、そして、プロダクトデザイ
ン･ヴィジュアル系コースの学生は、各種メー
カーなどでのデザイン職、企画職、営業職に決
まりました。設計職やデザイン職を希望する学
生は、選考試験でデッサン･設計の実技やポート
フォリオの発表が求められるため、授業での設
計･作品課題で培った日頃の成果を存分に発揮
できるように訓練を重ねました。また、プロジェ
クト、産学連携などの課外活動の経験を自己ア
ピールに繋げました。
　なかなか結果に結びつかず活動が長期化す
る学生も見受けられますが、教職員一丸となっ
て粘り強く支援してまいりますので、ご家庭にお
かれましても温かいサポートをお願いいたしま
す。

　2017年度は梅田キャンパスに移っての最初の
就職活動でした。学生らはやや戸惑いを感じながら
も地の利を生かして積極的に活動し、昨年度以上
の実績を残すことができました。
　主な就職内定先としては、機械･電気･電子･情報
関連から医療･自動車部品メーカーの開発職、設計
職、生産技術職及びSE職と多岐にわたります。ま
た、より高度な専門技術を身につけるために約2割
の学生が本学大学院修士課程に進学しました。
　就職活動に向けては履歴書作成や筆記試験対
策のほか、面接練習を何度も繰り返し、実践対応に
備えました。また、大学生活で頑張ったこととして、
研究活動のほか、授業での実験･実習の成果、資格
取得、インターンシップ、クラブ活動、プロジェクト
活動などで培った知識、技術、能力をPRできるよ
うにもしました。
　活動中は、なかなか内定に至らず悔しい思いを
した学生もいましたが、そのような時は何よりもご
家庭での応援が支えになり、次なるエネルギーに
なったことと思います。
　就職という人生の大きな節目に、教職員一丸と
なって粘り強く支援してまいりますので、ご家庭
におかれましても温かいサポートをお願いいたし
ます。

　2017年度のIT産業は、昨年に引き続き景気
回復により雇用が高止まりし、情報サービス、情
報通信業への就職を主として、その他様々な業
界から情報科学部で学んだ強みを活かして内
定を得ています。学生のみなさんの就職活動で
は、早いうちから企業研究や面接対策を行うこ
と、「コミュニケーション能力」や「自ら考え、行動
できる力」が求められます。情報科学部では1年
次からのキャリア教育やチームによるプログラ
ム･ソフトウェア開発を授業に取り込み、社会が
求める人材の育成に力を入れています。情報科
学研究科では、探究心を持って研究に取り組
み、定期的な発表の場でプレゼンテーション能
力も磨いています。また、大学院生は日々の研
究内容を踏まえ、企業でのインターンシップ活
動経験などを活かし就職活動に取り組みまし
た。今後も、教職員が力を合わせ学生の個性に
合わせた就職支援を行ってまいりますので、ご
家庭におかれましても価値観や考え方が異なる
人たちと触れ合い、自ら行動し、各々の道を切り
開けるようご指導、ご支援くださいますようお
願いいたします。

　2017度の就職内定先業種は、メーカー、卸･
小売を中心に、金融、サービス、情報通信、公務
員など多岐に渡りました。職種については、メー
カーにおける知的財産部門のスタッフだけでな
く、企画･営業部門などの営業職や事務職、金融
機関の融資担当者、販売従事者など、大学での
学びを活かし、様々な職種に内定しました。文系
は進路選択の幅が広いため、低年次の段階で将
来したいことを明確にする必要があります。ま
た、粘り強く諦めずに活動を続けること、たとえ
不採用になった会社があっても、立ち止まらず
前へ進み続けることが内定を勝ち取るために不
可欠です。今後、世界情勢の変化で、ますますの
競争激化が予想されます。その中で内定を勝ち
得るためには、「早めの行動（準備）」と「粘り強
さ」この2つが重要になっていきます。教職員が
一丸となって、ご子女が悔いのない進路選択が
できるよう支援を進めてまいりますので、ご家
庭でも低年次から将来について話す機会を
作っていただき、温かいサポートをお願いいた
します。



インターンシップに

参加しよう！

大学院2017年度 主な就職先 （2018年2月1日現在） 学　部2017年度 主な就職先 （2018年2月1日現在）

２０１８年度大学院博士前期課程１年次および学部３年次

原則として、夏期休業期間中の２週間程度を予定

各キャンパスの就職課

対　象

実施時期

窓　口

本学のインターンシッププログラムは優良企業等での夏
期就業体験プログラムであり、２００１年度にスタートし
て以来、１８年目を迎えることになりました。昨年夏には
約２４０人の学生が参加し、これまでの参加学生数も約
３，０００人に達しました。参加した多くの学生が貴重な就
業体験を通して大いに学びを深めてまいりました。イン
ターンシップは、企業という組織の一員として、より正社員
の「実務業務」に近い仕事内容について、理解を深めな
がら体験できるというメリットがあります。２０１８年度につき
ましても３月に説明会を行い、４月から募集を開始します。

