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プログラム 内容 会場 11:00 11:3010:00 10:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 15:0013:30

入試説明会

入試対策講座「英語」

知的財産学部
説明会

知的財産学部企画

必見！！
オープンラボ

モノラボ体験

相談コーナー
（入試・学生生活・学修・就職）

クラブ実演

図書館見学

キャンパスツアー

資料コーナー

アンケート提出コーナー
（グッズ引換）

3つの
キーワードを探せ！

2020年度入試について説明します。
自分にぴったりの入試制度を見つけてください。

大手予備校の先生による、公募制推薦・一般入試「英語」の
出題傾向、受験対策講座です。

大手予備校の先生による、公募制推薦・一般入試「数学」の
出題傾向、受験対策講座です。

知的財産と産業やものづくりとの関わりを紹介し、
本学部における教育、学修支援体制、学生活動の
紹介を行います。理系の人にもオススメです。

模擬講義、学生による体験談などに参加して、
知的財産学部の学びを体感しよう。

プロジェクト紹介 学生が主体的に取り組むプロジェクト活動を
パネルなどで紹介します。

各学科の研究室を大公開！ 
未来をひらく最先端の技術に触れてみよう。

本学のものづくりの拠点“モノラボ”を大公開！
さまざまなものづくりにチャレンジしよう！

３つのキャンパス（大宮・梅田・枚方）について、リア
ルな学生生活をお話します！

学生がキャンパス内をツアー形式で案内します。
新3号館をはじめ、本学が誇る魅力的な施設を紹介します。

学生による、来場者のための限定カフェをOPEN
します。先着30名様には限定オリジナルグッズを
プレゼントします。是非休憩にお越しください。

入試制度、奨学金、課外活動、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。

ジェンガやUNOをしながらネイティブの先生や
LLC学生スタッフと英語を体験しよう！
面白いアクティビティも用意。英語が苦手な方も大歓迎！ 

図書館大宮本館には、320,000冊を超える蔵書があります。
高度な専門書や視聴覚資料が揃う図書館を見てみよう！

大宮キャンパスで活動する多彩なクラブが
各会場で実演を行います。
各クラブのパフォーマンスをお楽しみください。 

2020年度入試資料や2019年度入試問題の実物（閲覧のみ）
など、オープンキャンパスならではのアイテムを揃えています。

アンケートにお答えいただいた方には、学生デザインオリジナ
ルマフラータオルをプレゼント！

大宮キャンパス内に隠された3つのキーワードを見つけよう。
見つけたキーワードはアンケートに入力して回答してね。豪華
賞品が抽選でアタル！
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141教室

6号館15階
ルラーシュ

学生トークセッション
工学部の各分野および知的財産学部の特色や学生生活の
過ごし方について学生たちがトークセッション形式で紹介
します。
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8号館
2～4階

常翔歴史館見学 1922年に関西工学専修学校として開校してから今日までの
歴史に触れよう。 常翔歴史館
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［ドリンク］
ピロティB

受付場所
ピロティB
（7号館と
1号館の間）

グローバル体験
プログラム

（ランゲージラーニングセンター）

ランチコーナー&無料ドリンク交換所

10:30～15:00

11:00 15:00～ （ランチは14:30ラストオーダー）

11:00 15:00～ （14:30ラストオーダー）

11:00 15:00～

キャンパスマップ

工学部学科別企画
工学部の各学科がオリジナルの特別企画を開催。
各学科の魅力や特色がわかる必見のプログラム
です。
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大学生によるキャンパス
ライフ・リアルトーク

irie café

先輩と話そう
～学生による相談コーナー～

（アイリーカフェ）

irie caféスペースを利用して、学生が皆さんの質
問や相談をお受けします。ざっくばらんに話をしよ
う！
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（図書館）8号館

5階
●irie café（オープンキャンパス限定 学生カフェ） 
●キャンパスライフ・リアルトーク

※2～4階は図書館自由見学

就職活動を体験した学生によるトークショー。
就職活動にまつわる苦労話はもちろん、大学での学び、
学生生活についてお話します。
本学就職部による強力な就職サポート体制についての
説明も行います。

大阪工大の就職力 2号館3階
232教室

詳細は
中面参照

タイムスケジュール

入試対策講座「数学」

オープンキャンパスをさらに楽しくする

あなたの「見たい＆知りたい」に応えるために、タイプ別のモデルコースを紹介。
このコースを参考に、大学選びに役立つ情報をたくさんゲットしてくださいね。

大阪工大の魅力を全部知
りたい人はこちら。お気に
入りの学びや施設をきっ
と発見できます。

学びや特色を知る
プログラム

体験型プログラム

学びや特色を知る
プログラム

体験型プログラム

学びや特色を知る
プログラム

体験型プログラム

キャンパスライフ
リアルトーク

キャンパスツアー
体験型プログラム

学びや特色を知る
プログラム

体験型プログラム

irie café 

グローバル体験
プログラム

キャンパスツアー

学び発見コース

高校１・２年生におすすめ

入試対策に重点を置いた
受験生必見のコース。受
験指導のプロによる講座
をお見逃しなく！

入試対策コース

高校3年生におすすめ

研究のおもしろさや難し
さ、大阪工大生のアット
ホームさにふれよう！

学生企画中心コース

学生生活を知りたい方におすすめ

なぜ大阪工大は就職に強
いのか？その実績を支え
る本学の魅力がまるごと
わかるコースです。

大阪工大まるわかりコース

保護者の方におすすめ

行きたいところは決まり
ましたか？自分でスケ
ジュールを立ててみよう！

オリジナルコース

自分のために

相談コーナー

入試説明会

プロジェクト紹介

入試対策講座
「数学」

入試対策講座
「英語」

13:00

14:00
〜

入試説明会

大阪工大の就職力

学生トークセッション

常翔歴史館
（自由見学）

都市デザイン工学科
【1回目】10：45～11：15
【2回目】12：45～13：15

建築学科
【1回目】11：25～11：55
【2回目】13：25～13：55

機械工学科
【1回目】12：05～12：35
【2回目】14：05～14：35

電子情報システム工学科
【1回目】10：45～11：15
【2回目】12：45～13：15

応用化学科
【1回目】12：05～12：35
【2回目】14：05～14：35

環境工学科
【1回目】10：45～11：15
【2回目】12：45～13：15

生命工学科
【1回目】11：25～11：55
【2回目】13：25～13：55

電気電子システム工学科
【1回目】11：25～11：55
【2回目】13：25～13：55

【1階】保健室

ピ
ロ
テ
ィ
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保護者の方に最適なプログラムです。
ぜひご参加ください。

2回目の入試説明会は
文理併願方式についてもご紹介します。

新３号館完成！
新４号館（2020年7月竣工予定）建設中！

irie（アイリー） café 
（オープンキャンパス限定 学生カフェ） 

常翔
歴史館

コンビニ棟

コンビニ棟（営業時間9:00～16：00）

キャンパスツアーで
ご案内します。

●オープニングガイダンス
●工学部学科別企画
 （都市デザイン工学科、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）
●入試対策講座「英語」

●オープニングガイダンス　
●大阪工大の就職力　
●学生トークセッション　

●工学部学科別企画（建築学科）
●保健室
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●入試対策講座「数学」　
●入試説明会

15階

●工学部学科別企画（生命工学科１回目）
●知的財産学部企画

5号館
M-8

●工学部学科別企画集合場所（生命工学科２回目）
●アンケートコーナー（グッズ引換）

D-1 D-2 D-3 D-4 D-5

E-1 E-2 E-3 E-4 E-5

E-6 E-7 E-8

●相談コーナー（入試・学生生活・学修・就職）
●資料コーナー

P-3 P-4 P-5

T-6

●知的財産学部説明会
●休憩スペース（10：30～15：00）

P-1 P-2

●ランチコーナー
●日常に根付く知的財産
●プロジェクト活動パネル展示

10号館

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5

A-6 A-7

西中庭 T-1

S-12階

K-1 K-3K-2

●工学部学科別企画（環境工学科）

●工学部学科別企画（応用化学科）
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V-3 V-4 V-5
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5階

7階

Z-1

Z-2

ピロティA

ピロティB

X-1

X-2 X-3
●キャンパスツアー受付
　（各回開始5分前までにお集まりください。）
●無料ドリンク交換所

Chast（チャスト）

G-1

T-1 （西中庭テント）
各回開始5分前までに

お集まりください。

予約不要 入退場自由

■ 工学部　■ 知的財産学部（文系）

10：00～15：00（9：30開場）

8.25 日

大宮キャンパス

プログラム

スペシャルWEBサイト公開中！

WEBサイト

   ドリンク
無料チケット
交換場所 ピロティB

＊お好きなドリンク1本と交換します
  （1回のみ）。
＊オープンキャンパス当日のみ有効です。

8.25

DRINK
SERVICE
TICKET

『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は、
1号館1階�エントランスホールの�
タブレットで回答しよう！

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
1号館1階 エントランスホール
時間 10：30〜15：00

PRESENT!

