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工学部　空間デザイン学科　教授
福原　和則 〔専攻：建築デザイン〕

Vol.17工大流就職支援
　2013年度の就職率ランキングが7月に公表された（サンデー毎日7
月27日号）。工大は就職率89.7％で、卒業生が1,000人以上の大学
で昨年度に引き続き関西の私立大学で5年連続ナンバー1となった。
工大の就職支援の中で、特に力を入れているのが学内合同企業説
明会と単独企業説明会・選考会である。毎年約700社を学内に招き
実施している。参加している企業の中で多くの卒業生が在籍し活躍
しているので、とにかく工大生に対する採用意欲が高い。学内合同
企業説明会は学生にとっては、1日に数社の企業から説明を聞くこ

とができ、企業研究をするには絶好の機会だ。時にはOB・OGの卒
業生が同席してくれるのも心強い。また、単独企業説明会・選考会
は企業説明の後に筆記試験・面接などの選考をしてくれるので、内
定へとつながる確率がさらに高い。昨年度はこれらの説明会に参加
した企業に学生全体の約36％が内定した。大宮キャンパスでは10
月1日～3日に合同企業説明会を実施した。枚方キャンパスでは単独
企業説明会・選考会を今後も実施する。そんな工大流就職支援実
施中。

学生生活をトータルサポート！！
常翔ウェルフェアはみなさんの福利厚生を担当し、学生生活を

側面からサポートできるように様々なサービスを展開していま
す。学生食堂はもちろんのことコンビニの運営やオリジナルグッ
ズの販売を行っています。総合サービスセンター内では書籍・文
具の販売や保険受付、パソコンショップや旅行窓口があり多くの
方々にご利用頂いています。なかでも書籍販売では定価の１０％
引きで販売しており、人気コミックや雑誌、文庫本もお得に購入で
きますので是非ご利用下さい。
そして今、力を入れているのが「保険業務」です。学生生活では

仲間との旅行や、語学留学など今まで以上に行動範囲が広くな
り、活動が活発になるため事故による怪我や他人に対しての賠償
リスクも高くなります。それに備える保険も取り扱っていますの
で、どんなことでも常翔ウェルフェアまで相談に来てください。

「枚方教文子どもサイエンスフェア」
 に参加しました

　8月8日、枚方市教育委員会主催の「枚方教文子どもサイエンスフェア」に参
加しました。このフェアは地元の小学生が工作、PC、科学などに触れ合うこと
で、理科や科学に対する興味や関心を深める目的で実施されており、今回初め
ての参加となりました。
　本学からは情報ネットワーク学科の矢野准教授による「タブレットで算数を
学ぼう」と、電子情報通信工学科の矢野教授と小寺教授による「レモンで電池
を作ってみよう」の2講座を提供し、約110名の小学生親子が参加しました。
　前者では、学生たちが小学生向けに開発しているタブレットPC対応の算数
ゲームや数字パズルを使った計算トレーニングなどを体験し、算数の面白さを
感じてもらいました。後者では、電池の仕組みを学んだあと、レモンに銅とマグ
ネシウムを差し込んで電池を作り、電子オルゴールを鳴らす実験をしました。
　いずれの講座も熱心に取り組んでもらい、会場内は歓声が沸き上がる活気
あるひとときとなりました。

「大阪工業大学 安否確認システム」に登録しよう !!
～学生用安否確認・防災速報メールシステムを導入しました～

学生用「安否確認システム」が2014年9月から導入されました。この「安否確認システム」とは、大阪および事前に登録し
た都道府県で震度5以上の地震が発生するといち早く安否確認メールが自動配信され、この安否確認メールに返答するだ
けで、大学および登録しておいた家族や友人（最大10ヶ所まで）へ安否通知メールが配信されるというものです。大規模災
害では被災地に通信が集中して電話がつながりにくくなる状況が発生しますが、本システムを利用することにより、被災地
域にいる自分自身の安否情報を災害時でも比較的つながりやすい携帯メールで一斉に連絡でき、緊急時の安否を双方向
で迅速に確認することができます（家族への安否確認連絡も可能）。このほか地震・台風・警報などの防災速報メールもいち
早く受け取ることができますので、日頃の防災に役立てることができます。登録に必要な資料は各学科事務室で配布してい
ますので、未登録の学生のみなさんは今すぐに必ず登録してください。登録方法が分からない方は、学生課または情報科学
部事務室へお問合せください。
※この「安否確認システム」は、本学後援会の発足30周年記念事業として寄贈されたものです。

常翔ウェルフェアニュース

登録ページはコチラ　http://anpi.ac/oit　 ＱＲコード

今すぐ必ず登録！！
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学生時代、いろいろなアル
バイトをした。塾講師、魚の
行商、ヘアモデル、寿司屋
の調理＆配達、建築模型制
作、工場での鋳型撤去、祭
礼の行列etc.学生の特権
ですね。
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10.24・25・26

　大宮キャンパスの学園祭「城北祭」の今年のテーマは「JOY JOY JOINT！」。学生や
教職員、地域のみなさんと一緒に楽しめるよう、アーティストライブやビンゴ大会、お化
け屋敷など多様な企画を用意しています。ほかにも音楽系のクラブ団体によるステー
ジ演奏や様々な教室展示、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要素が盛りだくさんです。また、学園祭に欠かせない模擬
店も多く出店が予定されており、来場者が満喫できる城北祭として期待されます。
　ぜひご家族、ご友人をお誘い合わせのうえ、お越しください。

　今年度の北山祭のテーマ「輝彩（きさい）」には、来場者一人ひとりの輝いた
笑顔を活力にし、類まれなる個々の才能を存分に発揮し、美しい彩りを添えた
北山祭を楽しんでいただきたいという意味が込められています。
　毎年恒例の吉本お笑いライブには、3組のお笑い芸人が来ます。さら
に、北山祭初となる仮面ライダー鎧武／ガイムのキャラクターショーを
開催します。その他にもビンゴ大会や、模擬店、フリーマーケットなど楽
しめるイベントを多数用意しておりますので、ぜひ北山祭にご来場くだ
さい！

　情報科学部の研究内容・成
果が一目でわかる「Oh!IT
カーニバル」を今年度も開
催します。各研究室ブース
では教員・学生がわかりや
すく解説します。
　また実際に触れて体験で
きる研究内容もあり、毎年
大勢の来場者で賑わってい
ます。そして、研究室ブース
を３つ回ると模擬店で使え
る金券300円相当がもらえ
るスタンプラリーを開催し
ます。
　子どもから大人まで楽し
めるブースを多数用意して
おりますので、北山祭当日
はぜひご来場ください。

北山祭実行委員会 委員長
大川　冴（IN 2）

空想科学読本 「空想科学大戦！」を著書。
現在は空想科学研究所・主任研究員。
明治大学理工学部物理学科の非常勤講師を
務めるなど、多岐にわたって活躍する理系作家。

　今年の講演者は、ベストセラー「空想科学読本」の著者で
ある柳田理科雄さんです。
　柳田さんは「ドラえもんのタケコプタ―で空を飛ぶには？」
など、ふだん何気なく見ている漫画やアニメなどを科学的に
考え、本にしています。今回は楽しい科学について講演して
いただきます。

