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　いよいよ2021年3月卒業・修了見込者の就職活動が本格的にスタートしま
す。就活生のみなさんは昨年の夏からインターンシップに参加して、多くの企
業への興味や関心が高まっていると思います。就活スケジュールは政府主導
により、3月1日から会社説明会開始、6月1日から採用選考開始とされていま
すが、実際には多くの企業がもっと早い時期から選考を行っています。一部の
企業では採用直結型のインターンシップや、早々に内々定を出すなどの動き
もあり、企業の採用活動は一段と早期化しています。
　このような状況の中で就職活動を成功させるために重要なのは、“早めの準
備と情報収集”です。エントリーが始まれば、会社説明会や履歴書・エントリー
シートの作成、筆記試験などですぐに予定が埋まり、準備に十分な時間を取る
ことは難しくなるでしょう。興味のある企業の選考に乗り遅れないように、早め
の準備と情報収集をしっかり行ってください。就職活動における質問や相談な
ど、いつでも就職部を訪ねてください。

中央食堂一押しメニューのご紹介
中央食堂（大宮キャンパス）は多くの学生さんが毎日利用
されています。
　今回は中央食堂1～3階のオススメメニューを紹介します。
●1階～お得な日替わりシリーズ～
おにぎりセット（お味噌汁付き）・一品小鉢・ウェル君丼・特
製ラーメン・特製うどん・本日の卵とじ丼・日替わりカレー
ライス
●2階～お財布に優しいメニュー～
週替わりウェル君定食・週替わり焼きそば（ソース・ペペ
ロンチーノ風・台湾風）
●3階～作りたて、バランスのとれたメニュー～
四季彩御膳・日替わりA定食・ねぎとろ丼・スパゲッティ
上記以外にもたくさんのメニューがあるので、安くて安全
安心な食堂をぜひご利用ください。皆さんのお越しをス
タッフ一同お待ちしています。

　大宮キャンパスでは2019年9月に新3号館が竣工しました。その
4階と2階のロビーは明るく素敵なくつろぎ空間となっています。
　4階のロビーは淀川に面した大きな窓やソファがあり、とても居心
地の良い空間です。授業の合間に利用してリラックスするのに最適
です。
　2階のロビーは静かで落ち着いた色調のインテリアとなっており、
自習やグループ学習に最適です。
　皆さん、ぜひ利用してみてください！

大宮キャンパス新3号館にくつろぎ空間が誕生しました！

　10月17日、本学女子学生で組織する防犯パトロール隊「大阪工
大アイリスパトロール隊」（以下、アイリス隊）が防犯キャンペーンの
一環として「自転車ひったくり防止カバー取り付けキャンペーン」に
協力しました。
　アイリス隊は近年増加している女性が被害者となる犯罪防止のた
めに、地元の旭警察署と旭防犯協会の依頼のもと、2014年に発足
し今年で6年目の活動となります。
　2019年度第2回の活動では、旭区役所前において、集まられた
区民の方々の自転車にひったくり防止カバーを取り付け、防犯意識
を高めてもらうことを呼び掛けました。
　花田公絵 旭区長からは、日ごろのアイリス隊の活動に対し、激励
のお言葉をいただきました。
　今後も犯罪被害をなくすため、旭警察署・地域の方々と協働して犯
罪防止活動に努めていきます。

大阪工大アイリスパトロール隊が
「自転車ひったくり防止カバー取り付けキャンペーン」に参加！
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　10月31日、西村泰志学長が退任される当日、学生達がこれまでの感謝の気
持ちを込めてサプライズ・イベントを実施しました！
　約500人の学生がキャンパス内に花道を作り、学生を代表して、体育会本
部の原田礼実さん（C4）が花束を贈呈。ウインドアンサンブルによる心をこめ
た演奏が流れる中、西村学長はゆっくりと花道を歩み、多くの学生らの拍手に
笑顔で応えました。その後、大学歌の演奏のあと、應援團が感謝のエールを送
りました。
　西村学長は涙を浮かべながら「この花道を歩いた5分間は私の一生の宝物
です。皆さんでこれからも大阪工業大学を盛り上げてください。本当にありが
とうございました」と学生達に感謝を伝えました。
　最後に硬式野球部による胴上げが行われ、西村学長はたくさんの拍手に包