学生スタッフが作成したLINEボットでヒントをGET！
ヒントLINEボット

キャンパス内に隠された
3つのキーワードを見つけよう。
見つけたキーワードはアンケートに
入力して提出してね。
5000円相当の最新文具Setが
オープンキャンパス全回通して
抽選で10名！！にアタル！！
（当選者の発表はプレゼントの発送をもって�
かえさせていただきます。）

3つのキーワードを探せ！
スマートフォンで
アンケートに答えて



興味あるイベントの開催場所は、このキャンパスマップでCheck！
イベント詳細ページのプログラム№と照らし合わせながら、数多くのイベントを回ってみよう。
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プログラム 内容 会場 11:00 11:3010:00 10:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 15:0013:30

入試説明会

入試対策講座「英語」

知的財産学部
説明会

知的財産学部企画

必見！！
オープンラボ

モノラボ体験

相談コーナー
（入試・学生生活・学修・就職）

クラブ実演

図書館見学

キャンパスツアー

資料コーナー

アンケート提出コーナー
（グッズ引換）

3つの
キーワードを探せ！

2020年度入試について説明します。
自分にぴったりの入試制度を見つけてください。

大手予備校の先生による、公募制推薦・一般入試「英語」の
出題傾向、受験対策講座です。

大手予備校の先生による、公募制推薦・一般入試「数学」の
出題傾向、受験対策講座です。

知的財産と産業やものづくりとの関わりを紹介し、
本学部における教育、学修支援体制、学生活動の
紹介を行います。理系の人にもオススメです。

模擬講義、学生による体験談などに参加して、
知的財産学部の学びを体感しよう。

プロジェクト紹介 学生が主体的に取り組むプロジェクト活動を
パネルなどで紹介します。

各学科の研究室を大公開！ 
未来をひらく最先端の技術に触れてみよう。

本学のものづくりの拠点“モノラボ”を大公開！
さまざまなものづくりにチャレンジしよう！

３つのキャンパス（大宮・梅田・枚方）について、リア
ルな学生生活をお話します！

学生がキャンパス内をツアー形式で案内します。
新3号館をはじめ、本学が誇る魅力的な施設を紹介します。

学生による、来場者のための限定カフェをOPEN
します。先着30名様には限定オリジナルグッズを
プレゼントします。是非休憩にお越しください。

入試制度、奨学金、課外活動、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。

ジェンガやUNOをしながらネイティブの先生や
LLC学生スタッフと英語を体験しよう！
面白いアクティビティも用意。英語が苦手な方も大歓迎！ 

図書館大宮本館には、320,000冊を超える蔵書があります。
高度な専門書や視聴覚資料が揃う図書館を見てみよう！

大宮キャンパスで活動する多彩なクラブが
各会場で実演を行います。
各クラブのパフォーマンスをお楽しみください。 

2020年度入試資料や2019年度入試問題の実物（閲覧のみ）
など、オープンキャンパスならではのアイテムを揃えています。

アンケートにお答えいただいた方には、学生デザインオリジナ
ルマフラータオルをプレゼント！

大宮キャンパス内に隠された3つのキーワードを見つけよう。
見つけたキーワードはアンケートに入力して回答してね。豪華
賞品が抽選でアタル！

1号館3階
131教室

1号館4階
142教室

1号館4階
141教室

6号館15階
ルラーシュ

学生トークセッション
工学部の各分野および知的財産学部の特色や学生生活の
過ごし方について学生たちがトークセッション形式で紹介
します。

2号館3階
231教室

1号館2階
121教室

中面参照

中面参照

中面参照

1号館3階
2号館3階 10:00

10:30
〜

10:30 15:00～

13:00～15:00

10:30 15:00～

10:30 15:00～

11:30～15:00

10:30 15:00～

10:30 15:00～

10:30 15:00～

10:30 15:00～

10:30～15:00

10:00 15:00～

13:00

13:30
〜

13:00

13:50
〜

14:00

14:50
〜

10:45

11:15
〜

12:20

12:55
〜

12:00

12:30
〜

13:00

13:30
〜

14:00

14:30
〜

13:30

14:00
〜

11:30

12:15
〜

10:50

11:50
〜

6号館16階
淀ビスタ

Chast
（チャスト）

2階

8号館
2～4階

常翔歴史館見学 1922年に関西工学専修学校として開校してから今日までの
歴史に触れよう。 常翔歴史館

8号館
（図書館）

5階

ピロティA
ピロティB

6号館16階
淀ビスタ

1号館1階
エントランス

ホール

大宮
キャンパス

［ランチ］6号館
1～2階食堂
［ドリンク］
ピロティB

受付場所
ピロティB
（7号館と
1号館の間）

グローバル体験
プログラム

（ランゲージラーニングセンター）

ランチコーナー&無料ドリンク交換所

10:30～15:00

11:00 15:00～ （ランチは14:30ラストオーダー）

11:00 15:00～ （14:30ラストオーダー）

11:00 15:00～

キャンパスマップ

工学部学科別企画
工学部の各学科がオリジナルの特別企画を開催。
各学科の魅力や特色がわかる必見のプログラム
です。

中面参照詳細は
中面参照
詳細は
中面参照

詳細は
中面参照
詳細は
中面参照

詳細は
中面参照
詳細は
中面参照

詳細は
中面参照
詳細は
中面参照

詳細は中面･
裏面参照

詳細は
中面参照
詳細は
中面参照

詳細は
中面参照
詳細は
中面参照

詳細は
中面参照
詳細は
中面参照

大学生によるキャンパス
ライフ・リアルトーク

irie café

先輩と話そう
～学生による相談コーナー～

（アイリーカフェ）

irie caféスペースを利用して、学生が皆さんの質
問や相談をお受けします。ざっくばらんに話をしよ
う！

学
生
企
画

プ
ロ
グ
ラ
ム

（図書館）8号館

5階
●irie café（オープンキャンパス限定 学生カフェ） 
●キャンパスライフ・リアルトーク

※2～4階は図書館自由見学

就職活動を体験した学生によるトークショー。
就職活動にまつわる苦労話はもちろん、大学での学び、
学生生活についてお話します。
本学就職部による強力な就職サポート体制についての
説明も行います。

大阪工大の就職力 2号館3階
232教室

詳細は
中面参照

タイムスケジュール

入試対策講座「数学」

オープンキャンパスをさらに楽しくする

あなたの「見たい＆知りたい」に応えるために、タイプ別のモデルコースを紹介。
このコースを参考に、大学選びに役立つ情報をたくさんゲットしてくださいね。

大阪工大の魅力を全部知
りたい人はこちら。お気に
入りの学びや施設をきっ
と発見できます。

学びや特色を知る
プログラム

体験型プログラム

学びや特色を知る
プログラム

体験型プログラム

学びや特色を知る
プログラム

体験型プログラム

キャンパスライフ
リアルトーク

キャンパスツアー
体験型プログラム

学びや特色を知る
プログラム

体験型プログラム

irie café 

グローバル体験
プログラム

キャンパスツアー

学び発見コース

高校１・２年生におすすめ

入試対策に重点を置いた
受験生必見のコース。受
験指導のプロによる講座
をお見逃しなく！

入試対策コース

高校3年生におすすめ

研究のおもしろさや難し
さ、大阪工大生のアット
ホームさにふれよう！

学生企画中心コース

学生生活を知りたい方におすすめ

なぜ大阪工大は就職に強
いのか？その実績を支え
る本学の魅力がまるごと
わかるコースです。

大阪工大まるわかりコース

保護者の方におすすめ

行きたいところは決まり
ましたか？自分でスケ
ジュールを立ててみよう！

オリジナルコース

自分のために

相談コーナー

入試説明会

プロジェクト紹介

入試対策講座
「数学」

入試対策講座
「英語」

13:00

14:00
〜

入試説明会

大阪工大の就職力

学生トークセッション

常翔歴史館
（自由見学）

都市デザイン工学科
【1回目】10：45～11：15
【2回目】12：45～13：15

建築学科
【1回目】11：25～11：55
【2回目】13：25～13：55

機械工学科
【1回目】12：05～12：35
【2回目】14：05～14：35

電子情報システム工学科
【1回目】10：45～11：15
【2回目】12：45～13：15

応用化学科
【1回目】12：05～12：35
【2回目】14：05～14：35

環境工学科
【1回目】10：45～11：15
【2回目】12：45～13：15

生命工学科
【1回目】11：25～11：55
【2回目】13：25～13：55

電気電子システム工学科
【1回目】11：25～11：55
【2回目】13：25～13：55

【1階】保健室

ピ
ロ
テ
ィ
Ａ

保護者の方に最適なプログラムです。
ぜひご参加ください。

2回目の入試説明会は
文理併願方式についてもご紹介します。

新３号館完成！
新４号館（2020年7月竣工予定）建設中！

irie（アイリー） café 
（オープンキャンパス限定 学生カフェ） 

常翔
歴史館

コンビニ棟

コンビニ棟（営業時間9:00～16：00）

キャンパスツアーで
ご案内します。

●オープニングガイダンス
●工学部学科別企画
 （都市デザイン工学科、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）
●入試対策講座「英語」