柳田理科雄
（ヤナギタ リカオ）

11.3北山祭北山祭 枚方キャンパス

月
祝城北祭城北祭 大宮キャンパス

金 土 日

　今年度の城北祭のテーマである「JOY JOY JOINT!」には来場者の方々だけ
でなく、運営側にご協力いただいている皆さまも一緒に楽しもうという意味が込
められています。
　毎年恒例の「吉本お笑いライブ」、去年大反響だった「声優トークショー」に加
え、新しく「仮面ライダー鎧武／ガイムショー」も行います。他にも大画面で行う
「テレビゲーム企画」、「のど自慢大会」などみなさんが参加できるものもございま
す。地域ご協力の企画やお子様向けの企画もございますのでぜひお越し下さい。

城北祭実行委員会　委員長
田島 友（Ｍ３）

http：//www.is.oit.ac.jp/~club/~kitayamasai/index.htmlホームページ
080-3104-9284北山祭連絡先http：//shirokitapost.wix.com/sirokitasaiホームページ 06-6953-8770城北祭連絡先

充実のステージイベント充実のステージイベント

　今年度は北山祭始まって
以来初となるキャラクター
ショー「仮面ライダー鎧武
／ガイムショー」を実施し
ます。また、吉本芸人お笑
いライブには「笑い飯」
「銀シャリ」「ガリガリガリ
クソン」が出演し、笑いの
渦が巻き起こること間違い
なし！両イベントとももちろ
ん観覧無料です。
　その他にも、毎年恒例の
200店舗が集まる巨大フ
リーマーケットや、模擬店、
北山祭イベントなど、皆さ
んに楽しんでいただけるイ
ベントを多数用意しており
ますので、ご家族お誘いの
うえぜひお越しください。
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いライブには「笑い飯」
「銀シャリ」「ガリガリガリ
クソン」が出演し、笑いの
渦が巻き起こること間違い
なし！両イベントとももちろ
ん観覧無料です。
　その他にも、毎年恒例の
200店舗が集まる巨大フ
リーマーケットや、模擬店、
北山祭イベントなど、皆さ
んに楽しんでいただけるイ
ベントを多数用意しており
ますので、ご家族お誘いの
うえぜひお越しください。

※都合により出演者が変更になる場合
　がございます。ご了承ください。
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吉本お笑いライブ吉本お笑いライブ
　毎年恒例となった吉本お笑いライブ。今回は最終日に３組の吉
本お笑い芸人が大宮キャンパスにやってきます。「矢野・兵動」
「ギャロップ」「スマイル」が出演予定。生のお笑いを体感しに、友
人を誘って笑いに行こう！！

　毎年恒例となった吉本お笑いライブ。今回は最終日に３組の吉
本お笑い芸人が大宮キャンパスにやってきます。「矢野・兵動」
「ギャロップ」「スマイル」が出演予定。生のお笑いを体感しに、友
人を誘って笑いに行こう！！

北山祭スケジュール

９：４５～

１０：００～

１０：４５～

１１：３０～

１２：１０～

１２：４０～

１４：００～

１４：３５～

１５：００～

１６：１０～

１７：００～

　開祭式

　ジャグリングクラブ

　ウィンドアンサンブル

　Creative Sound Lab．

　軽音部

ストリートダンス部

　

ビンゴ大会

　閉祭式・表彰式

※イベント内容や時間は都合により変更となる場合があります。

仮面ライダー鎧武
ガイムショー

フリー
マーケット

Oh!IT
カーニバル 模擬店

（１０：００から）（１０：００から）

（１６：３０まで）（１６：３０まで）（１６：３０まで）

（１０：００から）

仮面ライダー鎧武
ガイムショー

吉本芸人
お笑いライブ

時間 ステージ（学生駐車場） １号館周辺 食堂・談話室 学生駐車場
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アーティストライブアーティストライブ
　USAGIは、2013年5月に結成し2014年1月29日にシングル「イマジン」でユニバー
サルミュージックよりメジャーデビューした男性2人組の超新星ユニットです。メンバー
の上田和寛さんは、2012年度の城北祭にもお越しいただきました。
　さらに、シンガーソングライターのてらしまさおりさん、Licanaさんと橋本みゆきさ
んにお越しいただきます！！お楽しみに！！
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　昨年大人気だった声優トークショーを今年も開催！
　今年のゲストは、野田順子さん、ゆかなさんと倉田雅代
さんです。お馴染みの作品のキャラクターを多く演じてき
た３人のトークショーをぜひご期待ください！

　昨年大人気だった声優トークショーを今年も開催！
　今年のゲストは、野田順子さん、ゆかなさんと倉田雅代
さんです。お馴染みの作品のキャラクターを多く演じてき
た３人のトークショーをぜひご期待ください！

観覧無料

10月24日（金）　13：30～14：30　USAGI、てらしまさおり
10月25日（土）　14：30～15：30　Licana、橋本みゆき

野田 順子

ONE PIECE/
たしぎ、少年フランキー 役 他
名探偵コナン/　
本堂瑛祐 役
ラブひな/
紺野みつね 役
その他多数出演

ゆかな

コードギアス反逆のルルーシュ/
C.C. 役
ONE PIECE/
しらほし 役
アマガミ/
七咲逢 役　
その他多数出演

倉田 雅代

ローゼンメイデン/
柏葉巴 役
コードギアス 反逆のルルーシュ/
ラクシャータ・チャウラー 役
スクライド/
シェリス・アジャーニ 役
その他多数出演USAGI Licana 橋本みゆき

開催日時

主な出演作品

主な出演作品

主な出演作品

空想科学読本の著者が来学
講講 演演 会会 考えることは楽しい

だから科学はおもしろい

10月26日12:00～ 141教室（1号館4階）
で楽しい科学について学んでみよう！
10月26日12:00～ 141教室（1号館4階）
で楽しい科学について学んでみよう！

※都合により出演者が変更になる場合がございます。ご了承ください。

10月26日（日）
14：30～15：30

開催日時

10月25日（土）　12：00～13：00開催日時

空想科学読本の著者が来学

城北祭スケジュール城北祭スケジュール

※各イベントの実施日時は変更する可能性があります。

イベント名（場所）日　時

ソフトボール大会

のど自慢大会

軽音楽部ライブ

アーティストライブ①

OCF軽音楽部ライブ

進撃の4回生（OCF軽音楽部OB）

ストリートダンス部パフォーマンス

コーラス隊パフォーマンス

ウインドアンサンブル演奏

声優トークショー

ＯＩＴコレクション

ホームカミングデー・オープニングセレモニー

アーティストライブ②

相撲大会

キャラクターショー①②

フォークソング部パフォーマンス

ジャグリング部パフォーマンス①

ジャズサークル演奏

体操部演技

ジャグリング部パフォーマンス②

吉本お笑いライブ

城北祭主催　ビンゴ大会

演武祭

工学祭・芸能祭展示

城北祭主催　お化け屋敷

教室展示

模擬店

フリーマーケット

幼稚園児招待

9:00～18:00

10:45～12:45

12:30～13:30

13:30～14:30

14:30～16:00

16:00～17:00

10:00～11:00

11:00～11:30

11:30～12:00

12:00～13:00

13:00～14:00

14:00～14:30

14:30～15:30

16:40～18:00

11:30～12:00

11:30～12:00

12:00～12:30

12:00～12:30

13:30～14:15

14:30～15:30

15:30～16:30

16：10～18:45

（淀川河川敷第３・４グラウンド、雨天中止）

(東中庭)

（7号館1階ピロティ）

（東中庭）

(東中庭)

