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ものづくりの
面白さを
子どもたちに
世界を変える発見や発明をしている科学者や研究者は
子どものころに「なぜ？」「どうして？」という探究心を
遊びの中で人一倍感じていたといいます。
大阪工業大学では、さまざまなイベントを通じて
ものづくりや科学の面白さを地域の子どもたちに伝えています。

学長／工学博士

井上 正崇

　大阪工業大学は、「世のため、人のため、地域のために『理論に裏付けられた

実践的技術を持ち、現場で活躍できる専門職業人の育成』」を行うことを建学の

精神とし、開学以来、一貫して社会の要請に応える人材育成に取り組んできまし

た。知的財産学部、情報科学部、工学部で最先端の教育・研究を行いながら、時

代の変化に対応して実践力を磨くと同時に、地域のために日ごろの成果を生か

していくこともまた、私たちの大切な使命であると考えます。

　本学の学生たちは将来、人々の暮らしを豊かにするものづくりに携わる技術

者として、あるいはその技術やアイデアを守り活用する専門人材として活躍す

ることを目指しています。中でも地域社会と連携した教育・研究活動や、学生主

導プロジェクトを通じた取り組みは、将来社会で活躍するために不可欠な実践力

と人間力を養う学びの場となっています。理工学系大学の特色を生かして開催

するさまざまな「ものづくり体験」イベントもその一つです。学生たちの指導の

もと、子どもたちが目を輝かせて工作や実験に熱中する姿は、大人にも感動を

与え、頼もしくさえ感じます。

　今後も開かれた大学として、本学が持つ知

識や技術を生かしていきたいと考えています。

この冊子が、地域と連携し、学生と教員が一体

となって取り組む多彩な活動に通じる思いを

感じていただくことにつながれば幸いです。

ものづくりの面白さを
子どもたちに
●工作・実験フェア／工学実感フェア
●MONOLAB.

社会とつながる
情報通信技術
●地域をフィールドに学ぶ

地域の底力を
「知的財産」の
力で取り戻す
●知財を活用した地域活性を提案

復興に向けた力に
なりたい

川上村の豊かな
自然に学ぶ
●コンバートEV開発プロジェクト
●廃校に新たな息吹を吹き込むリノベーション
●川上村でのその他の取り組み

地域と連携して実践する
その他の取り組み
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社会とのつながりを大切にC O N T E N T S
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子どもたちと触れ合い、
新たな気付きを得る。

夏休みの１日を大学のキャンパスで学ぶ「工作・実験フェア」、
ものづくりの体験に加え、最先端のものづくりに携わる技術者を迎

える講演会「テクノフォーラム」を開催し、幅広い年代の参加者が集う
「工学実感フェア」。いずれも徹底した実践主義に基づく教育を行う工
学部が中心となって企画・運営しており、参加者の皆さんが実際に“自分
で体験すること”を重視しています。教員や学生と一緒に工作や実験を
行いながら最先端の技術や研究に触れ、科学の面白さ、ものづくりの
楽しさを体感できるこれらの催しは、毎回、数千人の来場者で賑わい
ます。学生たちにとって、ものづくりを通じた子どもたちとの触れ

合いは、日々の研究とは違った新しい学びや気付きを得る「生
きた学びの場」となっています。

工作・実験フェア／工学実感フェア

科学の扉を開こう
毎年恒例の「工作・実験フェア」「工学実感フェア」は、
子どもたちが「なぜ？」「どうして？」に出会うイベント。
子どもたちの科学への興味や知的好奇心を刺激することに
つながればとの思いで、開催しています。

ものづくりの面白さを子どもたちに

ものづくりを学ぶ私たちが
地域から学んだこと

「ふしぎ！われないシャボン玉づくり」を担当しました。当日は、多くの子どもたちが実験を楽しんでく
れましたが、時間が経つうちにシャボン玉液の影響で床が滑りやすい状況に。このような状況にな
るのは予想外でしたが、安全確保のために、子どもたちに注意を促すとともに床清掃の回数を増や
しました。臨機応変に対応する柔軟性が身についたと思います。
大学には、中学・高校とは違った高度な学びがあります。それらを知っていただくためにも、このよう
な取り組みに力を入れることは大切だと思います。また、私たちが地域の方々から教わることも多
く、社会とかかわることの大切さを感じています。

玉乃井 英嗣 君　
　●工学研究科応用化学専攻
　　博士前期課程 1年次

どんな状況にも対応する柔軟性が身につきました。

「アルミや銅でつくるペンダント」を担当しました。決められた予算の中で、一人でも多くの参加者に
企画を楽しんでもらえるように予算管理をするとともに、指導する学生スタッフのスケジュール調整
などを行い、万全の体制で当日を迎えました。与えられた条件の中で最大の効果を生み出すにはどう
すればいいのか、メンバーに相談や提案を繰り返す毎日は、研究にも通じる経験になりました。
参加した子どもたちが将来、理工学系に進むかどうかは別として、ものづくりに興味を持ってほしいと
思います。ものづくりを通して「知る喜び」を体験し、その後の学びや新しい分野への関心につながっ
てくれたらうれしいです。