まれ、大学を後にしました。西村学長、4年にわたりク
ラブやプロジェクトでの学生の課外活動を温かくサ
ポートいただき、本当にありがとうございました！！

西村泰志学長へ
500人の学生らによるサプライズイベント！

本学学生が
公益財団法人小野奨学会から
「優秀者表彰」を受賞

　10月7日、公益財団法人小野奨学会による「平成30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、山田翔也君（D3）が成績優秀
者として表彰されました。
　小野奨学会では、学業および学術研究への更なる邁進
を目的に、前年の学業成績および学術研究において優れ
た成果を修めた奨学生に対し表彰しています。平成30年
度の成績優秀者は、1,000人余りの奨学金受給者から
33人が認定され、その一人として山田君が選ばれました。
　山田君からは「表彰いただき嬉しい思いとともに、身を
引締めてより一層勉学に励まなければと感じました。将
来、回路設計者としてものづくりに携わり、社会や人に貢
献できる技術者になれるよう頑張ります。」と今後の抱負
を語ってくれました。
　今回表彰を受けた学生の更なる活躍に期待します。

　10月31日、弁理士試験の合格発表があり、知的財産学部3年生の
西村茉友さんが全国最年少（20歳）で合格しました。弁理士は知的財
産の専門家として特許や商標などの申請や出願の手続きをサポート
する仕事で、その試験は難関として知られ、今年度の合格率は8.1％
という狭き門でしたが、同学部は3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）では論述スキル
向上を中心とした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、昨年度から2次試験の論文対策の基礎スキル
向上に特化した「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。学生たちは学生勉強会を開催し、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試験に合格した西村さ
んは、「入学直後から、『弁理士受験会』と『知財塾』に入り、充実した
先生方の指導でしっかりと知識を身につけることができました。ま
た、学生勉強会で後輩に
教えることで身につけた
知識を整理し、学びを深
化することができました。
合格できて本当に嬉しい
です。これからも知的財産
に関する知識をさらに習
得していきたいです」と合
格の喜びと今後の目標を
語りました。

ロボティクス＆デザイン工学部1期生
企業の採用担当者と懇談会

　ロボティクス＆デザイン工学部の1期生が本格的な就職活動を
開始する直前のタイミングに合わせ、企業の採用担当者との懇談会
を10月28日、梅田キャンパスのラーニング・コモンズなどで開催
しました。メカトロニクス、IT、建築設計などの各業界から、70社
99名の採用担当者の参加があり、ロボット工学科・システムデザイ
ン工学科・空間デザイン学科の3学科1期生103名や就職担当など
の教職員と情報交換をまじえて懇談しました。
　大須賀学部長の学部学科概要説明後、ロボティクス＆デザイン工
学部を代表する学科横断科目の「ものづくりデザイン思考実践演習
I」の成果発表や研究エリアを中心とした施設見学ツアーを1期生自
らが担当し、採用担当者を応接しました。
　その後の懇親会では、業界や学科を問わず、会場の至る所で採用
担当者と学生の内容の濃い交流が行われました。出席企業を代表し
て挨拶に立った株式会社毎日放送の礒澤亮祐人事局長は「学生発
表では海外や企業などとの有意義な活動を簡潔で分かりやすい資
料にまとめられていて、その質の高さに驚きました。情報交換会で
は企業の採用担当者と堂々と会話を楽しんでいる学生を見て、デザ
イン思考を含めた学部教育の成果を肌で感じました」と感想を述べ
られました。

枚方キャンパスリーダーズ研修会を
開催しました！

　12月11日、枚方キャンパスで課外活動団体の幹部を対象にした
「リーダーズ研修会」を開催しました。課外活動団体の発展と活発化、ま
た、課外活動団体同士の繋がりを充実させることを目的に初めて開催
し、24団体の幹部学生24名が参加しました。 
　情報科学部事務室の職員が講師となり、リーダーシップをテーマに自
己紹介ワーク、KJ法を用いたグループワーク、リーダーシップに関する
議論の整理やリーダーシップを発揮するためのちょっとしたコツの紹
介を行いました。初めは緊張でなかなか発言が出ない場面もありました
が、自己紹介ワークで緊張がほぐれた後は「自らがリーダーシップを発
揮するために必要なことは何か？」のテーマに基づき、活発なグループ
ワークがなされました。また、普段交流が少ない他団体との交流が深ま
る機会ともなりました。参加した学生からは、「他の部のリーダーと話す
機会ができて今後のためになった」などの感想がありました。
　今後、枚方キャンパスの課外活動団体が一体となり、さらに有意義な
課外活動、大学生活を送れるよう願っています。