●オープニングガイダンス　
●大阪工大の就職力　
●学生トークセッション　

●工学部学科別企画（建築学科）
●保健室

1号館

2号館

M-3 M-5M-4

M-1 M-2

M-6 M-7 M-9

C-1 C-2 C-3 C-4 C-5

U-1 U-2 U-3
T-2 T-3 T-4 T-5

U-4

7階

6階

5階

4階

6号館

8号館（図書館）

1階

2階

3階

1階

3階

1階

D-7 D-8

D-6

5階

2階

1階

16階

淀ビスタ

ルラーシュ

●入試対策講座「数学」　
●入試説明会

15階

●工学部学科別企画（生命工学科１回目）
●知的財産学部企画

5号館
M-8

●工学部学科別企画集合場所（生命工学科２回目）
●アンケートコーナー（グッズ引換）

D-1 D-2 D-3 D-4 D-5

E-1 E-2 E-3 E-4 E-5

E-6 E-7 E-8

●相談コーナー（入試・学生生活・学修・就職）
●資料コーナー

P-3 P-4 P-5

T-6

●知的財産学部説明会
●休憩スペース（10：30～15：00）

P-1 P-2

●ランチコーナー
●日常に根付く知的財産
●プロジェクト活動パネル展示

10号館

A-1 A-2 A-3 A-4 A-5

A-6 A-7

西中庭 T-1

S-12階

K-1 K-3K-2

●工学部学科別企画（環境工学科）

●工学部学科別企画（応用化学科）

V-2V-1
V-6

V-3 V-4 V-5

3階

2階

5階

7階

Z-1

Z-2

ピロティA

ピロティB

X-1

X-2 X-3
●キャンパスツアー受付
　（各回開始5分前までにお集まりください。）
●無料ドリンク交換所

Chast（チャスト）

G-1

T-1 （西中庭テント）
各回開始5分前までに

お集まりください。

予約不要 入退場自由

■ 工学部　■ 知的財産学部（文系）

10：00～15：00（9：30開場）

8.25 日

大宮キャンパス

プログラム

スペシャルWEBサイト公開中！

WEBサイト

   ドリンク
無料チケット
交換場所 ピロティB

＊お好きなドリンク1本と交換します
  （1回のみ）。
＊オープンキャンパス当日のみ有効です。

8.25

DRINK
SERVICE
TICKET

『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は、
1号館1階�エントランスホールの�
タブレットで回答しよう！

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
1号館1階 エントランスホール
時間 10：30〜15：00

PRESENT!

学生スタッフが作成したLINEボットでヒントをGET！
ヒントLINEボット

キャンパス内に隠された
3つのキーワードを見つけよう。
見つけたキーワードはアンケートに
入力して提出してね。
5000円相当の最新文具Setが
オープンキャンパス全回通して
抽選で10名！！にアタル！！
（当選者の発表はプレゼントの発送をもって�
かえさせていただきます。）

3つのキーワードを探せ！
スマートフォンで
アンケートに答えて



学生トークセッション
工学部の各分野・知的財産学部の特色や学生生活の
過ごし方について学生たちがトークセッション形式で
紹介します。大阪工大で学ぶ学生たちの生の声を聞い
てみよう。

12：20～12：55時間

2号館3階 231教室会場

大阪工大の就職力
就職活動を体験した学生によるトークショー。就職活動
にまつわる苦労話はもちろん、大学での学び、学生生活
についてお話します。本学就職部による強力な就職サ
ポート体制についての説明も行います。

13：00～14：00時間

2号館3階 232教室会場

保護者の方に
最適なプログラムです。
ぜひご参加ください。

10：30～15：00時間
プロジェクト紹介

モノラボ体験

T-4 人力飛行機プロジェクト
「鳥人間コンテスト2018（人力
プロペラ機部門）」に出場！人力
飛行機プロジェクトの魅力を人
力プロペラ機とともに、パネル
で紹介します。

1号館1階 
モノラボアネックス

会場

クラブ実演
X-1

心地よい吹奏楽曲を演奏します！興味のある方は、音楽練
習室１（1号館地下１Ｆ）での楽器体験も可能です！

ピロティA会場

ピロティB会場

音楽に合わせたジャグリングショーを開催します。見れ
ば見るほど興味が湧いてきますよ！

Z-2

3DCADでロボットの顔を設計して3Dプリンタで造形します。
流行の機器キャラマグネット作りにチャレンジしよう！

10：30～15：00時間

10号館3階 CAD・ＣＡＥ室会場

Z-1

基盤にLEDライト、スイッチ、電池ボックス等をはんだ付
けし、ライトケースに収納し組立てます！

10：30～15：00時間

10号館2階 組立加工室会場

最先端の設備に触れながら、ものづくり体験を楽しもう！

3Dプリンタで立体造形を体験！LEDポケットライトを作ってみよう

工学部学科別企画 工学部の各学科がオリジナルの特別企画を開催。
各学科の魅力や特色がわかる必見のプログラムです。

みんなが住むまちと
夢に見るまち

皆さんが毎日過ごす見慣れたまち。そし
て夢見るまち。われわれの生活を支え、
未来へつなぐ技術について紹介します。

都市デザイン工学科

【1回目】10：45～11：15
【2回目】12：45～13：15

時間

電子情報システム工学科の紹介

電子情報システム工学科で学ぶ内容や
研究分野について説明します。また、人工
知能の分野で活躍する上野未貴先生が
お話します。

電子情報システム工学科

【1回目】10：45～11：15
【2回目】12：45～13：15

時間

世界は
化学者のきみを待っている！

自動車やスマホづくりから文化遺産の
保存修復まで今や化学が主役。大阪工
業大学で化学を学んできみもヒーロー
になろう。

【1回目】12：05～12：35
【2回目】14：05～14：35

時間

10号館7階 1007A大学院講義室会場

環境工学科へようこそ

環境問題解決に向けた学びの内容、日ご
ろの研究活動など、本学科の学生生活
を、学生と教員が伝えます。

環境工学科

1号館3階 132教室会場

1号館3階 133教室会場

10号館5階 大学院講義室会場

【1回目】10：45～11：15
【2回目】12：45～13：15

時間

注 目

応用化学科

のプログラム

T-5 学生フォーミュラプロジェクト
全日本学生フォーミュラ大会への出場、上位入賞をめざ
している活動を紹介します。車体製作についても紹介し
ます。

1号館1階 モノラボアネックス会場

時間

時間

12：00～12：30

①12：30 ～ 13：00 
②14：30 ～ 15：00

X-2 機械工学研究部
課外活動でも、ものづくりへの情熱を燃やしています！今日
はかわさきロボットと二足歩行ロボットの紹介をします。

時間 11：30～13：30 ピロティB会場

文化会ウインドアンサンブル

X-3 ジャグリングクラブ

建築のかたちは
どのようにして決まる？

建築には用・強・美のバランスが必要で
す。さまざまな事例をもとに、建築のかた
ちを考えるヒントを学ぶ模擬講義を行い
ます。

建築学科

【1回目】11：25～11：55
【2回目】13：25～13：55

時間

2号館1階 アトリエコーナー会場

大学での研究成果を
カタチにするための道のり

大学の研究から生まれる、新しいアイデア
や技術を社会で役立てるためにも、企業
との共同研究や学会活動が重要なカギと
なります。その面白さと難しさについて、実
体験を交えて大学院生がお話します。