秋津 和哉 君
　●工学研究科機械工学専攻 
　　博士前期課程 2012年3月修了

決められた条件の中で最大の効果を生み出す工夫を学びました。

「ICを使ったおもしろ電子工作」を担当しました。当日を迎えるまでの準備期間が大変で、チームワー
クとリーダーシップの大切さを学びました。子どもたちに、安全に楽しく電子工作を学んでもらうとい
うミッション達成に向けて、研究室の仲間と協力して取り組んだことで、イベント成功の達成感と充実
感は何ものにも代えがたいものでした。
今、若者の理科離れが深刻な問題になっていますが、このようなイベントを通じて、子どもたちの理科
や算数への興味が高まってくれたらうれしいですね。こうした地道な取り組みが、未来を担う技術者
の育成につながっていくと思います。

酒見 議一 君
　●工学研究科電気電子工学専攻
　　博士前期課程 1年次

協力してイベントを創り上げる大きな喜びと達成感を体験。

3 4



子どもたちと触れ合い、
新たな気付きを得る。

夏休みの１日を大学のキャンパスで学ぶ「工作・実験フェア」、
ものづくりの体験に加え、最先端のものづくりに携わる技術者を迎

える講演会「テクノフォーラム」を開催し、幅広い年代の参加者が集う
「工学実感フェア」。いずれも徹底した実践主義に基づく教育を行う工
学部が中心となって企画・運営しており、参加者の皆さんが実際に“自分
で体験すること”を重視しています。教員や学生と一緒に工作や実験を
行いながら最先端の技術や研究に触れ、科学の面白さ、ものづくりの
楽しさを体感できるこれらの催しは、毎回、数千人の来場者で賑わい
ます。学生たちにとって、ものづくりを通じた子どもたちとの触れ

合いは、日々の研究とは違った新しい学びや気付きを得る「生
きた学びの場」となっています。

工作・実験フェア／工学実感フェア

科学の扉を開こう
毎年恒例の「工作・実験フェア」「工学実感フェア」は、
子どもたちが「なぜ？」「どうして？」に出会うイベント。
子どもたちの科学への興味や知的好奇心を刺激することに
つながればとの思いで、開催しています。

ものづくりの面白さを子どもたちに

ものづくりを学ぶ私たちが
地域から学んだこと

「ふしぎ！われないシャボン玉づくり」を担当しました。当日は、多くの子どもたちが実験を楽しんでく
れましたが、時間が経つうちにシャボン玉液の影響で床が滑りやすい状況に。このような状況にな
るのは予想外でしたが、安全確保のために、子どもたちに注意を促すとともに床清掃の回数を増や
しました。臨機応変に対応する柔軟性が身についたと思います。
大学には、中学・高校とは違った高度な学びがあります。それらを知っていただくためにも、このよう
な取り組みに力を入れることは大切だと思います。また、私たちが地域の方々から教わることも多
く、社会とかかわることの大切さを感じています。

玉乃井 英嗣 君　
　●工学研究科応用化学専攻
　　博士前期課程 1年次

どんな状況にも対応する柔軟性が身につきました。

「アルミや銅でつくるペンダント」を担当しました。決められた予算の中で、一人でも多くの参加者に
企画を楽しんでもらえるように予算管理をするとともに、指導する学生スタッフのスケジュール調整
などを行い、万全の体制で当日を迎えました。与えられた条件の中で最大の効果を生み出すにはどう
すればいいのか、メンバーに相談や提案を繰り返す毎日は、研究にも通じる経験になりました。
参加した子どもたちが将来、理工学系に進むかどうかは別として、ものづくりに興味を持ってほしいと
思います。ものづくりを通して「知る喜び」を体験し、その後の学びや新しい分野への関心につながっ
てくれたらうれしいです。

秋津 和哉 君
　●工学研究科機械工学専攻 
　　博士前期課程 2012年3月修了

決められた条件の中で最大の効果を生み出す工夫を学びました。

「ICを使ったおもしろ電子工作」を担当しました。当日を迎えるまでの準備期間が大変で、チームワー
クとリーダーシップの大切さを学びました。子どもたちに、安全に楽しく電子工作を学んでもらうとい
うミッション達成に向けて、研究室の仲間と協力して取り組んだことで、イベント成功の達成感と充実
感は何ものにも代えがたいものでした。
今、若者の理科離れが深刻な問題になっていますが、このようなイベントを通じて、子どもたちの理科
や算数への興味が高まってくれたらうれしいですね。こうした地道な取り組みが、未来を担う技術者
の育成につながっていくと思います。

