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資格サポートコーナー　～エクステンション講座のご案内～

2019年度　教育センターのご案内

　今年の4月で資格サポートコーナーは8年目を迎え、2018年度は年間でおよそ
500名が課外講座を受講しました。
　大学生活の4年間は学ぶことも多く、あっという間に経過してしまいます。3年次で就
職活動が始まってから資格の取得を意識し始めるのではなく、在学中にしっかりと自分
のキャリアプランを立て、それに向けた計画的な学習が事前にできるよう、1年次や2
年次へも積極的な資格取得と進路支援を実施しています。
　「自分は何をしたいのか」「どのような分野で、今後どのようにして活躍したいのか」と
いう将来へのビジョンを共に考え、それらを確実に証明するための手段として、また、学
生一人ひとりのやる気を伸ばすきっかけとして、専門的な知識を活かせる幅広いライン
ナップをご用意し、それぞれの学生の意向に沿った資格の取得を薦めています。
　資格サポートコーナーに訪れる学生の多くは、「将来のために何らかの資格を取得し
たいが、どんな資格を取れば良いのかわからない」「資格を取得したいが、最後まで継
続的に学習できるか心配」と頭を悩ませています。資格取得までの過程においてはも
ちろん、その後の更なるステップアップまで、専任のスタッフが全力で学生の皆さんを
サポートいたします。
　また、梅田の学外スクールと連携し、受講可能なラインナップが拡充しております。詳
しくは資格講座2019ガイドをご確認ください。学外スクール『資格とキャリアのスクー
ルnoa』にて大阪工業大学在学生価格で受講いただけます。
　今後のご子女の更なるご活躍のため、資格に向けての取り組みにご支援を賜ります
ようお願い申し上げます。

一部の資格対策講座は、本学の卒業生ならびに在学生・卒業生の
ご家族も在学生料金で受講いただけます。皆さまの更なるスキル向上、

自己啓発の機会としても是非ご活用ください。
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　私は公務員になって、生まれ育った地域を整備したいと思い土木職を目指しました。
講座では筆記試験対策として、各科目の要点を教えていただき、効率よく学習するこ
とができました。人物試験対策については、面接や集団討論を実践形式で行うことで、
本番を想定した練習ができました。その他にも小論文・エントリーシートの添削など
様々なことに個別で相談に乗っていただくことで、心の支えになりました。その支えも
あって諦めずに努力した結果、公務員試験を合格することができました。

　大学教育は、高等学校までに
定められた知識や能力を身に付
けていることを前提に、学生の
自主性、自立した学習を基本と
して進めます。
　しかし、大学入学直後は、これ
までの受動的な教育・学習から
能動的な学修への切り替わりに
戸惑う学生や、「高校で物理を
学習する機会がなかった」「数学
に苦手分野がある」「高校で学
んだ数学・物理の基礎をしっか
り復習しておきたい」などの悩
みを抱える学生が多くいます。
　そのような学生のために、教
育センターでは、個別学習相談
の実施や、数学・物理系科目の
補完授業である基礎力向上講
座を開講し、専属教員や先輩学
生が学生の学びを徹底的にサ
ポートしています。
　気軽に相談できる環境を整え
ていますので、授業で困ったこ
とや不安なことがあれば教育セ
ンターを訪ねてください。

大阪工業大学では、資格取得・進路支援を行う課外講座として、
学生のやる気を伸ばし、将来へのビジョンを明確にする様々な
講座を開講しています。

受講生の声 公務員試験　土木職　合格！
■公務員試験対策講座（土木職対策）受講

大阪工業大学工学部　環境工学科4年次 森 慎之介さん

お問い合せ先 資格サポートコーナー　06-6967-9811（大宮直通）  大宮キャンパス：7号館3階　梅田キャンパス：6階　枚方キャンパス：1号館１階

お問い合せ先 【大宮】教務課：06-6954-4083  【梅田】ロボティクス＆デザイン工学部事務室：06-6147-6830  【枚方】情報科学部事務室：072-866-5301

教育センターでは、学びに関する悩みの解決をサポートしています。

■教育センターについて

■2019年度開講予定講座 一覧

※大宮：大宮キャンパス、梅田：梅田キャンパス、枚方：枚方キャンパス

開室曜日 （大宮）月・火・水・木・金曜日　（梅田）月・火・水・木・金曜日　（枚方）月・火・木・金曜日

場所 （大宮）大宮7号館3階　（梅田）梅田6階（ラーニングコモンズ内）　
（枚方）枚方1号館4階（ラーニングコモンズ内）

教育センター
所属教員

（大宮）数学担当：八尾 隆、堂之本 篤弘/物理担当：仲谷 隆次、兵庫 將夫、吉田 福蔵
（梅田）数学・物理担当：尾形 健一　（枚方）数学担当：岩﨑 判二/物理担当：山田 省二

実施概要

①個別学習相談
　あらかじめ設定された時間を利用して、個別に数学・物理・英語系授業科目の課題や個別の質問などの個人指導・学
　習相談を行っています。学生個々の習熟度に合わせた指導を受けることができます。グループでの相談にも応じます。
②基礎力向上講座
　数学・物理系の正課授業科目と連携し、高等学校の復習から授業の内容に沿った演習などを盛り込み、基礎を補完する講座です。
③応用力向上講座
　将来、大学院への進学を目指している学生、すでに大学院進学が決まっている学生を対象とした数学・物理の応用力
　を養う講座です。
④夏期集中パワーアップ講座
　夏期休業期間を利用し、数学・物理科目の高等学校の復習から後期授業の予習までを盛り込んだ基礎学力を強化する講座です。

申込方法

①個別学習相談　直接センターにお越しください。
※担当教員の待機表、基礎力向上講座の時間割は教務課掲示板、教育センター内の掲示またはHPにて確認してください。
※枚方の教育センターでは、1号館1階エントランスでも個別学習相談に応じています。
②基礎力向上講座　③応用力向上講座
　直接指定の教室へ行ってください。申込みの必要はありません。
④夏期集中パワーアップ講座
　所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、大宮・教育センター、ロボティクス＆デザイン工学部事務室または情報科学
　部事務室へ提出してください。　※教務課掲示板および教育センター内の掲示、HP、ポータルサイトにて確認してください。

※曜日・時期によって開室時間が異なります。教務課掲示板、教育センター内の掲示、HP、ポータルサイトで確認してください。

※キャンパスごとに講座名・内容が異なりますので、詳細は教務課掲示板、教育センター内の掲示またはHPにて確認してください。

注1．開講講座、開講時期が変更になる場合がありますので、ご了承ください。
注2．講座ごとに募集期限を設けております。
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危険物取扱者試験 講座（乙種第4類）

建築系就職試験 対策講座

知的財産管理技能検定 講座 3級

CAD利用技術者 講座 2級

TOEIC® L&R 対策講座 スコアアップクラス

基本情報技術者試験 講座
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大宮キャンパスでは10月26日（金）から28日（日）の3日間、第70回城北祭が開催されました。
後援会ではスーパーボウルすくいを出店し、小さなお子様をはじめ多くの方々に楽しんでいただきました。
売上金については、7月の西日本豪雨で甚大な被害を受けた広島国際大学への災害復興支援金として、
その全額を寄付させていただきました。
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後援会ではスーパーボウルすくいを出店し、小さなお子様をはじめ多くの方々に楽しんでいただきました。
売上金については、7月の西日本豪雨で甚大な被害を受けた広島国際大学への災害復興支援金として、
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第70回城北祭に於いて