２０１８年度 夏期インターンシップ実習生募集説明会
■説明会：インターンシッププログラムの概要、
　　　　  申込方法、スケジュールについて

３月２３日（金）・２４日（土）
11：30-12：30、16：00-17：00

大宮キャンパス
（１２１教室）

３月２６日（月）
11：30-12：30

梅田キャンパス
（１１０４教室）

〔学部３年次〕
　３月２６日（月）履修ガイダンス内

〔大学院博士前期課程１年次〕
　４月４日（水）新入生ガイダンス内

枚方キャンパス
（各種ガイダンス教室※全員対象）

工学研究科
都市デザイン工学専攻

パシフィックコンサルタンツ（株）
中央復建コンサルタンツ（株）
中央コンサルタンツ（株）

（株）オリエンタルコンサルタンツ
（株）ジェイアール東日本都市開発
日本ファブテック（株）

情報科学研究科
情報科学専攻

三菱電機（株）
ＴＩＳ（株）
（株）日立システムズ
キヤノンＩＴソリューションズ（株）

（株）クリーク・アンド・リバー社
シャープ（株）
Ｓｋｙ（株）
（株）両備システムズ
パナソニックデバイスシステムテクノ（株）
関電システムソリューションズ（株）
日本ソフトウエア（株）
富士通テンテクノロジ（株）

（株）ヘキサドライブ

知的財産研究科
知的財産専攻

コナミ（株）
（株）沖データ
ニチアス（株）
オリックス・ファシリティーズ（株）

（株）リブドゥコーポレーション
コンビ（株）

（株）日商エステム
（株）ホンダテクノフォート
ＳｃｉｅｎＢｉｚｉＰ　Ｊａｐａｎ（株）
トランス・コスモス（株）
（株）山口銀行

工学部
都市デザイン工学科

大成建設（株）
東海旅客鉄道（株）
五洋建設（株）
三井住友建設（株）
西松建設（株）
川田工業（株）

（株）奥村組
名工建設（株）
旭化成ホームズ（株）

（株）駒井ハルテック
西日本高速道路エンジニアリング関西（株）
川崎地質（株）
中央復建コンサルタンツ（株）
中央コンサルタンツ（株）
セントラルコンサルタント（株）
大阪府庁
兵庫県庁
神戸市役所
西宮市役所
京都府庁

情報科学部
コンピュータ科学科

三菱電機インフォメーションシステムズ（株）
（株）メガチップス
（株）キューブシステム
三菱電機コントロールソフトウエア（株）

（株）さくらケーシーエス
協栄産業（株）

（株）インテック
ＡＶＣマルチメディアソフト（株）

（株）ダイキンアプライドシステムズ
ローム（株）
Ｓｋｙ（株）
パナソニックデバイスシステムテクノ（株）

知的財産学部
知的財産学科

第一生命保険（株）
大和ハウス工業（株）
スズキ（株）
阪急電鉄（株）
日本貨物鉄道（株）
サミー（株）

（株）リョーサン
（株）エフピコ
ダイワボウ情報システム（株）
日本マタイ（株）
大林道路（株）
髙松建設（株）
日立建機日本（株）
寺崎電気産業（株）

（株）リブドゥコーポレーション
Ｓｋｙ（株）
ＢＩＧ　ＤＡＩＳＨＯＷＡ（株）
大阪厚生信用金庫
尼崎信用金庫
大阪府警察本部

情報システム学科
（株）日立ソリューションズ
（株）日立システムズ
（株）富士通マーケティング
ＴＩＳ（株）
（株）インテック
（株）ＮＳＤ
（株）ＤＴＳ
ニッセイ情報テクノロジー（株）
日本電子計算（株）

（株）さくらケーシーエス
（株）システナ
ＮＥＣ通信システム（株）
ユニアデックス（株）
Ｓｋｙ（株）
（株）オージス総研

（株）三菱電機ビジネスシステム
（株）ＮＴＴデータ関西
パナソニックデバイスシステムテクノ（株）
ＭＳ＆ＡＤシステムズ（株）
関電システムソリューションズ（株）

情報メディア学科
（株）ジャステック
（株）ＤＴＳ
イオンエンターテイメント（株）
ダイワボウ情報システム（株）

（株）エイチ・アイ・エス
（株）ＮＳＤ
（株）オージス総研
富士通テン（株）

（株）ＤＴＳ
ネットワンシステムズ（株）
三菱電機インフォメーションネットワーク（株）
パナソニックインフォメーションシステムズ（株）
三菱電機マイコン機器ソフトウエア（株）
ＮＥＣプラットフォームズ（株）
ＡＶＣマルチメディアソフト（株）
エヌ・ティ・ティ・スマートコネクト（株）