酒見 議一 君
　●工学研究科電気電子工学専攻
　　博士前期課程 1年次

協力してイベントを創り上げる大きな喜びと達成感を体験。

3 4



地域に開かれた最先端の
体験的教育空間「モノラボ」。

外からも作業の様子が見えるガラス張りのモノラボには、金属を複
雑な形に加工できる最新鋭の５軸制御マシニングセンタ、コンピュー

タ制御の旋盤などが並び、切削加工ができる造形フロア、電子回路や機
械の設計をする設計フロア、溶接室、溶接加工室などを備えた組立フロア
など、充実した設備が揃います。
技術者としての実践力を養うため、学生たちが日々の実習・演習で利用する
のはもちろん、オープンラボとして地域の皆さんにも開放しています。
「ものづくり道場」や最先端のものづくりに携わる技術者を招く講演会
「MONOLAB.テクノフォーラム」などを開催しているほか、小学校

での環境学習や科学学習の出張講義、環境イベントへの出展な
ど、１年を通じてものづくりの面白さと科学の魅力を地域

社会に発信しています。

ものづくりで
社会とつながる
大阪工業大学のものづくりの発信基地として
大きな役割を果たす空間。
それが、ものづくりセンター「モノラボ」です。

ものづくりの達人を目指せ！

子どもたちも
お父さんも、お母さんも

「ものづくり道場」
就学前の幼児から小学生、そのご家族
の皆さんなどを対象に実施しているも
のづくりの体験型イベントです。「キッズ
マイスター」を目指す子どもたちに人気
の「キッズものづくり道場」では、自分の
身体よりも大きな工作機械を使い、金属
や木材の加工、アクセサリーやマイコン
カーなどの製作に取り組みます。ものづ
くりに熱中する子どもたちの姿に「普段
はあまり見ない子どもたちの一面が見え
る」と、ご家族の皆さんにも好評です。●「高度ものづくり人材育成講座」などの

　社会人向け講座の開講

●お父さんやお母さんを対象とした
　「ものづくり道場」の開催

●各種大会で成果を挙げている
　「ロボットプロジェクト」をはじめ、
　「ソーラーカー」「学生フォーミュラ」「人力飛行機」
　などさまざまな学生プロジェクトを展開

●技術者や開発者と直接対話できる
　「テクノフォーラム」の開催

●新入生を対象としたものづくり体験
　「MONOLAB.WEEK」の開催

●子ども向け科学番組などメディアへの協力

MONOLAB. ●ものづくり道場MONOLAB.

他にも盛りだくさん！
MONOLAB.の活動

小学校低学年を対象とした「どんぐりを使った人形作り」を担当しました。普段は小さ
い子どもに接する機会がないので、簡単な作業でも「伝えることの難しさ」を実感しま
した。子どもたちはものづくりに興味津々。大型工作機械もたくさんあるので、安全管
理も含めて常に緊張感を持ちながらも、楽しく体験してもらえるように自分なりに考え
て教えました。「分かる」「できる」を実感すると楽しさは何倍にもなります。子どもたち
のいきいきした表情を見て、私自身、ものづくりへの意欲がますます高まりました。

吉岡 大貴 君
　●工学部機械工学科 2012年3月卒業

「伝える」ことの難しさを実感しました。STUDENT'S
VOICE

小学校低学年を対象とした「どんぐりを使った人形作り」を担当しました。普段は小さ
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地域をフィールドに学ぶ

ネットワーキング研究室は、家族構成や使用している家電製
品、製造年代、使用時間数などから使用電力量や料金を算出
し、節電のアドバイスを表示する独自システムを紹介しまし
た。節電への意識が高く、多くの方が興味を示してくださり、
必要とされるものをつくることにやりがいを感じました。

昨年10月に開催された「水都大阪
2011」関連の特別展「OCEAN！海は
モンスターでいっぱい」では、ちょっと変
わった海の体験コーナーを出展。バー
チャルリアリティ技術を使った魚の塗り
絵やすごろくを楽しんでもらいました。

増永 貴世 さん
　●情報科学部情報ネットワーク学科 4年次

節電が叫ばれる社会に役立つ
システムを開発

バーチャルリアリティで海の不思議を体験！
STUDENT'S

VOICE

社会と
つながる
情報通信技術
2009年10月、

大阪工業大学は北大阪商工会議所と

連携協力に関する包括協定を締結しました。

情報通信技術を生かして地域発展の

一翼を担う中で、学生たちは21世紀の

情報技術者に求められる実践力を

養うことを目指しています。

情報科学の魅力を
伝えたい

「Oh!ITカーニバル」
情報科学部の研究室やプロジェクトな
ど約40のブースが一堂に会し、最新の
研究成果や情報技術を地域の皆さんに
体験していただく「Oh!ITカーニバル」。
一般の方にも分かりやすく紹介しよう
と各研究室が工夫を凝らして臨む発表
の場です。企画・運営は学生たちが行い
ます。北大阪商工会議所の関係者から
は「産業界のプロの視点」で講評を、地
域の方からは「社会の視点」「一般ユー
ザーの声」としてご意見や感想をいた
だき、今後の研究に生かします。また、
企業との共同研究に発展するチャンス
の場でもあります。