2018年度教育懇談会に参加して4

2018年度就職活動を振り返る8

2018年度主な就職先（大学院）
2018年度内定状況（大学院）、インターンシップに参加しよう！10

15
学部ニュース（知的財産学部・研究科）
専門職大学院進学の勧め



　「安否確認システム」とは、大規模な災害等が発生した際に、メール等を利用して学生の安否情報を迅速に収集し、大学や保護者
の皆さまへ配信することができるシステムです。
　2018年は6月の大阪府北部地震に続き7月の西日本豪雨など、大きな災害がありました。今後、南海トラフ巨大地震等の発生が
予想される中で、保護者の皆さまがご子女を安心
して大学へ送り出すことができるよう、安否確認
システムをご活用ください。
　本システムを利用した応答訓練を年に数回実
施しますので、ご子女が積極的に参加するようお
伝えください。
　（保護者の皆さまが、ご子女の安否通知【右表
参照】を受信するためには、ご子女の方が本学の
ポータルサイトにアクセスし、保護者様のメール
アドレスを登録する必要があります。）

学生対象の「安否確認システム」
　2018年度の学位記授与式が3月20日（水）に、2019年度の入学宣誓式が4月5日（金）に挙行されます。式場の様子は、
インターネット配信により同時中継いたします。式場の収容人数には限りがありますので、ぜひこちらもご利用ください。

学位記授与式と入学宣誓式のご案内学位記授与式と入学宣誓式のご案内

学位記授与式

日　　　時：2019年3月20日（水）10：00～10：50
場　　　所：総合体育館＜大宮キャンパス＞
保護者席数：1,300席（観覧席、同時中継室を含む）
同 時 中 継：当日9：50～11：00（予定）

入学宣誓式

日　　　時：2019年4月5日（金）10：00～10：35
場　　　所：総合体育館＜大宮キャンパス＞
保護者席数：1,350席（観覧席、同時中継室を含む）
同 時 中 継：当日9：50～10：45（予定）

～卒業記念品について～
学部生 大学院生

式典の中継映像がインターネットでご覧になれます！ 大阪工業大学のトップページ（http：//www.oit.ac.jp/）上にありますバナーからお入りください。

後 援 会 会 長 挨 拶 学 長 挨 拶

　卒業生、修了生の保護者の皆さま、ご子女のご卒業、
ご修了、誠におめでとうございます。後援会一同、心より
お慶び申し上げますとともに、入学以来、後援会活動へ
のご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　ご子女の成長を見守ってこられた保護者の皆さまと、
この日の喜びを共感できることをうれしく思います。
　また、卒業生、修了生の皆さん、晴れのご卒業、ご修
了おめでとうございます。皆さんのこれまでの直向きな努
力に対し、敬意を表するとともに、心よりお祝い申し上げ
ます。
　入学からこの日を迎えるまでの日々、長いようで短く、
あっという間の出来事だったように感じます。今思い起こ
せば、日々 の努力が走馬灯のように脳裏を過るのではな
いでしょうか。特に大阪工業大学には卒業、修了に様々
な要件があり、その一つ一つを成し遂げていったことは、
生易しいものではなかったと思います。しかしながら、そ
の努力の過程で、皆さんが身につけられた知識や技術、
人との出会い、切磋琢磨で育まれた絆は、これから皆さ
んが社会に羽ばたいていく中で活かされ、より一層の成
長を成しえるための礎となることでしょう。自信をもって、
力いっぱいに飛び立ってください。
　これから皆さんが踏み出そうとしている実社会とこれ
を取り巻く環境は、著しい変化を続けています。国内の

超高齢化社会、慢性的な労働人口の不足、新興国の
経済的な台頭など、我が国の発展に対する脅威や日本
のEEZ（排他的経済水域）資源開発、新素材の開発活
用など未知の領域も多々あります。
　実社会ではこうした変化への対応や、未知への探求
で進むべき道を見出すことは、自らの挑戦課題を形成
し、努力をもってこれを乗り越えることにあります。それは
時として葛藤、迷い、困惑を伴うことでしょう。大学で身に
付けた力が、そのまま社会で活かされるとは限りません。
そのような時に是非思い出していただきたいことは、大
阪工業大学の「世のため、人のため、地域のため、理論
に裏付けられた実践的技術をもち、現場で活躍できる専
門職業人を育成する。」という建学の精神の下に学んで
こられた大阪工業大学の卒業生・修了生であるというこ
とです。ご家族はもとより、ともに学び切磋琢磨して絆を
深めた友、先輩など多くの人と闊達に議論、相談してみ
てください。きっと皆さんを良い結果に導くきっかけになる
と思います。
　最後になりましたが、今日までご指導いただいた諸先
生方ならびに手厚くサポートしていただいた職員の皆さ
ま方に深く感謝申し上げるとともに、大阪工業大学の
益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

　卒業生の保護者の皆さま、ご子女のご卒業誠にお
めでとうございます。今日まで、いろいろなご苦労があっ
たかと思います。ご子女御本人もさることながら、保護
者の皆さまのご心配はいかばかりであったかと推察し
ます。その甲斐あって、本日を迎えられましたことに対
し、心からお喜び申し上げます。
　さて、長寿命化に伴って「人生100年時代」、「老人
の定義を75歳にしよう」との提言あるいは「70歳まで働
こう」との言葉がメディアで報じられています。したがっ
て、ご子女は卒業後、50年近く社会で活動することが
求められますが、急激な産業構造の変化に伴って、若
い頃に学んだ技術や知識はあっという間に陳腐化する
に違いありません。したがって、今までのように、安定し
た企業で、終身雇用されることの期待は見直されるに
違いありません。
　このような状況において、「40歳定年制」が東京大学
の柳川教授によって提言されています。これは40歳で
仕事をしなくても良いということでなく、少子高齢化で、
働く人（生産年齢人口）が少なくなっていくなか、高齢
者の人々を有効に活用することによって、社会の活性
化を図りたいとの考えです。しかしながら、前述のよう
に、技術者に要求される技術や知識は急速に変化して

いきます。「自分の持っている技術や知識が20年後にも
役に立つと思うか？」とのアンケート調査に対して、「通
用していてほしい」と願うものが多いと指摘されていま
す。したがって、この提言は、社会で活動する期間を20
年毎に分け、それぞれの期間毎に学び直しを行い、や
りがいを持って新たなキャリアを出発できれば良いとす
る提案です。
　このように、ご子女がこれから生きて行く時代は、不
確定な、不透明な社会です。しかしながら、若い時に勉
強したことをもとに、常に新たな発想のもと勉強していく
ことによって、長寿命化したこれからの人生を歩んでい
けるのではないかと思います。現在持っている技術以
外の強みを持つ分野を勉強し、視野を広げることが必
要ではないかと考えます。現在4学部16学科と大学院
を擁する本学は、梅田キャンパスを用いて、ご子女の必
要とする学び直し教育を提供できるように準備していき
たいと思います。ご子女が学び直しを必要とする時に
は、本学のプログラムを有効に活用していただきたいと
思います。
　ご子女が、「大阪工業大学卒業」であることを誇り
に、これからの人生、健康に留意され、自信をもって歩
んで行かれることを心よりお祈りいたします。

