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　いよいよ2020年3月卒業・修了見込生の就職活動が本格的にスタートしま
す。経団連との申合せによると、採用活動の開始時期は、会社説明会が3月1
日、選考試験が6月1日解禁です。しかしながら、このとおり実施されることはあ
りません。昨年度も開始時期は同じでしたが、選考試験開始1ヶ月前の5月1日
時点で25.3％、開始日前日には51.3％の工大生が内々定をもらっていまし
た。このことから逆算すると、選考試験は既に3月から行われているということ
になります。そうなると、会社説明会も3月1日からではなく、1DAYインターン
シップという名前に変えて、既に12月から3月にかけて実施されているので
す。皆さん、ぼやぼやしている暇はありません。現段階で既に希望する業界・企
業が絞れていますか。履歴書はほぼ完成していますか。筆記試験対策は万全
ですか。冬のインターンシップに申し込んでいますか。面接で自己PRや志望
動機を堂々と話せますか。まだ準備が不十分な方は今すぐ準備をしてくださ
い。皆さんが準備万端でスタートラインに立てるよう就職部スタッフがいつで
も支援します。質問や相談など何かあればすぐに就職部を訪ねてください。

「梅田キャンパス1階にコンビニがオープン！！」
　11月1日、梅田キャンパスの1階に「ベーカリー＆コン
ビニ　OIT梅田タワー」がオープンしました。
　焼きたてパン、手作り弁当、パティシェの手作り
Sweetsも販売中です。カフェスペースも設けております
ので、コーヒーと一緒にお楽しみいただけます。
　手作りのホールケーキも販売しており、友人同士のお
誕生日会などのお祝いにピッタリです。もちろん、授業に
必要な製図用品なども販売しております。
　ぜひ一度足をお運びください。スタッフ一同お待ちして
おります。

　12月15日、ボランティア・Link（以下、ボラリン）が旭区近隣の小学
生とその保護者を対象に「OIT親子食堂」「OITものづくり教室」を開
催しました。
　本活動は、ボラリンが2年前から旭区内で「子ども食堂」を実施す
る地域住民に加わり、児童との遊戯や学習補助、配膳ボランティアを
とおして児童の健全育成に繋がる活動を続けるなかで、大学内で同
様の活動を展開したい熱い意志が芽生え、さらに、他の課外活動団
体と共同で児童に理科の“おもしろさ”を体感するイベントを同時開催
することで、児童の健全育成を強固に推し進めたい熱意から実現し
ました。
　当日は、21組56名の児童と保護者が参加しました。先ず、ボラリン
が参加者を1階食堂に案内して、「OIT親子食堂」を開催しました。ボ
ラリンは、チキンカツ・ほうれん草のお浸し・目玉焼きとサラダが盛り付
けされた大皿にご飯とみそ汁を配膳し、参加者に食事をしながら食育
を考える機会と親子の交流機会を提供しました。その後、会場を移動

して、電子オルゴールの作製をテーマに電子工学研究部が「OITもの
づくり教室」を開催しました。参加者は同部の説明を聞きながら、電子
オルゴールの作製をとおして楽しく“ものづくり”に触れました。
　ボラリンは、「OIT親子食堂」「OITものづくり教室」を定期的に開催
します。次回は、2月に開催予定です。今後のボラリンの活動にご期待
ください！

ボランティア・Linkが「OIT親子食堂」「OITものづくり教室」をOPEN！

　12月21日、大宮キャンパス学長会議室で、「体育会本
部」・「文化会本部」・「ボランティア・Link」・「城北祭実行委員
会」・「体操部」・「硬式野球部」の各代表学生が出席し、西尾
直馬さん（IN3）への支援募金贈呈式を行いました。
　西尾さんは、2016年10月に体操部の練習中に鉄棒から
落下して大怪我を負い、現在は休学して懸命なリハビリを
行っています。西尾さんの復学を支援するため、各団体の学
生有志が支援募金活動を継続して実施してきました。在学生
のみならず、地域住民の皆様、城北祭に来場いただいた皆
様、クラブ関係者、教職員等、多くの方々からご協力いただい
き、募金総額は3,672,807円となり、このたび車椅子と福祉
車両を贈呈することができました。
　支援募金にご協力いただいた皆様、誠にありがとうござい
ました。

「西尾直馬さん支援募金」により車椅子・福祉車両を贈呈しました
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　10月2日、公益財団法人小野奨学会による「平成29年度奨
学生優秀者表彰式」がANAクラウンプラザホテル大阪（大阪
市北区）で行われました。1000人余りの受給者の中から選出
される成績優秀者の中で、特に優秀な成績を修めた奨学生と
して中山綾菜さん（E3）が同奨学会の久保井一匡理事長から

「優秀者表彰」を受けました。
　また、10月4日には同じく佐々本正人事務局長が梅田キャン
パスに来学され、津熊春樹さん（W3）に成績優秀者認定証が
授与されました。
　同奨学会は、大阪府下の大学に在籍し、学業・人物ともに優秀
かつ健康な学部・大学院生を対象に奨学金を支給し、将来社会
貢献に寄与する学生
の支援に取り組んで
います。
　今回表彰を受けた
学生2人の今後ます
ますの活躍に期待し
ます。

本学学生が（公）小野奨学会から
「優秀者表彰」を受章

FIRST LEGO League
世界大会総合優勝！

認定証を見せる津熊さん

表彰を受ける中山さん

　5月18日～20日に米カリフォルニア州のレゴランドで開催された「FIRST 
LEGO League（以下FLL）」に中本直宏さん（R4）が指導者として出場し、
総合優勝という快挙を成し遂げました。FLLとは9歳から16歳の青少年を対
象とした世界最大の国際的なロボットコンテストで、世界から88カ国、約
32，000チームが出場しています。競技は自律型ロボットでミッションの攻
略を目指す「ロボットゲーム」や、ロボット・与えられたテーマの研究・チーム
ワークについて発表を行う「ロボットデザイン」・「プロジェクト」・「コアバ
リュー」を含めた4つから構成されています。中本さんは日頃から追手門学
院大手前中学校・高等学校のロボットサイエンス部をコーチとして指導して
います。2月に行われた日本大会で準優勝して日本代表に選ばれ、世界大会
で見事総合優勝を果たしました。中本さんは大学院に進学予定で、「将来、
世の中に無いものを作るエンジニアに
なることを目標としています」と語ってく
れました。中本さんの今後の活躍にます
ます期待が高まります！

　11月8日、弁理士試験の合格発表があり、本学知的財産学部3年生
の藤原誠悟さんが全国最年少（受験時20歳）で合格しました。同試
験は難関として知られ、今年度も合格率7.2％という狭き門でした
が、同学部は昨年に続き2年連続で現役学生から最年少合格者を輩
出しました。
　弁理士試験に合格するには、1次試験（短答式筆記試験）、2次試験