企業採用者と
活発に意見交換する学生

終始賑やかな雰囲気で
行われた懇談会

第2回しごとビブリオバトルを
開催しました

　11月22日、梅田キャンパス1階ロビーにおいて、第2回し
ごとビブリオバトルを開催しました。しごとビブリオバト
ルは、社会人が「しごと」に関するおすすめの本を5分間で
紹介した後、参加者全員の投票でチャンプ本を決定する、と
いう書評合戦です。学生にはキャリア学習の場として、そし
て社会人にはカジュアルな異業種交流の場として活用いた
だこうと、本学ビブリオバトルサークルが運営を行い、知的
財産学部が開催を支援しています。
　第2回は、前回から参加者が倍増し、約30名の方々にご参
加いただき、本を通じた学生と社会人の交流の場として根
付きつつあります。第3回は、1月31日（金）19時から開催し
ます。事前申込不要でご観覧いただけます。途中入退場もで
きますので、お勤め帰り、学校帰りにどなたでもお気軽にお
立寄りください。

ウインドアンサンブルによる大学歌演奏のあと、
應援團がエールを送りました

西村学長から学生へ御礼の挨拶

難関試験の

弁理士試験に合格した

西村さん

マーカーや
付箋でびっしりの
法令集とテキスト

体育会本部員から花束を贈呈 小野奨学会理事長より表彰を受ける山田君
グループワークの様子

学科横断科目の成果発表会

弁理士試験に知的財産学部の現役生が合格！
3年連続で最年少合格者を輩出！！
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99名の採用担当者の参加があり、ロボット工学科・システムデザイ
ン工学科・空間デザイン学科の3学科1期生103名や就職担当など
の教職員と情報交換をまじえて懇談しました。
　大須賀学部長の学部学科概要説明後、ロボティクス＆デザイン工
学部を代表する学科横断科目の「ものづくりデザイン思考実践演習
I」の成果発表や研究エリアを中心とした施設見学ツアーを1期生自
らが担当し、採用担当者を応接しました。
　その後の懇親会では、業界や学科を問わず、会場の至る所で採用
担当者と学生の内容の濃い交流が行われました。出席企業を代表し
て挨拶に立った株式会社毎日放送の礒澤亮祐人事局長は「学生発
表では海外や企業などとの有意義な活動を簡潔で分かりやすい資
料にまとめられていて、その質の高さに驚きました。情報交換会で
は企業の採用担当者と堂々と会話を楽しんでいる学生を見て、デザ
イン思考を含めた学部教育の成果を肌で感じました」と感想を述べ
られました。

枚方キャンパスリーダーズ研修会を
開催しました！

　12月11日、枚方キャンパスで課外活動団体の幹部を対象にした
「リーダーズ研修会」を開催しました。課外活動団体の発展と活発化、ま
た、課外活動団体同士の繋がりを充実させることを目的に初めて開催
し、24団体の幹部学生24名が参加しました。 
　情報科学部事務室の職員が講師となり、リーダーシップをテーマに自
己紹介ワーク、KJ法を用いたグループワーク、リーダーシップに関する
議論の整理やリーダーシップを発揮するためのちょっとしたコツの紹
介を行いました。初めは緊張でなかなか発言が出ない場面もありました
が、自己紹介ワークで緊張がほぐれた後は「自らがリーダーシップを発
揮するために必要なことは何か？」のテーマに基づき、活発なグループ
ワークがなされました。また、普段交流が少ない他団体との交流が深ま
る機会ともなりました。参加した学生からは、「他の部のリーダーと話す
機会ができて今後のためになった」などの感想がありました。
　今後、枚方キャンパスの課外活動団体が一体となり、さらに有意義な
課外活動、大学生活を送れるよう願っています。

企業採用者と
活発に意見交換する学生

終始賑やかな雰囲気で
行われた懇談会

第2回しごとビブリオバトルを
開催しました

　11月22日、梅田キャンパス1階ロビーにおいて、第2回し
ごとビブリオバトルを開催しました。しごとビブリオバト
ルは、社会人が「しごと」に関するおすすめの本を5分間で
紹介した後、参加者全員の投票でチャンプ本を決定する、と
いう書評合戦です。学生にはキャリア学習の場として、そし
て社会人にはカジュアルな異業種交流の場として活用いた
だこうと、本学ビブリオバトルサークルが運営を行い、知的
財産学部が開催を支援しています。
　第2回は、前回から参加者が倍増し、約30名の方々にご参
加いただき、本を通じた学生と社会人の交流の場として根
付きつつあります。第3回は、1月31日（金）19時から開催し
ます。事前申込不要でご観覧いただけます。途中入退場もで
きますので、お勤め帰り、学校帰りにどなたでもお気軽にお
立寄りください。