（株）ぐるなび
（株）ＮＴＴデータ・セキスイシステムズ

情報ネットワーク学科
日立物流ソフトウェア（株）
パナソニックインフォメーションシステムズ（株）
東日本電信電話（株）
関電システムソリューションズ（株）

（株）ニッセイコム
（株）インターネットイニシアティブ
Ｓｋｙ（株）
（株）ＮＴＴデータＭＳＥ
（株）ＪＲ西日本ＩＴソリューションズ
ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

（株）ＮＴＴデータ関西
（株）ＮＴＴネオメイト
（株）ケイ・オプティコム
（株）ＮＴＴデータＳＢＣ
富士通エフサスシステムズ（株）

（株）日立製作所
富士通テンテクノロジ（株）

（株）ＮＳＤ
ＣＴＣテクノロジー（株）

（株）日立システムズ

建築学科
（株）大林組
大成建設（株）

（株）竹中工務店
（株）長谷工コーポレーション
五洋建設（株）
戸田建設（株）
前田建設工業（株）
三井住友建設（株）

（株）熊谷組
（株）フジタ
西松建設（株）
東急建設（株）

（株）鴻池組
（株）奥村組
大和ハウス工業（株）
積水ハウス（株）
ミサワホーム（株）
パナホーム（株）
三協立山（株）

（株）NTTファシリティーズ関西

電気電子システム工学科
三菱電機（株）
関西電力(株)
京セラ（株）

（株）ＧＳユアサ
（株）竹中工務店
三菱電機メカトロニクスエンジニアリング（株）

（株）ホンダテクノフォート
（株）きんでん
（株）ダイフク
三菱自動車エンジニアリング（株）
スズキ（株）
田淵電機（株）
(株)奥村組
西日本旅客鉄道（株）
近畿日本鉄道（株）
ニチコン(株)

（株）ケーヒン
ヤマザキマザック（株）
丸文（株）
一般財団法人関西電気保安協会

機械工学科
ヤンマー（株）
ダイハツ工業（株）
西日本旅客鉄道（株）
京阪電気鉄道（株）

（株）ジェイテクト
ダイキン工業（株）

（株）村田製作所
（株）エクセディ
パナホーム（株）
三菱電機エンジニアリング（株）

（株）ダイフク
大王製紙（株）

（株）日産オートモーティブテクノロジー
ナカバヤシ（株）
フジテック（株）
ユニ・チャーム（株）
小林製薬（株）
ＭＨＩソリューションテクノロジーズ（株）

（株）イムラ封筒
ＡＮＡラインメンテナンステクニクス（株）

日本ロレアル（株）
阪急阪神ビルマネジメント（株）
小林製薬（株）

（株）リブドゥコーポレーション
（株）タカゾノ
キーコーヒー（株）
三菱電機メカトロニクスエンジニアリング（株）
昭和アステック（株）
祐徳薬品工業（株）

（株）瑞光
牛乳石鹸共進社（株）
サンスター技研（株）
長谷川工業（株）
玉理化学（株）
鶴原製薬（株）

（株）今西清兵衛商店

ロボット工学科
（株）ニフコ
（株）瑞光
パナソニックＥＳエンジニアリング（株）
グローリー（株）
富士通テンテクノロジ（株）
大阪ガス（株）

（株）島津理化
三菱電機冷熱プラント（株）
協栄産業（株）
シャープ（株）

（株）リョーサン
ヤマハ発動機（株）
デンソーテクノ（株）
日東精工（株）
三菱電機エンジニアリング（株）

（株）かんでんエンジニアリング
ＩＤＥＣ（株）
大阪富士工業（株）
モリテックスチール（株）
防衛省海上自衛隊

応用化学科
（株）クラレ
グローリー（株）

（株）メニコン
三浦工業（株）
タイガースポリマー（株）
古林紙工（株）
日亜化学工業（株）
三菱自動車エンジニアリング（株）
ダイキンエアテクノ（株）

（株）ＮＳＣ
奥野製薬工業（株）
シバタ工業（株）
東洋クロス（株）

（株）加貫ローラ製作所
アシックス商事（株）
大同塗料（株）
昭和プロダクツ（株）
三口産業（株）

（株）ファミリーマート
兵庫県警察本部

電子情報通信工学科
関西電力（株）
大阪ガス（株）
日本電産（株）
ローム（株）
オンキヨー（株）
福島工業（株）
ニチコン（株）

（株）きんでん
（株）関電工
西日本高速道路エンジニアリング関西（株）

（株）ＮＴＴファシリティーズ関西
（株）ＮＴＴネオメイト
ネットワンシステムズ（株）

（株）協和エクシオ
日本コムシス（株）

（株）ミライト・テクノロジーズ
日本毛織（株）
三菱電機エンジニアリング（株）
三菱電機特機システム（株）
富士電機ＩＴセンター（株）

環境工学科
（株）ササクラ
住友林業緑化（株）
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング（株）