（論文式筆記試験）、3次試験（口述試験）の3つのステップを突破す
る必要があります。本学では2015年度から、それぞれのステップに
応じた指導体制を構築し、受験希望者をきめ細やかにサポートして
います。同学部が開催する「弁理士受験会」（年間40回）では1次試験
対策、「弁理士受験会アドバンスコース」（年間25回）では過去問分析
を中心とした2次試験対策、指導教員の五丁龍志准教授の私設勉強
会である知財塾（年間53回）では、法律・条約の基礎知識を学びま
す。これらに加え、今年度から新たに2次試験の論文対策に特化した

「弁理士受験会ミドルコース」（年間25回）を追加するなど、支援体制
をより一層強化して継続的な合格者輩出を目指しています。
　また、弁理士受験会の学生たちによる自主的な取り組みも年々活
発化しています。学生たちは自主勉強会を開催し、弁理士試験に合格

した先輩が後輩を教えたり、目標を同じくする良きライバル同士ディ
スカッションするなどして、互いに学び合う仕組みを構築しています。
　こうした学びの機会を活用して見事弁理士の資格を掴んだ藤原さ
んは、「大学に入学するまでは弁理士資格のことについて、ほとんど
知識がありませんでしたが、知的財産の専門家としての資格の有用性
を知り、すぐに弁理士受験会に入会しました。充実した先生方の指導
で得た知識を自主勉強会でアウトプットすることで学びがより深まり
ました。これまでの
努力が実を結び嬉
しいです」と合格の
喜びを笑顔で語り
ました。

大会初日

表彰式！

トロフィーの写真

表彰式後の集合写真

みんなで、エイエイオー！

弁理士試験に知的財産学部の学生が合格！
学部としては2年連続で最年少合格者輩出の快挙

「World Robot Summit 2018」で大快挙！
　10月17日～21日、東京ビッグサイトで経済産業省などが主催す
る国際ロボット展「World Robot Summit 2018」が開催されまし
た。展示に加えて4種類8種目のロボット技術についての競技会が実
施され、サービスカテゴリーのパートナーロボットチャレンジ・リア
ルスペース部門に出場した本学ロボティクス＆デザイン工学部と立
命館大学との合同チーム「OIT Challenger and Duckers」が第2位
に輝き“NEDO理事長賞”を受賞しました。
　今回初めての開催となりましたが、世界23カ国から126チームが
参加し、人間とロボットが共生し協働する世界の実現を念頭に、世
界 の ロ ボ ット の 叡 智 を 集 め て 開 催 す る 競 技 会 で す 。「 O I T  
Challenger and Duckers」は、人とロボットが協働する生活環境
下で各種センサーを駆使し、人からの命令を的確に聞き分け、与え
られたタスクを短時間で達成することができ、受賞しました。チー
ムリーダーの今西天希さん（MRD1）は、「今回の大会で、私たちの技
術力が世界に届き得ると感じました。この結果を踏まえ2020年の
大会では、優勝を目指して頑張りたいと思います。」と今後の抱負を
力強く語ってくれました。

　また、バーチャルスペース部門に出場した本学情報科学部と玉川
大学・立命館大学・岡山県立大学の4大学合同チーム「eR@sers」も第
3位に入賞しました。特に情報科学部のメンバー4人で挑戦したハン
ディマンタスクは難易度が高く、仮想の生活空間上で指示された命
令を理解し、部屋の中から発見してとってくるという高い情報処理
技術を駆使し、審査員特別賞も受賞しま
した。2チームとも世界に通用する技術
力を披露し、今後の活躍に期待大です。

防災訓練でVR防災体験
イベントを実施しました！

　11月14日、枚方キャンパスで防災訓練を実施し、学
生、教職員、約730名が参加しました。
　防災訓練終了後には、今回初の試みとして、ソリュー
ションデザインプロジェクトの学生が開発した「VR防
災訓練シミュレータ」と情報ネットワーク学科の画像情
報処理研究室の学生が開発した「没入型仮想現実を用い
た消火訓練システム」の体験コーナーを出展し、学生た
ちは仮想空間上で起こる火災を疑似体験しました。迫り
くる火の海に対して迅速な消火活動や正しい避難行動
を学ぶことができるこれらのシステムは、大学構成員の
防災に関する意識向上に大いに役立ちました。実際に
VRのシステムを体験した学生からは「初めての体験で、
防災への意識が高まりました」との声も聞かれ、情報科
学部らしい防災体験となりました。

淀川クリーンキャンペーンを開催しました！
　10月13日、本学は大阪市旭区などと連携して

「淀川クリーンキャンペーン」を開催しました。
今回で13年目を迎えるこの取り組みは、「地域み
んなで淀川・城北ワンドの環境をまもろう」を
テーマに毎年開催しています。当日はさわやか
な秋晴れのなか、学生や教職員、地域住民など約
290人が参加し、菅原城北大橋を中心に赤川鉄
橋から豊里大橋までの淀川河川敷4㎞の範囲を
約1時間にわたって清掃しました。

　キャンパスのそばを流れる淀川は本学の環境
教育実践の場であり、隣接する城北ワンドは貴
重な在来種である天然記念物のイタセンパラな
どの生態系を守り育む場所です。旭区の素晴ら
しい自然環境を守るため、今後も地域と連携し
た取り組みを推進していきたいと思います。

「OIT Challenger and Duckers」の本学メンバー

情報科学部など4大学合同チーム
「eR@sers」

「VR防災訓練シミュレータ」の体験

知的財産学部が、
全国大学ビブリオバトル地区決戦を主催

　知的財産学部の主催で、全国大学ビブリオバトル2018～大阪決戦～の関
西Cブロック地区決戦を開催しました。ビブリオバトルは、おすすめの本を
紹介し、チャンプを決定する書評合戦です。全国大学ビブリオバトル（主催：
活字文化推進会議）は、例年、全国の大学で200以上の予選会が開催され、
1,000人以上の大学生・院生がバトラーとして参加します。地区決戦が本学
で開催されたのは初めてのことです。
　大阪府内の各大学で予選会が開催され、約460名の中から勝ち抜いた16
名による熱い書評バトルが繰り広げられました。12月23日に開催される全
国大会への出場権を獲得したのは、本学工学部4年生の下村直音さんが発表
された、ランドール・マンロー『ホワット・イフ～野球のボールを光速で投げ
たらどうなるか』（早川書房）でした。
　今秋、知的財産学部の学生有志が「ビブリオバトルサークル」を創設し、地

区決戦の司会、当日の
運営を、彼らが担当し
ました。本学でビブリ
オバトルが一層、活況
を呈することが期待さ
れます。

難関試験の
弁理士試験を合格
した藤原さん

弁理士資格を
有する先輩学生が
後輩たちに勉強法や
対策をレクチャー

清掃活動の様子
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（論文式筆記試験）、3次試験（口述試験）の3つのステップを突破す
る必要があります。本学では2015年度から、それぞれのステップに
応じた指導体制を構築し、受験希望者をきめ細やかにサポートして
います。同学部が開催する「弁理士受験会」（年間40回）では1次試験
対策、「弁理士受験会アドバンスコース」（年間25回）では過去問分析
を中心とした2次試験対策、指導教員の五丁龍志准教授の私設勉強
会である知財塾（年間53回）では、法律・条約の基礎知識を学びま
す。これらに加え、今年度から新たに2次試験の論文対策に特化した