機械工学科

【1回目】12：05～12：35
【2回目】14：05～14：35

時間

1号館3階 132教室会場

学生発表！電気電子システム
工学科の魅力と研究の面白さ

学生が自身の体験を元に学生生活や授
業・研究・プロジェクト活動などについ
て、熱く語ります。

電気電子システム工学科

【1回目】11：25～11：55
【2回目】13：25～13：55

時間

1号館3階 133教室会場

会場

知財PR隊は、企業からの相談に応じて知的財産活動を
行う、地域・産学連携を通した実践的プロジェクトです。
企業との共同開発品の展示や過去の活動報告を行いま
す。

知財PR隊プロジェクト

6号館15階 ルラーシュ

T-6

会場

T-3 ロボットプロジェクト
N H K 学 生 ロボコン、レス
キューロボットコンテストな
どに出場、上位入賞をめざし
ている活動を紹介します。

1号館1階 
モノラボアネックス

大阪工大で活動する多彩なクラブが各会場で実演します！

生命工学科がわかる

生命工学科の学生が、講義、実験、ゼミ
活動などの勉学、そして進路について、
学生の目線から紹介します。

生命工学科

1号館2階 多目的室5会場

11：25～11：55時間 13：25（終了時間13：55）

研究室プレミアムツアー

東学舎の研究室ツアーを開催。研究室
を見学しながら、研究内容や機器につい
て紹介します。

1号館1階 エントランスホール集合場所

1回目 2回目

T-2 ソーラーカープロジェクト
オリンピアクラス第3位獲得！ソーラーカーレース鈴鹿2018（2018年8月4日・5日
開催）に出場しました。
本プロジェクトの紹介とオリンピアクラス第3位を獲得した機体の展示を行います。
また、ソーラーパネルを使った発電実験も体験できます。

会場 1号館1階 モノラボアネックス

T-1 次世代EV（電気自動車）
駐停車あるいは走行中に、いつでもどこでも無線で充
電でき、また蓄えた電力を無線で家や地域に提供でき
るワイヤレスV2C（ビークル トゥー コミュニティ）システ
ムを搭載した近未来の電気自動車の開発をめざした活
動を紹介します。

西中庭（5号館前テント）会場

知的財産学部説明会＆企画 日常に根付く
知的財産

知的財産って何？ 
そんな疑問もこのプログラムで解決！

知的財産学部説明会
知的財産を学べる国内唯一の専門学
部である、本学部における教育、学習
支援体制、学生の活動を紹介します。

10：50～11：10時間

6号館15階 ルラーシュ会場

13：00～13：40時間 1号館2階 121教室会場

時間

6号館1階 食堂会場

課外で実践している、知的財産に関わる学びを深める取り組みに
ついて紹介します。

知的財産は、日常の様々な
シーンで私たちの生活に関
わってきます。会場では、教
員がみなさんの身近にある
ものをテーマとしてわかりや
すく紹介します。

12:30～12：50

知的財産学部生企画「私たちの〈知的財産〉の深め方」

現役大学生が答える知財Q&A
知的財産学部 3年生・4年生がみな
さんの質問にズバリお答えします。知
的財産ってなに？どうやって勉強して
るの？なんでも聞いてみよう。

11：10～11：50時間

6号館15階 ルラーシュ会場

模擬講義「産業社会と知的財産」
１年生が最初に知的財産に接する「産業社会と知的財産」の講義を、実
際の授業担当教員が会場で再現。知的財産学部の講義を体験しよう。

13：40～14：20時間 1号館2階 121教室会場

注目！

学生による知的財産学部紹介
実際に学ぶ学生が、知的財産と産業の関わりや、社会における知
的財産の重要性について熱く語ります。会場からのコメントも受け
付ける参加型イベントです。

14：20～15：00時間 1号館2階 121教室会場

グローバル体験プログラム
S-1 Let’s Challenge!

英語を楽しく学ぼう
ジェンガやUNOをしながらネイティブの先生やLLC学
生スタッフと英語を楽しく学ぼう！面白いアクティビティ
も用意。英語が苦手な方も大歓迎！

Chast（チャスト）2階会場

時間 10:30～15:00

（ランゲージラーニングセンター）

学生が主体的に取り組み、実践力を磨くさまざまなプロジェクト活動を行っています。
各プロジェクトは6号館1階エレベーターホールにおいてパネルで紹介します。
また、　　 ～　　 のプロジェクトは、各会場でも紹介します。T-1 T-6

集合時間

C-1  安全・安心な橋を建設するには？
コンクリートなどの強度の計測方法や構造の工夫を学ぶことで、地
震などの自然災害に耐える強い橋がどのように建設されているの
かを紹介します。

会場 1号館2階 多目的室

C-2  生き物のような水の流れ
水路を用いて毎年発生する洪水で、ダムの放流や水の中を歩く疑
似体験をしてみよう（水工実験室に移動します）。

会場 1号館2階 多目的室

C-3  都市で起こる災害を知り、備える
地理情報システム（GIS）を用いて分析した、自然災害による都市構
造物の被害想定と防災・減災対策を紹介します。

会場 1号館2階 多目的室

C-4  津波に耐える
津波と通常の波のちがいを小さい水槽を使って説明します。また、
最新式津波可動防波堤の小型模型実験を公開します。

会場 1号館2階 多目的室

C-5  都市デザイン工学科研究紹介
各研究室で実施している最先端の都市デザイン工学研究をパネル
にて展示します。

会場 1号館2階 多目的室

オープンラボ 各学科で展開する研究を間近で体感できるチャンス！未来をひらく最先端の技術に触れてみよう。

都市デザイン工学科

A-1  アーキテクト（建築家）になろう
建築学科の4年間で取り組む設計課題の学生作品を展示します。
1級建築士を数多く輩出する当学科の魅力を紹介します。
会場 2号館1階 第1製図室

A-2  ドーム建築の仕組み
斬新なコンセプトや独創的なアイディアにあふれるドーム建築のしく
みを紹介します。ドーム模型の組立体験プログラムもあります。
会場 2号館1階 第1製図室

A-3  建築と建築家から学ぶこと
建築学科では将来建築の仕事に就くための基礎を勉強します。建
築と建築家から学ぶことは実に多く、建築界で生きていくための基
礎体力を育んでくれます。あなたの好きな建築物と建築家はどれで
すか？
会場 2号館1階 第1製図室

A-4  空間をシミュレーションする
建築空間はどのようにして生まれるのでしょうか？名作建築を「モ
デル」とした、シミュレーションによる空間デザインについて紹介し
ます。
会場 2号館1階 第1製図室

建築学科

A-5  あなたの家は大丈夫？
 地震に強い建物とは
日本は、地震大国です。安心して暮らすためには、どのようにしたら
よいか、様々な建物の模型を作って、揺れ方を体験してみよう。

会場 2号館1階 第1製図室

A-6  林業の村で展開する
 木材活用プロジェクト
廃校小学校のリノベーションや間伐材を活用した遊歩道ウッド
デッキテラスなど学生自らデザインビルドするドキュメントをご覧
ください。

会場 2号館1階 第1製図室

A-7  2018年4月リニューアル！
 建築学科研究フロア見学ツアー
建築学科の研究フロアを教員・学生がツアー形式で案内します。建
築に夢中になれる学びの場を見てみよう！

集合時間 【1回目】10:45〜11:15
【2回目】14:00〜14:30

集合場所 2号館1階 アトリエコーナー

M-1  圧電ライトを作ろう!!
いろんな色のLEDを使ったオリジナルのライトをつくります。シャカ
シャカ振って発電する究極のエコを体験しよう。

会場 1号館5階 154セミナー室

M-2  人型ロボットを操縦しよう
小型人型ロボットを操って、障害物競走に挑戦しよう。自分の思い
通りにロボットを制御できるか？

会場 1号館5階 M科実験室

M-3  光硬化プラスチックの強度向上と
 ストラップ作り
光で硬化するプラスチックの強度を上げる方法として複合化につ
いて学びます。最後にこれを使ってオリジナル携帯ストラップをつく
ろう。