ウインドアンサンブルによる大学歌演奏のあと、
應援團がエールを送りました

西村学長から学生へ御礼の挨拶

難関試験の

弁理士試験に合格した

西村さん

マーカーや
付箋でびっしりの
法令集とテキスト

体育会本部員から花束を贈呈 小野奨学会理事長より表彰を受ける山田君
グループワークの様子

学科横断科目の成果発表会

弁理士試験に知的財産学部の現役生が合格！
3年連続で最年少合格者を輩出！！
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ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ
ヨーロッパ建築都市デザイン研修

1位 牛乳石鹸共進社チーム

2位 ニッコーチーム

3位 サントリーシステムテクノロジー
知的財産学部チーム
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2019年度
茶屋町祭 各賞一覧

shirokitasai

kitayamasai

土10/26
金10/25
日10/27

2019

　第3回「茶屋町祭」は実行委員会が一丸となり、テーマである「New Wave」をキャンパス
全体で表現し、約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！ぜひパワーアップした茶屋町祭にご期
待ください。

　今年の第23回北山祭は、12,000人もの来場者数となり、大いに盛り上がりました。
　当日は、途中雨が降り出すなどのアクシデントもありましたが、無事に閉祭することができ、
今年のテーマである「永輝」が溢れる、つまり、いつまでも輝きが絶えない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24回北山祭も何卒よろしくお願いします。

　「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
43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。

11/3
2019 北山祭実行委員会

委員長

青山 竜也（IM2）

chayamachisai

　今年は「ピース ～これまでの軌跡、これからの奇跡～」というテーマのもと、来場者の
方々をはじめ城北祭に関わる全ての人をパズルのピースとしてとらえ、城北祭というパズル
が完成するように、1年間城北祭の企画・運営を行ってきました。今年も昨年に続き東中庭
の工事で規模が縮小された中、12,400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。

報告報告報告報告 報告報告報告報告

報告報告報告報告

テーマ：ピース ～これまでの軌跡、これからの奇跡～ テーマ：New　Wave

テーマ：永輝

城北祭実行委員会

委員長

菅 康一郎（U3）

正門の様子

大盛り上がりのビンゴ大会 大人気の焼きトウモロコシ

書道部による

パフォーマ
ンス

体育会本部主催の
アームレスリング大会

模擬店の様子

北道院拳法部による演武祭 OCF軽音楽部の演奏披露
ストリートダンス部によるショーケース

茶屋町祭実行委員会
委員長

安心院 昇吾（S3）

第3回茶屋町祭

大成功！

ものづくりデザイン思考
実践演習Ⅰの

成果発表も初開催！

ソラトバ

第2回ライブ！

W科学生による1階ギャラリーでの手作りアクセサリー販売

RDクラブの成果発表会の様子

OIT梅田ボランティア部による縁日（ストラックアウト）

3D Hologram！

書道部による作品展示
空間デザイン研究部

によるWS

土

11/2
2019

2019年度
北山祭 各賞一覧
賞

ヒューマンインタフェース研究室（神田教授）

並列処理研究室（水谷准教授）

図形情報研究室（小堀教授）

ユビキタスネットワークシステム

研究室（松井教授）

光電波ネットワーク研究室（塚本教授）

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

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

研究室が一堂に成果発表！Oh!ITカーニバル

大盛り上がりの

ビンゴ大会！

文化会クラブによる

クラブイベント！

フリーマーケット！
今年もお宝は見つかりましたか？

秋晴れの下、
爽やかな演奏が
響きました♪

軽音部によるかっこいいライブ！

Oh!ITカーニ
バルの

表彰式

ストリートダンス部による
ダンスショー

商売繁盛の模擬店！！

ジャグリングクラブによる
華麗なステージ

大好評だった

OIT学園 茶屋町工学院”
”

日・祝
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爽やかな演奏が
響きました♪

軽音部によるかっこいいライブ！

Oh!ITカーニ
バルの

表彰式

ストリートダンス部による
ダンスショー

商売繁盛の模擬店！！

ジャグリングクラブによる
華麗なステージ

大好評だった

OIT学園 茶屋町工学院”
”