「弁理士受験会ミドルコース」（年間25回）を追加するなど、支援体制
をより一層強化して継続的な合格者輩出を目指しています。
　また、弁理士受験会の学生たちによる自主的な取り組みも年々活
発化しています。学生たちは自主勉強会を開催し、弁理士試験に合格

した先輩が後輩を教えたり、目標を同じくする良きライバル同士ディ
スカッションするなどして、互いに学び合う仕組みを構築しています。
　こうした学びの機会を活用して見事弁理士の資格を掴んだ藤原さ
んは、「大学に入学するまでは弁理士資格のことについて、ほとんど
知識がありませんでしたが、知的財産の専門家としての資格の有用性
を知り、すぐに弁理士受験会に入会しました。充実した先生方の指導
で得た知識を自主勉強会でアウトプットすることで学びがより深まり
ました。これまでの
努力が実を結び嬉
しいです」と合格の
喜びを笑顔で語り
ました。

大会初日

表彰式！

トロフィーの写真

表彰式後の集合写真

みんなで、エイエイオー！

弁理士試験に知的財産学部の学生が合格！
学部としては2年連続で最年少合格者輩出の快挙

「World Robot Summit 2018」で大快挙！
　10月17日～21日、東京ビッグサイトで経済産業省などが主催す
る国際ロボット展「World Robot Summit 2018」が開催されまし
た。展示に加えて4種類8種目のロボット技術についての競技会が実
施され、サービスカテゴリーのパートナーロボットチャレンジ・リア
ルスペース部門に出場した本学ロボティクス＆デザイン工学部と立
命館大学との合同チーム「OIT Challenger and Duckers」が第2位
に輝き“NEDO理事長賞”を受賞しました。
　今回初めての開催となりましたが、世界23カ国から126チームが
参加し、人間とロボットが共生し協働する世界の実現を念頭に、世
界 の ロ ボ ット の 叡 智 を 集 め て 開 催 す る 競 技 会 で す 。「 O I T  
Challenger and Duckers」は、人とロボットが協働する生活環境
下で各種センサーを駆使し、人からの命令を的確に聞き分け、与え
られたタスクを短時間で達成することができ、受賞しました。チー
ムリーダーの今西天希さん（MRD1）は、「今回の大会で、私たちの技
術力が世界に届き得ると感じました。この結果を踏まえ2020年の
大会では、優勝を目指して頑張りたいと思います。」と今後の抱負を
力強く語ってくれました。

　また、バーチャルスペース部門に出場した本学情報科学部と玉川
大学・立命館大学・岡山県立大学の4大学合同チーム「eR@sers」も第
3位に入賞しました。特に情報科学部のメンバー4人で挑戦したハン
ディマンタスクは難易度が高く、仮想の生活空間上で指示された命
令を理解し、部屋の中から発見してとってくるという高い情報処理
技術を駆使し、審査員特別賞も受賞しま
した。2チームとも世界に通用する技術
力を披露し、今後の活躍に期待大です。

防災訓練でVR防災体験
イベントを実施しました！

　11月14日、枚方キャンパスで防災訓練を実施し、学
生、教職員、約730名が参加しました。
　防災訓練終了後には、今回初の試みとして、ソリュー
ションデザインプロジェクトの学生が開発した「VR防
災訓練シミュレータ」と情報ネットワーク学科の画像情
報処理研究室の学生が開発した「没入型仮想現実を用い
た消火訓練システム」の体験コーナーを出展し、学生た
ちは仮想空間上で起こる火災を疑似体験しました。迫り
くる火の海に対して迅速な消火活動や正しい避難行動
を学ぶことができるこれらのシステムは、大学構成員の
防災に関する意識向上に大いに役立ちました。実際に
VRのシステムを体験した学生からは「初めての体験で、
防災への意識が高まりました」との声も聞かれ、情報科
学部らしい防災体験となりました。

淀川クリーンキャンペーンを開催しました！
　10月13日、本学は大阪市旭区などと連携して

「淀川クリーンキャンペーン」を開催しました。
今回で13年目を迎えるこの取り組みは、「地域み
んなで淀川・城北ワンドの環境をまもろう」を
テーマに毎年開催しています。当日はさわやか
な秋晴れのなか、学生や教職員、地域住民など約
290人が参加し、菅原城北大橋を中心に赤川鉄
橋から豊里大橋までの淀川河川敷4㎞の範囲を
約1時間にわたって清掃しました。

　キャンパスのそばを流れる淀川は本学の環境
教育実践の場であり、隣接する城北ワンドは貴
重な在来種である天然記念物のイタセンパラな
どの生態系を守り育む場所です。旭区の素晴ら
しい自然環境を守るため、今後も地域と連携し
た取り組みを推進していきたいと思います。

「OIT Challenger and Duckers」の本学メンバー

情報科学部など4大学合同チーム
「eR@sers」

「VR防災訓練シミュレータ」の体験

知的財産学部が、
全国大学ビブリオバトル地区決戦を主催

　知的財産学部の主催で、全国大学ビブリオバトル2018～大阪決戦～の関
西Cブロック地区決戦を開催しました。ビブリオバトルは、おすすめの本を
紹介し、チャンプを決定する書評合戦です。全国大学ビブリオバトル（主催：
活字文化推進会議）は、例年、全国の大学で200以上の予選会が開催され、
1,000人以上の大学生・院生がバトラーとして参加します。地区決戦が本学
で開催されたのは初めてのことです。
　大阪府内の各大学で予選会が開催され、約460名の中から勝ち抜いた16
名による熱い書評バトルが繰り広げられました。12月23日に開催される全
国大会への出場権を獲得したのは、本学工学部4年生の下村直音さんが発表
された、ランドール・マンロー『ホワット・イフ～野球のボールを光速で投げ
たらどうなるか』（早川書房）でした。
　今秋、知的財産学部の学生有志が「ビブリオバトルサークル」を創設し、地