地域の課題に取り組み
実践力を養う
情報科学部では、情報通信の力で
地域課題の解決に挑戦しています。

地域の力を生かした
「スパイラル型情報教育」。

情報科学部が取り組む「ＳＥ能力開発のためのスパイラル型
情報教育」は、地域企業と連携して、社会の生の声に耳を傾け

ながら課題解決や新産業創出などに取り組む中で実社会で通用
する実践力を身につけることを目指しています。ＩＴ業界で必要
とされる力を、事象や物事の本質を見いだし抽象化する「モデ
ル化能力」、ニーズに合った方法を選択し、システム化する「デ
ザイン能力」、豊かなコミュニケーション力を基本にチーム

で業務を遂行する「業務遂行能力」の３つの要素に分類
し、年次ごとに到達目標を設定して徐々にレベル

を高度化しながら繰り返し学ぶ独自のカリ
キュラムに取り組んでいます。

Pick up！

履修科目の一つ「テクニカルライティング」は、提案力、理
論展開力、コミュニケーション力、課題解決能力などの向
上を目指す科目です。北大阪商工会議所の協力のもと、
枚方市の地域資源を歴史、観光、食文化、伝統産業などの
項目に分けて抽出し、「地域資源のブランド化」「地域資源
を生かした地域活性化」などのテーマに取り組んできま
した。今後は学生主導プロジェクトでもＫＪ法を用いたブ
レーンストーミングやアイデアの構造化などを実践し、授
業と2本柱で応用力を養います。

地域資源が学びの材料
「テクニカルライティング」
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ものづくりの技術を
守る「知財ＰＲ隊」。

産業界で活躍できる知的財産の実務家を目指し、学生
たちが地域社会と連携して実践的に学んでいます。中小企

業が抱える課題解決を目指す特別課外プロジェクト“知財ＰＲ
隊”、地域の皆さんに知財の魅力や役割を伝える課外活動団体

“知財推進部”など、その活動は多岐にわたります。特許を取得
したものの活用法が分からない。知財ＰＲ隊はそんな相談を受
けて現場に足を運び、ヒアリングを重ねて中小企業の知的財
産「ものづくりの技術」を活用する方法を提案し、実行をサ

ポートしています。時には現場の厳しい声に振り出しに
戻りながらも、学生たちは知的財産の力で地域活

性化を目指し奮闘しています。

Jカルチャーをリードする現代
アートと知的財産をテーマに
シンポジウムを企画。美術館
関係者や企業の方など多くの
方に参加いただきました。

学園祭（城北祭）では“ポンポン
船”の技術を例に、地域の方々に
特許システムを紹介。市民の皆
さんからは次々とユニークなア
イデアが飛び出しました。

地域の底力を
「知的財産」の
力で取り戻す
最先端の技術開発と

それを活用する知的財産の保護は、

技術や経済の発展に欠かせない

重要な要素です。

知的財産の重要性を伝えたい。

専門性を地域活性化に役立てたい。

そんな思いが活動のエネルギーです。

知財を活用した地域活性を提案

「ものづくり」
  を守る
地域や産業の活性化を目指し、
学生たちが「知財ＰＲ隊」「知財推進部」として
さまざまな活動を展開しています。

中小企業の多くは大企業や商社から
発注を受けてものづくりを行いますが、
コストの安い海外企業との競争が近年深刻な問題に。そこ
で知財ＰＲ隊は、新たなビジネスモデルの提案に向けて中
小企業や行政機関などに働きかけを進めています。目指
すのは、企業情報データベースを活用して中小企業同士
が連携を取り、保有技術に応じて受注内容を割り振り、中
小企業自身が主体的に仕事を受注する「ネットワーク型ビ
ジネスモデル」の実現。技術情報という知的財産の管理・
活用を進めることで、中小企業のサポートを目指します。

活動を通じて感じるのは「身近なところに意外なアイデアが
あふれている！」ということ。知財への関心を高めてもらうイ
ベントの中で、自分自身が新たな視点に気付かされることも
たくさんあります。今後もさまざまな企画で知財の役割や
魅力を発信していきたいです。

浦部 由貴 さん
　●知的財産学部知的財産学科 3年次

知的財産の魅力を伝えたい！STUDENT'S
VOICE

知っていますか？
“地域団体商標”

知財推進部は、昨年10月に開催された
「完全復元伊能図全国巡回フロア展in大
阪工業大学」の中で、知財の視点から伊能
忠敬に迫るユニークな企画を実施しまし
た。江戸時代に伊能測量隊が実測の道中
に賞味し、鑑賞したであろう伝統的な食べ
物や工芸品。それらをブランド化して価値
を高める『地域団体商標』を地域の方々に
紹介しようと、“大阪欄間”“豊岡杞柳細工”

“宇治茶”などの商標を持つ地域団体を
訪問。調査結果をパネル展示しました。イ
ンタビューで「十分に活用できていない」

「後継者がいない」「海外で名前を広めた
いが既に取得されていた」など各団体が
抱える課題も明らかになったことから、解
決に向けてできることを模索しています。

活動を通じて感じるのは「身近なところに意外なアイデアが
あふれている！」ということ。知財への関心を高めてもらうイ
ベントの中で、自分自身が新たな視点に気付かされることも
たくさんあります。今後もさまざまな企画で知財の役割や