ご子女の門出を祝して

大阪工業大学　学長

西村　泰志

さあ飛び立とう

大阪工業大学後援会　会長

中川　　誠

卒業生には今後のご活躍を祈念して、学部生と大学院生それ
ぞれに大学名を印字した筆記具が記念品として贈られます。
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個別懇談（徳島会場） 総括説明会（岡山会場）

会長挨拶（博多会場）学長挨拶（大阪会場）

2 0 1 8 年 度

教育懇談会に参加して
　昨年は7月から11月にかけて、大阪・松山・名古屋・岡山・
徳島・福井・博多の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、7月に梅田キャンパスで予定し
ていた教育懇談会（就職支援セミナー）、9月に松山・名古
屋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、安全面を考慮しました結果、やむを得ず中止させて
いただくことになりました。
　10月の岡山、徳島、福井、博多会場および11月の大阪

　昨年の大阪会場に続いて、本年は岡山会場で教育懇談会に参加しました。
地方会場の食事会では大学の先生方や同じ一人暮らしの子息を持つご父兄
とも和やかに色々な話しができました。
　息子が３年次になり、今後の進路について何かと気を揉んでいるところ
で、７月に予定されていた就職支援セミナーの台風による中止もあり、今回
の教育懇談会が一層有意義な機会となりました。総括説明の就職説明で、今
一度、大学の取り巻く状況や今後の就職活動の動向をわかりやすく丁寧にご
教示いただき、大変参考になりました。個別懇談では、日頃、息子がご指導い
ただく先生から直接、履修科目の単位取得状況や成績分析、進路に関するア
ドバイスもいただき、とても安心したのと同時に、一人ひとりに手厚いサポー
トがあるからこそ、企業からも評価される人材を輩出する大学になっている
のだなと感じております。
　このたびは、先生方や後援会の皆さまに、有意義な機会を与えてくださり
深く感謝しております。今後ともよろしくお願いいたします。

工学部　都市デザイン工学科　３年次
１０/７（日） 森岡  敏幸 様

岡山会場

　１０月７日に開催される岡山会場の案内をもらったが出席をためらい
ました。なぜなら、内の娘はまだ1年生。自分で大学を決めて進学をした
が、親として何が出来る？ 3～4年生になってからでも良いのでは？と
勝手に決めようとしていましたが、「時間は大切に」といつも思っていた
ので教育懇談会に参加することにしました。会場に入って場内の雰囲
気、各担当の先生、スタッフの方々の目を見て思わず緊張しました。目
が生き生きとしており、就職状況の説明や大学院進学など、丁寧に分か
りやすく説明してくれました。
　個々の相談においても親身になって現状、今後のことについて分か
りやすく話をしてくれました。本当に大阪工業大学に娘を入学させて良
かったと思いました。来年には2年生になりますが、教育懇談会が岡山
で開催されるのであれば、ぜひ参加したいと思います。最後に個別懇談
の順番待ち時間の飲物、ケーキについてはとても気配りがありました。
また、食事会においては和んだ雰囲気になり良かったです。

情報科学部　コンピュータ科学科　１年次
１０/７（日） 伊原  淳士 様

岡山会場

　このたびは、大変有意義な機会を設けていただき、大学の先生方を始め、後援会の皆さまに
大変、お世話になりましたことをお礼申し上げます。
　この教育懇談会に昨年初めて参加させていただき、今年で２回目の参加となりました。大学
の取り組みや学生の就職状況など貴重なお話を伺うことができました。学科の先生との個別
懇談では、学生生活について昨年との違いを知ることができました。また、就職相談では、出身
地域の求人状況を具体的にご説明いただき、参考にすることができました。
　大学に通う息子からは、授業の出席が重要であることや、単位を取得することの大変さを
度々聞かされておりましたが、充実した環境の中で、元気に学生生活を送っていることに、親と
して安堵するとともに、本人の成長を楽しみにしているところであります。
　最後になりましたが、大阪工業大学の益々のご発展を心よりご祈念申し上げます。

ロボティクス＆デザイン工学部
ロボット工学科　２年次

１０/７（日） 安田  明子 様

徳島会場

　昨年、教育懇談会に初めて参加して、今年もぜひとの思いで夫婦で参加させていただきました。
　参加者は１２組１６名と比較的ゆったりとした雰囲気での教育懇談会でした。林知的財産学部長
からは、企業のニーズとリンクした研究テーマへの取組みをご紹介いただき、関西の私立大学で
９年連続トップの就職率を誇っていることに納得いたしました。
　総括説明では、２０１８年度以降の入学者へのアドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方針）の
変更をお伺いし、大阪工業大学が社会情勢の変化に迅速に対応し、成長を続けている大学だと
感じました。また、就職活動においては、就職担当教員、卒業研究指導教員および就職課の３者に
よる手厚いサポート体制に安心いたしました。
　一方、企業側のより専門性の高い人材ニーズの高まりや、学生自身の人間力向上のために大
学院進学が有効であることを改めて認識させられました。
　個別懇談後の食事会では、担当教員の方に息子の大学での生活態度等のお話を直接お伺い
することができ、大変有意義な時間となりました。
　このような機会をいただき感謝しております。今後ともよろしくお願いいたします。

工学部　機械工学科　２年次
１０/７（日） 森  敏史 様

徳島会場

　教育懇談会には、1年生より参加させていただいております。地方での開催で参加数組にも
かかわらず、遠方まで足を運んで下さった先生方、関係者、後援会の皆さまには感謝の念で
いっぱいです。離れて住む息子とは、できるだけ連絡は取っているつもりですが、詳しいことは
知ることができません。大学院進学、就活を控え、息子を直接ご指導下さっている研究室の先
生がわざわざおいで下さったとのことでした。先生からは、親が知らなかったわが子の様子を
たくさん教えていただき、その姿に時に笑いながら、和やかに会話が弾みました。
　また、総括説明会では、大学の現状を知ることができ、就職についてはきめの細かいサポー
ト力があることを知り、この大学で良かったと大変安堵し、帰路につきました。
　最後に、この教育懇談会の開催にあたり、ご尽力いただいた皆さまに深く御礼申し上げま
す。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

工学部　建築学科　４年次
１０/１４（日） 藤田  由美子 様

博多会場

　息子を大好きな大阪に送り出し、食事等の健康面、友達と楽しく大学生活が送れているかと
心配した半年。今はアルバイトで学業に支障がでないかという心配に変わりました。
　教育懇談会に参加させていただき、「大学は社会が求める人材を輩出すべきである」と懸命
に取り組まれている結果が、この就職率であることを実感しました。また、個別懇談で成績や
出席状況等も十分に理解することができました。
　食事会では、先生方や後援会の方、保護者の方と和やかな雰囲気の中で、楽しい時間を過
ごさせていただきました。特に後援会の方が明るく、緊張したのは最初の５分。周りの保護者
とも来年も参加の約束をし、帰宅させていただきました。
　最後に、有意義な機会をいただいた先生方、後援会の皆さまに感謝いたします。今後も宜し
くお願いいたします。