（東中庭）

（東中庭）

（東中庭）

（7号館1階ピロティ）

（東中庭）

（東中庭）

（東中庭）

（東中庭）

（東中庭/雨天時は７号館１階ピロティ）

（東中庭）

（東中庭）

（7号館1階ピロティ）

（東中庭）

（7号館１階ピロティ）

（東中庭）

（東中庭）

（7号館1階ピロティ）

（東中庭/雨天時は7号館１階ピロティ）

（６号館１階、１６階など）

（多目的室３）

（１・６・７・８号館、ルラーシュ・淀ビスタなど）

（東・西中庭周辺）

（１号館１階自転車駐輪場）

（多目的室等）

（10/25,26 10:00～16:00）

①10:30～11:30
②12:30～13:30

10/24（金）
10/25（土）

10:00～18:00

10/26（日）
10:00～17:00

10
／
24（
金
）

10
／
25（
土
）

10
／
26（
日
）

3
日
間

おゝよど No,242   2014.10 おゝよど No,242   2014.102 3

FEST IVAL  GU IDE FEST IVAL  GU IDE



10.24・25・26

　大宮キャンパスの学園祭「城北祭」の今年のテーマは「JOY JOY JOINT！」。学生や
教職員、地域のみなさんと一緒に楽しめるよう、アーティストライブやビンゴ大会、お化
け屋敷など多様な企画を用意しています。ほかにも音楽系のクラブ団体によるステー
ジ演奏や様々な教室展示、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要素が盛りだくさんです。また、学園祭に欠かせない模擬
店も多く出店が予定されており、来場者が満喫できる城北祭として期待されます。
　ぜひご家族、ご友人をお誘い合わせのうえ、お越しください。

　今年度の北山祭のテーマ「輝彩（きさい）」には、来場者一人ひとりの輝いた
笑顔を活力にし、類まれなる個々の才能を存分に発揮し、美しい彩りを添えた
北山祭を楽しんでいただきたいという意味が込められています。
　毎年恒例の吉本お笑いライブには、3組のお笑い芸人が来ます。さら
に、北山祭初となる仮面ライダー鎧武／ガイムのキャラクターショーを
開催します。その他にもビンゴ大会や、模擬店、フリーマーケットなど楽
しめるイベントを多数用意しておりますので、ぜひ北山祭にご来場くだ
さい！

　情報科学部の研究内容・成
果が一目でわかる「Oh!IT
カーニバル」を今年度も開
催します。各研究室ブース
では教員・学生がわかりや
すく解説します。
　また実際に触れて体験で
きる研究内容もあり、毎年
大勢の来場者で賑わってい
ます。そして、研究室ブース
を３つ回ると模擬店で使え
る金券300円相当がもらえ
るスタンプラリーを開催し
ます。
　子どもから大人まで楽し
めるブースを多数用意して
おりますので、北山祭当日
はぜひご来場ください。

北山祭実行委員会 委員長
大川　冴（IN 2）

空想科学読本 「空想科学大戦！」を著書。
現在は空想科学研究所・主任研究員。
明治大学理工学部物理学科の非常勤講師を
務めるなど、多岐にわたって活躍する理系作家。

　今年の講演者は、ベストセラー「空想科学読本」の著者で
ある柳田理科雄さんです。
　柳田さんは「ドラえもんのタケコプタ―で空を飛ぶには？」
など、ふだん何気なく見ている漫画やアニメなどを科学的に
考え、本にしています。今回は楽しい科学について講演して
いただきます。

柳田理科雄
（ヤナギタ リカオ）

11.3北山祭北山祭 枚方キャンパス

月
祝城北祭城北祭 大宮キャンパス

金 土 日

　今年度の城北祭のテーマである「JOY JOY JOINT!」には来場者の方々だけ
でなく、運営側にご協力いただいている皆さまも一緒に楽しもうという意味が込
められています。
　毎年恒例の「吉本お笑いライブ」、去年大反響だった「声優トークショー」に加
え、新しく「仮面ライダー鎧武／ガイムショー」も行います。他にも大画面で行う
「テレビゲーム企画」、「のど自慢大会」などみなさんが参加できるものもございま
す。地域ご協力の企画やお子様向けの企画もございますのでぜひお越し下さい。

城北祭実行委員会　委員長
田島 友（Ｍ３）

http：//www.is.oit.ac.jp/~club/~kitayamasai/index.htmlホームページ
080-3104-9284北山祭連絡先http：//shirokitapost.wix.com/sirokitasaiホームページ 06-6953-8770城北祭連絡先

充実のステージイベント充実のステージイベント

　今年度は北山祭始まって
以来初となるキャラクター
ショー「仮面ライダー鎧武
／ガイムショー」を実施し
ます。また、吉本芸人お笑
いライブには「笑い飯」
「銀シャリ」「ガリガリガリ
クソン」が出演し、笑いの
渦が巻き起こること間違い
なし！両イベントとももちろ
ん観覧無料です。
　その他にも、毎年恒例の
200店舗が集まる巨大フ
リーマーケットや、模擬店、
北山祭イベントなど、皆さ
んに楽しんでいただけるイ
ベントを多数用意しており
ますので、ご家族お誘いの
うえぜひお越しください。

　今年度は北山祭始まって
以来初となるキャラクター
ショー「仮面ライダー鎧武
／ガイムショー」を実施し
ます。また、吉本芸人お笑
いライブには「笑い飯」
「銀シャリ」「ガリガリガリ
クソン」が出演し、笑いの
渦が巻き起こること間違い
なし！両イベントとももちろ
ん観覧無料です。
　その他にも、毎年恒例の
200店舗が集まる巨大フ
リーマーケットや、模擬店、
北山祭イベントなど、皆さ
んに楽しんでいただけるイ
ベントを多数用意しており
ますので、ご家族お誘いの
うえぜひお越しください。

※都合により出演者が変更になる場合
　がございます。ご了承ください。
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吉本お笑いライブ吉本お笑いライブ
　毎年恒例となった吉本お笑いライブ。今回は最終日に３組の吉
本お笑い芸人が大宮キャンパスにやってきます。「矢野・兵動」
「ギャロップ」「スマイル」が出演予定。生のお笑いを体感しに、友
人を誘って笑いに行こう！！

　毎年恒例となった吉本お笑いライブ。今回は最終日に３組の吉
本お笑い芸人が大宮キャンパスにやってきます。「矢野・兵動」
「ギャロップ」「スマイル」が出演予定。生のお笑いを体感しに、友
人を誘って笑いに行こう！！

北山祭スケジュール

９：４５～

１０：００～

１０：４５～

１１：３０～

１２：１０～

１２：４０～

１４：００～

１４：３５～

１５：００～

１６：１０～

１７：００～

　開祭式

　ジャグリングクラブ

　ウィンドアンサンブル

　Creative Sound Lab．

　軽音部

ストリートダンス部

　

ビンゴ大会

　閉祭式・表彰式

※イベント内容や時間は都合により変更となる場合があります。

仮面ライダー鎧武
ガイムショー

フリー
マーケット

Oh!IT
カーニバル 模擬店

（１０：００から）（１０：００から）

（１６：３０まで）（１６：３０まで）（１６：３０まで）

（１０：００から）

仮面ライダー鎧武
ガイムショー

吉本芸人
お笑いライブ

時間 ステージ（学生駐車場） １号館周辺 食堂・談話室 学生駐車場
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観覧無料 声優トークショー声優トークショー 観覧無料

