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工学部

ロボティクス＆デザイン工学部
情報科学部

知的財産学部（文系）

都市デザイン工学科 / 建築学科 / 機械工学科 / 電気電子システム工学科 / 
電子情報システム工学科 / 応用化学科 / 環境工学科 / 生命工学科
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
情報知能学科 / 情報システム学科 / 情報メディア学科 / ネットワークデザイン学科

知的財産学科

大宮キャンパス 梅田キャンパス 枚方キャンパス

10：00～15：00（9：30開場） 10：00～15：00（9：30開場） 10：00～15：00（9：30開場）

■ 工学部　■ 知的財産学部（文系） ■ ロボティクス＆デザイン工学部 ■ 情報科学部

8.3 8.25 7.21 8.4土 日 日 日 7.14 8.12日

3.17日

プログラム

12：00～16：00（11：45開場）

夏のオープンキャンパス日程

■■■■ 全学部対象
梅田キャンパス

2021年4月 データサイエンス学科 設置構想中
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分野別説明会
自分が興味のある分野の説明会に参加して、学科選びのきっかけにしてください。各分野関連の深い学科の教員が説明を行います。
各分野2回ずつ説明会を行いますが、いずれも説明内容は同じです。

学科別ポスターセッション・研究展示＆学科別相談コーナー
各学科研究内容の一部を教員・学生がポスターセッション形式で紹介します。各学科の研究に触れて、自分の興味のある
分野・学科を見つけてください。
また、学科ごとに個別相談ブースを設けていますので、先輩学生や教員から直接学科の学びについて聞くこともできます。

時間 12：00～16：00

ロボティクス＆デザイン工学部　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
情報科学部　情報知能学科、情報システム学科、情報メディア学科、ネットワークデザイン学科
会場 8階 RDC

工学部　 都市デザイン工学科、建築学科、機械工学科、電気電子システム工学科、
電子情報システム工学科、応用化学科、環境工学科、生命工学科

知的財産学部　知的財産学科
会場 9階 イノベーションラボ

RDクラブ成果発表会
RDクラブはロボティクス＆デザイン工学部の学生がデザイン思考を用いて、地域や企業
が抱える課題解決に取り組む課外活動団体です。
今回、代表４グループが成果発表を行います。本学学生が、産学連携活動を通じて成長す
る姿をご覧ください。

会場 8階 RDC
時間 1回目 12：15～12：55／2回目 13：25～14：05／3回目 14：35～15：15

【発表テーマ】「高齢者向けの不整地走行可能なパーソナルモビリティ」
「巡回警備の改善について」「また来たいと思える受付空間」
※全回発表内容は同じです。

す。

自分革命に備えよ

自分革命に備えよ

  興味ある分野・学科を見つけよう

  自分に合った分野を見つけよう

【都市・建築分野】

【ロボット・デザイン分野】

【機械・電気・電子分野】

【情報分野】

【化学・環境・生命分野】

【知的財産・ビジネス分野】

対象学科  
都市デザイン工学科
建築学科
会場 11階 1104教室
時間  1回目 12：15～12：55　　

2回目 13：55～14：35

対象学科   
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
会場 11階 1104教室
時間  1回目 13：05～13：45　　

2回目 14：45～15：25

対象学科   
機械工学科
電気電子システム工学科
電子情報システム工学科
会場 11階 1105教室
時間  1回目 12：15～12：55　　

2回目 13：55～14：35

対象学科   
情報知能学科
情報システム学科
情報メディア学科
ネットワークデザイン学科
会場 11階 1105教室
時間  1回目 13：05～13：45　　

2回目 14：45～15：25

対象学科

    応用化学科
環境工学科
生命工学科
会場 10階 1004教室
時間  1回目 12：15～12：55　　

2回目 13：55～14：35

対象学科  
知的財産学科
会場 10階 1004教室
時間  1回目 13：05～13：45　　

2回目 14：45～15：25

女子カフェ
先輩女子学生（OIT♡GIRLS）が疑問やお悩み相談に
のってくれます。
ドリンクを用意してお待ちしていますので気軽にお越
しください。
かわいい限定オリジナル
グッズももらえる！