日・祝
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実際に大会で使用された写真

表彰の様子

益山学長と鉄道研究部

楽しそうに
鉄道模型を動かす来場者

写真研究部が
西日本大学対抗フォトマッチ
インターカレッジ2019で第3位！
　文化会写真研究部が8月24日に大阪経済大学で行われ
た、フォトマッチインターカレッジ2019にて第3位という好
成績を成し遂げました。
　フォトマッチインターカレッジとは、5人一組をチームとし
定められた区域（兵庫・大阪・京都・滋賀・石川）で定められ
た期間内（8月3日～16日）に撮影された風景写真を選定し、
その作品によって大学対抗戦を行い、トーナメント形式で優
勝を競う大会です。
　写真で競い合う競技会はこれまでになく、西日本地区で
の開催は今年で2回目になります。昨年度は、2位入賞を果
たしており2年連続で入賞しているのは、大阪工業大学のみ
となります。次回優勝を目指し、奮闘する写真研究部に今後
も大注目です。

鉄道研究部が
「梅田スノーマンフェスティバル2019」で
ジオラマ展示！
　今年で10回目を迎える「梅田スノーマンフェスティバル
2019」に文化会鉄道研究部が参加し、OIT梅田タワー1階OIT
ギャラリー（梅田キャンパス）で鉄道模型のジオラマ展示を行
いました。
　本イベントでは、大阪・梅田を中心に11月22日から12月25
日の間、梅田の複数のエリアでイルミネーション、ステージライ
ブ、スタンプラリーなどが開催されます。鉄道研究部は、12月
15日に参加し旧阪急伊丹駅、旧阪急三宮駅、JR玉造駅をモ
チーフにしたリアルな鉄道模型を展示し、大変多くの来場者で
賑わいました。

ラグビー部が7年ぶり、念願のBリーグ昇格を達成！！
　12月8日、甲南大学六甲アイランドグラウンドで行われた、「関西大学ラグビーB
リーグとの入替戦」において、本学ラグビー部が45－21のスコアで大阪学院大学に
勝利し、念願のBリーグ昇格を果たしました。
　今シーズンから、元ワールドで選手・監督を務めた南英雄氏（大阪工大高ラグビー
部OB）が監督に就任し、チームスローガンの「No Pain, No Gain」のもと、ラン・コン
タクト練習を中心とした基礎練習の反復を重点的に取り組みました。その結果、体力
面とメンタル面が今まで以上に向上し、ゲーム終盤でも運動量と集中力が落ちず、
チーム一体となりゲームを運ぶことができるようになったことがBリーグ昇格に繋が
りました。
　主将の河野圭人君（P4）は、「このチームは4回生の人数が少なくて、後輩の力を合
わせて戦う必要がありました。しんどいことが多かったですが、主将の私がブレないこ
とと、下からの意見を取り入れ、それを4回生が引っ張って一体感を作ることを大事に
して取り組みました」と抜群のチームワークが生まれた要因を語ってくれました。
　来シーズンから戦いの舞台はBリーグとなり、
強豪チームとの試合が続きます。4回生一同は、
「まずはBリーグでの定着、そしてAリーグへの
昇格を目指して頑張ってほしい」と後輩たちに
夢を託しました。ラグビー部の活躍にこれからも
大注目です！

　近年、スマートフォンが普及し、当たり前のようにSNSを使用
する人が多くなりました。適度な距離感をもってネットを利用す
れば大変有用ですし、今ではネット・スマホなしでの生活は困難
とさえいえます。ただ、「適度な距離感」で使用することが難しい
ため、ネット・スマホに依存する人は増加し、その予備軍も多い
と言われています。そして、巻き込まれた周囲の人たちも苦しむ
点が、ネット依存・スマホ依存の怖いところでもあります。
　「脱ネット・スマホ中毒ver.2.0:炎上・犯罪に巻き込まれない！
SNS時代を生き抜く最新護身術」（遠藤美季著）には、依存のサ
インやチェックリスト、依存から抜け出すためのアドバイスなど
が書かれています。また、ネットの人間関係に苦しむケースや、ネ
トゲ依存、ネット犯罪などの事例が、マンガによって具体的に描
かれています。自分、または身近な人が依存気味かも・・・という
方は、ぜひ読んでみて下さい。