観覧無料

アーティストライブアーティストライブ
　USAGIは、2013年5月に結成し2014年1月29日にシングル「イマジン」でユニバー
サルミュージックよりメジャーデビューした男性2人組の超新星ユニットです。メンバー
の上田和寛さんは、2012年度の城北祭にもお越しいただきました。
　さらに、シンガーソングライターのてらしまさおりさん、Licanaさんと橋本みゆきさ
んにお越しいただきます！！お楽しみに！！

　USAGIは、2013年5月に結成し2014年1月29日にシングル「イマジン」でユニバー
サルミュージックよりメジャーデビューした男性2人組の超新星ユニットです。メンバー
の上田和寛さんは、2012年度の城北祭にもお越しいただきました。
　さらに、シンガーソングライターのてらしまさおりさん、Licanaさんと橋本みゆきさ
んにお越しいただきます！！お楽しみに！！

　昨年大人気だった声優トークショーを今年も開催！
　今年のゲストは、野田順子さん、ゆかなさんと倉田雅代
さんです。お馴染みの作品のキャラクターを多く演じてき
た３人のトークショーをぜひご期待ください！

　昨年大人気だった声優トークショーを今年も開催！
　今年のゲストは、野田順子さん、ゆかなさんと倉田雅代
さんです。お馴染みの作品のキャラクターを多く演じてき
た３人のトークショーをぜひご期待ください！

観覧無料

10月24日（金）　13：30～14：30　USAGI、てらしまさおり
10月25日（土）　14：30～15：30　Licana、橋本みゆき

野田 順子

ONE PIECE/
たしぎ、少年フランキー 役 他
名探偵コナン/　
本堂瑛祐 役
ラブひな/
紺野みつね 役
その他多数出演

ゆかな

コードギアス反逆のルルーシュ/
C.C. 役
ONE PIECE/
しらほし 役
アマガミ/
七咲逢 役　
その他多数出演

倉田 雅代

ローゼンメイデン/
柏葉巴 役
コードギアス 反逆のルルーシュ/
ラクシャータ・チャウラー 役
スクライド/
シェリス・アジャーニ 役
その他多数出演USAGI Licana 橋本みゆき

開催日時

主な出演作品

主な出演作品

主な出演作品

空想科学読本の著者が来学
講講 演演 会会 考えることは楽しい

だから科学はおもしろい

10月26日12:00～ 141教室（1号館4階）
で楽しい科学について学んでみよう！
10月26日12:00～ 141教室（1号館4階）
で楽しい科学について学んでみよう！

※都合により出演者が変更になる場合がございます。ご了承ください。

10月26日（日）
14：30～15：30

開催日時

10月25日（土）　12：00～13：00開催日時

空想科学読本の著者が来学

城北祭スケジュール城北祭スケジュール

※各イベントの実施日時は変更する可能性があります。

イベント名（場所）日　時

ソフトボール大会

のど自慢大会

軽音楽部ライブ

アーティストライブ①

OCF軽音楽部ライブ

進撃の4回生（OCF軽音楽部OB）

ストリートダンス部パフォーマンス

コーラス隊パフォーマンス

ウインドアンサンブル演奏

声優トークショー

ＯＩＴコレクション

ホームカミングデー・オープニングセレモニー

アーティストライブ②

相撲大会

キャラクターショー①②

フォークソング部パフォーマンス

ジャグリング部パフォーマンス①

ジャズサークル演奏

体操部演技

ジャグリング部パフォーマンス②

吉本お笑いライブ

城北祭主催　ビンゴ大会

演武祭

工学祭・芸能祭展示

城北祭主催　お化け屋敷

教室展示

模擬店

フリーマーケット

幼稚園児招待

9:00～18:00

10:45～12:45

12:30～13:30

13:30～14:30

14:30～16:00

16:00～17:00

10:00～11:00

11:00～11:30

11:30～12:00

12:00～13:00

13:00～14:00

14:00～14:30

14:30～15:30

16:40～18:00

11:30～12:00

11:30～12:00

12:00～12:30

12:00～12:30

13:30～14:15

14:30～15:30

15:30～16:30

16：10～18:45

（淀川河川敷第３・４グラウンド、雨天中止）

(東中庭)

（7号館1階ピロティ）

（東中庭）

(東中庭)

（東中庭）

（東中庭）

（東中庭）

（7号館1階ピロティ）

（東中庭）

（東中庭）

（東中庭）

（東中庭）

（東中庭/雨天時は７号館１階ピロティ）

（東中庭）

（東中庭）

（7号館1階ピロティ）

（東中庭）

（7号館１階ピロティ）

（東中庭）

（東中庭）

（7号館1階ピロティ）

（東中庭/雨天時は7号館１階ピロティ）

（６号館１階、１６階など）

（多目的室３）

（１・６・７・８号館、ルラーシュ・淀ビスタなど）

（東・西中庭周辺）

（１号館１階自転車駐輪場）

（多目的室等）

（10/25,26 10:00～16:00）

①10:30～11:30
②12:30～13:30

10/24（金）
10/25（土）

10:00～18:00

10/26（日）
10:00～17:00
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）
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鈴鹿レース後のプロジェクトメンバーたち
ワールド・グリーン・チャレンジ
ソーラー＆FCカーラリーの表彰式

天橋立を背景に集合写真

みんなの期待を乗せて大空へふわり動的審査を控えてドキドキの瞬間

熱心にプログロムに取り組む子どもたち

各班PR隊による発表の様子

熱心にPBLに取り組む参加学生

「資格サポートコーナー」

「教育センター」

工作・実験フェア2014

8月1日～２日、三重県の鈴鹿サーキットで開催された「FIA  
ALTERNATIVE  ENERGIES CUP ソーラーカーレース鈴鹿２０１４」
のオリンピアクラスで、本学ソーラーカープロジェクト「TEAM 
REGALIA」が９チーム中４位の成績を収めました。この大会は１周５．８
ｋｍのコースを５時間の制限時間内で何周できるかを競うレースです。
昨年のレースでは、スタート当初から首位を争うレース展開をみせ、準
優勝という好成績を残しました。今年は悲願の優勝を目指して更なる軽
量化を図り、車重を約２０kg軽くすることに成功しました。
ドライバーは、前半を石原健太君（Ｍ３）、後半を高校時代からソー
ラーカーの製作に携わってきたという石田勇君（Ｍ４）が務め、小雨が降
り太陽光の発電量があまり期待できない難しいコンディションの中、み
んなの思いを乗せて走りました。本学チームは、序盤は安定した走りを
見せましたが、走行データチェックのため、ドライバー交替時に１０分以
上のタイムをロスし、再スタート時は５位。残り１時間を切って４位に浮

上し、最終盤には３位のチームと手に汗にぎるデットヒートを繰り広げ、
1秒差まで迫ったものの、惜しくも４位でフィニッシュしました。
さらに鈴鹿で出し切れなかった思いを胸に、８月９日～１２日に秋田県
のソーラースポーツラインで開催された「ワールド・グリーン・チャレン
ジ　ソーラー＆ＦＣカーラリー」にも参戦しました。台風に見舞われ途中
２日間レースが中止となる悪条件の中、見事アドベンチャー・クラス優
勝、ソーラーカー部門２位という好成績を残しました。
「TEAM REGALIA」は更なる車両の改良に取り組み、再びの鈴鹿
表彰台を目標に、今後も進化しつづけます！