工学部　応用化学科　１年次
１０/１４（日） 稲木  順恵 様

福井会場

会場アンケートより
※全会場対象

回答数：472

教育懇談会に参加されての感想はいかがですか？

有意義であった
78.4

普通
11.9

無回答
9.7

良くなかった
0.0

回答数：434

講演会の内容について（大阪会場のみ）

良かった
53.7

普通
18.4

無回答
26.3

良くなかった
1.6

回答数：472

個別懇談時の担当教員の対応はいかがでしたか？

親切丁寧
66.5

無回答
28.0

良くなかった
0.0

普通
5.5

回答数：1,096

個別懇談ではどのようなことを
お知りになりたかったでしょうか？（複数回答可）

学業成績
24.6

学生生活
13.1

就職
21.0

大学院進学
9.6

出席状況
10.8

留学
2.9

クラブ
活動
1.8

留年
1.7

卒業見込
4.7

資格取得
6.1

奨学金
3.0

その他
0.7

（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619組
896名の保護者の方にご参加いただ
き、盛況のうちに本年度の教育懇談
会を終了することができました。
　そこで、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。
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会総期定 会談懇育教・
　2019年度卒業生を対象とした大手就職
情報サイトの合同企業説明会が3月1日か
ら始まり、4月から4年生となる多くの学生
は説明会に参加し、就活ナビや各企業の
ホームページからプレエントリーしている
状況で、すでに就活本番に突入していま
す。その後、企業独自の説明会などに参加
するとともに、「エントリーシート」の提出に
より本エントリーを行います。企業はエント
リーシートの審査や適性検査などの後、6
月になって面接や筆記試験による選考を実
施し、6月から7月にかけて内々定を出すと
いうのが一般的な就職（採用）活動スケ
ジュールとなっています。

　しかしながら、ある就職情報サイトの2018年度における企業の採
用活動調査によると、特に広報解禁直後の3月上旬に独自説明会を
実施した企業は36％（前年32％）、3月上旬にエントリーシートの受
付を始めた企業は47％（同42％）といずれも前年を上回っています。
　また、3月下旬から4月中旬が面接開始のピークとなり、この時期
に面接を開始した企業は43％（同34％）に上るなど早期化は顕著
で、6月の選考解禁を待たずに面接を開始した企業は88％（同
85％）に及んでいます。当然に、内々定を出す時期も早まっており、
73％（同68％）の企業が6月を待たずして内々定を出す状況となっ
ています。
　このように多くの企業が事実上の選考を早期に実施している状況
にあります。
　売り手市場のもと、年々企業の採用活動は早期化する傾向で、
選考情報の確実な入手が肝要となっています。

　本学へ直接寄せられる求人
は、学生一人当たり求人倍率
20倍を超えています。ぜひ工
大生を採用したいという意欲
の現れです。就職課には、各企
業の採用スケジュールなどの
選考情報のほか、就職情報サ
イトでは見つけにくく、BtoB
企業といわれる一般にはあま
り知られていない優良企業情
報が多く蓄積されています。
　本学が就職に強いのは、先
輩たちが就職課をフル活用
し、積極的かつ諦めずに就職
活動をした結果といえます。

　企業の採用活動の早期化により、3年生での就活準備もますます重
要になります。
　秋の教育懇談会でもお伝えしましたが、3年生の5月から就活準備は
始まります。
　学内での就職ガイダンスから始まり、夏にはインターンシップでの
就業体験、学内業界研究会で業界事情を知り、就職模擬テスト･模擬面
接や先輩の体験報告会を聞き就活スキルを磨く、2月までには自己理
解･分析を終え、どんな業界でどんな職種に就こうとするか軸足を定め
ておくことが、早期化する企業の採用活動への対応策となります。
　そのためにも5月から始まる就職ガイダンスには必ず出席する、イン
ターンシップにも積極的に参加し、就職課が行う各種支援行事には必
ず参加することが望まれます。
　「会社説明会の解禁は3年生の3月からだから、そこから就職活動を
考えればいいや」では遅すぎます。会員の皆さまからもぜひご指導い
ただければ幸いです。

　学生の皆さんにとっては「日頃はあまり縁がない。どこにあるかも分からない。で
も3年生になるといきなり現れて、知らないうちに利用している。」これが就職活動
を終えた学生諸君の印象ではないかと思います。そこで、就職活動のシーズンにも
なりましたので、この場を借りて、キャリア形成支援担当部署である就職課が一体
どんなことをするところなのかを改めてお伝えします。
　大きな区分では、1、2年生は進路選択に伴う準備段階のサポート、3、4年生は実
戦サポートになっていることです。本学の場合、例年全体の約83％は就職、14％が
進学という進路選択をしますので、就職支援に重点を置いたサポート体制になって
います。
　1年生は社会人として必要なコミュニケーション能力の向上に取り組んでいま
す。自己表現を考えることから自己実現を目指すことに結びつける内容です。2年生
は実社会に対する理解を深めることに重点をおきます。いずれもグループワークを
取り入れて、学生参加型の授業を実施しています。1、2年での取り組みを3年生か
らの就職活動に活かす仕組みになっていますので積極的な参加を望みます。
　就職課では進路や就職支援に関する様々な疑問に答えています。保護者の皆さ
まにおかれましても、お気軽にお問合せ、ご利用くださるようご案内いたします。

　進路の一つとして大学院進
学も前向きに検討していただ
ければと思います。特に工学
系学部生の大学院進学率は全
国平均で約40％の状況です。
大手企業への就職も有利にな
るほか、専門性の高い研究職
などを目指す場合には、大学
院修了が必要となっています。
　奨学金制度も充実されまし
た。ゼミの指導教員などによく
相談し、進路決定することが重
要です。

　最後に、これから就活を迎えるご子女を
持たれる後援会会員の皆さまへあらためて
お願いです。
　就職活動中は、様々なストレスを受ける
とともに、身支度や交通費など多くの費用
が必要となります。ご家庭でのコミュニ
ケーション、即ち一言「声」をかけていただ
く心の支援に加えて、経済的サポートも必
要不可欠となります。
　昨今の就活事情をご承知のうえ、3大NG
といわれる過保護･過干渉･無関心にもご
留意いただき、適度な距離をもって、ご子女
が安心して活動できる環境づくりにご理解
ご支援賜りますようお願いいたします。

①求人企業の情報提供　②履歴書･エントリーシートの校閲　
③推薦応募書類の準備と郵送　④進路相談（学科別個人面談）　
⑤就職活動支援行事（模擬テスト、セミナー、ガイダンス等）の実施
⑥学内合同企業説明会の実施　⑦インターンシップ参加サポート
⑧学業成績･卒業（修了）見込証明書の発行手続き受付