今までにないビジネス
モデルを提案

Pick up！
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今までにないビジネス
モデルを提案

Pick up！

109



復興に向けた力になりたい

被災地の産業復興に
貢献できる人材育成を
工学部が昨年１１月から１月に実施した「マイコン組込み機器お
よび組込みソフトウェアの習得講座」には、東日本大震災の県外
避難者や求職者など19人が参加しました。これは、即戦力とな
るマイコン組込み機器設計技術者を養成し、県外避難者の早期
就職支援と被災地域の産業復興、地域産業の発展に貢献できる
人材育成を目指したものです。受講者の経験や能力に合わせて
専門知識と実践的技術を習得できるように個別指導体制を整
え、教員や学生がきめ細かい指導を行いました。

ものづくり体験を
心の癒しや将来の学びのきっかけに
昨年８月、モノラボは東日本大震災に伴う県外避難児童を対象に「ものづく
り工作教室」を開催しました。変化の多い環境の中で日々を過ごす子どもた
ちにとって、ものづくり体験が心の癒やしや将来の学びのきっかけになるこ
とを願い実施したものです。宮城県や福島県などから大阪府内に避難して
いる小学生など24人が参加し、学生の指導で「PICマイコンカー」や「LED
ライト」などのものづくりに挑戦しました。子どもたちは「もっといろんなもの
をつくりたい！」と元気な声を聞かせてくれました。 フリーマーケットから

台風被災地の復興を支援
昨年９月に日本各地に甚大な被害をもたらした台風12号の被災地支援を目
的に、情報科学部の学生有志が同学部の学園祭「第15回北山祭」の名物イベ
ントである巨大フリーマーケットに出店し、来場者に協力を呼び掛けました。
教職員、学生たちから寄せられた日用品や陶器など約140点を販売し、購入
者には感謝の言葉をつづったメッセージカードを手渡しました。「日本の復興
のために自分たちも協力したい」と留学生も賛同し、募金活動も行いました。
地域の皆さんから寄せられた善意は日本赤十字社に寄託しました。

講座終了後の自己採点では８割以上が目標到達
度を８０点以上と評価

自分の体より大きな旋盤を使い「ジャンボ鉛筆」
作りに挑戦！

「継続的な支援の必要性を多くの方と共有する
きっかけにしたい」と学生たち

プロダクトデザイン研究室の学生たちが製作

デザインを学ぶ私たちに
できる復興支援のカタチ
工学部空間デザイン学科の３年次生が1月、福島県いわき市の
仮設住宅などで避難生活を送る方々に使っていただこうと、三
層強化段ボールでテーブルと座椅子を25セット製作し、現地に
届けられました。「絵本」「関西紹介マップ」など５テーマでデザ
インした天板には、「子どもたちが喜んでくれるように」「デザイ
ンをきっかけに、テーブルを囲んだ人たちに会話が広がるよう
に」との願いが込められています。震災から１年、継続的な支援
の重要性を改めて認識した学生たちは、デザインの専門性を生
かした支援、震災への備えについて考えています。

東日本大震災や相次ぐ台風被害など、昨年は日本各地が大きな自然災害に見舞われました。
日本全体が活力を取り戻すためには継続的な支援活動が不可欠です。
学生たちは、自分たちができること、すべきことを継続し、復興への力になりたいと活動しています。　
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実践力を養い
日ごろの研究成果を生かす。

大阪工業大学と川上村の出会いは1998年のこと。村が主催する
間伐材を使った作品づくりのワークショップ「木

もくしょうじゅく

匠塾」に参加したことが
きっかけでした。

2006年からは多くの学科が新入生オリエンテーションで村を訪れるよう
に。自然に親しみ、五感を養うワークショップを通じて、これから始まる大学生
活への期待に胸を膨らませます。
現在は、環境学習の拠点や地域住民の憩いの場の創出を目指す「廃校に
新たな息吹を吹き込むリノベーション」、「環境に配慮したコンバートEV

の開発」などにも取り組んでいます。このような活動のために学生が
村を訪れることは、村にとっては非日常の出来事。村が活気づき

ます。また、学生たちも実社会に出る前に現場を体験して成
長できるチャンス。日ごろの研究成果を生かし、実践力

を養う学びの場となっています。

川上村の豊かな自然に学ぶ

川上村での取り組み

川上村の豊かな自然に学ぶ

「環境共生」という思考を持って活躍できる技術者を目指して
学生たちが川上村の豊かな自然をキャンパスに、
さまざまな活動を展開しています。

環境共生の実践 
コンバートEV開発プロジェクト

豊かな自然を守り、次世代に伝える。

「コンバートEV
  開発プロジェクト」
EV（電気自動車）は、電気を動力
として走行中のCO₂ゼロと高燃費
を実現する、環境保全を踏まえた
自動車です。川上村と本学との移
動手段として、さらには村内の移
動手段として昨年４月から開発が
始まりました。8月に車体が完成、
9月には公道での試運転を、10月
には川上村への移動も行いまし
た。現在、ワイヤレス充電システム
の開発にも取り組んでいます。