　９月２日～６日、静岡県にある小笠山総合運動公園エコパにおいて第１２
回全日本学生フォーミュラ大会が実施され、学生フォーミュラプロジェクト
「TEAM REGALIA」が出場しました。
　フォーミュラカーとは、最大610ccのバイクエンジンを使って走行する
オープンホイールのレースマシーンで、エンジン以外は全て、プロジェクトメ
ンバーで企画・設計・製作します。大会では車の走行性能を評価する「動的審
査」だけでなく、車検や技術、コスト、デザインはもちろんのこと車両コンセ
プトのプレゼンテーションなどの「静的審査」も評価するものづくりの総合力
を競うものです。
　本学チームは上位進出を目指し、「リスクを負うことを承知で、新しいこと
に挑戦する」をモットーに大会に臨み、得点配分の高い動的審査に重点を置
いて取り組んできました。今回新しい挑戦として導入したドライサンプ方式
エンジンは、油圧が安定しにくいというリスクはあるものの、安定走行を可
能とします。
　設計の審査では車両を完成させるためのプロセスである「Ｖモデル」や
「ＰＤＣＡサイクル」に高い評価を得
て、全体９位の得点を得ましたが、
続く動的審査で、走行中にエンジン
トラブルでリタイヤを余儀なくさ
れ、総合４０位で大会を終えました。
　悔しい気持ちを胸に臆すること
なく、常に果敢に新しいことに挑戦
し続ける「TEAM REGALIA」から
今後も目が離せません。

「第１２回全日本学生フォーミュラ大会」に出場しました
　７月２７日に琵琶湖(彦根市松原水泳場)で開催されたIwataniス
ペシャル「鳥人間コンテスト２０１４」(主催：読売テレビ)に、本学の「人
力飛行機プロジェクト」チームが今年も出場しました。
　「人力プロペラ機ディスタンス部門」（飛行距離競技）に出場した本
学チームは、出場チーム唯一の１枚ブレードプロペラで、パイロット
は体育会航空部ＯＢの酒井一真さん (２００６年３月卒)が務めまし
た。
　今大会は、琵琶湖に難しい風が吹き荒れ、参加チームが苦戦する
中、３番手で登場した本学のチームは、理想的な姿勢でプラットホー
ムを飛び立ち、悠々と飛ぶ美しい姿で会場を魅了しました。早朝にも
関わらず応援に駆けつけた多くのサポーターたちが興奮して見守る
中、本学では過去最高記録となる1406.17ｍ地点で着水しました。
　今回は、その後の悪天候により参加チーム１１チーム中５チームが
飛んだ後に大会側が中止の判断を下し、残念ながら競技不成立と
なってしまいましたが、５チーム中では東北大学Windnautsの
1849.41ｍに次ぐ２
番目、1枚ブレードプロ
ペラが専門家に評価さ
れ審査員特別賞を受賞
しました。「こうなったら
来年は優勝しかない！」
と熱い想いがこみあげ
てきて、今から来年が
楽しみです。

「鳥人間コンテスト2014」で審査員特別賞！！

留学生が１泊２日で日本文化を体験 ～国際友好部のクラブ学生も参加～

　本学に在籍する留学生が日本文化を体験する留学生見学会を９月
８日から１泊２日で実施し、教職員を含む４８名が丹後半島（京都府・福
井県）の旅を満喫しました。本見学会は留学生と日本人学生との交流

も意図して、留学生の支援・交流を目的とする国際友好部のクラブ学
生にも毎年運営協力してもらい懇親を深めてもらっています。
　両日とも天候に恵まれ、１日目は福井県小浜の伝統工芸品「若狭塗
箸」の研磨を体験し、その後、舞鶴市の重要文化財｢旧鎮守府倉庫施
設｣を見学しました。また、夕食後の懇親会ではみんな打ち解けあい
国籍を問わず大いに盛り上がりました。
　２日目は京丹後市の体験施設でハンカチ染色を体験し、その後、宮
津市の元伊勢籠（この）神社を参拝、隣接する傘松公園の展望台から
日本三景で有名な天橋立を股のぞきなどをして思い思いに一望し、
最後は伊根湾の重要伝統構造物の舟屋をめぐる遊覧船で観光して帰
阪しました。
　この２日間を通じて留学生同士の交流が深まったことはもちろん、
日本人学生との交流も図られ各々が日本の文化や食事、自然などを
体感できた思い出の旅となりました。

大宮キャンパスの「教育センター」「資格サポートコーナー」が
リニューアルオープン！！

「知的財産実務」研修を開催！
　知的財産学部では、9月4日から11日にかけて、知的財産実務の研修を
実施しました。13班編成で各班約10名の3年生が9時から17時30分ま
で、知的財産関連分野の第一線で活躍されている方々から、実戦的な様々
な課題を与えられて取り組みました。その後、淀ビスタで交流会を開催し、
他の班の先生とも話ができる機会となりました。講師はダイキン、ライオ
ン、日本テレビ、KADOKAWA、セガといった企業の方から、弁理士・弁護
士、音楽・デザインのクリエーターまで多彩でした。知的財産学部が卒業生
を送り出すようになってから7年が過ぎ、卒業生も講師として来てくれまし
た。3年生たちはこの研修を経て、残り1年半の学生生活の仕上げと、就職
活動への取組みを始めます。

　後期から、大宮キャンパスの「教育センター」および「資格サポートコー
ナー」スペースを拡張し、リニューアルオープンしました。
　「教育センター（大宮）」では、数学・物理系科目の補完授業である「基礎力
向上講座」の開講および数学・物理・英語・国語系科目の課題や質問に応じる
「個別学習相談」を実施し、みなさんの学修をサポートしています。
　また、「資格サポートコーナー（大宮）」では、学生一人ひとりのビジョンに
合った資格の紹介および資格取得に向けて計画的に学習ができるよう様々
な講座を開講しています。
　スペースが拡大されたことにより、より充実した環境でみなさんのサ
ポートを行えるようになりました。
　今後、授業や資格取得について困ったこと、不安に思うことがあれば「教
育センター（大宮）」「資格サポートコーナー（大宮）」を訪ねてください。専
任スタッフが徹底的にサポートします。

8月30日、大宮キャンパスでの恒例行事「工作・実験フェア2014」を開
催しました。
大学の教員や学生たちの指導で、近隣の小学生に工作・実験を体験して

もらい「世のため、人のため、地域のために」を建学の精神とする本学が、地
域貢献を通じて「理科好き」、「工作好き」の子どもたちを育てようと企画、
実施されたものです。
当日は、73の体験プログラムを用意し、小学生とその家族を含む、約

3,660人の方々にご来場いただきました。工作や実験に取り組む子どもた
ちの真剣なまなざしや、たくさんの笑顔があちらこちらで見られ、本学なら
ではのプログラムに触れていただく１日となりました。

タイの2大学で「情報科学部 国際PBL」を実施
　２０１４年度の情報科学部国際PBLで、こ
の夏28人もの学生が、たくましくグローバ
ルマインドを成長させて帰ってきました。タ
イのタマサート大学、泰日工業大学の２大学
に３つのコース(８月１８日～２４日、８月２４
日～３０日)で参加しました。現地の学生と一
緒になってゲームプログラミングや画像処
理について、それぞれの専門性をいかし、課
題解決に取り組みました。もちろんプログラ
ム本体だけでなく、事前の予習や英会話の

学習にも積極的に取り組み、充実度はかなり
高かったようです。
　参加学生の足立尚希君(ＩＭ３)は「何よりも
自分から情報を積極的に発信できるように
なりました。国際的なシーンでコミュニケー
ションをとるためのスキルが身についたよう
に思います」と感想を話してくれました。
　今後の国際ＰＢＬでの学生たちの活躍が
楽しみです。