①キャリア形成教育（授業）　②就職準備ガイダンスの実施
③就職に繋げるキャリア教育支援

工学部･知的財産学部

大宮キャンパス
（大阪市旭区大宮5-16-1）
TEL：06-6954-4093

7号館3階
（月～金曜日）
9：00～18：30
（土曜日）

9：00～17：00

ロボティクス＆デザイン工学部

梅田キャンパス
（大阪市北区茶屋町1-45）
TEL：06-6147-6406

就職部就職課

OIT梅田タワー7階
（月～金曜日）
9：00～18：00
（土曜日）

9：00～11：30　12：30～17：00

情報科学部

枚方キャンパス
（枚方市北山1-79-1）
TEL：072-866-5308

1号館1階
（月～金曜日）
9：00～18：00
（土曜日）

9：00～11：30　12：30～17：00

■学年別の主な仕事内容

3･4 年次

1･2 年次

所在

担当部署
場所

窓口時間

　大阪工業大学後援会会則の第10条第2項に基づき、年に1度定期総会を6月に開催しております。教
育懇談会と同様、会員の皆さまが集まる貴重な機会です。
　当日は、総会議事のほか、大学の協力により、会員の皆さまにとって有意義な講演会や、個別相談の開
催を予定しております。多数の皆さまにご出席いただきますようお願いいたします。

2019年度

定期総会と教育懇談会のご案内

定期総会定期総会

定期総会定期総会

　2019年度は、大阪、福井、名古屋、福山、高松、松山、
博多の計7都市で開催予定となります。
　大学生活をより実りあるものとするため、教育懇談会
において就学状況や就職相談、大学の現況等につい
て、教職員が直接皆さまにご説明申し上げるとともに、保
護者の皆さまと個別にご懇談させていただきます。また、
7月には就職部と共催して3年次生の保護者を対象とし

た教育懇談会（就職
支援セミナー）を実
施いたします。
　日程等の詳細に
つきましては、後日、
後援会ホームページ
や後援会会報を通
じて皆さまにお知ら
せいたします。

教育懇談会教育懇談会

教育懇談会（大阪会場）における就職説明会教育懇談会（大阪会場）における就職説明会

7月28日（日）

【大宮】
工学部・知的財産学部・
工学研究科・知的財産研究科
※工学部「空間デザイン学科・ロボット工学科」、
　工学研究科「生体医工学専攻
　＜ロボティクスコース＞」を除く。

【梅田】
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

【枚方】
情報科学部･情報科学研究科

全学部、全研究科

全学部

※工学部「空間デザイン学科・ロボット工学科」、
　工学研究科「生体医工学専攻
　＜ロボティクスコース＞」を含む。

日程 都市 対象学部、研究科 その他対象

学部
3年次

学部生／
大学院生

学部生／
大学院生

就職支援
セミナー

いずれか
1会場を
選択

大阪
（梅田キャンパス）

9月末～10月に
かけてのいずれかの
土曜日もしくは
日曜日（詳細未定）

福井・名古屋・福山・
高松・松山・博多

11月9日（土） 大阪（本学）
【大宮・梅田・枚方】

2019年度教育懇談会（7月の就職支援セミナー除く）より、お申込については、インターネット申込へと切り替える予定です。
地方開催会場につきましては、諸事情により変更となる場合がございます。予め、ご了承くださいますようお願いいたします。

2019年6月8日（土）

本学（大宮キャンパス）

2018年度事業報告、2019年度役員選任、2019年度事業計画、予算

日　　程

場　　所

主な議題

2018年度 退任者寄稿2018年度 退任者寄稿

キャリア形成支援部署の紹介キャリア形成支援部署の紹介

2019年度
就職活動スケジュール

企業採用活動の早期化一層進む 就職課をフル活用

3年生での就活準備も重要 大学院進学も視野に
入れた進路選択

安心して就職活動ができる
環境づくり

川崎 眞美　顧問
委員、役員の職をいただき実り多い日々でした。様々
な出会いや、後援会30周年記念事業、梅田キャンパス
の開設等、大学の発展を身近に感じて過ごし、大工大
が大好きになりました。出会った方々に心から感謝い
たします。

熊代 美佐　副会長
後援会活動に携わらせていただき、子どもの学生生活
が沢山の方々に支えられていることを知り、感謝するこ
との多い４年間でした。大学の益々のご発展と皆さま
のご多幸をお祈り申し上げます。

坂田 泰子　監事
任期が4年とお聞きし務まるかどうかと不安に感じた
のはいつのことやら。楽しい時間はあっという間に過ぎ
ました。後援会での活動を通して大学生活や先生方職
員の方々、他学科の保護者と関われたことは大変有意
義で貴重なことでした。ありがとうございました。

動を通じて、親としても学びと気づきが多々あり大変感
謝しております。今後とも後援会活動が、学生が社会人
への成長への一助になりますことを祈念して退会の挨
拶とさせていただきます。

小谷 淳　監事
思いもかけず後援会に参画させていただいてから、早
いもので4年が経とうとしております。教育懇談会開
催、学園祭参加など、大学と学生との三位一体での活

粟津 智美　常任委員
4年間というのは早いものですね。ご縁があって後援
会に入らせてもらって、子どもと共にこの4年間で様々
な人と出逢い、とても貴重で充実した日々を送らせて
もらい感謝しています。本当にありがとうございました。

仲宗根 惠美子　常任委員
この度、無事4年の任期を終えて挨拶ができることに
感謝しております。長いようで短かった4年間を振り
返ってみると様々な出来事が思い出され、少し寂しい
気持ちもしています。大変なこともあったけれど、それ
も含めて本当によい経験をさせてもらったと感謝して
います。役員をやらなければ決して接点のなかった
方々と知り合うこともでき、様々なことを教えていただ
きました。
この場をお借りして、お世話になった皆さまにお礼を申
し上げます。ありがとうございました。最後に、大阪工業
大学そして後援会の益々のご活躍を祈念しております。

せていただき、また学生時代には知り得なかった教職
員の方々のご苦労に感謝いたします。今後の大学と後
援会の益々のご発展をお祈り申し上げます。

本元 正明　常任委員
都市デザイン工学科OBとして軽いお手伝いと後援会
に参加しましたが様々な行事に携わり貴重な経験をさ

荻野 昌子　常任委員
2015年に大学の門をくぐってから、あっという間の4
年間でした。大学での子どもの姿をとても近くで感じる
ことができ、貴重な体験をさせていただきました。また
多くの出会いにも恵まれ、とても幸せな時間を過ごさ
せていただきましたこと、感謝申し上げます。ありがと
うございました。

上村 明子　常任委員
後援会活動を通じて、たくさんの方と出会い貴重な体
験をさせていただきました。参加するだけで何も力に
なれなかったと思いますが楽しい4年間、本当にありが
とうございました。

木村 仁美　常任委員
4年間、後援会の活動に携わらせていただき、先生方や
学生および保護者の皆さまとの交流を深めることがで
き、とても楽しく活動させていただきました。ありがとう
ございます。