（株）石垣
（株）西原環境
パナソニックＥＳファシリティマネジメント（株）
月島テクノメンテサービス（株）
大栄環境（株）

（株）関電エネルギーソリューション
（株）東京設計事務所
（株）環境総合テクノス
オリジナル設計（株）

（株）三水コンサルタント
（株）大氣社
リコージャパン（株）
奈良市役所
京都市役所
東大阪市役所

（株）兵庫分析センター
クリアウォーターＯＳＡＫＡ（株）

空間デザイン学科
積水ハウス（株）
大和ハウス工業（株）
西日本旅客鉄道（株）
パナホーム（株）

（株）安藤・間
ナカバヤシ（株）
アース製薬（株）
大和紙器（株）
ＪＲ西日本不動産開発（株）
スガツネ工業（株）
西川リビング（株）
大和ハウスリフォーム（株）
住友林業アーキテクノ（株）

（株）フジヤ
日本ステージ（株）

（株）セイバン
（株）一条工務店
一般社団法人近畿建設協会
香川県警察本部
府中町役場

生命工学科
旭化成（株）
山崎製パン（株）
日本放送協会

（株）イシダ

電気電子工学専攻
三菱電機（株）
パナソニック（株）
富士電機（株）
西日本旅客鉄道（株）
西日本高速道路（株）
コスモ石油（株）
小野薬品工業（株）
日本テキサス・インスツルメンツ（株）

（株）日立パワーデバイス
（株）ダイヘン
グローリー（株）
オンキヨー（株）

（株）メガチップス
寺崎電気産業（株）
警察庁近畿管区警察局

生体医工学専攻
三菱電機（株）
日産自動車（株）
パナソニックアドバンストテクノロジー（株）

（株）ＮＴＴデータ関西
大阪ガス（株）
ぺんてる（株）

（株）ユーシン精機
（株）三和化学研究所
ホソカワミクロン（株）
ディーブイエックス（株）

応用化学専攻
ニチバン（株）
牛乳石鹸共進社（株）
セーレン（株）

（株）片山化学工業研究所
ヤマトエスロン（株）
東洋エアゾール工業（株）
ライトケミカル工業（株）
日栄化工（株）
大都産業（株）
平和（株）

空間デザイン学専攻
積水ハウス（株）
三井住友建設（株）

（株）淺沼組
東リ（株）

（株）船場
（株）佐藤総合計画
（株）ＩＡＯ竹田設計
（株）昭和設計

環境工学専攻
関電プラント（株）
アサヒプリテック（株）
国際航業（株）
東洋技研コンサルタント（株）
神安土地改良区

建築学専攻
住友林業（株）

（株）オオバ
（株）安井建築設計事務所
浅井謙建築研究所（株）
ﾌﾛﾝﾃｨｱｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ＆ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ(株）

（株）アール・アイ・エー
（株）イズミシステム設計
（株）日建ハウジングシステム
（株）三建構造
ジェイアール西日本コンサルタンツ（株）
中央復建コンサルタンツ（株）
一般財団法人日本建築総合試験所
大阪府庁
岡山市役所

機械工学専攻
（株）日立製作所
三菱電機（株）
ＴＯＴＯ（株）
ダイハツ工業（株）
スズキ（株）

（株）村田製作所
（株）ジェイテクト
井関農機（株）
富士電機（株）

（株）ＳＣＲＥＥＮホールディングス
敷島製パン（株）
日機装（株）
サノヤスホールディングス（株）
ＯＫＫ（株）

（株）日産オートモーティブテクノロジー
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■２０１７年度内定状況（２０１８年２月１日現在）

95.1 
98.3 
97.5 
96.7 
92.0 
97.2 
95.0 
96.7 
97.9 
95.5 
94.9 
90.9 
93.7 
95.1 
94.1 
95.4 

78 
116 
77 
88 
80 
70 
57 
88 
46 
63 
74 
70 
74 
78 
96 

1,155 

10 
13 
9 

32 
16 
19 
4 

10 
15 
19 
13 
4 

10 
7 
6 

187 

82 
118 
79 
91 
87 
72 
60 
91 
47 
66 
78 
77 
79 
82 

102 
1,211 

93 
138 
95 

124 
105 
91 
67 

101 
64 
86 
91 
81 
89 
89 

109 
1,423 

都市デザイン学科
建築学科
電気電子システム工学科
機械工学科
応用化学科
電子情報通信工学科
環境工学科
空間デザイン学科
生命工学科
ロボット工学科
コンピュータ科学科
情報システム学科
情報メディア学科
情報ネットワーク学科
知的財産学科

※知的財産学科の卒業見込者数には、大阪工業大学大学院知的財産研究科への進学を目指す早期卒業予定者15名を含めていない。

工学部

学部・学科 卒業見込者数 就職希望者数 進学 就職内定者 就職内定率

情報科学部

知的財産学部
計

■２０１７年度内定状況（２０１８年２月１日現在）
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100.0 
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6 
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14 
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44 
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33 
0 