ソーラーカープロジェクトが夏の２大会で大奮闘！

各プロジェクトで、活動する学
生諸君のこの夏の活躍を大特
集します。プロジェクト活動特集！！プロジェクト活動特集！！
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鈴鹿レース後のプロジェクトメンバーたち
ワールド・グリーン・チャレンジ
ソーラー＆FCカーラリーの表彰式

天橋立を背景に集合写真

みんなの期待を乗せて大空へふわり動的審査を控えてドキドキの瞬間

熱心にプログロムに取り組む子どもたち

各班PR隊による発表の様子

熱心にPBLに取り組む参加学生

「資格サポートコーナー」

「教育センター」

工作・実験フェア2014

8月1日～２日、三重県の鈴鹿サーキットで開催された「FIA  
ALTERNATIVE  ENERGIES CUP ソーラーカーレース鈴鹿２０１４」
のオリンピアクラスで、本学ソーラーカープロジェクト「TEAM 
REGALIA」が９チーム中４位の成績を収めました。この大会は１周５．８
ｋｍのコースを５時間の制限時間内で何周できるかを競うレースです。
昨年のレースでは、スタート当初から首位を争うレース展開をみせ、準
優勝という好成績を残しました。今年は悲願の優勝を目指して更なる軽
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中、３番手で登場した本学のチームは、理想的な姿勢でプラットホー
ムを飛び立ち、悠々と飛ぶ美しい姿で会場を魅了しました。早朝にも
関わらず応援に駆けつけた多くのサポーターたちが興奮して見守る
中、本学では過去最高記録となる1406.17ｍ地点で着水しました。
　今回は、その後の悪天候により参加チーム１１チーム中５チームが
飛んだ後に大会側が中止の判断を下し、残念ながら競技不成立と
なってしまいましたが、５チーム中では東北大学Windnautsの
1849.41ｍに次ぐ２
番目、1枚ブレードプロ
ペラが専門家に評価さ
れ審査員特別賞を受賞
しました。「こうなったら
来年は優勝しかない！」
と熱い想いがこみあげ
てきて、今から来年が
楽しみです。
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留学生が１泊２日で日本文化を体験 ～国際友好部のクラブ学生も参加～
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８日から１泊２日で実施し、教職員を含む４８名が丹後半島（京都府・福
井県）の旅を満喫しました。本見学会は留学生と日本人学生との交流

も意図して、留学生の支援・交流を目的とする国際友好部のクラブ学
生にも毎年運営協力してもらい懇親を深めてもらっています。
　両日とも天候に恵まれ、１日目は福井県小浜の伝統工芸品「若狭塗
箸」の研磨を体験し、その後、舞鶴市の重要文化財｢旧鎮守府倉庫施
設｣を見学しました。また、夕食後の懇親会ではみんな打ち解けあい
国籍を問わず大いに盛り上がりました。
　２日目は京丹後市の体験施設でハンカチ染色を体験し、その後、宮
津市の元伊勢籠（この）神社を参拝、隣接する傘松公園の展望台から
日本三景で有名な天橋立を股のぞきなどをして思い思いに一望し、
最後は伊根湾の重要伝統構造物の舟屋をめぐる遊覧船で観光して帰
阪しました。
　この２日間を通じて留学生同士の交流が深まったことはもちろん、
日本人学生との交流も図られ各々が日本の文化や食事、自然などを
体感できた思い出の旅となりました。

大宮キャンパスの「教育センター」「資格サポートコーナー」が
リニューアルオープン！！

「知的財産実務」研修を開催！
　知的財産学部では、9月4日から11日にかけて、知的財産実務の研修を
実施しました。13班編成で各班約10名の3年生が9時から17時30分ま
で、知的財産関連分野の第一線で活躍されている方々から、実戦的な様々
な課題を与えられて取り組みました。その後、淀ビスタで交流会を開催し、
他の班の先生とも話ができる機会となりました。講師はダイキン、ライオ
ン、日本テレビ、KADOKAWA、セガといった企業の方から、弁理士・弁護
士、音楽・デザインのクリエーターまで多彩でした。知的財産学部が卒業生
を送り出すようになってから7年が過ぎ、卒業生も講師として来てくれまし
た。3年生たちはこの研修を経て、残り1年半の学生生活の仕上げと、就職
活動への取組みを始めます。

　後期から、大宮キャンパスの「教育センター」および「資格サポートコー
ナー」スペースを拡張し、リニューアルオープンしました。
　「教育センター（大宮）」では、数学・物理系科目の補完授業である「基礎力
向上講座」の開講および数学・物理・英語・国語系科目の課題や質問に応じる
「個別学習相談」を実施し、みなさんの学修をサポートしています。
　また、「資格サポートコーナー（大宮）」では、学生一人ひとりのビジョンに
合った資格の紹介および資格取得に向けて計画的に学習ができるよう様々
な講座を開講しています。
　スペースが拡大されたことにより、より充実した環境でみなさんのサ
ポートを行えるようになりました。
　今後、授業や資格取得について困ったこと、不安に思うことがあれば「教
育センター（大宮）」「資格サポートコーナー（大宮）」を訪ねてください。専
任スタッフが徹底的にサポートします。

8月30日、大宮キャンパスでの恒例行事「工作・実験フェア2014」を開
催しました。
大学の教員や学生たちの指導で、近隣の小学生に工作・実験を体験して

もらい「世のため、人のため、地域のために」を建学の精神とする本学が、地
域貢献を通じて「理科好き」、「工作好き」の子どもたちを育てようと企画、
実施されたものです。
当日は、73の体験プログラムを用意し、小学生とその家族を含む、約
3,660人の方々にご来場いただきました。工作や実験に取り組む子どもた
ちの真剣なまなざしや、たくさんの笑顔があちらこちらで見られ、本学なら
ではのプログラムに触れていただく１日となりました。

タイの2大学で「情報科学部 国際PBL」を実施
　２０１４年度の情報科学部国際PBLで、こ
の夏28人もの学生が、たくましくグローバ
ルマインドを成長させて帰ってきました。タ
イのタマサート大学、泰日工業大学の２大学
に３つのコース(８月１８日～２４日、８月２４
日～３０日)で参加しました。現地の学生と一
緒になってゲームプログラミングや画像処
理について、それぞれの専門性をいかし、課
題解決に取り組みました。もちろんプログラ
ム本体だけでなく、事前の予習や英会話の

学習にも積極的に取り組み、充実度はかなり
高かったようです。
　参加学生の足立尚希君(ＩＭ３)は「何よりも
自分から情報を積極的に発信できるように
なりました。国際的なシーンでコミュニケー
ションをとるためのスキルが身についたよう
に思います」と感想を話してくれました。
　今後の国際ＰＢＬでの学生たちの活躍が
楽しみです。

ソーラーカープロジェクトが夏の２大会で大奮闘！

各プロジェクトで、活動する学
生諸君のこの夏の活躍を大特
集します。プロジェクト活動特集！！プロジェクト活動特集！！
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ウインドアンサンブルによる演奏