　2019年3月に大学・大学院を卒業（修了）される皆さんに対する全国求人倍率は1.88倍と、空前の売り手市場になりました。2020年3月卒業予定者
も現在のところは好調さが続くものと見られています。
　しかしながらいくら売り手市場と言っても、「タイミングを逃さない」ことが重要です。3月1日から就職活動が解禁され全国の学生が一気に動き出し
ますが、なかには先は長いのだからとのんびり構えている学生がいるのが実情です。企業は一年中いつでも採用選考を受けさせてくれる訳ではありま
せん。人気のある企業ほど早々に採用活動を終了します。あとになればなるほど、応募者が極めて少なかったり雇用条件が悪い企業を受けなければな
らなくなることが多いのです。つまり、残り物にはあまり福はないということです。
　本学は、一人ひとりの状態を常に把握しながらきめ細かいサポートをしていますが、なんとしても社会人となって自立するんだという気持ちの部分は
ご家庭において醸成していただくことが必要です。保護者の皆さまと大学とが一体となって学生を支えてまいりたいと思いますので、ご理解とご支援を
よろしくお願いいたします。

就職活動本番突入！
雇用環境は好調さを維持

就職部長 横倉  登
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2018年度

　この学科の進路の特徴はほとんどの学生が公
務員・ゼネコン・建設コンサルタントの土木技術職
として内定することです。今年度は年明けより１日
インターンシップや現場見学会などの案内が増加
しました。昨年と同じように土木職の若手を積極的
に確保する傾向が続いています。民間企業の採用
活動は比較的短期間で決着したと思います。６月
には鉄道関係・大手ゼネコン・建設コンサルタント
から内々定をいただきました。
　一方、公務員を目指す学生は今年は特に多く、４
割近くの希望者がいました。結果は９月上旬まで
に希望者の８割が国家公務員をはじめ地方公務員
の土木職試験に合格しました。９月以降も募集が
出た自治体を受験し、ほぼ全員が納得のいく進路
を決めました。この結果は、先生をはじめ卒業生や
上級生の協力の賜物だと思います。次年度も学生
がより良い活動ができるように、一層教職員が協
力しサポートを心がけてまいります。

　早期化する就職戦線のなかでも、建設業界の企
業の採用意欲は依然強く、採用活動開始も他業界
より約１カ月早く始まりました。増加する企業の1
日（1day）インターンシップや現場見学会など学
生たちは東奔西走しました。その結果、大学院生
は、建築設計事務所を中心に大手企業などの専門
技術職に就くほか、学部生も、大手の総合建設業
（ゼネコン）、ハウスメーカー、設計事務所、公務員
など幅広く内定を獲得しました。そのうえ、従業員
５００人以上の中堅大手企業に約７７％が内定して
いることは、質の向上が着実に進んでいると言え
るでしょう。就職活動を通じて社会の厳しさを垣間
見るとともに、日一日と逞しさを増していく姿に
は、先生方のサポートは勿論、卒業生・保護者も加
わった学園の「四位一体」の精神がありました。新
たに就職活動を迎えている学生たちの保護者の
皆さま方におかれましても、その一員として強まる
早期就職戦線に乗り遅れないよう、温かいサポー
トをお願いいたします。

　2018年度も好景気に支えられ、電気の学生に
とっては売り手市場での就職活動となりました。内
定先企業も総合電機メーカー、自動車メーカー、
ゼネコン、鉄道会社、化学メーカー、医療メーカー
と多岐にわたりその活躍の場が広がりました。しか
し年々早期化する就職戦線の中、就職活動を終え
た学生からは「辛くて苦しい就職活動だった」とい
う声も多々ありました。早期からの自己分析、企業
研究、筆記試験、履歴書作成、面接等の準備と対策
は必須ですが、いつの時代でも企業が学生に求め
ることは、学生の本分である「しっかりと学業に向
き合ってきた姿勢」です。これは一朝一夕で得られ
るものではありません。就職活動とは日々の授業
や実験、研究に取り組んできた集大成です。これか
らますます早期化、複雑化が予想される新卒学生
の就職活動ですが、基本をしっかりと固めることが
何より大切なことになります。日々の大学生活を
大切に過ごして下さい。教職員も一丸となって多
方面からの支援をしてまいりますので、ご家庭に
おかれましても温かいサポートをお願いいたし
ます。

　選考スケジュールが企業ごとに異なり、説明会や選考
時期にバラつきが目立ち、臨機応変な行動が求められる
就職活動となりました。そのような環境下で、学生たちは
大学生活と就職活動を両立させ、内定を獲得していきま
した。就職先としては、工作機械や自動車関連メーカー
の設計・開発職、食品や製紙メーカーの生産技術職など
も挙げられます。実践的なものづくりなど多彩なカリ
キュラムから学ぶ知識はもちろん、クラブやプロジェクト
活動をはじめ、学内・外でのボランティア活動、留学など、
さまざまな課外活動経験が、企業への強いアピールに
繋がったと実感しております。機械工学科で学んだ知識
は、日本のものづくり産業を支えるうえで欠かせないも
のであり、そのスキルはさまざまな業界から求められて
います。企業規模や福利厚生のみにこだわらず、多くの
企業について調べ、進路選択を行ってほしいと思います。
　採用・就職に関して、世間ではここ数年「売り手市場」と
呼ばれており、就職活動を控えている皆さんにとって有
利な情勢となっていますが、いつの時代も社会人に求め
られる根本的なスキルに変わりはありません。学生時代
にしっかり学び、広い視野で考えられ、人と人の関係を大
切にできる人材が求められています。大学では、さまざ
まな面から学生生活をサポートし、教職員が連携しなが
ら支援してまいります。ご家庭におかれましても、温かい
サポートをお願いいたします。

　2018年度の主な就職先は、化学系企業を中心
に化粧品・医薬品、自動車・電子部品製造業など、
専門性(化学)を活かした業界が殆どでした。中に
は全くの異業種に決定した学生もいましたが、い
ずれも学生自身が自分の進路に向かって努力し、
最後まで諦めずに続けた末に得た結果です。前年
度と同様、売手市場で好調感であったと思われる
就職戦線でしたが、自分自身の就職先を求め、内
定を獲得することが「ラク」になったわけではあり
ません。これから新４年生の就職活動が本格化し
ますが、就活は、“これをすれば内定“という小手先
のテクニックは通用しません。自分に自信を持つこ
と、自信が持てるよう努力すること、自分の目指す
就職先を知ること、そして向上心を持って行動す
ることです。就活は学生生活の集大成ともいえま
す。悔いのない就職活動を送るため、教職員一体
となって支援してまいりますので、ご家庭におかれ
ましても温かいサポートをお願いいたします。

　前年度より更に大卒の求人倍率が高くなり、雇
用環境は良い状況が続いています。12月末日現
在の学科の就職状況は、学部生の就職内定率は
96.4%、大学院生は100%となっています。学部
生の中で約2割の学生は本学および他大学の大
学院に合格し、大学院への進学を決めています。
また、就職内定者のうち82.5%が従業員500人
以上の中堅・大企業から内定を得ており、率・質と
もに充実した結果となっています。昨年に引き続
き今年度も就職率100%を目指して支援を継続
中です。就職活動の特徴については、企業が学生
に内々定を出す時期が前年度よりも更に早まった
ということです。したがって、自己分析、企業研究、
筆記試験、履歴書作成、面接等の採用試験の対策
を早期に行い、万全に準備をした学生から順に内
定を勝ち取ったといえます。売り手市場だからと
いって、「何とかなる」というような油断は禁物で
す。この傾向は次年度も続くと思われますので、
早め早めの準備を心がけましょう。