区決戦の司会、当日の
運営を、彼らが担当し
ました。本学でビブリ
オバトルが一層、活況
を呈することが期待さ
れます。

難関試験の
弁理士試験を合格
した藤原さん

弁理士資格を
有する先輩学生が
後輩たちに勉強法や
対策をレクチャー

清掃活動の様子
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研究成果の

体験コーナー

2018年度
茶屋町祭 各賞一覧

賞

人力飛行機プロジェクト Umeda Lab．

マジックサークル

ロボット工学科学生有志

1位　パソナ・パナソニック・ビジネスサービス

2位　ヤンマーチーム

3位　ニッコーチーム

表　彰　団　体

学長賞

学部長賞

後援会会長賞

ＲＤＣ長賞

城北祭実行委員会
委員長

德田 誠司（K3）

Flower ～色とりどりの花を咲かせよう～

テーマ
OIT WORLD

テーマ

学術研究部門 

団体部門 

個人部門 

芸術系部門 

賞 表 彰 団 体

文化会  応用化学研究部

文化会  建築文化研究部

文化会  生命工学研究部

文化会  電子工学研究部

文化会  環境工学研究部

賞 表彰団体 ・ 表彰者

文化会 鉄道研究部

文化会 書道部

文化会 美術部
　　　 松岡 詩歩（Ａ３）

文化会 写真研究部
　　　 田村 友秀（Ｃ３）

文化会 写真研究部
　　　 平井 喜一（Ｄ２）

模擬店部門

城北祭実行委員長賞

賞 表 彰 団 体

水 上 競 技 部

※来場者からの人気投票による

賞 表 彰 団 体

球技大会

チーム シンタロウ学 長 賞

工 学 部 長 賞

知的財産学部長賞

大阪工業大学校友会会長賞

後 援 会 会 長 賞

優 勝

賞 表 彰 者

アームレスリング大会

中井 大介（Ａ１）

松井 大起（Ｖ４）

木下和可子（P１）

重 量 級 優 勝

軽 量 級 優 勝

女子の部優勝

学 長 賞

学 生 部 長 賞

文 化 会 会 長 賞

大阪工業大学校友会会長賞

後 援 会 会 長 賞

2018年度城北祭 各賞結果一覧

　今年は「Flower ～色とりどりの花を咲かせよう～」という
テーマのもと、来場者の方 の々笑顔を花ととらえ、城北祭がそ
の花でいっぱいになるように、1年間城北祭の企画・運営を
行ってきました。今年は東中庭の工事で規模が縮小された
中、12,600人もの来場者を迎えることができました。来場者
および企画・運営関係者の皆様、お疲れ様でした。
　城北祭開催にあたり、ご指導、ご協力いただきました教職

員の皆様、他団体、模擬店および展示・ステージに参加いた
だいた皆様、地域の皆様、毎年応援してくださる来場者の皆
様、そして城北祭実行委員会のメンバー、その他多くの皆様
のおかげです。ありがとうございました。
　来年度も引き続き、来場者および参加団体とも楽しんで
いただける城北祭になるように委員会メンバー一同頑張っ
て参りますのでよろしくお願い致します。

城北祭へようこそ！

ストリートダンス部の

活気あふれるダンスショー

城北祭の締めを飾る應援團のエール

いらっしゃいませーー！

書道部のみんなが協力して

書道パフォーマンス

ウインドアンサンブルのファンファーレで
開祭します！

滑空機の展示

（人力飛行機プロジェクト）

地域と連携した縁日

縁日といえば、

わたあめ！

大盛況だった

アドベンチャーゲーム
RDクラブ展示の様子

アームレスリング大会で真剣勝負！

報 告
報 告

報 告

北山祭実行委員会
委員長

國枝 佑介（IC2）

茶屋町祭実行委員会
委員長

安心院 昇吾（S2）

　今年の第22回北山祭は、11,200人もの来場者数となり、大いに
盛り上がりました。
　準備期間から当日まで全ての日程が快晴に恵まれるという幸運

もあり、今年のテーマである「悠笑」が溢れる、つまり、いつまでも笑っ
ていられるような北山祭にすることができました。
　北山祭を開催するにあたり、ご理解、ご協力をいただきました、地
域の皆様、ご来場者様、企業様、大学関係者様、そして先輩方に深
くお礼申し上げます。本当にありがとうございました。
　来年の第23回北山祭も何卒よろしくお願いします。

2018年度
北山祭各賞受賞研究室

賞

運動生理学研究室（井上准教授）

組込みシステム研究室（荒木准教授）

情報通信ネットワーク研究室（大島教授）

感覚メディア研究室（橋本准教授）

神経模倣システム研究室（奥野講師）

学長賞

学部長賞

後援会会長賞

大阪工業大学

校友会会長賞

イノベーション大賞

悠笑（ゆうしょう）

テーマ

受賞研究室（　）は担当教員

子どもも大人も夢中になったOh!ITカーニバル
　「Oh!ITカーニバル」では、情報科学部の研究室やプロジェ
クト活動など44のブースが一堂に会し、来場者の皆さんに
最新の研究成果や情報技術を体験していただきました。
　小学生から高校生までを対象としたスタンプラリーも実施
し、Oh!ITカーニバル会場は子どもから大人までたくさんの
来場者で大にぎわいとなりました。また、企業様からは、各
ブースの発表技術が年々向上しており、今年度は特に技術
が高かったとの評価もいただき、充実の研究室発表となりま
した。
　そして、教員や後援会役員、枚方地域産業クラスター研究
会の審査を経て、優秀な研究発表を行った研究室は閉祭式
で表彰されました。受賞した研究室は右記のとおりです。

ジャグリングクラブによる

ゲリラライブ！

開祭式の様子

秋晴れの下、

爽やかな演奏が

響きました♪

商売繁盛の
模擬店！！

フリーマーケット！

今年もお宝は見つかりましたか？

Oh!ITカーニバルの

表彰式 「動物たちの秘密基地」は

お客様の憩いの場と

なりました！

吉本お笑いライブ！

今年も笑いの渦を

巻き起こしました！

子どもたちも夢中の

Oh!ITカーニバル

賞

吉本 弥由（ＭＲＤ１）

米谷 泉希（Ｗ３）

表　彰　者

学長賞

後援会会長賞

RDクラブ発表の様子

2018

11/3
祝土 茶屋町祭茶屋町祭茶屋町祭

2018

11/3
祝土北山祭北山祭北山祭

2018

10/26金

10/27土

10/28日

城北祭城北祭城北祭
日程 日程

日程

研究系クラブの

展示発表

OCF軽音楽部のライブが

大盛り上り

演武祭で合気拳法部が
迫力に満ちたパフォーマンス

ソラトバ 初ライブ！

第2回茶屋町祭

大成功！

　今年で2回目となる「茶屋町祭」。実行委員会が一丸となり、テーマである「OIT WORLD」をキャンパ
ス全体で表現し、昨年度を大きく上回る2，000人の方に来場いただくことができました。これも展示・企
画に参加いただきました皆様、ご協力いただきました学園関係者の皆様、茶屋町祭にご賛同いただきま
した地域の皆様、そして何より当日来場し茶屋町祭を楽しんでいただきました皆様のおかげです。本当に
ありがとうございました。
　まだまだ歴史が浅い茶屋町祭ではありますが、来年度は今年度以上の茶屋町祭を目指して、委員
会メンバーで一層力を合わせて頑張ります！ぜひご来場ください。