専用グラウンドにて決意を新たにするフットサル部

千林大宮でのキャンペーンの様子

意欲的に会議に参加する学生たち

２部昇格が決まり、嬉しさが爆発する水上競技部
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　近年、女性が被害者となる性犯罪等が多発しており旭警察署、旭防犯協会からの
依頼・協力のもと、女子学生で組織する防犯パトロール隊「大阪工業大学アイリスパ
トロール隊」が発足し、活動をスタートさせました。
　８月６日に旭区役所にて旭警察署長や旭区長らが同席される中、アイリス隊の発
隊式が執り行われ、メンバー全員で「大阪工業大学アイリスパトロール隊」（以下、ア
イリス隊）の名称発表を行った後、隊を代表して羽鳥綾香さん（Ｒ３）から「性犯罪の
ない環境づくりに取り組みたい」と決意表明が行われ、会場から拍手が寄せられまし
た。
　その後、場所を地下鉄千林大宮駅に移動して、今度は女性の犯罪被害防止を呼び
掛ける街頭キャンペーンを行いました。仕事帰りの女性や帰宅する女子学生などに
啓発のチラシとともにひまわりなどのお花を一輪添えて手渡し、日ごろから防犯意
識を高めてもらうように呼び掛けました。また、千林商店街では旭警察署交通課によ
る飲酒運転の追放や自転車マナー啓発の呼び掛けも同時に行われ、同イベントにも
アイリス隊が協力しまし
た。
　アイリス隊に参加した
学生からは「自分たちの
取り組みで、犯罪抑止の
一助になってほしい」、
「安全なまちづくりに貢
献したい」などの声が聞
かれ、やりがいを得られ
ることができたとともに
地域の取り組みに貢献
できた一日でした。アイ
リス隊の今後の活躍に
期待しています！

クラブピックアップ

旭区民まつりに本学から
4クラブが参加！

　8月30日、旭区民センターと旭公園グラウンドで、旭区役所主催の
旭区民まつりが開催されました。本学文化会ウインドアンサンブル、応
用化学研究部、鉄道研究部、ジャグリングクラブの4団体が参加しまし
た。
　先に旭区民センターで行われたプレコンサートでは、ウインドアンサ
ンブルが近隣の中高に引き続き最後に出場し、予定の「演歌メドレー
Vol.2」、「明日があるさ」、「残酷な天使のテーゼ」の3曲を披露したあ
と、観客のアンコールに応え、「勇気１００％」を追加演奏し、満席の会
場を最後まで盛り上げました。
　旭公園グラウンドでは、ジャグリングクラブが中央ステージで「デビ
ルスティック」と「ディアボロ」を使った演技を披露し、多くの観客を魅
了しました。一方、応用化学研究部は「スライム作り」、鉄道研究部は
「鉄道模型の運転」をたくさんの子どもたちを中心に体験してもらい、
大好評でした。このイベントを通じ、本学の課外活動を地域にアピール
し、近隣住民との交流を深めた一日でした。

文化会本部が
リーダーズキャンプを開催

　2014年度の文化会リーダーズキャンプが９月４日～５日の２日間
にわたり滋賀県大津市におの浜アヤハレークサイドホテルで実施され
ました。このキャンプは、将来の幹部をになう学生らが、クラブの連携
とリーダーとしての資質を学ぶために開かれたもので、当日は文化会
の所属団体に加え体育会本部、城北祭・北山祭実行委員会ら総勢116
名が参加しました。
　現地では、役職別会議や所属団体の枠を超えたレクリエーションを
行ったほか、文化会副会長の杉山先生による「リーダーとフォロワー」
についての講演を聴いたりしました。講演では、リーダーとしての心構
えや組織体制について貴重なお話があり、学生たちは熱心に聞き、た
くさんの質問や感想が寄せられました。
　参加学生は「リーダーシップについて理解を深めることができた。普
段交流のない他のクラブ団体と関われたのが良かった」と充実した2
日間を振り返ってくれました。

フットサル部 カレッジフットサルフェスタ
全国大会準優勝！！

　体育会フットサル部は、関西学生フットサルリーグ１部に所属してお
り、この度、大学生フットサル全国大会の関西予選を見事突破し、関西
地区の代表として「第１１回カレッジフットサルフェスタ」において準優
勝という成績を残しました！
　主将の原田 健司くん（Ｃ３）は、「僕が主将として後輩たちに伝えた
いことは、個人の技術向上を目指すだけではなく、クラブ活動を通して
人間的に成長してもらえるよう、礼儀や感謝の気持ちを持つことを教
えていきたいです。」と、熱く語ってくれました。
　また、フットサル部には女子部もあり、女子マネージャーだけでなく、
女子選手も様々な大会に出場し活躍しています。男子が多い工大内で
の女子フットサル部の今後の活躍も目が離せません！

たわいもない雑談を楽しもう

モチベーション

　「コミュニケーション力」という言葉をよく聞くことがあります
が、最近は「雑談力」という言葉もあるそうです。雑談は人間
関係を円滑にする潤滑油とも言われます。仕事においても人と
の関係に潤いが生まれ、結果的に事柄がうまく運ぶことが多い
そうです。でも、大事だからといって「雑談は必要な社会的ス
キル」とまで言われると、身につけなければならないようで肩
が凝ってきますね。
　そもそも雑談というのは、「さまざまなことを気楽に話す」と
いうことで、この「気楽に話す」というのがミソです。雑談はと

　何かに取り組む時、よく「モチベーションが高い」とか「モチベー
ションが上がらない」とか言いますね。心理学ではこのモチベー
ションのことを「動機づけ」と呼び、その行動自体への関心や好
奇心から行う「内発的動機づけ」や、義務や報酬・罰があるか
ら行う「外発的動機づけ」などが考えられています。例えば、知
的好奇心から勉強するのが内発的動機づけで、単位が必要だか
ら勉強するのは外発的動機づけですね。もちろん、両方の動機
があるから勉強するというように、内発的・外発的動機づけの両
方がモチベーションに含まれることも多いでしょう。

カウンセラー  淀　直子

カウンセラー  友尻　奈緒美

　心からやりたいと思えることには自然と取り組めても、義務感
だけしか無い場合は気分が乗りにくいかもしれません。また、努
力しているのに成果が出ないときも、やる気を削がれるかもしれ
ません。モチベーションは自己効力感や達成感とも関係します。
自分が頑張ったことで達成感が得られると、また次もやってみよ
う！という気持ちになりやすいですよね。モチベーションが上がら
ないときは、むりやり奮起しようとするよりも、自分の心と素直
に向き合い、どのように取り組むのが自分に合っているか、考え
直してみるのも一手でしょう。

りとめなく連想が連想を呼んで進んでいき、先に何を話してい
たのかを忘れ、どうして今の話になったかもわからないことがあ
るように、雑談はそのほとんどが流れ去っていきます。そんな時、
不思議とストレスも一緒に流れていきます。あるいはまた、ふっ
と新しい発想が浮かぶことがあります。肩の力を抜いて気楽に
話しているうちに、化学反応が起こるのです。さらに雑談によ
る場の暖かさは、少しずつまわりに伝わっていきます。ぜひ、
たわいもない雑談を楽しみましょう。

クラブピックアップ
水上競技部

　体育会水上競技部が「第８８回関西学生選手権水泳競技大
会」にて３部２位の好成績を残し、２部昇格を果たしました！
　本学水上競技部が２部に昇格したのは、実に２６年ぶりの快
挙です。本学水上競技部の特徴は、選手の半分以上が２回生
と１回生のみの非常に若いチームであるということです。
　また、主将の荻本 雄樹くん（Ｃ２）が、全日本インカレの標準
記録を突破し、９月５～７日に開催された「第９０回日本学生選
手権水泳競技大会」に出場しました。
　主将の荻本 雄樹くんは、「今年は即戦力になれる一回生が多
数入部してくれ、クラブ内のレギュラー争いや競争意識も高
まっており、良い緊張感の中、活動ができています！２部での活
躍にご期待ください！！」と、頼もしく語ってくれました。今の実
力者たちがますます成長し、水上競技部のさらなる飛躍が楽
しみです！