会場 1号館6階 機械工学実験室16A

M-4  アクセサリーづくりで
 塑性加工を体験しよう
金属の塑性（そせい）という性質を利用したオリジナルペンダント
づくりを体験しよう。

会場 1号館6階 機械工学実験室1602

M-5  ホットボンドを使って
 強度の高い橋を作ろう
ホットボンドを使って好きな形の橋を作ってみよう。最後に簡単な
強度試験を行い、橋の強度について学ぼう。

会場 1号館6階 接合工学研究室

M-6  超小型人工衛星プロジェクトの紹介
手のひらサイズの小型人工衛星を開発し、国際宇宙ステーション
から宇宙へ放出するプロジェクトを紹介します。

会場 1号館7階 機械工学実験室17D

機械工学科

M-7  2輪走行車の自動制御を体験しよう
2輪走行車の自動制御プログラミングを簡単なフローチャートを
作成することにより体験してみよう。

会場 1号館7階 機械工学実験室17C

M-8  ミニチュアエンジンの分解・組立体験
エンジンには機械工学のあらゆる技術が詰まっています。ミニチュ
アエンジンの構造や各部品の機能を理解しよう。

会場 1号館7階 機械工学実験室1702

M-9  【熱】が走る速さを観測しよう
機械に用いられる金属材料などに熱が加わると、材料内を熱が走
ります（伝わります）。熱が走る（伝わる）速さを観測する簡単な実
験を体験しよう。

会場 1号館7階 伝熱工学研究室

E-1  環境にやさしい燃料電池発電と
 水素燃料生成実験
車や家庭に使われる燃料電池発電とプラズマによって簡単に生成
できる水素燃料のデモをします。

会場 5号館1階 E科第1実験室

E-2  静電気を使ったPMの除去実験
静電気を使って環境問題にアタックしよう！線香の煙を有害なPM
（粒状物質）に見立てた実験で確かめます。

会場 5号館1階 E科第1実験室

E-3  プラズマでモノをつくる・モノを変える
プラズマを使ったPETフィルム表面改質実験を通して、プラズマの
便利さを体験してみよう。

会場 5号館1階 E科第1実験室

E-4  プラズマによる水処理実験
人工的に雷（プラズマ）を発生させて、水をきれいにする実験を行
います。

会場 5号館1階 E科第1実験室

E-5  人工雷を体験！
 稲光を間近で観察しよう
人工雷を見られるのは、本学では電気電子システム工学科だけ！
雷発生ボタンをスイッチオン！

会場 5号館１階 E科第1実験室

E-6  バランスゲーム
掃除の時間、ホウキを逆さにして手のひらでバランスを取りません
でしたか？今回は、それをコンピュータ相手に挑戦してみよう。

会場 5号館1階 E科大学院研究室

E-7  システムの最適化に挑戦しよう
システムを最適化してみよう！君はコンピュータに勝てるか！？

会場 5号館1階 Ｅ科大学院研究室

電気電子システム工学科

大阪工業大学の新たな研究拠点・新3号館をキャンパスツアーの
なかでご案内します。1階には、都市デザイン工学科・建築学科の
実験設備フロア、2階から4階までは教室フロアになっています。
まだ誰も使っていない新しい学び舎を、学生スタッフと一緒に見学
に行こう。

キャンパスツアー
時　　間 12:00〜、13:00〜、14:00〜　各回30分
受付場所 ピロティB　各回開始5分前までにお集まりください。

新3号館を見学しよう！TOPIC

E-8  ICの中身とは？
 & おもしろ電子工作
集積回路（IC）の中身を顕微鏡を使って見て、無線通信機器に使わ
れている回路を学ぼう。そしてマイコンを使った回路も電子工作し
てみよう。

会場 5号館1階 Ｅ科大学院研究室

D-1  学科の研究紹介、国際PBLの紹介
電子情報システム工学科の全研究室の紹介とPBL科目ならびに

国際PBLの取り組みについてポスターを使って紹介します。

会場 5号館1階 電子情報通信実験Ⅱ第1実験室

D-2  光を検知するとメロディが鳴り
 LEDが点滅する回路を製作しよう
明るさセンサに指で触れるとメロディーが鳴り出し、マルチカラー

LEDが点滅する回路を製作します。光センサの仕組みについて学

ぼう。

会場 5号館1階 電子情報通信実験Ⅱ第2実験室

D-3  スピーカの仕組みと
 信号の増幅を学ぼう
圧電スピーカとマグネットスピーカのちがいを理解し、メロディIC

の信号を増幅する電子回路を作って音を聴き比べてみよう。

会場 5号館１階 電子情報通信実験Ⅱ第3実験室

D-4  ミリ波近距離レーダによる
 各種実測体験
24GHz帯レーダを使い、壁透過、移動物体に対するドップラ実測

などを行い、電磁波とレーダセンサーの仕組みを体験しよう。

会場 5号館1階 電子情報通信実験Ⅱ第4実験室

D-5  マイコンシステム研究室の
 植物工場無人化研究
マイコンを使ったメロン・大豆・キュウリ等の水耕栽培方式のLED

植物工場の検討と無人運転システムの開発を紹介します。

会場 5号館1階 マイコンシステム研究室

D-6  アニメーションプログラミング
アニメーションが簡単に作成できるプログラミング言語でプログ

ラムの基本を学ぼう。

会場 5号館2階 通信・情報系共同研究室

D-7  スマホで動くアプリを作ろう
参加者はスマートフォンを持参して下さい。15分程度の演習でス

マートフォンで動作する簡単なお絵かきアプリを作製してみよう。

会場 5号館5階 ネットワーク実習室

D-8  仮想現実空間を体験しよう
VRってどんなもの？メガネを装着するとあなたの動作に合わせて

現実には存在しない物体が飛び出して見える！

会場 5号館5階 マルチメディア情報研究室

電子情報システム工学科

K-1  生活を支える有機分子たち
香料、味覚物質、界面活性剤など、日常生活を支える有機分子を紹
介します。また、これらの分子を作る「有機合成技術」も紹介します。
会場 10号館7階 1007D学生実験室1

K-2  解熱鎮痛薬を合成しよう
医薬品の多くは化学合成によって作られています。解熱鎮痛作用
のある有効成分を合成し、化学反応の面白さを実感しよう。
会場 10号館7階 1007D学生実験室1

K-3  身の周りの高分子材料
私達の身の周りは高分子材料で溢れています。高分子材料がどの
ような箇所に用いられているのかについて紹介します。
会場 10号館７階 1007E学生実験室2

応用化学科

V-1  お天気の科学
 竜巻はなぜ起きる？
簡単な実験で気象現象を起こしてみることで、地球を取り巻く空気
（大気）と気象の科学について楽しく学びます。

会場 10号館5階 エレベーターホール

V-2  特許申請中！ 
 「吸湿性微粒子捕集装置」
排ガス処理でやっかいな「凝縮性ダスト」や、空気感染性のウイル
スなどに適用する、これまで存在しなかった全く新しい方法を紹介
します。
会場 10号館5階 エレベーターホール

V-3  LED植物工場
赤と青の発光ダイオードを備えた水耕栽培の植物工場における野
菜栽培を展示します。
会場 10号館5階 エレベーターホール

V-4  里山ビオトープ
里山の森林植生を屋内ビオトープに復元する試みを紹介します。
会場 10号館5階 エレベーターホール

V-5  生ごみから炎！？
 バイオガスを体験しよう
生ごみを嫌気状態で微生物分解させると、メタンと二酸化炭素から
なるバイオガスが発生します。どんな色で燃えるのか見てみよう。
会場 10号館5階 共同ゼミ室

V-6  分子のチカラでエコロジー
身近に存在する有機分子でもエコロジーに貢献できます。分子の
潜在能力が現れる環境をあなたの味覚で体験しよう！？
会場 10号館5階 共同ゼミ室

環境工学科

U-1  私たちの食生活を支える微生物たち
食品の中には微生物を利用して作られているものがたくさんありま
す。どんな微生物が使われているか知っていますか？その姿を見て
みよう。

会場 1号館1階 エントランスホール

U-2  再生医療は工学！？
再生医療技術の一つである組織工学について学びましょう。模擬
手術の体験もできますよ。

会場 1号館1階 エントランスホール

U-3  感覚をつかさどる
 神経細胞を光らせる
トウガラシは辛い、ミントは冷たい。これらの感覚を生み出す神経
細胞を光らせて、顕微鏡でお見せします。

会場 1号館1階 エントランスホール

U-4  触って感じる医療材料（循環器系）！！
医療で使われている人工弁（人工材料や生体材料）に触れて、それ
ぞれの特徴を感じてみよう。

会場 1号館1階 エントランスホール

生命工学科

G-1  太陽系ツアーをテーマとした
 課題解決型授業
太陽系ツアーの企画という壮大なテーマを、異なる学科の学生が
集まったチームで議論しながら解決する授業の様子を紹介しま
す。
会場 1号館2階 多目的室4

