
参加費
不　要

お近くの会場にて、是非ご参加ください

２０21年度２０21年度

教育懇談会のご案内

  教育懇談会 開催会場・スケジュール

ご 子 女 の 将 来 を 共 に 考 え る 一 日 で す

各 会 場 、感 染 防 止 対 策 を 施 し
お 待 ち し て い ま す

〒535-8585　大阪市旭区大宮5-16-1 大阪工業大学 学長室庶務課　TEL：06-6954-4097  E-mail：OIT.Koenkai@josho.ac.jp
お問い
合わせ

9月15日（水）厳守

●インターネットに接続する環境が無い等、申込サイトからのお申込みが出来ない場合は、下段に記載の「お問い合わせ」窓
口までご連絡ください。●個別懇談は、お申込順となります。●個別懇談（1組あたり30分以内）は、所属学部･学科の教員
が、学業成績簿等に基づき相談を承ります。●個別懇談をお申込みの方には後日、面談時間等をメールにて連絡いたします。 

お申込については、インターネットでの申込となります。
以下のURLアドレスまたはQRコードから申込サイトにお入りください。

対象学部･年次 出席会場（いずれか１会場）

■ 申込対象者

工学部・知的財産学部・
工学研究科・知的財産研究科（全学年）

大阪（梅田キャンパス）会場または、
津・岡山・福井・徳島・松山・博多の
各会場 （実施日順）

大阪（枚方キャンパス）会場または、
津・岡山・福井・徳島・松山・博多の
各会場 （実施日順）

大阪（大宮キャンパス）会場または、
津・岡山・福井・徳島・松山・博多の
各会場 （実施日順）

ロボティクス&デザイン工学部・
ロボティクス&デザイン工学研究科（全学年）
※工学部「空間デザイン学科・ロボット工学科」を含む。

※工学部「空間デザイン学科・ロボット工学科」を除く。

情報科学部・情報科学研究科（全学年）

【地方会場】

受付 ： 大阪工業大学  大宮キャンパス 
　　　別途ご案内します。
　　　（大阪市旭区大宮５－１６－１）

■ 日程・会場

ホテルグリーンパーク津

アークホテル岡山

福井県国際交流会館

JRホテルクレメント徳島

ホテルサンルート松山

博多エクセルホテル東急

大宮キャンパス

梅田キャンパス　

枚方キャンパス　

津

岡　山

福　井

徳　島

松　山

博　多

大  阪
（本学）

開催日 開催都市 会　場

10/3（日）

　　　

10/10（日）

10/31（土）

12/4（土）

教育懇談会
参加申込方法

大阪工業大学 
学長室庶務課　
TEL.０６-６９５４-４０９７（直通）

当日の
連絡先

受　付
総括説明会（学業・学生生活・就職）
個別懇談

12:30～13:00

13:00～14:10

14:10～16:40

◎地方・大阪会場とも今年度は
　昼食のご用意はありません。

※お車でお越しの際は、駐車場の有無等各会場に ご確認ください。

※一組の懇談時間：約30分以内
※待ち時間に就職担当職員による就職相談コーナーをご利用いただけます。

■ スケジュール（各会場のスケジュールは若干前後することがあります。ご了承ください。）

大宮キャンパス
（対象）工学部/知的財産学部/工学研究科/知的財産研究科

12/4
大 阪 会 場地 方 会 場

土

枚方キャンパス
（対象）情報科学部/情報科学研究科

12/4 土

梅田キャンパス
（対象）ロボティクス&デザイン工学部/ロボティクス&デザイン工学研究科

12/4 土10/10 福井、徳島日

10/3   津 、岡山日

10/31 松山、博多日

毎年多くの保護者の皆さまにご参加いただき、喜びの声をいただいています。

※工学部「空間デザイン学科・ロボット工学科」を含む。

※工学部「空間デザイン学科・ロボット工学科」を除く。

 ［対象学部］ 工学部・知的財産学部・
                  工学研究科・知的財産研究科
　　　　　　（全学年）

13:00～16:30
個別懇談  ※一組の懇談時間：30分
                   （個別懇談はお申し込み順となります。）

13:00～17:00
窓口相談 （必要に応じてご利用ください）

【大阪会場】大宮キャンパス

※工学部「空間デザイン学科・ロボット工学科」を除く。 ※工学部「空間デザイン学科・ロボット工学科」を含む。

受　付  （個別懇談時間20分前）

受付 ： 大阪工業大学　梅田キャンパス
　　　OIT梅田タワー2階
　　　（大阪市北区茶屋町１－４５）

7号館 2階
  ・ 教務課［授業･成績等について］
  ・ 学生課［学生生活･課外活動等について］
  ・ 厚生課［奨学金･学生貸付金等について］
7号館 3階
  ・ 就職課[就職等について]
大宮Chast 1階
  ・ 国際交流センター[海外研修･留学等について]