学生相談室カウンセラー　大谷 真弓

ネット・スマホ依存、大丈夫？

　最近よく「コミュニケーション能力」という言葉を耳にします。「コ
ミュ障」などの言葉も日常的に聞こえてきます。いかにも、人と円滑
に会話したり、うまく自己表現をする人がコミュ力が高いように見え
ますが、コミュニケーションの“能力”って一体何を指すのでしょうか。
　コミュニケーションという用語は、他者に自分の意思を伝えたり、
他者の意思を読み取ったりするような、相互関係のあり方を意味し
ています。それは同時に、自分自身を他人に“表現”することです。人
と相互作用するやり方は人それぞれの表現があると私は思います。
つまり、コミュニケーションは“能力”というよりも、“性質”が大切では
ないかと思うのです。どのような表現をするかは個性でもあります。
何でもたくさん話すのも個性だし、少し黙りがちだけどしっかりと考
えてゆっくり発言するのも個性です。
　私はコミュニケーションは「能力」よりも「特性」だと思います。自
分自身の「コミュ性」を知り、自分にあった環境で過ごすことで安心
感も生まれるし、そういった個性を認めあえる社会であって欲しい
ものです。

学生相談室カウンセラー　佐藤 映

コミュニケーション“能力”って？学生相談室
だより

外国人留学生が大宮西小学校を訪問し、児童たちと交流
　10月24日、外国人留学生6名（中国、台湾、インドネシア）が大阪市立
大宮西小学校を訪問し、1年生と5年生の児童たちと交流しました。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13回目を数えます。
　最初に、留学生は1年生を前にして自己紹介を終えた後、児童とミニ
ゲームを行いました。その後、児童は6つのグループを作り、順番に留学
生を囲みました。留学生たちは小型ホワイトボードに自国の言葉と日本
語を書いて比較したり、持参したパソコンとスマートフォンを使用し
て、母国の観光名所や代表的な食べ物などを紹介しました。その後、同じ
プログラムで5年生とも親睦を深めました。
　本行事に初めて参加した台湾出身の林 煒倫さん（知的財産研究科1
年）からは、「今日の活動を通して、台湾のことを知ってもらう良いきっ
かけになれれば嬉しいです。私にとっても貴重な思い出になりました。
今後も機会があれば、ぜひ参加したいです」と話してくれました。

子どもたちに自己紹介をする留学生たち

留学生を囲んで国際交流

「2019年度 第2回学内献血」への
ご協力ありがとうございました！

　11月27～29日に大宮キャンパスで実施しました学内献
血では、総勢178人の方に献血をしていただきました。ご協
力をいただき、誠にありがとうございました！
　体育会・文化会の本部員が中心となって、事前の告知から
当日の設営や受付を行い、学生・教職員の方々をご案内しま
した！
　輸血と聞くと、事故や大怪我での使用を連想される方が多
いと思われますが、実際は病気（がんや白血病など）の治療等
で日常的に使われています。あなたの献血は誰かの命につな
がっていきます。
　大阪工業大学では、今後も継続的に各キャンパスで献血を
実施していきますので、ご協力のほど、よろしくお願いいた
します！
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実際に大会で使用された写真

表彰の様子

益山学長と鉄道研究部

楽しそうに
鉄道模型を動かす来場者

写真研究部が
西日本大学対抗フォトマッチ
インターカレッジ2019で第3位！
　文化会写真研究部が8月24日に大阪経済大学で行われ
た、フォトマッチインターカレッジ2019にて第3位という好
成績を成し遂げました。
　フォトマッチインターカレッジとは、5人一組をチームとし
定められた区域（兵庫・大阪・京都・滋賀・石川）で定められ
た期間内（8月3日～16日）に撮影された風景写真を選定し、
その作品によって大学対抗戦を行い、トーナメント形式で優
勝を競う大会です。
　写真で競い合う競技会はこれまでになく、西日本地区で
の開催は今年で2回目になります。昨年度は、2位入賞を果
たしており2年連続で入賞しているのは、大阪工業大学のみ
となります。次回優勝を目指し、奮闘する写真研究部に今後
も大注目です。

鉄道研究部が
「梅田スノーマンフェスティバル2019」で
ジオラマ展示！
　今年で10回目を迎える「梅田スノーマンフェスティバル
2019」に文化会鉄道研究部が参加し、OIT梅田タワー1階OIT
ギャラリー（梅田キャンパス）で鉄道模型のジオラマ展示を行
いました。
　本イベントでは、大阪・梅田を中心に11月22日から12月25
日の間、梅田の複数のエリアでイルミネーション、ステージライ
ブ、スタンプラリーなどが開催されます。鉄道研究部は、12月
15日に参加し旧阪急伊丹駅、旧阪急三宮駅、JR玉造駅をモ
チーフにしたリアルな鉄道模型を展示し、大変多くの来場者で
賑わいました。