12 
ー 
5 

ー 
8 

ー 
19 
1 

21 
1 

25 
189 

1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

ー 
0 

ー 
0 

ー 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

6 
0 

15 
1 

45 
0 

33 
0 

12 
ー 
5 

ー 
8 

ー 
20 
1 

21 
1 

28 
196 

8 
1 

15 
1 

45 
1 

34 
1 

12 
0 
5 
0 
8 
0 

20 
2 

21 
1 

28 
203 

博士前期
博士後期
博士前期
博士後期
博士前期
博士後期
博士前期
博士後期
博士前期
博士後期
博士前期
博士後期
博士前期
博士後期
博士前期
博士後期
博士前期
博士後期
専門職

都市デザイン工学専攻

建築学専攻

電気電子工学専攻

機械工学専攻

応用化学専攻

環境工学専攻

空間デザイン学専攻

生体医工学専攻

情報科学専攻

※知的財産研究科の修了見込者数には、長期履修申請者2名、2017年度秋入学者1名を含めていない。

工学研究科

課程研究科・専攻 修了見込者数 就職希望者数 進学 就職内定者 就職内定率

情報科学研究科

知的財産研究科
計

知的財産専攻



第1回工学部長表彰

学生フォーミュラプロジェクト ロボットプロジェクト

農家を訪問してヒアリング調査

大会の一場面

学 部 二 ュ ー ス

大学院進学について
　技術立国として成り立つ我が国は、4年間の学部の授業だけでは技術の急激な進歩と、より幅
広く専門化されて複雑となった工学技術に対応できなくなってきています。例えば、携帯電話の
製造を例にとっても、情報通信分野だけでなく、軽量化を目指す材料、美しい液晶画面、金型や集
積回路の微細化など幅広い分野の技術と知識の集大成になります。
　工学研究科では、2017年4月から8専攻体制を3専攻体制に改編しました。これにより従来の
高い専門性に加えて分野横断的な教育を実践することで、「専門性の確立」と「協働による創造」
を両輪とし、社会で活躍し持続可能な発展に寄与できる人材を育成していきます。

　これは、学部教育において、初年次の学科横断型実践学習（PBL科目）に始まり、最終学年で実施する卒業研究に至る
までの体系的な学修を積み重ねることにより、基礎となる知識と技術の修得をベースとすることで成り立っています。
　社会や産業界は、豊富な専門知識だけでなく幅広い知識により技術動向を俯瞰できる応用能力を有する大学院修了
生を希求しています。
　教育内容の継続的な改善により、最先端の技術を教育するよう努めることは言うまでもありませんが、グローバル社
会に対応できる人材としての成長を目指した留学支援制度（海外研修支援プログラム）や奨学金制度も充実していま
す。ご子女の卒業後の進路をお考えいただく時には、大学院の進学も選択肢の一つとしてぜひご検討ください。

工学部長・工学研究科長 井上　晋

工学部長表彰　第1回2017年12月9日、第2回2018年3月15日
　工学部長表彰を、被表彰学生、各学科長、指導教員をはじめとする関係者お
よび来賓として工大校友会会長にご出席いただき挙行しました。工学部各学
科からの推薦に基づき優れた成績･成果を上げた学生個人･団体に対し、学芸
賞を表彰するとともに、学園校友会から副賞が贈呈されました。工学部長、工
大校友会会長からは、「さらなる努力を重ね、活躍を期待する」との激励の言葉
がありました。

学生主体のプロジェクトが活発に活動
　本学では、多くの学生が研究室や学科の枠を超えたプロジェクト活動に取り組んでいます。これらの多くは授業科目以外の課外活動で、そ
れぞれの目標に向かって活動することにより、社会で活躍できる人材としての実践力を身に付けています。
　ロボットプロジェクト「大工大エンジュニア」が、2017年8月11日～12日神戸サンボーホールで開催された「inrevium杯 第17回レス
キューロボットコンテスト競技会本選」で3位入賞に加え、特別賞「消防庁長官賞」を受賞しました。

　学生フォーミュラプロジェクト「TEAM REGALIA」は、
2017年9月5日～9日の5日間にわたり静岡県のエコ
パ（小笠山総合運動公園）で開催された「第15回全日本
学生フォーミュラ大会」で昨年度成績44位から大幅なラ
ンクアップとなる、94チーム中23位の成績に加え、特別
賞「日本自動車工業会会長賞」を受賞しました。
　このほか、人力飛行機プロジェクト、ソーラーカープロ
ジェクトなどがあり、今後の一層の活躍が期待されます。