大阪工業大学と川上村を結ぶ道のりを表現
したデザイン。誰にでも親しみやすいものに
しようと、学生が知恵を出し合いました。

走行試験を担当するとともに、リーダーとして学生のまとめ役を務めました。配線や充
電システムを検討する際には、合同で開発に取り組む電気電子システム工学科のメン
バーが活躍してくれました。車体デザインは空間デザイン学科の学生が担当するなど、
EV開発という大きな目標に向かってそれぞれが専門性を生かして取り組んでいます。
失敗も数えきれませんが、ものづくりの本質を学ぶ貴重な体験になっています。

森下 和彦君
　●工学研究科機械工学専攻 博士前期課程 2年次

失敗から学ぶものづくりの本質。STUDENT'S
VOICE

川上村の
豊かな
自然に学ぶ
奈良県の東南部に位置する川上村は、

日本を代表する林業地として知られています。

川上村の地域資源や豊かな

自然環境を生かし、地域社会の発展と

環境共生に取り組む人材育成を目指して、

2010年7月、大阪工業大学は

川上村と「連携・協力に関する協定書」を

締結しました。
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経験豊かなプロの技に触れ、現場に学ぶ。

川上村の豊かな自然に学ぶ

空間デザイン学科の
旧川上東小学校
リノベーション
壁材や塗料にこだわった空間デザイ
ン学科。床面に植物由来塗料を再塗
装し、正方形の畳を市松模様に敷き詰
めました。壁材には、室内の空気を浄
化し、湿気を吸収することで室内環境
を快適にするNHL(天然水硬性灰)を
使うなど、川上村の豊かな自然に調和
するぬくもりを感じる空間の創出に取
り組みました。

川上村の皆さんやご指導くださった大工さ
ん、先生など、完成までには、さまざまな方の
協力がありました。

芥川 慶祐君
　●工学部空間デザイン学科 4年次

大工さんの熟練の技に学ぶ。
STUDENT'S

VOICE

自然資源を生かして、人にやさしい空間を創出。

地元の大工さんや先生方の的確な指導は、
合理的で効率の良い方法を学ぶ絶好の機会
になりました。

図面と実際の現場では寸法が合わなかった
り、ノコギリがうまく使えず木材を無駄にした
り、失敗もたくさんありました。活動を通じて、
現場をもっと知り、経験を深めたいと思うと同
時に、大学で学んでいる専門知識や技術を生
かして、社会の役に立ちたいと思いました。

設計を担当したのですが、現場に行って初め
て、図面を平面的にしかとらえていなかったこ
とに気付きました。また施工時には、村の大工
さんの「プロの技」を体感。川上村でものづくり
の現場を経験できたことは、今後の大きな支え
になると思います。村は私の第二の故郷です。

石川 絵理さん
　●工学部建築学科 4年次

キャンパスでは学べない貴重な体験ばかりでした。
STUDENT'S

VOICE

図面と実際の現場では寸法が合わなかった
り、ノコギリがうまく使えず木材を無駄にした
り、失敗もたくさんありました。活動を通じて、
現場をもっと知り、経験を深めたいと思うと同現場をもっと知り、経験を深めたいと思うと同
時に、大学で学んでいる専門知識や技術を生
かして、社会の役に立ちたいと思いました。

キャンパスでは学べない貴重な体験ばかりでした。
市橋 克明君

　●工学研究科建築学専攻 博士前期課程 2012年3月修了

建築学科の
旧川上東小学校
リノベーション
建築学科の学生たちは、教室らしさを
生かした部屋と、４つの異なる段差を
利用して空間をアクティブに区切った
部屋を創出しました。また、グラウンド
には花見台として利用できる広いウッ
ドデッキテラスを製作。いずれも川上
村特産の吉野杉をふんだんに使用し、
木材本来の良さを生かすデザインに
なっています。

今回の作業では左官を担当しました。これまでさまざまな知識や技術を学びましたが、左官は初
めての体験。事前に何度も練習しましたが、現場では村の大工さんの「経験」に教わることも多く、

「実際にやってみること」の重要性を実感しました。
今回の一番のポイントは、防菌・防カビ作用、二酸化炭素吸収効果のある壁材を用いたことです。
畳床に使用した川上村特産の吉野杉と合わせて、ぬくもりを感じる空間が創出できました。
図面や模型では分からないことを学びながら地域の役に立つものづくりにやりがいを感じました。
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かして、社会の役に立ちたいと思いました。

設計を担当したのですが、現場に行って初め
て、図面を平面的にしかとらえていなかったこ
とに気付きました。また施工時には、村の大工
さんの「プロの技」を体感。川上村でものづくり
の現場を経験できたことは、今後の大きな支え
になると思います。村は私の第二の故郷です。