ラグビー部が7年ぶり、念願のBリーグ昇格を達成！！
　12月8日、甲南大学六甲アイランドグラウンドで行われた、「関西大学ラグビーB
リーグとの入替戦」において、本学ラグビー部が45－21のスコアで大阪学院大学に
勝利し、念願のBリーグ昇格を果たしました。
　今シーズンから、元ワールドで選手・監督を務めた南英雄氏（大阪工大高ラグビー
部OB）が監督に就任し、チームスローガンの「No Pain, No Gain」のもと、ラン・コン
タクト練習を中心とした基礎練習の反復を重点的に取り組みました。その結果、体力
面とメンタル面が今まで以上に向上し、ゲーム終盤でも運動量と集中力が落ちず、
チーム一体となりゲームを運ぶことができるようになったことがBリーグ昇格に繋が
りました。
　主将の河野圭人君（P4）は、「このチームは4回生の人数が少なくて、後輩の力を合
わせて戦う必要がありました。しんどいことが多かったですが、主将の私がブレないこ
とと、下からの意見を取り入れ、それを4回生が引っ張って一体感を作ることを大事に
して取り組みました」と抜群のチームワークが生まれた要因を語ってくれました。
　来シーズンから戦いの舞台はBリーグとなり、
強豪チームとの試合が続きます。4回生一同は、
「まずはBリーグでの定着、そしてAリーグへの
昇格を目指して頑張ってほしい」と後輩たちに
夢を託しました。ラグビー部の活躍にこれからも
大注目です！

　近年、スマートフォンが普及し、当たり前のようにSNSを使用
する人が多くなりました。適度な距離感をもってネットを利用す
れば大変有用ですし、今ではネット・スマホなしでの生活は困難
とさえいえます。ただ、「適度な距離感」で使用することが難しい
ため、ネット・スマホに依存する人は増加し、その予備軍も多い
と言われています。そして、巻き込まれた周囲の人たちも苦しむ
点が、ネット依存・スマホ依存の怖いところでもあります。
　「脱ネット・スマホ中毒ver.2.0:炎上・犯罪に巻き込まれない！
SNS時代を生き抜く最新護身術」（遠藤美季著）には、依存のサ
インやチェックリスト、依存から抜け出すためのアドバイスなど
が書かれています。また、ネットの人間関係に苦しむケースや、ネ
トゲ依存、ネット犯罪などの事例が、マンガによって具体的に描
かれています。自分、または身近な人が依存気味かも・・・という
方は、ぜひ読んでみて下さい。

学生相談室カウンセラー　大谷 真弓

ネット・スマホ依存、大丈夫？

　最近よく「コミュニケーション能力」という言葉を耳にします。「コ
ミュ障」などの言葉も日常的に聞こえてきます。いかにも、人と円滑
に会話したり、うまく自己表現をする人がコミュ力が高いように見え
ますが、コミュニケーションの“能力”って一体何を指すのでしょうか。
　コミュニケーションという用語は、他者に自分の意思を伝えたり、
他者の意思を読み取ったりするような、相互関係のあり方を意味し
ています。それは同時に、自分自身を他人に“表現”することです。人
と相互作用するやり方は人それぞれの表現があると私は思います。
つまり、コミュニケーションは“能力”というよりも、“性質”が大切では
ないかと思うのです。どのような表現をするかは個性でもあります。
何でもたくさん話すのも個性だし、少し黙りがちだけどしっかりと考
えてゆっくり発言するのも個性です。
　私はコミュニケーションは「能力」よりも「特性」だと思います。自
分自身の「コミュ性」を知り、自分にあった環境で過ごすことで安心
感も生まれるし、そういった個性を認めあえる社会であって欲しい
ものです。

学生相談室カウンセラー　佐藤 映

コミュニケーション“能力”って？学生相談室
だより

外国人留学生が大宮西小学校を訪問し、児童たちと交流
　10月24日、外国人留学生6名（中国、台湾、インドネシア）が大阪市立
大宮西小学校を訪問し、1年生と5年生の児童たちと交流しました。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13回目を数えます。
　最初に、留学生は1年生を前にして自己紹介を終えた後、児童とミニ
ゲームを行いました。その後、児童は6つのグループを作り、順番に留学
生を囲みました。留学生たちは小型ホワイトボードに自国の言葉と日本
語を書いて比較したり、持参したパソコンとスマートフォンを使用し
て、母国の観光名所や代表的な食べ物などを紹介しました。その後、同じ
プログラムで5年生とも親睦を深めました。
　本行事に初めて参加した台湾出身の林 煒倫さん（知的財産研究科1
年）からは、「今日の活動を通して、台湾のことを知ってもらう良いきっ
かけになれれば嬉しいです。私にとっても貴重な思い出になりました。
今後も機会があれば、ぜひ参加したいです」と話してくれました。