本学独自の教育研究を可能にする教育研究拠点と教育プログラム
　「実践力のある専門職業人の育成」を教育の理念に掲げる本学には、最先端技術を教育研究する魅力的な研究センターをいくつも設置し
ています。ナノ材料マイクロデバイス研究センターでは、最先端材料･デバイスに関する研究を行っています。八幡工学実験場では、構造物
の実大実験など、他の大学では体験できない実験を多数行っています。ものづくりセンターでは、切削加工や図面や電子回路の設計など、さ
まざまな実践教育が行われており、日本の技術力を育み支える人材を育成できる教育現場となっています。
　本学では、今年度ナノ材料マイクロデバイス研究センターが中心となり申請した文部科学省「研究ブランディング事業」に採択されました。
これは一昨年、採択された「大学教育再生加速プログラム」における教育力に加え、本学の研究力が評価された結果と言えます。
　また、夏期休業期間を利用して、全学科で台湾科技大学などと合同でのPBL授業を行いました。これは、本学と海外の大学生が合同で
チームを編成し、与えられた課題を解決することで、単なる語学研修に留まらない工学知識とグローバル性を育成する教育プログラムです。
　学生の皆さんが、学部･大学院で確かな知識と技術を身に付け、社会で活躍できる人材として成長することを目指して教育研究活動に励
んでいます。

大学院進学について
　今年度、梅田キャンパスとロボティクス＆デザイン工学部の開設と同時に、ロボティクス＆デザ
イン工学研究科が新設されました。学部は3学科体制ですが、大学院にはメカトロニクス、ソフト
ロボティクス、建築デザイン、プロダクトデザインの4つのコースを設置しました。前期（修士）課
程では、出身学科や所属研究室によらず、コースを選択することができ、専門性を深めるととも
に、その幅を広げます。国際学会での発表や短期留学でグローバルに活躍する素養を身に付け、
梅田の地の利を活かした産学連携や地域連携で、社会の実課題を解決する力を付けます。企業
や研究所のイノベーションリーダーを育てるのが我々のミッションです。

　国公立大学の理系の大学院進学率は7～9割に達していますが、本学では2割程度に留まっています。大学院進学を
選択しない理由として、早く社会に出て収入を得ながらキャリア形成をする方がよいという意見を聞きます。一般論には
なりますが、生涯賃金は院卒の方が高いというデータがあります。また、本学では、大学院進学を支援する奨学金制度
や、ティーチングアシスタントなど、収入を得ながら人間力を養う機会も提供しています。長期的視点で大学院進学も
視野に入れ、お考えいただければと思います。ご子女と進路について話をされる機会を度々もっていただけることを
お願いいたします。

ロボティクス＆デザイン工学部長･
ロボティクス＆デザイン工学研究科長 大須賀 美恵子

RDクラブが「OSAKA光のルネサンス2017」に参加協力
　2017年12月14日～25日、大阪市役所周辺から中之島公園で開催された「大阪･光の饗宴」のコアプログラム「OSAKA光のルネサン
ス2017」に本学部の学生が連携する企業と共に課題解決に取り組むプロジェクト「RDクラブ」の「iPresenceチーム」が参加しました。学生
たちは、遠隔でコミュニケーションをとることが可能なテレプレゼンスロボット「Double」「kubi」を用いた、来場者参加型の体験イベント

「iTOUR」に協力し、来場者を楽しませました。

台湾･台北科技大学と国際PBLを実施〈農作業支援ロボットの開発〉
　協定校の台湾･台北科技大学と約2カ月間にわたり、国際PBL（Project-Based Learning）を実施しました。梅田キャンパスに隣接するヤ
ンマー株式会社から提案のあったテーマを受け、台北科技大学生6人と本学学生6人の12人で課題解決に向けた活動に取り組みました。
　2017年6月30日～7月28日にかけて台北科技大学の学生を梅田キャンパスに迎え、ヤンマーから与えら
れた「今後の高齢農作業者の増加に伴う、小規模農業での安価で効果的な革新的小型農業支援機器の開発」
というテーマを共有することから始まりました。この課題に対して、小規模農家を訪問しヒアリングを行い、デザ
イン系と機械系のグループに分かれて試作モデルの製作がスタートしました。
　8月6日～30日にかけては場所を台北科技大学に移し、運動場での試作モデルの走行実験などを行い、そ
れぞれの機能が動作することを確認しました。
　そして、9月28日には台湾と日本を回線で結んで最終報告会を実施し、参加学生たちはヤンマーおよび両
大学の関係者に対してプロジェクトの成果を英語で報告しました。同社の担当者からは、「短期間で多くのアイ
デアを出し、試作が完成できたことは期待を大きく超えるものだった」と労いの言葉をいただきました。今後も、
このような企業からの課題にグローバルチームで取り組むI²PBL（Industry theme-based International 
PBL）を通じ、実践的なエンジニア教育を推進します。

「ロボカップ2017名古屋世界大会」で「O.I.T.Trial」が世界第7位、特別賞を受賞
　2017年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」で本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」も受賞しました。
　本大会はロボット工学と人工知能の融合、発展を目的に毎年開催されており、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、複合した複雑な指示がタスクとして課
せられるため、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。
　人との対話による自然なインタラクション、障害物回避、人追従技術を競う「Help-me-carry」で
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し、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。
　今回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、大会を終えました。