石川 絵理さん
　●工学部建築学科 4年次

キャンパスでは学べない貴重な体験ばかりでした。
STUDENT'S

VOICE

図面と実際の現場では寸法が合わなかった
り、ノコギリがうまく使えず木材を無駄にした
り、失敗もたくさんありました。活動を通じて、
現場をもっと知り、経験を深めたいと思うと同現場をもっと知り、経験を深めたいと思うと同
時に、大学で学んでいる専門知識や技術を生
かして、社会の役に立ちたいと思いました。

キャンパスでは学べない貴重な体験ばかりでした。
市橋 克明君

　●工学研究科建築学専攻 博士前期課程 2012年3月修了

建築学科の
旧川上東小学校
リノベーション
建築学科の学生たちは、教室らしさを
生かした部屋と、４つの異なる段差を
利用して空間をアクティブに区切った
部屋を創出しました。また、グラウンド
には花見台として利用できる広いウッ
ドデッキテラスを製作。いずれも川上
村特産の吉野杉をふんだんに使用し、
木材本来の良さを生かすデザインに
なっています。

今回の作業では左官を担当しました。これまでさまざまな知識や技術を学びましたが、左官は初
めての体験。事前に何度も練習しましたが、現場では村の大工さんの「経験」に教わることも多く、

「実際にやってみること」の重要性を実感しました。
今回の一番のポイントは、防菌・防カビ作用、二酸化炭素吸収効果のある壁材を用いたことです。
畳床に使用した川上村特産の吉野杉と合わせて、ぬくもりを感じる空間が創出できました。
図面や模型では分からないことを学びながら地域の役に立つものづくりにやりがいを感じました。
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大阪工業大学では、毎年春に、大学生活への不安を
解消し、学修意欲を高めるための導入教育「新入生オ
リエンテーション」を実施しています。さまざまな学
科の学生と教職員が村を訪れ、「木工体験」「陶芸体
験」などのワークショップやグループディスカッション
を通じて、自然に親しみ、仲間との親ぼくを深めます。
環境共生の視点は、次代を担う人材に必要な素養で
す。川上村の豊かな自然の中で、学生たちは学びの
一歩を踏み出します。

「面白い理科実験をしたい」という小学生の声に応え
て、昨年6月、応用化学研究部の学生13人が、川上小
学校で｢親子理科教室｣を開催しました。テーマは「色
の変わるあわを作ろう」。学生が用意した白衣とゴー
グルを身につけた34人の小学生と保護者は、学生の
サポートで楽しみながら実験に取り組みました。子ど
もたちは、マーブル模様やレモン色に変わる泡の変
化に歓声を上げていました。大好評だった出張理科
教室は、今後も継続する予定です。

「間伐材を有効活用した循環型社会の仕組み」を実
証するために、川上村の樹齢40年から120年の杉
やヒノキの間伐材で作った割り箸を学生食堂に導入
しました。間伐材は、廃棄されるのが一般的ですが、
学生食堂で使用し、使用済みの割り箸は、環境工学研
究部の学生が炭化炉で炭にして炭石けんづくりに使
用。さらに同部と環境工学科の学生が、その炭を使っ
て川上村や大学のキャンパスの桜の木の養生を行い
ました。村の木材が形と役割を変えて村に戻り、美し
い桜の花を咲かせています。

学生がセンセイ！
親子理科教室

環境共生を考える
新入生オリエンテーション

「割り箸」から学ぶ
循環型社会の仕組み

「出会い・気付き・成長」がキーワード。

◀カラフルなアクセサリーを
制作した「七宝焼き体験」。

◀真剣な表情で実験に
取り組む子どもたち。

▲不思議な“あわ”の完成に
子どもたちから拍手喝采。

◀割り箸を炭化炉で炭に
して炭石けんを作成。

▼環境工学科の小川客員教授の指
導のもと、同村・あきつの小野公
園で桜の養生を実施。

▼川上村の貴重な原生林を巡る
　「水源地の森ツアー」。

川上村でのその他の取り組み
川上村の豊かな自然に学ぶ

身近な自然を守ろう！
淀川クリーンキャンペーンを実施

学生のアイデアで
商店街の活性化を目指す

大宮キャンパスのそばを流れる淀川には、「城北ワンド群」と呼ばれる場所があり
ます。そこには貴重な自然が残り、天然記念物のイタセンパラなど多くの生き物
が生息する地域の財産です。この資源を守るため、大阪工業大学は大阪市旭区な
どと連携して「淀川クリーンキャンペーン」を実施しています。開催6年目を迎え
た昨年は、本学の学生や地域の皆さんなど約800人が参加しました。学生からは

「地域と一体となって清掃活動を行う中で、淀川や自然環境について一緒に考え
る貴重な機会です」との声も聞かれ、大切な地域資源をみんなで守っていこうと
いう意識が高まっています。