　「環境に貢献したい」というキーワードを持ち入
学し、環境保全・省エネ・資源循環など環境工学を
学び、実験やグループワークでは仲間と協力する
力を蓄えて就職活動の時期を迎えます。また、積
極的にボランティアや地域活動に参加する学生が
多いことも特徴だと思います。
　進路先は地方公務員の市役所（土木職）、環境施
設（上下水道・廃棄物処理）、建設コンサルタント、
空調設備の業界など他方面です。また近年では、
製造業で生産管理や技術営業を希望する学生も
います。
　今年度は年明けより１日インターンシップなど
積極的に活動はスタートした感じがします。
　６月には半数以上の学生が内々定をいただきま
した。上場企業など環境に配慮した企業です。採用
が上向きとはいえ、まだまだ雇用条件が芳しくな
い場合も多いようです。入社後も技術職として実
績を積みながら資格が取れる職につくことの意味
は大きいと思います。
　学生の努力が一番ですが、先生を始め、卒業生
や上級生の協力があったからだと思います。
　今後も教職員で学生の進路をサポートしてまい
りますので、ご家庭でも温かく見守っていただきま
すようよろしくお願いいたします。

　大学院　生体医工学専攻（バイオメデイカル
コース）・生命工学専攻・学部　生命工学科の特徴
としては、「生命科学系」・「医工学」・「食品」を中心
に学んだ学生が在籍していることです。大学院生
は研究を生かした研究職・技術職に内定をいただ
きました。学部生は、就職希望者が約７２％。大学院
進学希望者が約２８％。うち、就職希望者は、バイオ
系・工学系、それぞれの技術を活かし、食品、医療
機器、医薬品、化粧品、関連の企業を中心に、電気
機械関連の企業も含め幅広い業界から内定をい
ただきました。今年度の卒業生は生命工学科とし
て５期生。その内、生命工学科卒業生が在職して
いる企業への内定は約２７％。これは同科の卒業生
が活躍しているからだと言えます。３年生のガイダ
ンス時には、４年生の先輩学生からの『就職活動』
そのもののアドバイスが聞けるチャンスを何度も
作りました。大切なのは、本人の早くからの就職に
対する自覚と自己管理能力です。就職部では、先
輩学生・教員・職員と連携を深め支援してまいりま
す。ご家庭におかれましても、日頃からの進路・社
会にある仕事についてお話いただき、温かいサ
ポートをお願いいたします。

　2018年度の主な内定先として、大学院生は建
築設計事務所、総合建設業、ハウスメーカー、ディ
スプレイ業などへの進路が決まりました。大学院
生はより高度な技術と能力を求められるため、研
究以外に学外コンペへの応募や、他大学の学生と
の交流などによりスキルを向上させ、早くから就
職活動用のポートフォリオを準備しました。また、
学部生の建築・インテリア系コースの学生は、ハウ
スメーカーやリフォーム業、ディスプレイ業の設計
職、施工管理職、そして、プロダクト・ヴィジュアル
系コースの学生は、各種メーカーなどのデザイン
職、開発職、営業職に決まりました。設計職やデザ
イン職を希望する学生は、選考試験でデッサン・設
計の実技やポートフォリオのプレゼンテーションが
求められるため、授業での設計・作品課題で培った
日頃の成果を存分に発揮できるように訓練を重ね
ました。またプロジェクト活動や産学連携などの課
外活動での経験を自己アピールに繋げました。
　なかなか結果に結びつかず活動が長期化する
学生も見受けられますが、教職員一丸となって粘
り強く支援してまいりますので、ご家庭におかれま
しても温かいサポートをお願いいたします。

　2018年度は梅田キャンパスに移って2年目の就
職活動でした。先輩達の動きを肌で感じながら地の
利を生かして積極的に活動し、昨年度以上の実績を
残すことができました。
　主な就職内定先としては、機械・電気・電子・情報
関連から医療・自動車部品メーカーの開発職、設計
職、生産技術職及びＳＥ職と多岐にわたります。また、
より高度な専門技術を身につけるために3割近くの
学生が本学部大学院修士課程に進学しました。
　就職活動に向けては履歴書作成や筆記試験対策
のほか、面接練習を何度も繰り返し、実践対応に備
えました。また大学生活で注力したこととして、研究
活動のほか、授業での実験・実習の成果、資格取得、
インターンシップ、クラブ活動、プロジェクト活動な
どで培った知識、技術、能力をPRできるように鍛錬し
ました。
　活動中、なかなか内定に至らず悔しい思いをした
学生もいましたが、そのような時は何よりもご家庭
での応援が支えになり、次なるエネルギーになった
ことと思います。
　就職という人生の大きな節目に、教職員一丸と
なって粘り強く支援してまいりますので、ご家庭にお
かれましても温かいサポートをお願いいたします。

　２０１８年度のＩＴ産業は、昨年に引き続き企業の
採用意欲は高く、一方で早期化する採用活動に対
応が必要でしたが、情報サービス、情報通信業へ
の就職を主とする様々な業界から情報科学部で
学んだ強みを活かすことで内定を得ることができ
ました。学生の皆さんの就職活動では、早いうちか
ら企業研究や面接対策を行うこと、「コミュニケー
ション能力」や「自ら考え、行動できる力」が求めら
れます。情報科学部では１年次からのキャリア教育
やチームによるプログラム・ソフトウェア開発を授
業に取り込み、社会が求める人材の育成に力を入
れています。情報科学研究科では、探究心を持っ
て研究に取り組み、定期的な発表の場でプレゼン
テーション能力も磨いています。また、大学院生は
日々の研究内容を踏まえ、企業でのインターン
シップ活動経験などを活かし就職活動に取り組み
ました。今後も、教職員が力を合わせ学生の個性
に合わせた就職支援を行ってまいりますので、ご
家庭におかれましても価値観や考え方が異なる人
たちと触れ合い、自ら行動し、各々の道を切り開け
るようご指導、ご支援くださいますようお願いいた
します。

　２０１８度の就職内定先業種は、メーカー、卸・小
売を中心に、金融、サービス、情報通信、公務員な
ど多岐に渡りました。職種については、メーカーに
おける知的財産部門のスタッフだけでなく、企画・
営業部門などの営業職や事務職、金融機関の融資
担当者、販売従事者など、大学での学びを活かし、
様々な職種に内定しました。文系は進路選択の幅
が広いため、低年次の段階で将来したいことを明
確にする必要があります。また、粘り強く諦めずに
活動を続けること、たとえ不採用になった会社が
あっても、立ち止まらず前へ進み続けることが内
定を勝ち取るために不可欠です。今後、世界情勢
の変化で、ますますの競争激化が予想されます。
その中で内定を勝ち得るためは、「早めの行動（準
備）」と「粘り強さ」この２つが重要になっていきま
す。教職員が一丸となって、ご子女が悔いのない
進路選択ができるよう支援を進めてまいりますの
で、ご家庭でも低年次から将来について話す機会
を作っていただき、温かいサポートをお願いいた
します。