大阪工業大学　
ロボティクス＆デザイン工学部事務室
ＴＥＬ：０６-６１４７-６８２９（直通）

当日の
連絡先

 ［対象学部］ 
【大阪会場】梅田キャンパス

ロボティクス&デザイン工学部・
ロボティクス&デザイン工学研究科
（全学年）

受付 ： 大阪工業大学  枚方キャンパス 
　　　1号館１階エントランス　
　　　（枚方市北山1－79－１）

大阪工業大学 
情報科学部事務室　
TEL.０７２-８６６-５３０１（直通）

当日の
連絡先

 ［対象学部］情報科学部・
                 情報科学研究科（全学年）

【大阪会場】枚方キャンパス

〈申込QRコード〉

事務局

13:00～16:30
個別懇談  ※一組の懇談時間：30分
                   （個別懇談はお申し込み順となります。）

13:00～17:00
窓口相談 （必要に応じてご利用ください）

受　付  （個別懇談時間20分前）

7階
  ・ ロボティクス＆デザイン工学部事務室
 　　［授業･成績･学生生活･課外活動･奨学金･
         学生貸付金等について］
  ・ 就職課梅田分室［就職等について］

13:00～16:30
個別懇談  ※一組の懇談時間：30分
                   （個別懇談はお申し込み順となります。）

13:00～17:00
窓口相談 （必要に応じてご利用ください）

受　付  （個別懇談時間20分前）

1号館 1階
  ・ 情報科学部事務室
 　　［授業･成績･学生生活･課外活動･奨学金･
         学生貸付金等について］
  ・ 就職課枚方分室[就職等について] 

地方会場 10月25日（月）厳守大阪会場

〈申込URL〉 https://oit.atto-lance.com/start/

大阪と地方

6会場で開催！！

9月1日（水） 10：00から地方・大阪会場受付開始日

受付締切日

※新型コロナウィルス感染症の感染拡大および天候予測等により中止になる場合があります。予めご了承ください。



保護者の皆さまの悩みや心配事、
知っておきたいことなどを各プログラムでお応えいたします。

参加して参加して教育懇談会教育懇談会2019
年度

　2019年度は9月から11月にかけて、大阪・博多・福山・名古屋・福井・松山の
7都市での教育懇談会の開催を予定しておりました。しかしながら、福井・松山で
予定していた教育懇談会については、台風の影響により、安全面を考慮した結
果、やむを得ず中止させていただくことになりました。
　博多・高松・福山・名古屋および11月の大阪（大宮・梅田・枚方キャンパス）会場
においては、全会場合わせて733組1,042名の保護者の方にご参加いただき、
盛況のうちに教育懇談会を終了することができました。
　地方会場に参加された皆さまからのご感想をご紹介させていただきます。