工学部
Faculty of

Engineering

工学部
ロボティクス
＆デザイン

Faculty of
Robotics

and
Desigh
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大会風景

合同チームメンバー

成果発表会

イメージ図データサイエンス

日々の報告会プログラム作成

学 部 二 ュ ー ス

大学院進学について
　国の第5期科学技術基本計画（2016～2020年度）では、未来社会の姿としてサイバー空間
と現実空間が融合した「ソサエティ5.0」が提唱され、情報技術の重要性が益々高まって来ていま
す。大学院情報科学研究科では、これからの情報革新時代に企業や社会で求められる技術力を
磨き、留学や学会発表などを経験して、高度専門技術職として活躍する実力を養う事ができま
す。2014年の内閣府データでは、大学院卒の年収（40歳時点）は、大学卒より平均して26％高
いそうです。
　文部科学省の統計によりますと、2017年3月の大学卒業者数は日本全体で56.8万人です。

このうち工学系･情報系では、8.75万人が卒業し、3.15万人が大学院に進学しました。3人に1人以上の36％もの人が
大学院に進学しています。本学では大学院奨学金制度が一段と充実し、推薦入学で進学する全ての大学院生に返還する
必要のない奨学金が給付されます。ご子女の皆さんにぜひ大学院への進学を薦めて頂き、成長への挑戦にご支援をよ
ろしくお願いいたします。

情報科学部長
情報科学研究科長 大島　一能

ナビゲーション技術で世界一（ロボカップ世界大会2017）
　名古屋市国際展示場で6日間にわたり、ヨーロッパ･アメリカなど12ヵ国256名
が競い合う「ロボカップ世界大学2017」に、情報科学部とロボット工学科の合同
チームが出場しました。
　大会では、ステージ1を15チーム中8位で勝ち抜き、ステージ2に進出しました。
学生は最後まで諦めず頑張り続け、世界の7位となりました。また、合同チームは、
最も優れたナビゲーション技術を持ったロボットに与えられるBest  i n  
Navigation賞を受賞し、この分野で世界一であることが証明されました。

　情報科学部では、国際PBLを派遣･受入型で3つを実施しました。
　今回は、タイ王国へ7日間、10名の学生を派遣した内容を紹介します。この国際PBLは、「画像処理を使った問題解決」を全体目的とし、

「ロボットビジョンの分野に向けた色の標準化」をテーマに実施しました。日本とタイの学生が英語を介して混合で協働しながら、「様々に変化
する光の環境下でも色を判定し、物体を識別できるプログ
ラム」の作成に取り組みました。プログラム作成後は、デモン
ストレーションや成果発表を行いました。
　学生は、慣れない英語に苦心しながらも自ら積極的に意
見交換を行ったことで、一回り成長するとともに、プロジェク
ト終了後も続く得難い友人を得ることができました。

国際PBL3つを実施し、学生が成長

「知能情報システム研究センター」開設

研究ユニット
1

2

3

4

5

6

7

8

モバイル仮想現実システムによる、子ども向け体験型英語教材の開発

機械学習を用いた全自動プログラミング教育

生体形状イメージングソフトウェア開発

体験の可視化･共有による活力ある創造的高齢社会ネットワークの形成

日常ストレスや認知機能のモニタリングによる安心社会の実現

脳内身体モデルに基づくVR模倣運動によるリハビリテーション支援

メディア処理に基づく建築物の欠陥モニタリング技術

高度PBL教育のための自律型ロボットコンテンツの開発

　情報科学部の新たな研究拠点の一つとして「知能情報システム研究センター」
を開設します。このセンターの目的は、「社会をより良くしていくため、地域と連携
し、地域の持つ課題を解決していく」ことです。具体的な取り組みは、教員と大学院
生が自由にアイディアの話し合える場として活用し、個々のスキルを一つにして社
会が抱える問題にチャレンジしていくことです。そのために、官公庁や企業などの
課題を得るため連携を図ります。そして、官公庁などの外部資金により、レベルの
高い研究を推し進め、様々な社会の課題解決に取り組んでいきます。
　現在、教員･大学院生が研究ユニットを形成し、研究ブランディングの活性化に
向けて8研究ユニットが社会の問題解決のため活動をしています。
　一方、昨年4月に開学した都心型キャンパスである梅田キャンパスと、緑豊かな
環境に立地する枚方キャンパスとの間を、高品質な遠隔映像コミュニケーションシ
ステムなどのICT機能を活用して結ぶことで、官公庁や企業と多彩なテーマを掲
げる研究ユニットとの間で連携がしやすい環境を構築していきます。
　さらに、「知の拠点」としての機能を持つ梅田キャンパス1階ギャラリーでは、高
品質デジタルサイネージシステムを活用して、企業や市民の皆さまに、『知能情報
システム研究センター』の活動はもちろん、情報科学部の様々な活動の情報発信
を行っていきます。