● ● ● ● ●  一般教育科科目 ● ● ● ● ●

P-1  現役大学生が答える知財Q&A
知的財産学部�3年生・4年生がみなさんの質問にズバリお答えし
ます。知的財産ってなに？どうやって勉強してるの？なんでも聞いて
みよう。

会場 6号館15階 ルラーシュ

P-2  知的財産と模倣
近時の模倣商品について調査し、その展示と知的財産との関係を
パネル展示により解説します。

会場 6号館15階 ルラーシュ

P-3  知的財産推進部活動紹介
課外活動団体である知的財産推進部の活動を紹介し、知的財産
学部の学びの深さを展示・説明します。

会場 6号館15階 ルラーシュ

P-4  知財PR隊活動紹介
課外活動団体である知財PR隊の活動を紹介し、中小企業に対す
る知財活用支援活動を紹介します。

会場 6号館15階 ルラーシュ

P-5  弁理士受験会紹介
弁理士受験を目指すメンバーの活動・成果を紹介し、弁理士受験
を目指す学生が利用する学内の仕組みを説明します。

会場 6号館15階 ルラーシュ

知的財産学部

2年連続学部生が
弁理士合格

キャンパスライフ・リアルトーク！！
３つのキャンパス（大宮・梅田・枚方）について、あ
りのままの学生生活をディスカッション形式で
発表します。学生が語る「大阪工業大学の素顔」
に触れるチャンスです！
※�学生が制作した「キャンパス紹介パネル」は常時
展示しています。

会場 8号館（図書館）5階
時間 13：30〜14：00

大学生による

irie café
（アイリーカフェ） 

オープンキャンパス限定で
OPENします！学生企画から生
まれたカフェで、オリジナルドリ
ンクを飲みながらくつろいでく
ださい。また、学生に質問した
り、ざっくばらんに話せる相談
コーナーもご用意しています。
ぜひお立ち寄りください。
※ドリンクは有料です。

会場 8号館（図書館）5階
時間 11：00〜15：00（ラストオーダー14：30）

OPEN



学生トークセッション
工学部の各分野・知的財産学部の特色や学生生活の
過ごし方について学生たちがトークセッション形式で
紹介します。大阪工大で学ぶ学生たちの生の声を聞い
てみよう。

12：20～12：55時間

2号館3階 231教室会場

大阪工大の就職力
就職活動を体験した学生によるトークショー。就職活動
にまつわる苦労話はもちろん、大学での学び、学生生活
についてお話します。本学就職部による強力な就職サ
ポート体制についての説明も行います。

13：00～14：00時間

2号館3階 232教室会場

保護者の方に
最適なプログラムです。
ぜひご参加ください。

10：30～15：00時間
プロジェクト紹介

モノラボ体験

T-4 人力飛行機プロジェクト
「鳥人間コンテスト2018（人力
プロペラ機部門）」に出場！人力
飛行機プロジェクトの魅力を人
力プロペラ機とともに、パネル
で紹介します。

1号館1階 
モノラボアネックス

会場

クラブ実演
X-1

心地よい吹奏楽曲を演奏します！興味のある方は、音楽練
習室１（1号館地下１Ｆ）での楽器体験も可能です！

ピロティA会場

ピロティB会場

音楽に合わせたジャグリングショーを開催します。見れ
ば見るほど興味が湧いてきますよ！

Z-2

3DCADでロボットの顔を設計して3Dプリンタで造形します。
流行の機器キャラマグネット作りにチャレンジしよう！

10：30～15：00時間

10号館3階 CAD・ＣＡＥ室会場

Z-1

基盤にLEDライト、スイッチ、電池ボックス等をはんだ付
けし、ライトケースに収納し組立てます！

10：30～15：00時間

10号館2階 組立加工室会場

最先端の設備に触れながら、ものづくり体験を楽しもう！

3Dプリンタで立体造形を体験！LEDポケットライトを作ってみよう

工学部学科別企画 工学部の各学科がオリジナルの特別企画を開催。
各学科の魅力や特色がわかる必見のプログラムです。

みんなが住むまちと
夢に見るまち

皆さんが毎日過ごす見慣れたまち。そし
て夢見るまち。われわれの生活を支え、
未来へつなぐ技術について紹介します。

都市デザイン工学科

【1回目】10：45～11：15
【2回目】12：45～13：15

時間

電子情報システム工学科の紹介

電子情報システム工学科で学ぶ内容や
研究分野について説明します。また、人工
知能の分野で活躍する上野未貴先生が
お話します。

電子情報システム工学科

【1回目】10：45～11：15
【2回目】12：45～13：15

時間

世界は
化学者のきみを待っている！

自動車やスマホづくりから文化遺産の
保存修復まで今や化学が主役。大阪工
業大学で化学を学んできみもヒーロー
になろう。

【1回目】12：05～12：35
【2回目】14：05～14：35

時間

10号館7階 1007A大学院講義室会場

環境工学科へようこそ

環境問題解決に向けた学びの内容、日ご
ろの研究活動など、本学科の学生生活
を、学生と教員が伝えます。

環境工学科

1号館3階 132教室会場

1号館3階 133教室会場

10号館5階 大学院講義室会場

【1回目】10：45～11：15
【2回目】12：45～13：15

時間

注 目

応用化学科

のプログラム

T-5 学生フォーミュラプロジェクト
全日本学生フォーミュラ大会への出場、上位入賞をめざ
している活動を紹介します。車体製作についても紹介し
ます。

1号館1階 モノラボアネックス会場

時間

時間

12：00～12：30

①12：30 ～ 13：00 
②14：30 ～ 15：00

X-2 機械工学研究部
課外活動でも、ものづくりへの情熱を燃やしています！今日
はかわさきロボットと二足歩行ロボットの紹介をします。

時間 11：30～13：30 ピロティB会場

文化会ウインドアンサンブル

X-3 ジャグリングクラブ

建築のかたちは
どのようにして決まる？

建築には用・強・美のバランスが必要で
す。さまざまな事例をもとに、建築のかた
ちを考えるヒントを学ぶ模擬講義を行い
ます。

建築学科

【1回目】11：25～11：55
【2回目】13：25～13：55

時間

2号館1階 アトリエコーナー会場

大学での研究成果を
カタチにするための道のり

大学の研究から生まれる、新しいアイデア
や技術を社会で役立てるためにも、企業
との共同研究や学会活動が重要なカギと
なります。その面白さと難しさについて、実
体験を交えて大学院生がお話します。

機械工学科

【1回目】12：05～12：35
【2回目】14：05～14：35

時間

1号館3階 132教室会場

学生発表！電気電子システム
工学科の魅力と研究の面白さ

学生が自身の体験を元に学生生活や授
業・研究・プロジェクト活動などについ
て、熱く語ります。

電気電子システム工学科

【1回目】11：25～11：55
【2回目】13：25～13：55

時間

1号館3階 133教室会場

会場

知財PR隊は、企業からの相談に応じて知的財産活動を
行う、地域・産学連携を通した実践的プロジェクトです。
企業との共同開発品の展示や過去の活動報告を行いま
す。

知財PR隊プロジェクト

6号館15階 ルラーシュ

T-6

会場

T-3 ロボットプロジェクト
N H K 学 生 ロボコン、レス
キューロボットコンテストな
どに出場、上位入賞をめざし
ている活動を紹介します。

1号館1階 
モノラボアネックス

大阪工大で活動する多彩なクラブが各会場で実演します！

生命工学科がわかる

生命工学科の学生が、講義、実験、ゼミ
活動などの勉学、そして進路について、
学生の目線から紹介します。

生命工学科

1号館2階 多目的室5会場

11：25～11：55時間 13：25（終了時間13：55）

研究室プレミアムツアー

東学舎の研究室ツアーを開催。研究室
を見学しながら、研究内容や機器につい
て紹介します。

1号館1階 エントランスホール集合場所

1回目 2回目

T-2 ソーラーカープロジェクト
オリンピアクラス第3位獲得！ソーラーカーレース鈴鹿2018（2018年8月4日・5日
開催）に出場しました。
本プロジェクトの紹介とオリンピアクラス第3位を獲得した機体の展示を行います。
また、ソーラーパネルを使った発電実験も体験できます。

会場 1号館1階 モノラボアネックス

T-1 次世代EV（電気自動車）
駐停車あるいは走行中に、いつでもどこでも無線で充
電でき、また蓄えた電力を無線で家や地域に提供でき
るワイヤレスV2C（ビークル トゥー コミュニティ）システ
ムを搭載した近未来の電気自動車の開発をめざした活
動を紹介します。