仮面ライダージオウによる

かっこいいヒーローショー！

イベントクリエイター部

「Team D.E.C」に
よる

プログラミング体験
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活気あふれるダンスショー

城北祭の締めを飾る應援團のエール

いらっしゃいませーー！

書道部のみんなが協力して

書道パフォーマンス

ウインドアンサンブルのファンファーレで
開祭します！

滑空機の展示

（人力飛行機プロジェクト）

地域と連携した縁日

縁日といえば、

わたあめ！

大盛況だった

アドベンチャーゲーム
RDクラブ展示の様子

アームレスリング大会で真剣勝負！

報 告
報 告

報 告

北山祭実行委員会
委員長

國枝 佑介（IC2）

茶屋町祭実行委員会
委員長

安心院 昇吾（S2）

　今年の第22回北山祭は、11,200人もの来場者数となり、大いに
盛り上がりました。
　準備期間から当日まで全ての日程が快晴に恵まれるという幸運

もあり、今年のテーマである「悠笑」が溢れる、つまり、いつまでも笑っ
ていられるような北山祭にすることができました。
　北山祭を開催するにあたり、ご理解、ご協力をいただきました、地
域の皆様、ご来場者様、企業様、大学関係者様、そして先輩方に深
くお礼申し上げます。本当にありがとうございました。
　来年の第23回北山祭も何卒よろしくお願いします。

2018年度
北山祭各賞受賞研究室

賞

運動生理学研究室（井上准教授）

組込みシステム研究室（荒木准教授）

情報通信ネットワーク研究室（大島教授）

感覚メディア研究室（橋本准教授）

神経模倣システム研究室（奥野講師）

学長賞

学部長賞

後援会会長賞

大阪工業大学

校友会会長賞

イノベーション大賞

悠笑（ゆうしょう）

テーマ

受賞研究室（　）は担当教員

子どもも大人も夢中になったOh!ITカーニバル
　「Oh!ITカーニバル」では、情報科学部の研究室やプロジェ
クト活動など44のブースが一堂に会し、来場者の皆さんに
最新の研究成果や情報技術を体験していただきました。
　小学生から高校生までを対象としたスタンプラリーも実施
し、Oh!ITカーニバル会場は子どもから大人までたくさんの
来場者で大にぎわいとなりました。また、企業様からは、各
ブースの発表技術が年々向上しており、今年度は特に技術
が高かったとの評価もいただき、充実の研究室発表となりま
した。
　そして、教員や後援会役員、枚方地域産業クラスター研究
会の審査を経て、優秀な研究発表を行った研究室は閉祭式
で表彰されました。受賞した研究室は右記のとおりです。

ジャグリングクラブによる

ゲリラライブ！

開祭式の様子

秋晴れの下、

爽やかな演奏が

響きました♪

商売繁盛の
模擬店！！

フリーマーケット！

今年もお宝は見つかりましたか？

Oh!ITカーニバルの

表彰式 「動物たちの秘密基地」は

お客様の憩いの場と

なりました！

吉本お笑いライブ！

今年も笑いの渦を

巻き起こしました！

子どもたちも夢中の

Oh!ITカーニバル

賞

吉本 弥由（ＭＲＤ１）

米谷 泉希（Ｗ３）

表　彰　者

学長賞

後援会会長賞

RDクラブ発表の様子

2018

11/3
祝土 茶屋町祭茶屋町祭茶屋町祭

2018

11/3
祝土北山祭北山祭北山祭

2018

10/26金

10/27土

10/28日

城北祭城北祭城北祭
日程 日程

日程

研究系クラブの

展示発表

OCF軽音楽部のライブが

大盛り上り

演武祭で合気拳法部が
迫力に満ちたパフォーマンス

ソラトバ 初ライブ！

第2回茶屋町祭

大成功！

　今年で2回目となる「茶屋町祭」。実行委員会が一丸となり、テーマである「OIT WORLD」をキャンパ
ス全体で表現し、昨年度を大きく上回る2，000人の方に来場いただくことができました。これも展示・企
画に参加いただきました皆様、ご協力いただきました学園関係者の皆様、茶屋町祭にご賛同いただきま
した地域の皆様、そして何より当日来場し茶屋町祭を楽しんでいただきました皆様のおかげです。本当に
ありがとうございました。
　まだまだ歴史が浅い茶屋町祭ではありますが、来年度は今年度以上の茶屋町祭を目指して、委員
会メンバーで一層力を合わせて頑張ります！ぜひご来場ください。

仮面ライダージオウによる

かっこいいヒーローショー！

イベントクリエイター部

「Team D.E.C」に
よる

プログラミング体験
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Regular concert

　体育会アイスホッケー部が11月5日に行われた、第65回関西学
生アイスホッケーリーグⅠ部Bリーグ入替戦にてⅠ部B5位の大阪
府立大学を下し、リーグ戦から破竹の10戦10勝で悲願のⅠ部B
リーグ復帰を成し遂げました。
　2年前のシーズンでⅡ部に降格したチームは、再びⅠ部Bリーグ
への昇格と、更なるレベルアップを図るためにフィジカル面・戦術
面の強化に取り組み、着実にチーム力を向上させてきました。
　しかし、今回のⅠ部Bリーグ昇格の最大の要因は、2年前の降格
の悔しさを知っている3・4回生の地道な努力があったことです。
主将の高山凌一さん（A4）がリーグ戦でチームが勢いづいたター
ニングポイントの試合について語ってくれました。「リーグ戦中盤
の大阪市立大学戦は、試合前から今後の展望を左右する大事な
試合だと位置づけていました。その試合で、これまでゴールを量産
してきた後輩が徹底マークされてしまい、緊迫したゲーム展開
だったのですが、均衡を破る先制点を挙げたのが古垣颯馬さん
（A3）でした！その先制点でチームが勢いづき、今季のチームが
結束した瞬間だと感じました！」
　部員の大半は、大学から競技
を始めた初心者ですが、チームの
目標はⅠ部Bリーグの優勝・イン
カレ出場です。アイスホッケー部
の来シーズンの闘いに、乞うご期
待ください。

Club pick up!

アイスホッケー部
Ⅰ部Bリーグへ昇格！

ウインドアンサンブルが「第38回定期演奏会」を開催しました。
　12月9日、文化会ウインドアンサンブルが「第38回定期演奏会」を開
催しました。演奏会では、2018年度全日本吹奏楽コンクールの課題曲

「マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ」や「愛燦燦」「スター・ウォーズのメ
ドレー」など、計7曲を披露し、観客を魅了しました。
　当部は昨年に引き続き、今年度の大阪府吹奏楽コンクールで2年連続
の金賞を受賞。さらに大阪府代表として選出され、念願の関西大会へ初
出場し銀賞を受賞しました。また、大学の入学宣誓式・学位記授与式、他
クラブの試合応援活動、地域行事にも積極的に参加し、数多くの場面で
活躍してきました。
　来年も部長を務める谷口朋也君（P2）は、「日頃から当部の活動を支え
てくださっているお客様、地域の皆様や保護者、学園関係者の皆様に本
当に感謝しています。来年はより良い演奏を届けられるよう、部員一同