専門職大学院進学の勧め
　「知的財産」は、人間の知恵から生まれた無形の財産であり、特許権、意匠権、商標権、著作権な
どが含まれます。具体例として、新技術のアイデア、製品デザイン、ブランド、コンテンツなどとし
て捉えた方が分かり易いかもしれません。
　法的に保護された知的財産権を持っていれば、競合他社が類似の製品を製造したり販売する
ことを止められますから、企業の差別化戦略の大きな助けになります。
　そのため企業は、知的財産の専門家を強く求めていますが、人材に対する要求レベルも高く、
人材供給が追いついていません。

　逆に言えば、企業が求めるレベルの知的財産の専門家になれば、就職も非常に有利になるということです。実際に、本
大学院の修了生の多くが即戦力として企業で活躍しています。とくに知的財産学部から学内進学した修了生は、高い専
門性を評価されています。
　こうした背景から、学部卒業後の進路として大学院･知的財産研究科への進学をお勧めする次第です。

知的財産研究科長 小林　昭寛

　IOT （Internet of Things） の進展が産業構造の転換を迫ってきています。経済はよりグローバル化し、企業間競争
が激化する中、アライアンスによるビジネスの最適化が重要になってきました。この厳しい環境の中、社会で活躍するた
めには、特定分野の専門的知識を深めるとともに、コネクテッド（つながった）社会の特殊性を把握し、仕事の流れの中
で、何が重要で、どのようにすれば自分の価値を向上できるか等、ビジネススキームを鳥瞰できる能力が大変重要になっ
てきました。
　このように高い能力が要求される環境の中、企業は全体を把握しながら、即座に行動できる専門性を保有した即戦力
を求める傾向がますます強くなってきております。企業が支払う賃金も年功序列型から、各人の能力に基づいた賃金制

度に変わってきております。企業からの専門性を持った即戦力人材のニーズの高まりに対応し、時代に即応した価値ある人材として活躍できる
能力構築のため、学生の皆さんには、より高度な専門性を磨くことが可能な知的財産専門職大学院への進学を強くお勧めします。

知的財産学部長 林　茂樹

知財PR隊プロジェクトの活動報告
　2017年11月23日、梅田スカイビル（大阪市北区）で開催された近畿経済産業局主催の「Ai-SPEC2017」最終発表会で知的財産学科
の学生プロジェクト「知財PR隊」が見事優勝し、参加した大学23校37チームの頂点に立ちました。
　この「Ai-SPEC」は企業と学生が協力し、中小企業の課題解決に向けて取り組む「実践型課題解決プロジェクト」として昨年度からスタート
されました。大会では中小企業が抱える経営課題に対して、学生が提案する解決策が、具体性や実現可能性に加え、大学での学びを生かした
ものになっているかなどの点が審査･評価されます。　
　本学チームは、「中小企業における知財戦略の実践」と題し、今年6月から地元･大阪の老舗端子メー
カーである冨士端子工業とともに取り組んだ知的財産の普及活動について発表、同社が抱える課題

「知的財産権による技術の保護化」に対して、知的財産分野を専門に学ぶ学生の作成した同社特製マ
ニュアルの提供や技術スタッフを対象とした知的財産に関する講習会などの取り組みが、一時的な特
許取得の支援ではなく将来的にノウハウとして残る形で企業を支援したと高く評価されました。
　本学学生の専門職業人としての気質の高さを示すもので、今後とも、本学学生がこの伝統を引き継
ぐことを期待しています。

学部･大学院合同企業懇談会を開催
　2017年12月18日梅田キャンパスにおいて学部･大学院合同の企業懇談
会を開催し、企業関係者56名を含め、学部･大学院生合わせて約100人が参
加しました。
　これは毎年学生が中心になって運営する懇談会で、企業の知的財産部門を
はじめ、採用担当の方々をお招きし、本学の教育の特色や学生の活動成果報告
のPRの場として活用しています。
　当日は学生の司会進行によりインターンシップ、課外活動（弁理士受験会・知

財PR隊）報告、留学体験報告が行われました。
　活動報告会終了後は情報交換会が行われ、学
生たちは積極的に参加企業の方々に話しかけ、
企業で働くことの意義や実社会の厳しさについ
て体感していました。
　これから就職活動を始める学生諸君にとって
は、大変貴重な体験となりました。

知財PR隊のメンバー

学生によるインターンシップ報告

早期進学制度について
　成績優秀者は学部を早期に卒業し、大学院に進学で
きる制度があります。学部3年、大学院2年の計5年と
いう短期間で修士号「知的財産修士（専門職）」を取得
でき、高度な専門職として活躍する道が開けます。今年
度は21人の学生がこの制度で進学しました。また、大
学院を修了し、一定の要件を満たせば弁理士試験の一
部が免除されます。弁理士は合格までに平均して4.4
回の受験が必要とされる国家資格であり、合格の平均
年齢は37.2歳と公表されておりますが、2017年度に
は、現役の知的財産学部の学生2名とともに、知的財産
研究科の院生1名が最終合格を果たしました。
　進路の選択肢の一つとして、知的財産専門職大学院
への進学を検討されてはいかがですか。

専門職大学院の勧め
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