会場 21階 キャンパスレストラン
時間 12：00～16：00

ル

ストラン

『学生デザインオリジナルマフラータオル』をもらおう！大 阪 工 大
限定グッズ

※スマートフォンをお持ちでない方もご安心ください。2階 セミナー室201にタブレットを用意しています。

アンケート回答QRコード
グッズ引き換え・タブレット設置場所 2階 セミナー室201 時間 12：30～16：00

スマートフォンでアンケートに答えて

女子向け
プログラム



QRコード未

●学科別ポスターセッション・研究展示＆
　学科別相談コーナー（工学部・知的財産学部）

●大学説明会                                                 
●キャンパスフォレスト（自由見学）　

●常翔ホール（「梅田キャンパス探険ツアー」で見学いただけます）

●女子カフェ　●地上21階  休憩コーナー（フリードリンクを用意しています）
●大学案内・過去問題集配布コーナー

●分野別説明会【化学・環境・生命分野】【知的財産・ビジネス分野】
●学生トークセッション

20階

19階

18階

17階

16階

15階

14階

13階

12階

11階

10階

9階

8階

7階

6階

4階

3階

2階

1階

21階

5階 フロア立入不可

フロア立入不可

階段 トイレエレベーター

フロア立入不可

フロア立入不可

14階～20階は
ロボティクス＆デザイン工学部　
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研究エリアとなっており、
デザイン演習室・デザインスタジオ・学生実験室・情報演習室などの施設が入っています。
本エリアは梅田キャンパス探検ツアーでのみ見学可能となっております。
見学希望の方は、梅田キャンパス探検ツアーにご参加ください。
ツアーの受付は2階 セミナー室203です。（15：30受付終了）

●学科別ポスターセッション・研究展示＆
　学科別相談コーナー（ロボティクス＆デザイン工学部・情報科学部）
●RDクラブ成果発表会

●OITギャラリー（自由見学）
●コンビニ（営業中）

フロア立入不可

●分野別説明会
　【都市・建築分野】【機械・電気・電子分野】【ロボット・デザイン分野】【情報分野】

※3階へはエスカレーターで
　お上がりください

※2階へはエスカレーターで
　お上がりください

※1階からは入退場できません。
　入退場口は2階です。

イノベーションラボ

教室

教室

キャンパスレストラン

RDC

ラーニングコモンズ

セミナー室

●入退場口（受付）　●個別相談コーナー（入試、学生生活、奨学金、学修、就職）
●アンケートコーナー　●梅田キャンパス探険ツアー受付　
●プログラムガイダンス

キャンパスガイドタイムスケジュール O I T梅田タワー
OIT  UMEDA  TOWER

移動の際エレベーターは大変混雑いたします。お近くのフロアへは階段をご利用ください。
あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

プログラム 内容 会場 12:00　12:30　13:00　13:30　14:00　14:30　15:00　15:30　16:00

本日の楽しみ方
『プログラムガイダンス』

本日のプログラム内容を学生スタッフが説明しま
す。自分に合ったプログラムを見つけてください。

2階
セミナー室204

自分に合った分野を見つけよう
『分野別説明会』

自分が興味のある分野の説明会に参加して、学科
選びのきっかけにしてください。各分野関連の深
い学科の教員が説明を行います。
【都市・建築分野】都市デザイン工学科、建築学科
【機械・電気・電子分野】 機械工学科、
電気電子システム工学科、電子情報システム工学科
【ロボット・デザイン分野】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
【化学・環境・生命分野】応用化学科、
環境工学科、生命工学科
【情報分野】 情報知能学科、情報システム学科、
情報メディア学科、ネットワークデザイン学科
【知的財産・ビジネス分野】知的財産学科
※詳細は裏表紙参照

【都市・建築分野】
【ロボット・
デザイン分野】
11階 1104教室
【機械・電気・
電子分野】
【情報分野】
11階 1105教室
【化学・環境・
生命分野】
【知的財産・
ビジネス分野】
10階 1004教室

興味ある分野・学科を見つけよう
『 学科別ポスターセッション・
研究展示＆
学科別相談コーナー』

各学科研究内容の一部を教員・学生がポスター
セッション形式で紹介します。各学科の研究に触
れて、自分の興味のある分野・学科を見つけてくだ
さい。また、学科ごとに個別相談ブースを設けてい
ますので、先輩学生や教員から直接学科の学びに
ついて聞くこともできます。
※詳細は裏表紙参照

工学部
知的財産学部
9階 イノベーションラボ
ロボティクス＆
デザイン工学部
情報科学部
8階 RDC

大阪工大で起こした自分革命
『学生トークセッション』

大学の学びや研究で人生が変わった先輩学生が、
トークセッション形式で自身の体験を熱く語りま
す。本学で学ぶ学生の生の声が聞けます。
保護者の方にもオススメのプログラムです。

10階
1005教室

『大学説明会』

大阪工大の入試の特徴、入学前に準備しておくべきこ
と、入学後はどんな教育を実践しているのか、そして、
強力な就職サポート体制など、実就職率全国第４位
の実績を誇る、本学のさまざまな魅力をお話しします。
保護者の方にもオススメのプログラムです。