で取り組んでまいります」と感謝の気持ちを述べてくれました。今後と
もウインドアンサンブルへの応援をよろしくお願いします！

　現代社会にはさまざまなストレスがあります。学生の皆さんも、
学業や人間関係、アルバイトなどでストレスを経験しているかもし
れません。
　ストレスとは、元々は物理学で外力による歪みを意味する用語
でしたが、生理学者のハンス・セリエが、外部からの刺激によって
起こる心身の防衛反応についても「ストレス」と呼んだことで、広く
使われるようになりました。同様に物理学用語から広がったレジリ
エンスという言葉を聞いたことはありますか？「レジリエンス」とは
外力による歪みを跳ね返す力というのが元来の意味ですが、最近
では抵抗力や回復力、さらには逆境力といった意味をも含む概念
として扱われるようになってきました。
　ストレスがあると、イライラしたり、不安になったり、心のどこか
で歪みが生じて気分が不安定になりますね。でも私たちはストレ
スを跳ね返す力も持っています。目の前の問題を色んな視点から
柔軟に考えたり、周りの人と協力したり、疲れた心身をリフレッシュ
させたりする方法を身につけていくことができれば、人としての成
長にもつながります。

学生相談室カウンセラー　友尻 奈緒美

ストレスは
悪いだけのもの？

　新しい年が明けました。みなさんは、どんなスタートをきりまし
たか？ 4年生の方はもうすぐ卒業を迎えるでしょう。どんな進路
を考え、どのような道を選んだでしょうか？
　数十年前、私が「カウンセラーになりたい」と自覚したのは4年
生のころだったと記憶しています。それまでは「もっと自分のこと
を知りたい」という理由から心理学を学び、実習や実験に明け暮
れました。大学を卒業してカウンセラーの仕事についてからも、
変わらず勉強の日々で、まだ半ば学生の延長線上にいるような、
そんな想いでいます。それでも今こうして30年前に志した仕事を
ずっと続けていられるのは、先輩・後輩・同僚・上司・友だちなど
困ったとき、悩んだときに相談したり寄り添ってくれる人がいてく
れたからだと感じます。
　皆さん、社会人になって新しい環境で何かしんどいことにぶち
当たったら、一人で抱え込まず誰かにSOSを出してみてください。
大阪工大の片隅でひそかに応援しています。

学生相談室カウンセラー　大西 見也子

大阪工大の片隅で
学生相談室
だより

外国人留学生が大宮西小学校を訪問。約110名の児童と交流を行いました！
　10月25日、外国人留学生で構成される留学生友好会が大阪市立大宮
西小学校を訪問し、1年生約40名と5年生約70名と交流しました。
　この行事は同校の国際理解教育の一環として2007年から本学と共
同で実施しており、今年で12回目を数えます。今年度は、サウジアラビ
ア・インドネシア・ネパール・台湾出身の留学生4名と、中国出身の留学
生2名を加えた計6名の留学生が参加しました。
　先ず、1年生を前にして留学生は自己紹介を終えた後、母国語で“動物”
や“果物”を児童に読み仮名や書き方を教えました。続いて、児童が6つの
グループを作り、留学生は各グループを周り持参したパソコンやスマー
トフォンを使用し母国の観光名所、行事や食べ物などを紹介しました。
　休憩をはさみ、次に留学生は5年生と1年生同様のプログラムで親睦を
深めました。全プログラムを終え、5年生の児童から「各国に母国語が存
在し、日本語以外の言葉を知るきっかけとなって、勉強になりました」や

「海外への興味が湧きました」など数多くの感想が寄せられました。

　本行事に初めて参加したネパール出身のプラダン アディティアさん
（A1）は、「本日は、多くの児童に母国を紹介できてよかった。これを機会
に他国の文化などを知ってもらい、実際に現地に赴いてほしい」と述べ

ていました。無邪気な
笑顔で接する児童に癒
されたようで、留学生
にとっても日本の子ど
もたちと交流する良い
機会となりました。

「犬」を母国語で説明する留学生
（インドネシア語、中国語、アラビア語）

左からヘベルト セアンさん（K1）、チン カセキさん（A1）、アルアリ モハンマド アハマド エーさん（U2）

MISUMI presents 第17回ROBO-ONE Lightで
ベスト8！ ダイナマイザー賞も受賞！！

　9月22日、神奈川県立青少年センターで開催された「MISUMI presents 第17回
ROBO-ONE Light」に機械工学研究部の太治孝介さん（M4）が出場し、ベスト8に入
り、特別賞であるダイナマイザー賞を受賞しました！
　ROBO-ONE Lightは、二足歩行ロボットによる格闘技大会（1Kg以下級＆市販ロ
ボット級）です。ロボット同士がリングの上でワザを出し合い、攻撃をしっかりヒット
して倒せば1ダウン。相手を3回ノックダウンすれば勝利となります。世界各国から77
チームが出場し、トーナメント方式の格闘競技で競われました。太治さんは2回戦、3回
戦、4回戦ともに社会人チームに勝利し、ベスト8という好成績を残しました。また、審
査員からロボットの金属加工のデザイン性を評価いただき、ダイナマイザー賞を受賞
しました。太治さんは「次の大会では優勝できるように機体を再調整していきたい。ま
た、今持っているテクニックと知識を後輩たちに伝え、身近に切磋琢磨できるライバル
を増やしていきたい」と話し、更なる飛躍を予感させる力強い意志を感じました。太治
さんと機械工学研究部の今後の活躍にますます期待が高まります！

機械工学研究部

前列、
一番左が太治さん

　体育会空手道部が10月28日に行われた、第61回全関西大学
空手道選手権大会の男子団体組手競技二部で第3位に入賞し、
晴れてⅠ部へ復帰となりました。
　現4回生は入学時からⅡ部での闘いが続き、Ⅰ部への復帰は悲
願の目標でした。有力な新人が入部し、チームの力が高まったこ
とは一つの要因ですが、主将の淺野拓人さん（C4）を中心とした
上回生と同部の指導者が長年取り組んできた「空手の基本」を大
事にして、徹底することが実を結んだ結果でした。3月の春合宿か
ら徹底的に基本動作を繰り返し、今季は他大学との練習試合を
例年よりも多く行うなど、Ⅰ部復帰に向けた取り組みを行いまし
た。
　試合のレギュラーメンバーは1～3回生が中心でしたが、4回生
は普段の練習や生活面でコミュニケーションを多く図り、チーム
のモチベーションを高めることに
尽力してきました。「次の目標は
Ⅰ部で勝ち星を挙げること。悲願
だったⅠ部復帰を勝ち取ったの
で、次はⅠ部に定着し、さらに上の
目標に向かって力を合わせて頑
張ってほしいです！」と淺野さんは
後輩に向けてエールを送ってくれ
ました。
　次の目標は関西制覇、日本一！
更なる空手道部の飛躍に今後も
大注目です！

Club pick up!