 教育懇談会を開催いたします。 2021年度
　後援会では、ご家庭と大学との連携のひとつとして教育懇談会を開催し、保護者の皆さまと先生とが個別に懇談を行い、

ご子女の修学状況、学業成績、大学生活、就職問題等について、ご懇談いただく機会を設けております。昨年度は新型

コロナウィルス感染症感染拡大により、教育懇談会全会場の開催を中止しましたが、本年度は感染防止対策を施し大阪

3会場（大宮キャンパス・梅田キャンパス・枚方キャンパス）をはじめ、地方6会場で開催いたします。例年ご参加いただいている

皆さまはもとより、まだ参加いただいたことのない皆さまも、ぜひ教育懇談会にご参加くださいますようご案内申し上げます。

※2020年度は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大により開催を中止しました。

※学部・学科、年次は2019年度時点です。

　初めて教育懇談会に参加させていただきました。

　総括説明会で大学院や就職等、ためになるお話をお伺いでき、

１年次から出席して良かったと感じました。 

　お食事会は先生方や後援会の方々と和やかな雰囲気で大学

や息子の話をして楽しい時間を過ごすことができました。 

　個別懇談では、ご指導いただいている先生から履修科目の

単位修得状況、成績、今後の進路の考え方、息子の授業中の

様子等をお伺いでき安心しました。 

　このたびは、有意義な機会をいただき先生方や後援会の皆

さまに深く感謝いたします。今後ともよろしくお願いいたし

ます。

　「大阪工業大学で空間デザインを勉強する。」そう宣言し
た娘は、不慣れな地での一人暮らしやなじみの薄い進学先に
心配を募らせる親をよそに、高校卒業と同時に福岡の自宅を
離れ、大学生活をスタートさせました。
　それから早4年。帰省のたびに大学の講義内容や先生方、
友だちの話、アルバイトや国内外の研修旅行の体験談などを
聴き、のびのびと充実した学生生活を送っていることが伝
わってきて安心しました。卒業を控えた４年次になっての教
育懇談会参加でしたが、大学の概要や教育・人材育成の特色、
理工系総合大学ならではのきめ細かさ、学生に対する面倒見
の良さをあらためて知ることができました。個別懇談によ
り、親元を離れて過ごした娘の4年間の歩みも確認できた思
いがします。各地の教育懇談会開催は、先生方や後援会のご
苦労も多いと存じます。貴重な機会を設けていただいたこと
に、心から感謝を申し上げます。

情報科学部 情報システム学科 １年次※

　昨年、名古屋会場は台風の影響で開催が見送られたので、
今回初めて参加させていただきました。
　総括説明会では、ますます充実する大学施設の話や学生の
質の高さを追求するカリキュラムの話等、その取り組みに感
心いたしました。また、年々変化する就職活動も分かり易く
説明していただき、それに対応する就職課のきめ細やかなサ
ポートを大変心強く思い、参考になりました。 
　個別懇談では、本人からはなかなか聞けない成績表の見方
や出席状況をはじめ、今後の単位修得に何が必要で何が重要
なのかということを具体的に丁寧に教えていただきました。
大学院進学や就職という進路について息子とじっくり話す
きっかけにしたいと思います。有意義な時間を過ごすことが
でき、参加して本当に良かったと思います。このような機会
をいただき、先生方や関係者の皆さまに深く感謝いたします
とともにお礼申し上げます。

　大学院１年次になった息子の教育懇談会に参加するのは、
今回で４回目となりました。教育懇談会は大学生活の様子を
直接伺うことができるとてもいい機会です。今年は大切な就
職活動の時期になってきましたので参加しました。 就職課の
方から大学の就職状況や就職活動状況などを詳しく説明して
いただきました。
　またその後、研究室の先生とゆっくりとお話をすることが
できました。
　この懇談会に参加するたびに、息子は大学に大変お世話に
なっているのだなぁ、先生方もよく見て下さっているのだ
なぁということを強く感じます。
　本当に感謝しております。この場をお借りしてお礼申し上
げます。
　最後にこのような有意義な機会をいただきありがとうござ
います。今後ともよろしくお願いいたします。

総括説明会
（地方会場のみ）

地方会場では、学長、副学長および各学部長、教職員が
出席し、本学の教育・研究内容や各種プロジェクト活動に
関する取り組み状況、学業成績、学生生活および家族
ができる就職支援等につきまして、全般的な説明をいたし
ます。

就職相談

ご希望により、就職部の担当職員が、ご子女の就職・進路
について、学生本人の就職活動状況等に応じて個別にご相
談をお受けいたします。

個別懇談

日ごろご指導いただいている各学部の先生と、ご子女の
学業成績、進級、卒業、大学での生活状況等について、個
別にご懇談いただきます。
当日、学業成績等、履修登録確認表などの資料をお渡しし
ます。

窓口相談
（大阪会場のみ）

大阪会場では、ご希望により、各専門窓口の担当職員が、
ご子女の授業、成績、課外活動、奨学金や海外研修などにつ
いて個別にご相談をお受けいたします。

※例年、地方会場では昼食会、大阪会場では昼食用の食事券（食事補助
券）により昼食をご用意しておりましたが、今年度は感染症感染防止
対策としてご準備がありません。

※各会場で若干プログラムを変更することがあります。

9/29（日）
高松会場

松原　奈美 様
工学部 空間デザイン学科 ４年次※

9/29（日）
博多会場

大久保　昭彦 様

工学部 電気電子工学科 ３年次※

10/6（日）
名古屋会場

富田　伸子 様
工学研究科 電気電子・機械工学専攻 １年次※

10/6（日）
福山会場

内田　純子 様
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説明していただき、それに対応する就職課のきめ細やかなサ
ポートを大変心強く思い、参考になりました。 
　個別懇談では、本人からはなかなか聞けない成績表の見方
や出席状況をはじめ、今後の単位修得に何が必要で何が重要
なのかということを具体的に丁寧に教えていただきました。
大学院進学や就職という進路について息子とじっくり話す
きっかけにしたいと思います。有意義な時間を過ごすことが
でき、参加して本当に良かったと思います。このような機会
をいただき、先生方や関係者の皆さまに深く感謝いたします
とともにお礼申し上げます。