女子学生による
防犯パトロール隊を発足しました！許しません！薬物乱用

　１０月６日、大宮キャンパス（枚方キャンパス同時中継）
で薬物乱用防止に関する啓発講演会を開催しました。近
年、「危険ドラッグ」を使用して、大事故、大惨事を引き起こ
し社会問題にもなっていることから、学生の皆さんには正
しい知識を学び、身近になりつつある危険ドラッグから身
を守ってもらうために企画されたもので、430人の学生が
聴講しました。
　当日は、講師として近畿厚生局麻薬取締部捜査第二課
長の小牟田竜一氏を招き、麻薬、大麻のほか、どんな成分
が入っているか判らない「危険ドラッグ」の種類や売買のさ
れ方、薬物使用による症状など実際の事例を基に説明が
ありました。講演では「薬物は未来を壊す毒です。関わらな
いで！」と、小牟田氏からの強いメッセージがありました。今
後学生の皆さんには責任と自覚ある行動を期待します。

学生相談室では「ドラッグ
と心の関係」というリーフ
レットを作成しています。
保健室や７号館２階ＥＶ
ホール等に設置していま
すので、手に取ってみてく
ださい。

薬物乱用、所持は法律で
厳しく罰せられる犯罪行為です。
薬物に関する正しい認識を持ち、
周囲からの誘惑に負けず、

絶対に手を出さないでください！
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厳しく罰せられる犯罪行為です。
薬物に関する正しい認識を持ち、
周囲からの誘惑に負けず、

絶対に手を出さないでください！
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意欲的に会議に参加する学生たち

２部昇格が決まり、嬉しさが爆発する水上競技部
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が入っているか判らない「危険ドラッグ」の種類や売買のさ
れ方、薬物使用による症状など実際の事例を基に説明が
ありました。講演では「薬物は未来を壊す毒です。関わらな
いで！」と、小牟田氏からの強いメッセージがありました。今
後学生の皆さんには責任と自覚ある行動を期待します。

学生相談室では「ドラッグ
と心の関係」というリーフ
レットを作成しています。
保健室や７号館２階ＥＶ
ホール等に設置していま
すので、手に取ってみてく
ださい。

薬物乱用、所持は法律で
厳しく罰せられる犯罪行為です。
薬物に関する正しい認識を持ち、
周囲からの誘惑に負けず、

絶対に手を出さないでください！
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熱心に取り組む小学生のみなさん総合サービスセンター（８号館１階）

工学部　空間デザイン学科　教授
福原　和則 〔専攻：建築デザイン〕

Vol.17工大流就職支援
　2013年度の就職率ランキングが7月に公表された（サンデー毎日7
月27日号）。工大は就職率89.7％で、卒業生が1,000人以上の大学
で昨年度に引き続き関西の私立大学で5年連続ナンバー1となった。
工大の就職支援の中で、特に力を入れているのが学内合同企業説
明会と単独企業説明会・選考会である。毎年約700社を学内に招き
実施している。参加している企業の中で多くの卒業生が在籍し活躍
しているので、とにかく工大生に対する採用意欲が高い。学内合同
企業説明会は学生にとっては、1日に数社の企業から説明を聞くこ

とができ、企業研究をするには絶好の機会だ。時にはOB・OGの卒
業生が同席してくれるのも心強い。また、単独企業説明会・選考会
は企業説明の後に筆記試験・面接などの選考をしてくれるので、内
定へとつながる確率がさらに高い。昨年度はこれらの説明会に参加
した企業に学生全体の約36％が内定した。大宮キャンパスでは10
月1日～3日に合同企業説明会を実施した。枚方キャンパスでは単独
企業説明会・選考会を今後も実施する。そんな工大流就職支援実
施中。

学生生活をトータルサポート！！
常翔ウェルフェアはみなさんの福利厚生を担当し、学生生活を
側面からサポートできるように様々なサービスを展開していま
す。学生食堂はもちろんのことコンビニの運営やオリジナルグッ
ズの販売を行っています。総合サービスセンター内では書籍・文
具の販売や保険受付、パソコンショップや旅行窓口があり多くの
方々にご利用頂いています。なかでも書籍販売では定価の１０％
引きで販売しており、人気コミックや雑誌、文庫本もお得に購入で
きますので是非ご利用下さい。
そして今、力を入れているのが「保険業務」です。学生生活では
仲間との旅行や、語学留学など今まで以上に行動範囲が広くな
り、活動が活発になるため事故による怪我や他人に対しての賠償
リスクも高くなります。それに備える保険も取り扱っていますの
で、どんなことでも常翔ウェルフェアまで相談に来てください。

「枚方教文子どもサイエンスフェア」
 に参加しました

　8月8日、枚方市教育委員会主催の「枚方教文子どもサイエンスフェア」に参
加しました。このフェアは地元の小学生が工作、PC、科学などに触れ合うこと
で、理科や科学に対する興味や関心を深める目的で実施されており、今回初め
ての参加となりました。
　本学からは情報ネットワーク学科の矢野准教授による「タブレットで算数を
学ぼう」と、電子情報通信工学科の矢野教授と小寺教授による「レモンで電池
を作ってみよう」の2講座を提供し、約110名の小学生親子が参加しました。
　前者では、学生たちが小学生向けに開発しているタブレットPC対応の算数
ゲームや数字パズルを使った計算トレーニングなどを体験し、算数の面白さを
感じてもらいました。後者では、電池の仕組みを学んだあと、レモンに銅とマグ
ネシウムを差し込んで電池を作り、電子オルゴールを鳴らす実験をしました。
　いずれの講座も熱心に取り組んでもらい、会場内は歓声が沸き上がる活気
あるひとときとなりました。

「大阪工業大学 安否確認システム」に登録しよう !!
～学生用安否確認・防災速報メールシステムを導入しました～

学生用「安否確認システム」が2014年9月から導入されました。この「安否確認システム」とは、大阪および事前に登録し
た都道府県で震度5以上の地震が発生するといち早く安否確認メールが自動配信され、この安否確認メールに返答するだ
けで、大学および登録しておいた家族や友人（最大10ヶ所まで）へ安否通知メールが配信されるというものです。大規模災
害では被災地に通信が集中して電話がつながりにくくなる状況が発生しますが、本システムを利用することにより、被災地
域にいる自分自身の安否情報を災害時でも比較的つながりやすい携帯メールで一斉に連絡でき、緊急時の安否を双方向
で迅速に確認することができます（家族への安否確認連絡も可能）。このほか地震・台風・警報などの防災速報メールもいち
早く受け取ることができますので、日頃の防災に役立てることができます。登録に必要な資料は各学科事務室で配布してい
ますので、未登録の学生のみなさんは今すぐに必ず登録してください。登録方法が分からない方は、学生課または情報科学
部事務室へお問合せください。
※この「安否確認システム」は、本学後援会の発足30周年記念事業として寄贈されたものです。

常翔ウェルフェアニュース

登録ページはコチラ　http://anpi.ac/oit　 ＱＲコード

今すぐ必ず登録！！
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学生時代、いろいろなアル
バイトをした。塾講師、魚の
行商、ヘアモデル、寿司屋
の調理＆配達、建築模型制
作、工場での鋳型撤去、祭
礼の行列etc.学生の特権
ですね。
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