空手道部が
5年ぶりのⅠ部復帰！

★CLUB   TOPICS
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Regular concert

　体育会アイスホッケー部が11月5日に行われた、第65回関西学
生アイスホッケーリーグⅠ部Bリーグ入替戦にてⅠ部B5位の大阪
府立大学を下し、リーグ戦から破竹の10戦10勝で悲願のⅠ部B
リーグ復帰を成し遂げました。
　2年前のシーズンでⅡ部に降格したチームは、再びⅠ部Bリーグ
への昇格と、更なるレベルアップを図るためにフィジカル面・戦術
面の強化に取り組み、着実にチーム力を向上させてきました。
　しかし、今回のⅠ部Bリーグ昇格の最大の要因は、2年前の降格
の悔しさを知っている3・4回生の地道な努力があったことです。
主将の高山凌一さん（A4）がリーグ戦でチームが勢いづいたター
ニングポイントの試合について語ってくれました。「リーグ戦中盤
の大阪市立大学戦は、試合前から今後の展望を左右する大事な
試合だと位置づけていました。その試合で、これまでゴールを量産
してきた後輩が徹底マークされてしまい、緊迫したゲーム展開
だったのですが、均衡を破る先制点を挙げたのが古垣颯馬さん
（A3）でした！その先制点でチームが勢いづき、今季のチームが
結束した瞬間だと感じました！」
　部員の大半は、大学から競技
を始めた初心者ですが、チームの
目標はⅠ部Bリーグの優勝・イン
カレ出場です。アイスホッケー部
の来シーズンの闘いに、乞うご期
待ください。

Club pick up!

アイスホッケー部
Ⅰ部Bリーグへ昇格！

ウインドアンサンブルが「第38回定期演奏会」を開催しました。
　12月9日、文化会ウインドアンサンブルが「第38回定期演奏会」を開
催しました。演奏会では、2018年度全日本吹奏楽コンクールの課題曲

「マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ」や「愛燦燦」「スター・ウォーズのメ
ドレー」など、計7曲を披露し、観客を魅了しました。
　当部は昨年に引き続き、今年度の大阪府吹奏楽コンクールで2年連続
の金賞を受賞。さらに大阪府代表として選出され、念願の関西大会へ初
出場し銀賞を受賞しました。また、大学の入学宣誓式・学位記授与式、他
クラブの試合応援活動、地域行事にも積極的に参加し、数多くの場面で
活躍してきました。
　来年も部長を務める谷口朋也君（P2）は、「日頃から当部の活動を支え
てくださっているお客様、地域の皆様や保護者、学園関係者の皆様に本
当に感謝しています。来年はより良い演奏を届けられるよう、部員一同

で取り組んでまいります」と感謝の気持ちを述べてくれました。今後と
もウインドアンサンブルへの応援をよろしくお願いします！

　現代社会にはさまざまなストレスがあります。学生の皆さんも、
学業や人間関係、アルバイトなどでストレスを経験しているかもし
れません。
　ストレスとは、元々は物理学で外力による歪みを意味する用語
でしたが、生理学者のハンス・セリエが、外部からの刺激によって
起こる心身の防衛反応についても「ストレス」と呼んだことで、広く
使われるようになりました。同様に物理学用語から広がったレジリ
エンスという言葉を聞いたことはありますか？「レジリエンス」とは
外力による歪みを跳ね返す力というのが元来の意味ですが、最近
では抵抗力や回復力、さらには逆境力といった意味をも含む概念
として扱われるようになってきました。
　ストレスがあると、イライラしたり、不安になったり、心のどこか
で歪みが生じて気分が不安定になりますね。でも私たちはストレ
スを跳ね返す力も持っています。目の前の問題を色んな視点から
柔軟に考えたり、周りの人と協力したり、疲れた心身をリフレッシュ
させたりする方法を身につけていくことができれば、人としての成
長にもつながります。

学生相談室カウンセラー　友尻 奈緒美

ストレスは
悪いだけのもの？

　新しい年が明けました。みなさんは、どんなスタートをきりまし
たか？ 4年生の方はもうすぐ卒業を迎えるでしょう。どんな進路
を考え、どのような道を選んだでしょうか？
　数十年前、私が「カウンセラーになりたい」と自覚したのは4年
生のころだったと記憶しています。それまでは「もっと自分のこと
を知りたい」という理由から心理学を学び、実習や実験に明け暮
れました。大学を卒業してカウンセラーの仕事についてからも、
変わらず勉強の日々で、まだ半ば学生の延長線上にいるような、
そんな想いでいます。それでも今こうして30年前に志した仕事を
ずっと続けていられるのは、先輩・後輩・同僚・上司・友だちなど
困ったとき、悩んだときに相談したり寄り添ってくれる人がいてく
れたからだと感じます。
　皆さん、社会人になって新しい環境で何かしんどいことにぶち
当たったら、一人で抱え込まず誰かにSOSを出してみてください。
大阪工大の片隅でひそかに応援しています。

学生相談室カウンセラー　大西 見也子

大阪工大の片隅で
学生相談室
だより

外国人留学生が大宮西小学校を訪問。約110名の児童と交流を行いました！
　10月25日、外国人留学生で構成される留学生友好会が大阪市立大宮
西小学校を訪問し、1年生約40名と5年生約70名と交流しました。
　この行事は同校の国際理解教育の一環として2007年から本学と共
同で実施しており、今年で12回目を数えます。今年度は、サウジアラビ
ア・インドネシア・ネパール・台湾出身の留学生4名と、中国出身の留学
生2名を加えた計6名の留学生が参加しました。
　先ず、1年生を前にして留学生は自己紹介を終えた後、母国語で“動物”
や“果物”を児童に読み仮名や書き方を教えました。続いて、児童が6つの
グループを作り、留学生は各グループを周り持参したパソコンやスマー
トフォンを使用し母国の観光名所、行事や食べ物などを紹介しました。
　休憩をはさみ、次に留学生は5年生と1年生同様のプログラムで親睦を
深めました。全プログラムを終え、5年生の児童から「各国に母国語が存
在し、日本語以外の言葉を知るきっかけとなって、勉強になりました」や

「海外への興味が湧きました」など数多くの感想が寄せられました。

　本行事に初めて参加したネパール出身のプラダン アディティアさん
（A1）は、「本日は、多くの児童に母国を紹介できてよかった。これを機会
に他国の文化などを知ってもらい、実際に現地に赴いてほしい」と述べ