　大学院１年次になった息子の教育懇談会に参加するのは、
今回で４回目となりました。教育懇談会は大学生活の様子を
直接伺うことができるとてもいい機会です。今年は大切な就
職活動の時期になってきましたので参加しました。 就職課の
方から大学の就職状況や就職活動状況などを詳しく説明して
いただきました。
　またその後、研究室の先生とゆっくりとお話をすることが
できました。
　この懇談会に参加するたびに、息子は大学に大変お世話に
なっているのだなぁ、先生方もよく見て下さっているのだ
なぁということを強く感じます。
　本当に感謝しております。この場をお借りしてお礼申し上
げます。
　最後にこのような有意義な機会をいただきありがとうござ
います。今後ともよろしくお願いいたします。

総括説明会
（地方会場のみ）

地方会場では、学長、副学長および各学部長、教職員が
出席し、本学の教育・研究内容や各種プロジェクト活動に
関する取り組み状況、学業成績、学生生活および家族
ができる就職支援等につきまして、全般的な説明をいたし
ます。

就職相談

ご希望により、就職部の担当職員が、ご子女の就職・進路
について、学生本人の就職活動状況等に応じて個別にご相
談をお受けいたします。

個別懇談

日ごろご指導いただいている各学部の先生と、ご子女の
学業成績、進級、卒業、大学での生活状況等について、個
別にご懇談いただきます。
当日、学業成績等、履修登録確認表などの資料をお渡しし
ます。

窓口相談
（大阪会場のみ）

大阪会場では、ご希望により、各専門窓口の担当職員が、
ご子女の授業、成績、課外活動、奨学金や海外研修などにつ
いて個別にご相談をお受けいたします。

※例年、地方会場では昼食会、大阪会場では昼食用の食事券（食事補助
券）により昼食をご用意しておりましたが、今年度は感染症感染防止
対策としてご準備がありません。

※各会場で若干プログラムを変更することがあります。

9/29（日）
高松会場

松原　奈美 様
工学部 空間デザイン学科 ４年次※

9/29（日）
博多会場

大久保　昭彦 様

工学部 電気電子工学科 ３年次※

10/6（日）
名古屋会場

富田　伸子 様
工学研究科 電気電子・機械工学専攻 １年次※

10/6（日）
福山会場

内田　純子 様



参加費
不　要

お近くの会場にて、是非ご参加ください

２０21年度２０21年度

教育懇談会のご案内

  教育懇談会 開催会場・スケジュール

ご 子 女 の 将 来 を 共 に 考 え る 一 日 で す

各 会 場 、感 染 防 止 対 策 を 施 し
お 待 ち し て い ま す

〒535-8585　大阪市旭区大宮5-16-1 大阪工業大学 学長室庶務課　TEL：06-6954-4097  E-mail：OIT.Koenkai@josho.ac.jp
お問い
合わせ

9月15日（水）厳守

●インターネットに接続する環境が無い等、申込サイトからのお申込みが出来ない場合は、下段に記載の「お問い合わせ」窓
口までご連絡ください。●個別懇談は、お申込順となります。●個別懇談（1組あたり30分以内）は、所属学部･学科の教員
が、学業成績簿等に基づき相談を承ります。●個別懇談をお申込みの方には後日、面談時間等をメールにて連絡いたします。 

お申込については、インターネットでの申込となります。
以下のURLアドレスまたはQRコードから申込サイトにお入りください。

対象学部･年次 出席会場（いずれか１会場）

■ 申込対象者

工学部・知的財産学部・
工学研究科・知的財産研究科（全学年）

大阪（梅田キャンパス）会場または、
津・岡山・福井・徳島・松山・博多の
各会場 （実施日順）

大阪（枚方キャンパス）会場または、
津・岡山・福井・徳島・松山・博多の
各会場 （実施日順）

大阪（大宮キャンパス）会場または、
津・岡山・福井・徳島・松山・博多の
各会場 （実施日順）

ロボティクス&デザイン工学部・
ロボティクス&デザイン工学研究科（全学年）
※工学部「空間デザイン学科・ロボット工学科」を含む。

※工学部「空間デザイン学科・ロボット工学科」を除く。

情報科学部・情報科学研究科（全学年）

【地方会場】

受付 ： 大阪工業大学  大宮キャンパス 
　　　別途ご案内します。
　　　（大阪市旭区大宮５－１６－１）

■ 日程・会場

ホテルグリーンパーク津

アークホテル岡山

福井県国際交流会館

JRホテルクレメント徳島

ホテルサンルート松山

博多エクセルホテル東急

大宮キャンパス

梅田キャンパス　

枚方キャンパス　

津

岡　山

福　井

徳　島

松　山

博　多

大  阪
（本学）

開催日 開催都市 会　場

10/3（日）

　　　