活気あふれる商店街として知られる千林商店街（大阪市旭区）を、より賑わいの
ある魅力的な空間にしようと、学生たちがさまざまな試みを展開しています。昨
年3月、同商店街の発祥100周年を記念して“発祥の地”に設置された記念プ
レートは、工学部空間デザイン学科の学生が同商店街と京阪電車の100周年
の軌跡をイメージしてデザインしたもの。このほか、実際にある店舗リニューア
ルを想定して制作した作品をディスプレーした「千林商店街 店舗デザイン展」を
開催し、店舗関係者や買い物客から生の声を聞くなど、地元商店街の活性化に
向けて活動しています。

地域と連携して実践する
その他の取り組み
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大阪工業大学では、毎年春に、大学生活への不安を
解消し、学修意欲を高めるための導入教育「新入生オ
リエンテーション」を実施しています。さまざまな学
科の学生と教職員が村を訪れ、「木工体験」「陶芸体
験」などのワークショップやグループディスカッション
を通じて、自然に親しみ、仲間との親ぼくを深めます。
環境共生の視点は、次代を担う人材に必要な素養で
す。川上村の豊かな自然の中で、学生たちは学びの
一歩を踏み出します。

「面白い理科実験をしたい」という小学生の声に応え
て、昨年6月、応用化学研究部の学生13人が、川上小
学校で｢親子理科教室｣を開催しました。テーマは「色
の変わるあわを作ろう」。学生が用意した白衣とゴー
グルを身につけた34人の小学生と保護者は、学生の
サポートで楽しみながら実験に取り組みました。子ど
もたちは、マーブル模様やレモン色に変わる泡の変
化に歓声を上げていました。大好評だった出張理科
教室は、今後も継続する予定です。

「間伐材を有効活用した循環型社会の仕組み」を実
証するために、川上村の樹齢40年から120年の杉
やヒノキの間伐材で作った割り箸を学生食堂に導入
しました。間伐材は、廃棄されるのが一般的ですが、
学生食堂で使用し、使用済みの割り箸は、環境工学研
究部の学生が炭化炉で炭にして炭石けんづくりに使
用。さらに同部と環境工学科の学生が、その炭を使っ
て川上村や大学のキャンパスの桜の木の養生を行い
ました。村の木材が形と役割を変えて村に戻り、美し
い桜の花を咲かせています。

学生がセンセイ！
親子理科教室

環境共生を考える
新入生オリエンテーション

「割り箸」から学ぶ
循環型社会の仕組み

「出会い・気付き・成長」がキーワード。

◀カラフルなアクセサリーを
制作した「七宝焼き体験」。

◀真剣な表情で実験に
取り組む子どもたち。

▲不思議な“あわ”の完成に
子どもたちから拍手喝采。

◀割り箸を炭化炉で炭に
して炭石けんを作成。

▼環境工学科の小川客員教授の指
導のもと、同村・あきつの小野公
園で桜の養生を実施。

▼川上村の貴重な原生林を巡る
　「水源地の森ツアー」。

川上村でのその他の取り組み
川上村の豊かな自然に学ぶ

身近な自然を守ろう！
淀川クリーンキャンペーンを実施

学生のアイデアで
商店街の活性化を目指す

大宮キャンパスのそばを流れる淀川には、「城北ワンド群」と呼ばれる場所があり
ます。そこには貴重な自然が残り、天然記念物のイタセンパラなど多くの生き物
が生息する地域の財産です。この資源を守るため、大阪工業大学は大阪市旭区な
どと連携して「淀川クリーンキャンペーン」を実施しています。開催6年目を迎え
た昨年は、本学の学生や地域の皆さんなど約800人が参加しました。学生からは

「地域と一体となって清掃活動を行う中で、淀川や自然環境について一緒に考え
る貴重な機会です」との声も聞かれ、大切な地域資源をみんなで守っていこうと
いう意識が高まっています。

活気あふれる商店街として知られる千林商店街（大阪市旭区）を、より賑わいの
ある魅力的な空間にしようと、学生たちがさまざまな試みを展開しています。昨
年3月、同商店街の発祥100周年を記念して“発祥の地”に設置された記念プ
レートは、工学部空間デザイン学科の学生が同商店街と京阪電車の100周年
の軌跡をイメージしてデザインしたもの。このほか、実際にある店舗リニューア
ルを想定して制作した作品をディスプレーした「千林商店街 店舗デザイン展」を
開催し、店舗関係者や買い物客から生の声を聞くなど、地元商店街の活性化に
向けて活動しています。

地域と連携して実践する
その他の取り組み

17 18



地域で学ぶ。社会を学ぶ。

ものづくり
人づくり

未来づくり

常 翔 学 園

お問い合わせ先
■入試部／TEL.06-6954-4086

発行元 
■常翔学園 広報室／TEL.06-6954-4026

大宮キャンパス（知的財産学部・工学部）
〒535-8585　大阪市旭区大宮5丁目16-1

枚方キャンパス（情報科学部）
〒573-0196　大阪府枚方市北山1丁目79-1

http://www.oit.ac.jp/

2012年4月発行

プロジェクト活動・課外活動などを紹介します
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