ていました。無邪気な
笑顔で接する児童に癒
されたようで、留学生
にとっても日本の子ど
もたちと交流する良い
機会となりました。

「犬」を母国語で説明する留学生
（インドネシア語、中国語、アラビア語）

左からヘベルト セアンさん（K1）、チン カセキさん（A1）、アルアリ モハンマド アハマド エーさん（U2）

MISUMI presents 第17回ROBO-ONE Lightで
ベスト8！ ダイナマイザー賞も受賞！！

　9月22日、神奈川県立青少年センターで開催された「MISUMI presents 第17回
ROBO-ONE Light」に機械工学研究部の太治孝介さん（M4）が出場し、ベスト8に入
り、特別賞であるダイナマイザー賞を受賞しました！
　ROBO-ONE Lightは、二足歩行ロボットによる格闘技大会（1Kg以下級＆市販ロ
ボット級）です。ロボット同士がリングの上でワザを出し合い、攻撃をしっかりヒット
して倒せば1ダウン。相手を3回ノックダウンすれば勝利となります。世界各国から77
チームが出場し、トーナメント方式の格闘競技で競われました。太治さんは2回戦、3回
戦、4回戦ともに社会人チームに勝利し、ベスト8という好成績を残しました。また、審
査員からロボットの金属加工のデザイン性を評価いただき、ダイナマイザー賞を受賞
しました。太治さんは「次の大会では優勝できるように機体を再調整していきたい。ま
た、今持っているテクニックと知識を後輩たちに伝え、身近に切磋琢磨できるライバル
を増やしていきたい」と話し、更なる飛躍を予感させる力強い意志を感じました。太治
さんと機械工学研究部の今後の活躍にますます期待が高まります！

機械工学研究部

前列、
一番左が太治さん

　体育会空手道部が10月28日に行われた、第61回全関西大学
空手道選手権大会の男子団体組手競技二部で第3位に入賞し、
晴れてⅠ部へ復帰となりました。
　現4回生は入学時からⅡ部での闘いが続き、Ⅰ部への復帰は悲
願の目標でした。有力な新人が入部し、チームの力が高まったこ
とは一つの要因ですが、主将の淺野拓人さん（C4）を中心とした
上回生と同部の指導者が長年取り組んできた「空手の基本」を大
事にして、徹底することが実を結んだ結果でした。3月の春合宿か
ら徹底的に基本動作を繰り返し、今季は他大学との練習試合を
例年よりも多く行うなど、Ⅰ部復帰に向けた取り組みを行いまし
た。
　試合のレギュラーメンバーは1～3回生が中心でしたが、4回生
は普段の練習や生活面でコミュニケーションを多く図り、チーム
のモチベーションを高めることに
尽力してきました。「次の目標は
Ⅰ部で勝ち星を挙げること。悲願
だったⅠ部復帰を勝ち取ったの
で、次はⅠ部に定着し、さらに上の
目標に向かって力を合わせて頑
張ってほしいです！」と淺野さんは
後輩に向けてエールを送ってくれ
ました。
　次の目標は関西制覇、日本一！
更なる空手道部の飛躍に今後も
大注目です！

Club pick up!

空手道部が
5年ぶりのⅠ部復帰！

★CLUB   TOPICS
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　いよいよ2020年3月卒業・修了見込生の就職活動が本格的にスタートしま
す。経団連との申合せによると、採用活動の開始時期は、会社説明会が3月1
日、選考試験が6月1日解禁です。しかしながら、このとおり実施されることはあ
りません。昨年度も開始時期は同じでしたが、選考試験開始1ヶ月前の5月1日
時点で25.3％、開始日前日には51.3％の工大生が内々定をもらっていまし
た。このことから逆算すると、選考試験は既に3月から行われているということ
になります。そうなると、会社説明会も3月1日からではなく、1DAYインターン
シップという名前に変えて、既に12月から3月にかけて実施されているので
す。皆さん、ぼやぼやしている暇はありません。現段階で既に希望する業界・企
業が絞れていますか。履歴書はほぼ完成していますか。筆記試験対策は万全
ですか。冬のインターンシップに申し込んでいますか。面接で自己PRや志望
動機を堂々と話せますか。まだ準備が不十分な方は今すぐ準備をしてくださ
い。皆さんが準備万端でスタートラインに立てるよう就職部スタッフがいつで
も支援します。質問や相談など何かあればすぐに就職部を訪ねてください。

「梅田キャンパス1階にコンビニがオープン！！」
　11月1日、梅田キャンパスの1階に「ベーカリー＆コン
ビニ　OIT梅田タワー」がオープンしました。
　焼きたてパン、手作り弁当、パティシェの手作り
Sweetsも販売中です。カフェスペースも設けております
ので、コーヒーと一緒にお楽しみいただけます。
　手作りのホールケーキも販売しており、友人同士のお
誕生日会などのお祝いにピッタリです。もちろん、授業に
必要な製図用品なども販売しております。
　ぜひ一度足をお運びください。スタッフ一同お待ちして
おります。

　12月15日、ボランティア・Link（以下、ボラリン）が旭区近隣の小学
生とその保護者を対象に「OIT親子食堂」「OITものづくり教室」を開
催しました。
　本活動は、ボラリンが2年前から旭区内で「子ども食堂」を実施す
る地域住民に加わり、児童との遊戯や学習補助、配膳ボランティアを
とおして児童の健全育成に繋がる活動を続けるなかで、大学内で同
様の活動を展開したい熱い意志が芽生え、さらに、他の課外活動団
体と共同で児童に理科の“おもしろさ”を体感するイベントを同時開催
することで、児童の健全育成を強固に推し進めたい熱意から実現し
ました。
　当日は、21組56名の児童と保護者が参加しました。先ず、ボラリン
が参加者を1階食堂に案内して、「OIT親子食堂」を開催しました。ボ
ラリンは、チキンカツ・ほうれん草のお浸し・目玉焼きとサラダが盛り付
けされた大皿にご飯とみそ汁を配膳し、参加者に食事をしながら食育
を考える機会と親子の交流機会を提供しました。その後、会場を移動

して、電子オルゴールの作製をテーマに電子工学研究部が「OITもの
づくり教室」を開催しました。参加者は同部の説明を聞きながら、電子
オルゴールの作製をとおして楽しく“ものづくり”に触れました。
　ボラリンは、「OIT親子食堂」「OITものづくり教室」を定期的に開催
します。次回は、2月に開催予定です。今後のボラリンの活動にご期待
ください！

ボランティア・Linkが「OIT親子食堂」「OITものづくり教室」をOPEN！

　12月21日、大宮キャンパス学長会議室で、「体育会本
部」・「文化会本部」・「ボランティア・Link」・「城北祭実行委員
会」・「体操部」・「硬式野球部」の各代表学生が出席し、西尾
直馬さん（IN3）への支援募金贈呈式を行いました。
　西尾さんは、2016年10月に体操部の練習中に鉄棒から
落下して大怪我を負い、現在は休学して懸命なリハビリを
行っています。西尾さんの復学を支援するため、各団体の学
生有志が支援募金活動を継続して実施してきました。在学生
のみならず、地域住民の皆様、城北祭に来場いただいた皆
様、クラブ関係者、教職員等、多くの方々からご協力いただい
き、募金総額は3,672,807円となり、このたび車椅子と福祉
車両を贈呈することができました。
　支援募金にご協力いただいた皆様、誠にありがとうござい
ました。

「西尾直馬さん支援募金」により車椅子・福祉車両を贈呈しました
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記念撮影

8