6階
ラーニング
コモンズ

『梅田キャンパス探検ツアー』

最先端をゆく都市型キャンパス。普段は見ること
のできない梅田キャンパス内を先輩学生と一緒に
ツアー形式で探検しよう。（ツアー時間：約30分）

【受付】
2階

セミナー室203

RDクラブ成果発表会

RDクラブはロボティクス＆デザイン工学部の学
生がデザイン思考を用いて、地域や企業が抱える
課題解決に取り組む課外活動団体です。
今回、代表４グループが成果発表を行います。本
学学生が、産学連携活動を通じて成長する姿を
ご覧ください。

8階 RDC

個別相談コーナー
（入試、学生生活、奨学金、学修、就職）

入試制度、クラブ・サークル活動、奨学金、学修、
就職支援などあらゆる質問にスタッフが丁寧にお
答えします。

2階
セミナー室203

女子向けプログラム
女子カフェ

先輩女子学生（OIT♡GIRLS）が疑問やお悩み相
談にのってくれます。ドリンクを用意してお待ちし
ていますので気軽にお越しください。かわいい限
定オリジナルグッズももらえる！

21階
キャンパス
レストラン

梅田の街を一望できる
地上21階  休憩コーナー

普段は学生食堂として利用しているキャンパスレ
ストラン。21階からの眺望をぜひお楽しみくださ
い。フリードリンクも用意しています。
※ 本日はオープンキャンパス実施のためレストラ
ンは営業しておりません。

大学案内・過去問題集
配布コーナー

大学案内2019と過去3ヵ年分の過去問題集を
配布します。
※大学案内2020は5月下旬発行予定です。

12：00～14：30

自分革命に備えよ

12：00～16：00

自分革命に備えよ

学生が熱く語る！

大阪工大まるわかり

12：00～15：30
こんな都会にキャンパスって
中身はどうなっているの！？

12：00～16：00

12：00～16：00

12：00～16：00

12：00～16：00

12：15
〜

12：55

12：15
〜

12：45

13：05
〜

13：35

13：55
〜

14：25

14：45
〜

15：15

13：05
〜

13：45

13：55
〜

14：35

14：45
〜

15：25

※5分程度の説明を繰り返し行います。入退場自由です。

※全回説明内容は同じです。

※全回発表内容は同じです。

※各回違う学生が登場します。

【都市・建築分野】
【機械・電気・電子分野】
【化学・環境・生命分野】

【ロボット・デザイン分野】
【情報分野】
【知的財産・ビジネス分野】

【都市・建築分野】
【機械・電気・電子分野】
【化学・環境・生命分野】

【ロボット・デザイン分野】
【情報分野】

【知的財産・ビジネス分野】

【1回目】
12：15
〜

12：55

12：15
〜

12：55

13：25
〜

14：05

14：35
〜

15：15

【2回目】
13：55
〜

14：35

大阪工大の入試の特徴、入学前に準備しておくべきこと、入学後はどん
な教育を実践しているのか、そして、強力な就職サポート体制など、実就
職率全国第４位の実績を誇る、本学のさまざまな魅力をお話しします。
保護者の方にもオススメのプログラムです。

最先端をゆく都市型キャンパス。普段は見ることのできない梅田キャンパ
ス内を先輩学生と一緒にツアー形式で探検しよう。（ツアー時間：約30分）

大学の学びや研究で人生が変わった先輩学生が、トークセッション形式
で自身の体験を熱く語ります。本学で学ぶ学生の生の声が聞けます。
保護者の方にもオススメのプログラムです。

時間  1回目 12：15～12：45／2回目 13：05～13：35
3回目 13：55～14：25／4回目 14：45～15：15  ※全回説明内容は同じです。

時間  1回目 12：15～12：55／2回目 13：55～14：35
※各回違う学生が登場します。

会場 6階 ラーニングコモンズ 会場 10階 1005教室

大学説明会

梅田キャンパス探検ツアー

　　 　　　　　　　 大阪工大で起こした自分革命

学生トークセッション

受付場所 2階 セミナー室203
受付時間  12：00～15：30

大阪工大まるわかり

こんな都会にキャンパスって中身はどうなっているの！？

学生が熱く語る！

大阪工大限定グッズ 『学生デザイン
オリジナルマフラータオル』をもらおう！
アンケートにご回答いただいた方には、学生がデザインした「オリジナルマフラータオル」
をプレゼントします。
お持ちのスマートフォンでQRコードを読み取ってご回答ください。スマートフォンをお持ち
でない方は、2階アンケートコーナー設置のタブレットにてご回答いただけます。
アンケート回答終了後、回答完了画面が表示されます。2階グッズ引き換え場所で回答完
了画面をお見せください。
是非、保護者の方もアンケート回答へのご協力をお願いします。

※ スマートフォンをお持ちでない方は、2階アンケートコーナー設置のタブレットにて
ご回答いただけます。

グッズ引き換え・タブレット設置場所 2階 セミナー室201 時間  12：30～16：00 アンケート回答QRコード

スマートフォンでアンケートに答えて