西中庭（5号館前テント）会場

知的財産学部説明会＆企画 日常に根付く
知的財産

知的財産って何？ 
そんな疑問もこのプログラムで解決！

知的財産学部説明会
知的財産を学べる国内唯一の専門学
部である、本学部における教育、学習
支援体制、学生の活動を紹介します。

10：50～11：10時間

6号館15階 ルラーシュ会場

13：00～13：40時間 1号館2階 121教室会場

時間

6号館1階 食堂会場

課外で実践している、知的財産に関わる学びを深める取り組みに
ついて紹介します。

知的財産は、日常の様々な
シーンで私たちの生活に関
わってきます。会場では、教
員がみなさんの身近にある
ものをテーマとしてわかりや
すく紹介します。

12:30～12：50

知的財産学部生企画「私たちの〈知的財産〉の深め方」

現役大学生が答える知財Q&A
知的財産学部 3年生・4年生がみな
さんの質問にズバリお答えします。知
的財産ってなに？どうやって勉強して
るの？なんでも聞いてみよう。

11：10～11：50時間

6号館15階 ルラーシュ会場

模擬講義「産業社会と知的財産」
１年生が最初に知的財産に接する「産業社会と知的財産」の講義を、実
際の授業担当教員が会場で再現。知的財産学部の講義を体験しよう。

13：40～14：20時間 1号館2階 121教室会場

注目！

学生による知的財産学部紹介
実際に学ぶ学生が、知的財産と産業の関わりや、社会における知
的財産の重要性について熱く語ります。会場からのコメントも受け
付ける参加型イベントです。

14：20～15：00時間 1号館2階 121教室会場

グローバル体験プログラム
S-1 Let’s Challenge!

英語を楽しく学ぼう
ジェンガやUNOをしながらネイティブの先生やLLC学
生スタッフと英語を楽しく学ぼう！面白いアクティビティ
も用意。英語が苦手な方も大歓迎！

Chast（チャスト）2階会場

時間 10:30～15:00

（ランゲージラーニングセンター）

学生が主体的に取り組み、実践力を磨くさまざまなプロジェクト活動を行っています。
各プロジェクトは6号館1階エレベーターホールにおいてパネルで紹介します。
また、　　 ～　　 のプロジェクトは、各会場でも紹介します。T-1 T-6

集合時間

C-1  安全・安心な橋を建設するには？
コンクリートなどの強度の計測方法や構造の工夫を学ぶことで、地
震などの自然災害に耐える強い橋がどのように建設されているの
かを紹介します。

会場 1号館2階 多目的室

C-2  生き物のような水の流れ
水路を用いて毎年発生する洪水で、ダムの放流や水の中を歩く疑
似体験をしてみよう（水工実験室に移動します）。

会場 1号館2階 多目的室

C-3  都市で起こる災害を知り、備える
地理情報システム（GIS）を用いて分析した、自然災害による都市構
造物の被害想定と防災・減災対策を紹介します。

会場 1号館2階 多目的室

C-4  津波に耐える
津波と通常の波のちがいを小さい水槽を使って説明します。また、
最新式津波可動防波堤の小型模型実験を公開します。

会場 1号館2階 多目的室

C-5  都市デザイン工学科研究紹介
各研究室で実施している最先端の都市デザイン工学研究をパネル
にて展示します。

会場 1号館2階 多目的室

オープンラボ 各学科で展開する研究を間近で体感できるチャンス！未来をひらく最先端の技術に触れてみよう。

都市デザイン工学科

A-1  アーキテクト（建築家）になろう
建築学科の4年間で取り組む設計課題の学生作品を展示します。
1級建築士を数多く輩出する当学科の魅力を紹介します。
会場 2号館1階 第1製図室

A-2  ドーム建築の仕組み
斬新なコンセプトや独創的なアイディアにあふれるドーム建築のしく
みを紹介します。ドーム模型の組立体験プログラムもあります。
会場 2号館1階 第1製図室

A-3  建築と建築家から学ぶこと
建築学科では将来建築の仕事に就くための基礎を勉強します。建
築と建築家から学ぶことは実に多く、建築界で生きていくための基
礎体力を育んでくれます。あなたの好きな建築物と建築家はどれで
すか？
会場 2号館1階 第1製図室

A-4  空間をシミュレーションする
建築空間はどのようにして生まれるのでしょうか？名作建築を「モ
デル」とした、シミュレーションによる空間デザインについて紹介し
ます。
会場 2号館1階 第1製図室

建築学科

A-5  あなたの家は大丈夫？
 地震に強い建物とは
日本は、地震大国です。安心して暮らすためには、どのようにしたら
よいか、様々な建物の模型を作って、揺れ方を体験してみよう。

会場 2号館1階 第1製図室

A-6  林業の村で展開する
 木材活用プロジェクト
廃校小学校のリノベーションや間伐材を活用した遊歩道ウッド
デッキテラスなど学生自らデザインビルドするドキュメントをご覧
ください。

会場 2号館1階 第1製図室

A-7  2018年4月リニューアル！
 建築学科研究フロア見学ツアー
建築学科の研究フロアを教員・学生がツアー形式で案内します。建
築に夢中になれる学びの場を見てみよう！

集合時間 【1回目】10:45〜11:15
【2回目】14:00〜14:30

集合場所 2号館1階 アトリエコーナー

M-1  圧電ライトを作ろう!!
いろんな色のLEDを使ったオリジナルのライトをつくります。シャカ
シャカ振って発電する究極のエコを体験しよう。

会場 1号館5階 154セミナー室

M-2  人型ロボットを操縦しよう
小型人型ロボットを操って、障害物競走に挑戦しよう。自分の思い
通りにロボットを制御できるか？

会場 1号館5階 M科実験室

M-3  光硬化プラスチックの強度向上と
 ストラップ作り
光で硬化するプラスチックの強度を上げる方法として複合化につ
いて学びます。最後にこれを使ってオリジナル携帯ストラップをつく
ろう。

会場 1号館6階 機械工学実験室16A

M-4  アクセサリーづくりで
 塑性加工を体験しよう
金属の塑性（そせい）という性質を利用したオリジナルペンダント
づくりを体験しよう。

会場 1号館6階 機械工学実験室1602

M-5  ホットボンドを使って
 強度の高い橋を作ろう
ホットボンドを使って好きな形の橋を作ってみよう。最後に簡単な
強度試験を行い、橋の強度について学ぼう。

会場 1号館6階 接合工学研究室

M-6  超小型人工衛星プロジェクトの紹介
手のひらサイズの小型人工衛星を開発し、国際宇宙ステーション
から宇宙へ放出するプロジェクトを紹介します。

会場 1号館7階 機械工学実験室17D

機械工学科

M-7  2輪走行車の自動制御を体験しよう
2輪走行車の自動制御プログラミングを簡単なフローチャートを
作成することにより体験してみよう。

会場 1号館7階 機械工学実験室17C

M-8  ミニチュアエンジンの分解・組立体験
エンジンには機械工学のあらゆる技術が詰まっています。ミニチュ
アエンジンの構造や各部品の機能を理解しよう。

会場 1号館7階 機械工学実験室1702

M-9  【熱】が走る速さを観測しよう
機械に用いられる金属材料などに熱が加わると、材料内を熱が走
ります（伝わります）。熱が走る（伝わる）速さを観測する簡単な実
験を体験しよう。

会場 1号館7階 伝熱工学研究室

E-1  環境にやさしい燃料電池発電と
 水素燃料生成実験
車や家庭に使われる燃料電池発電とプラズマによって簡単に生成
できる水素燃料のデモをします。

会場 5号館1階 E科第1実験室

E-2  静電気を使ったPMの除去実験
静電気を使って環境問題にアタックしよう！線香の煙を有害なPM
（粒状物質）に見立てた実験で確かめます。

会場 5号館1階 E科第1実験室

E-3  プラズマでモノをつくる・モノを変える
プラズマを使ったPETフィルム表面改質実験を通して、プラズマの
便利さを体験してみよう。

会場 5号館1階 E科第1実験室

E-4  プラズマによる水処理実験
人工的に雷（プラズマ）を発生させて、水をきれいにする実験を行
います。

会場 5号館1階 E科第1実験室

E-5  人工雷を体験！
 稲光を間近で観察しよう
人工雷を見られるのは、本学では電気電子システム工学科だけ！
雷発生ボタンをスイッチオン！

会場 5号館１階 E科第1実験室

E-6  バランスゲーム
掃除の時間、ホウキを逆さにして手のひらでバランスを取りません
でしたか？今回は、それをコンピュータ相手に挑戦してみよう。

会場 5号館1階 E科大学院研究室

E-7  システムの最適化に挑戦しよう
システムを最適化してみよう！君はコンピュータに勝てるか！？

会場 5号館1階 Ｅ科大学院研究室

電気電子システム工学科

大阪工業大学の新たな研究拠点・新3号館をキャンパスツアーの
なかでご案内します。1階には、都市デザイン工学科・建築学科の
実験設備フロア、2階から4階までは教室フロアになっています。
まだ誰も使っていない新しい学び舎を、学生スタッフと一緒に見学
に行こう。