子どもたちに自己紹介をする留学生たち

留学生を囲んで国際交流

「2019年度 第2回学内献血」への
ご協力ありがとうございました！

　11月27～29日に大宮キャンパスで実施しました学内献
血では、総勢178人の方に献血をしていただきました。ご協
力をいただき、誠にありがとうございました！
　体育会・文化会の本部員が中心となって、事前の告知から
当日の設営や受付を行い、学生・教職員の方々をご案内しま
した！
　輸血と聞くと、事故や大怪我での使用を連想される方が多
いと思われますが、実際は病気（がんや白血病など）の治療等
で日常的に使われています。あなたの献血は誰かの命につな
がっていきます。
　大阪工業大学では、今後も継続的に各キャンパスで献血を
実施していきますので、ご協力のほど、よろしくお願いいた
します！
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弁理士試験に合格した西村茉友さん
（知的財産学部 3年）

Welfare
News

　いよいよ2021年3月卒業・修了見込者の就職活動が本格的にスタートしま
す。就活生のみなさんは昨年の夏からインターンシップに参加して、多くの企
業への興味や関心が高まっていると思います。就活スケジュールは政府主導
により、3月1日から会社説明会開始、6月1日から採用選考開始とされていま
すが、実際には多くの企業がもっと早い時期から選考を行っています。一部の
企業では採用直結型のインターンシップや、早々に内々定を出すなどの動き
もあり、企業の採用活動は一段と早期化しています。
　このような状況の中で就職活動を成功させるために重要なのは、“早めの準
備と情報収集”です。エントリーが始まれば、会社説明会や履歴書・エントリー
シートの作成、筆記試験などですぐに予定が埋まり、準備に十分な時間を取る
ことは難しくなるでしょう。興味のある企業の選考に乗り遅れないように、早め
の準備と情報収集をしっかり行ってください。就職活動における質問や相談な
ど、いつでも就職部を訪ねてください。

中央食堂一押しメニューのご紹介
中央食堂（大宮キャンパス）は多くの学生さんが毎日利用
されています。
　今回は中央食堂1～3階のオススメメニューを紹介します。
●1階～お得な日替わりシリーズ～
おにぎりセット（お味噌汁付き）・一品小鉢・ウェル君丼・特
製ラーメン・特製うどん・本日の卵とじ丼・日替わりカレー
ライス
●2階～お財布に優しいメニュー～
週替わりウェル君定食・週替わり焼きそば（ソース・ペペ
ロンチーノ風・台湾風）
●3階～作りたて、バランスのとれたメニュー～
四季彩御膳・日替わりA定食・ねぎとろ丼・スパゲッティ
上記以外にもたくさんのメニューがあるので、安くて安全
安心な食堂をぜひご利用ください。皆さんのお越しをス
タッフ一同お待ちしています。

　大宮キャンパスでは2019年9月に新3号館が竣工しました。その
4階と2階のロビーは明るく素敵なくつろぎ空間となっています。
　4階のロビーは淀川に面した大きな窓やソファがあり、とても居心
地の良い空間です。授業の合間に利用してリラックスするのに最適
です。
　2階のロビーは静かで落ち着いた色調のインテリアとなっており、
自習やグループ学習に最適です。
　皆さん、ぜひ利用してみてください！

大宮キャンパス新3号館にくつろぎ空間が誕生しました！

　10月17日、本学女子学生で組織する防犯パトロール隊「大阪工
大アイリスパトロール隊」（以下、アイリス隊）が防犯キャンペーンの
一環として「自転車ひったくり防止カバー取り付けキャンペーン」に
協力しました。
　アイリス隊は近年増加している女性が被害者となる犯罪防止のた
めに、地元の旭警察署と旭防犯協会の依頼のもと、2014年に発足
し今年で6年目の活動となります。
　2019年度第2回の活動では、旭区役所前において、集まられた
区民の方々の自転車にひったくり防止カバーを取り付け、防犯意識
を高めてもらうことを呼び掛けました。
　花田公絵 旭区長からは、日ごろのアイリス隊の活動に対し、激励
のお言葉をいただきました。
　今後も犯罪被害をなくすため、旭警察署・地域の方々と協働して犯
罪防止活動に努めていきます。

大阪工大アイリスパトロール隊が
「自転車ひったくり防止カバー取り付けキャンペーン」に参加！
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