10/10（日）

10/31（土）

12/4（土）

教育懇談会
参加申込方法

大阪工業大学 
学長室庶務課　
TEL.０６-６９５４-４０９７（直通）

当日の
連絡先

受　付
総括説明会（学業・学生生活・就職）
個別懇談

12:30～13:00

13:00～14:10

14:10～16:40

◎地方・大阪会場とも今年度は
　昼食のご用意はありません。

※お車でお越しの際は、駐車場の有無等各会場に ご確認ください。

※一組の懇談時間：約30分以内
※待ち時間に就職担当職員による就職相談コーナーをご利用いただけます。

■ スケジュール（各会場のスケジュールは若干前後することがあります。ご了承ください。）

大宮キャンパス
（対象）工学部/知的財産学部/工学研究科/知的財産研究科

12/4
大 阪 会 場地 方 会 場

土

枚方キャンパス
（対象）情報科学部/情報科学研究科

12/4 土

梅田キャンパス
（対象）ロボティクス&デザイン工学部/ロボティクス&デザイン工学研究科

12/4 土10/10 福井、徳島日

10/3   津 、岡山日

10/31 松山、博多日

毎年多くの保護者の皆さまにご参加いただき、喜びの声をいただいています。

※工学部「空間デザイン学科・ロボット工学科」を含む。

※工学部「空間デザイン学科・ロボット工学科」を除く。

 ［対象学部］ 工学部・知的財産学部・
                  工学研究科・知的財産研究科
　　　　　　（全学年）

13:00～16:30
個別懇談  ※一組の懇談時間：30分
                   （個別懇談はお申し込み順となります。）

13:00～17:00
窓口相談 （必要に応じてご利用ください）

【大阪会場】大宮キャンパス

※工学部「空間デザイン学科・ロボット工学科」を除く。 ※工学部「空間デザイン学科・ロボット工学科」を含む。

受　付  （個別懇談時間20分前）

受付 ： 大阪工業大学　梅田キャンパス
　　　OIT梅田タワー2階
　　　（大阪市北区茶屋町１－４５）

7号館 2階
  ・ 教務課［授業･成績等について］
  ・ 学生課［学生生活･課外活動等について］
  ・ 厚生課［奨学金･学生貸付金等について］
7号館 3階
  ・ 就職課[就職等について]
大宮Chast 1階
  ・ 国際交流センター[海外研修･留学等について]

大阪工業大学　
ロボティクス＆デザイン工学部事務室
ＴＥＬ：０６-６１４７-６８２９（直通）

当日の
連絡先

 ［対象学部］ 
【大阪会場】梅田キャンパス

ロボティクス&デザイン工学部・
ロボティクス&デザイン工学研究科
（全学年）

受付 ： 大阪工業大学  枚方キャンパス 
　　　1号館１階エントランス　
　　　（枚方市北山1－79－１）

大阪工業大学 
情報科学部事務室　
TEL.０７２-８６６-５３０１（直通）

当日の
連絡先

 ［対象学部］情報科学部・
                 情報科学研究科（全学年）

【大阪会場】枚方キャンパス

〈申込QRコード〉

事務局

13:00～16:30
個別懇談  ※一組の懇談時間：30分
                   （個別懇談はお申し込み順となります。）

13:00～17:00
窓口相談 （必要に応じてご利用ください）

受　付  （個別懇談時間20分前）

7階
  ・ ロボティクス＆デザイン工学部事務室
 　　［授業･成績･学生生活･課外活動･奨学金･
         学生貸付金等について］
  ・ 就職課梅田分室［就職等について］

13:00～16:30
個別懇談  ※一組の懇談時間：30分
                   （個別懇談はお申し込み順となります。）

13:00～17:00
窓口相談 （必要に応じてご利用ください）

受　付  （個別懇談時間20分前）

1号館 1階
  ・ 情報科学部事務室
 　　［授業･成績･学生生活･課外活動･奨学金･
         学生貸付金等について］
  ・ 就職課枚方分室[就職等について] 

地方会場 10月25日（月）厳守大阪会場

〈申込URL〉 https://oit.atto-lance.com/start/

大阪と地方

6会場で開催！！

9月1日（水） 10：00から地方・大阪会場受付開始日

受付締切日

※新型コロナウィルス感染症の感染拡大および天候予測等により中止になる場合があります。予めご了承ください。