キャンパスツアー
時　　間 12:00〜、13:00〜、14:00〜　各回30分
受付場所 ピロティB　各回開始5分前までにお集まりください。

新3号館を見学しよう！TOPIC

E-8  ICの中身とは？
 & おもしろ電子工作
集積回路（IC）の中身を顕微鏡を使って見て、無線通信機器に使わ
れている回路を学ぼう。そしてマイコンを使った回路も電子工作し
てみよう。

会場 5号館1階 Ｅ科大学院研究室

D-1  学科の研究紹介、国際PBLの紹介
電子情報システム工学科の全研究室の紹介とPBL科目ならびに

国際PBLの取り組みについてポスターを使って紹介します。

会場 5号館1階 電子情報通信実験Ⅱ第1実験室

D-2  光を検知するとメロディが鳴り
 LEDが点滅する回路を製作しよう
明るさセンサに指で触れるとメロディーが鳴り出し、マルチカラー

LEDが点滅する回路を製作します。光センサの仕組みについて学

ぼう。

会場 5号館1階 電子情報通信実験Ⅱ第2実験室

D-3  スピーカの仕組みと
 信号の増幅を学ぼう
圧電スピーカとマグネットスピーカのちがいを理解し、メロディIC

の信号を増幅する電子回路を作って音を聴き比べてみよう。

会場 5号館１階 電子情報通信実験Ⅱ第3実験室

D-4  ミリ波近距離レーダによる
 各種実測体験
24GHz帯レーダを使い、壁透過、移動物体に対するドップラ実測

などを行い、電磁波とレーダセンサーの仕組みを体験しよう。

会場 5号館1階 電子情報通信実験Ⅱ第4実験室

D-5  マイコンシステム研究室の
 植物工場無人化研究
マイコンを使ったメロン・大豆・キュウリ等の水耕栽培方式のLED

植物工場の検討と無人運転システムの開発を紹介します。

会場 5号館1階 マイコンシステム研究室

D-6  アニメーションプログラミング
アニメーションが簡単に作成できるプログラミング言語でプログ

ラムの基本を学ぼう。

会場 5号館2階 通信・情報系共同研究室

D-7  スマホで動くアプリを作ろう
参加者はスマートフォンを持参して下さい。15分程度の演習でス

マートフォンで動作する簡単なお絵かきアプリを作製してみよう。

会場 5号館5階 ネットワーク実習室

D-8  仮想現実空間を体験しよう
VRってどんなもの？メガネを装着するとあなたの動作に合わせて

現実には存在しない物体が飛び出して見える！

会場 5号館5階 マルチメディア情報研究室

電子情報システム工学科

K-1  生活を支える有機分子たち
香料、味覚物質、界面活性剤など、日常生活を支える有機分子を紹
介します。また、これらの分子を作る「有機合成技術」も紹介します。
会場 10号館7階 1007D学生実験室1

K-2  解熱鎮痛薬を合成しよう
医薬品の多くは化学合成によって作られています。解熱鎮痛作用
のある有効成分を合成し、化学反応の面白さを実感しよう。
会場 10号館7階 1007D学生実験室1

K-3  身の周りの高分子材料
私達の身の周りは高分子材料で溢れています。高分子材料がどの
ような箇所に用いられているのかについて紹介します。
会場 10号館７階 1007E学生実験室2

応用化学科

V-1  お天気の科学
 竜巻はなぜ起きる？
簡単な実験で気象現象を起こしてみることで、地球を取り巻く空気
（大気）と気象の科学について楽しく学びます。

会場 10号館5階 エレベーターホール

V-2  特許申請中！ 
 「吸湿性微粒子捕集装置」
排ガス処理でやっかいな「凝縮性ダスト」や、空気感染性のウイル
スなどに適用する、これまで存在しなかった全く新しい方法を紹介
します。
会場 10号館5階 エレベーターホール

V-3  LED植物工場
赤と青の発光ダイオードを備えた水耕栽培の植物工場における野
菜栽培を展示します。
会場 10号館5階 エレベーターホール

V-4  里山ビオトープ
里山の森林植生を屋内ビオトープに復元する試みを紹介します。
会場 10号館5階 エレベーターホール

V-5  生ごみから炎！？
 バイオガスを体験しよう
生ごみを嫌気状態で微生物分解させると、メタンと二酸化炭素から
なるバイオガスが発生します。どんな色で燃えるのか見てみよう。
会場 10号館5階 共同ゼミ室

V-6  分子のチカラでエコロジー
身近に存在する有機分子でもエコロジーに貢献できます。分子の
潜在能力が現れる環境をあなたの味覚で体験しよう！？
会場 10号館5階 共同ゼミ室

環境工学科

U-1  私たちの食生活を支える微生物たち
食品の中には微生物を利用して作られているものがたくさんありま
す。どんな微生物が使われているか知っていますか？その姿を見て
みよう。

会場 1号館1階 エントランスホール

U-2  再生医療は工学！？
再生医療技術の一つである組織工学について学びましょう。模擬
手術の体験もできますよ。

会場 1号館1階 エントランスホール

U-3  感覚をつかさどる
 神経細胞を光らせる
トウガラシは辛い、ミントは冷たい。これらの感覚を生み出す神経
細胞を光らせて、顕微鏡でお見せします。

会場 1号館1階 エントランスホール

U-4  触って感じる医療材料（循環器系）！！
医療で使われている人工弁（人工材料や生体材料）に触れて、それ
ぞれの特徴を感じてみよう。

会場 1号館1階 エントランスホール

生命工学科

G-1  太陽系ツアーをテーマとした
 課題解決型授業
太陽系ツアーの企画という壮大なテーマを、異なる学科の学生が
集まったチームで議論しながら解決する授業の様子を紹介しま
す。
会場 1号館2階 多目的室4

● ● ● ● ●  一般教育科科目 ● ● ● ● ●

P-1  現役大学生が答える知財Q&A
知的財産学部�3年生・4年生がみなさんの質問にズバリお答えし
ます。知的財産ってなに？どうやって勉強してるの？なんでも聞いて
みよう。

会場 6号館15階 ルラーシュ

P-2  知的財産と模倣
近時の模倣商品について調査し、その展示と知的財産との関係を
パネル展示により解説します。

会場 6号館15階 ルラーシュ

P-3  知的財産推進部活動紹介
課外活動団体である知的財産推進部の活動を紹介し、知的財産
学部の学びの深さを展示・説明します。

会場 6号館15階 ルラーシュ

P-4  知財PR隊活動紹介
課外活動団体である知財PR隊の活動を紹介し、中小企業に対す
る知財活用支援活動を紹介します。

会場 6号館15階 ルラーシュ

P-5  弁理士受験会紹介
弁理士受験を目指すメンバーの活動・成果を紹介し、弁理士受験
を目指す学生が利用する学内の仕組みを説明します。

会場 6号館15階 ルラーシュ

知的財産学部

2年連続学部生が
弁理士合格

キャンパスライフ・リアルトーク！！
３つのキャンパス（大宮・梅田・枚方）について、あ
りのままの学生生活をディスカッション形式で
発表します。学生が語る「大阪工業大学の素顔」
に触れるチャンスです！
※�学生が制作した「キャンパス紹介パネル」は常時
展示しています。

会場 8号館（図書館）5階
時間 13：30〜14：00

大学生による

irie café
（アイリーカフェ） 

オープンキャンパス限定で
OPENします！学生企画から生
まれたカフェで、オリジナルドリ
ンクを飲みながらくつろいでく
ださい。また、学生に質問した
り、ざっくばらんに話せる相談
コーナーもご用意しています。
ぜひお立ち寄りください。
※ドリンクは有料です。

会場 8号館（図書館）5階
時間 11：00〜15：00（ラストオーダー14：30）

OPEN