就職活動を 振り返る2018年度の就職状況について、
各専攻・学科の就職担当者から
メッセージをいただきました。

公務員・民間企業ともに
好調な結果を得る

工学研究科  建築・都市デザイン工学専攻  
都市デザイン工学コース・工学部  都市デザイン工学科

早期就職戦線に対応した
建築戦士たち

工学研究科  建築・都市デザイン工学専攻  
建築学コース・工学部  建築学科

複雑になるからこそ
基本を大切に

工学研究科  電気電子・機械工学専攻  
電気電子工学コース・工学部  電気電子システム工学科

自ら行動し、
将来を切り開く

工学研究科  電気電子・機械工学専攻  
機械工学コース・工学部  機械工学科

「自分の道を切り拓く」
就活は向上心と行動力！

工学研究科  化学・環境・生命工学専攻  
応用化学コース・工学部  応用化学科

早め早めの準備を
心がけよう！

工学研究科  電気電子・機械工学専攻  
電気電子工学コース・工学部  電子情報通信学科

環境への思いを発揮するため
進路にまじめに取り組む

工学研究科  化学・環境・生命工学専攻  
環境工学コース・工学部  環境工学科

社会人になる自覚を早めに
持ちましょう！

工学研究科  生体医工学専攻、化学・環境・生命工学専攻
生命工学コース・工学部  生命工学科

事前準備をしっかりして、
粘り強い就職活動を

ロボティクス＆デザイン工学研究科  ロボティクス＆デザイン工学専攻
（建築デザインコース・プロダクトデザインコース）工学部  空間デザイン学科

大学で得た知識・技術・能力を
最大限に活かす

ロボティクス&デザイン工学研究科  ロボティクス&デザイン工学専攻
（メカトロニクスコース・ソフトロボティクスコース）工学部  ロボット工学科

「チームの中で人間力を
高めて、自ら行動していこう！」

情報科学研究科・情報科学専攻、情報科学部コンピュータ科学科、
情報システム学科、情報メディア学科、情報ネットワーク学科

行動力を身に付け、
悔いのない就職活動を！

専門職大学院  知的財産研究科・
知的財産学部  知的財産学科
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■２０１8年度内定状況（２０１9年２月１日現在）
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77
94
116
1,283

97
122
125
139
115
100
74
104
73
81
91
97
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102
130
1,542

都市デザイン学科
建築学科
電気電子システム工学科
機械工学科
応用化学科
電子情報通信工学科
環境工学科
空間デザイン学科
生命工学科
ロボット工学科
コンピュータ科学科
情報システム学科
情報メディア学科
情報ネットワーク学科
知的財産学科

※知的財産学科の卒業見込者数には、大阪工業大学大学院知的財産研究科への進学を目指す早期卒業予定者7名を含めていない。

工学部

学部・学科 卒業見込者数 就職希望者数 進学 就職内定者 就職内定率

情報科学部

知的財産学部
計

■２０１8年度内定状況（２０１9年２月１日現在）
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1
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博士前期
博士後期
博士前期
博士後期
博士前期
博士後期
博士前期
博士後期
博士前期
博士後期
博士前期
博士後期
博士前期
博士後期
博士前期
博士後期
博士前期
博士後期
博士前期
博士後期
専門職

都市デザイン工学専攻

建築学専攻

電気電子工学専攻

機械工学専攻

応用化学専攻

環境工学専攻

生体医工学専攻 ※生体医工学専攻含む

ロボティクスデザイン・建築デザインコース

メカトロニクス・ソフトロボティクスコース

情報科学専攻

知的財産専攻

※知的財産研究科の修了見込者数には、2017年度秋入学者2名を含めていない。

工学研究科

課程研究科・専攻 修了見込者数 就職希望者数 進学 就職内定者 就職内定率

情報科学研究科

ロボティクス＆
デザイン工学
研究科

知的財産研究科
計

インターンシッ
プに

参加しよう！

大学院2018年度 主な就職先 （2019年2月1日現在） 学　部2018年度 主な就職先 （2019年2月1日現在）

２０１9年度大学院博士前期課程１年次および学部３年次

原則として、夏期休業期間中の２週間程度を予定

各キャンパスの就職課

対　象

実施時期

窓　口

本学のインターンシッププログラムは優良企業等での夏期
就業体験プログラムであり、２００１年度にスタートして以
来、１９年目を迎えることになりました。昨年夏には約２４０
人の学生が参加し、これまでの参加学生数も約３，２５０
人に達しました。参加した多くの学生が貴重な就業体験
を通して大いに学びを深めてまいりました。インターンシッ
プは、企業という組織の一員として、より正社員の「実務業
務」に近い仕事内容について、理解を深めながら体験で
きるというメリットがあります。２０１９年度につきましても３月
に説明会を行い、４月から募集を開始します。

２０１9年度 夏期インターンシップ実習生募集説明会
■説明会：インターンシッププログラムの概要、
　　　　  申込方法、スケジュールについて

３月２5日（月）・２6日（火）
11：30-12：30、16：00-17：00

大宮キャンパス
（１3１教室）

３月２7日（水）
11：30-12：30

梅田キャンパス
（１１０４教室）

〔学部３年次〕
　３月２６日（火）履修ガイダンス内
〔大学院博士前期課程１年次〕
　４月3日（水）新入生ガイダンス内

枚方キャンパス
（各種ガイダンス教室※全員対象）

工学研究科 情報科学研究科ロボティクス＆デザイン工学研究科
情報科学専攻
ＴＩＳ（株）
（株）カカクコム
吉泉産業（株）
富士通（株）
三菱スペース・ソフトウエア（株）
セコム（株）
京セラ（株）
協栄産業（株）
ＮＴＴコムウェア（株）
ヤフー（株）

知的財産研究科
知的財産専攻
（株）東芝
花王（株）
セコム（株）
井関農機（株）
コベルコ建機（株）
（株）ＳＡＮＫＹＯ
京セラドキュメントソリューションズ（株）
高周波熱錬（株）
東洋鋼鈑（株）
（株）ＭＯＲＥＳＣＯ
東レエンジニアリング（株）
金井重要工業（株）
（株）関西アーバン銀行
堺商工会議所

工学部

情報科学部

知的財産学部

建築・都市デザイン工学専攻
都市デザイン工学コース
（株）エイト日本技術開発
復建調査設計（株）
日本交通技術（株）
神姫バス（株）
ＫＤＤＩ（株）
京都市役所

建築・都市デザイン工学専攻
建築学コース
（株）佐藤総合計画
（株）ＮＴＴファシリティーズ関西
（株）ＪＦＥ設計
（株）プランテック総合計画事務所
ユニオンシステム（株）
（株）教育施設研究所
（株）都市・計画・設計研究所
間工作舎
五洋建設（株）
髙松建設（株）
（株）ピーエス三菱
（株）淺川組
寝屋川市役所

電気電子・機械工学専攻
電気電子工学コース
三菱電機（株）
パナソニック（株）
富士電機（株）
三菱自動車工業（株）
トヨタ紡織（株）
ローム（株）
東芝メモリ（株）
マイクロンメモリジャパン合同会社
グローリー（株）
メタウォーター(株)
エスペック（株）
理研ビタミン(株)
（株）メガチップス
（株）ケイ・オプティコム
ジェイアール西日本コンサルタンツ（株）

電気電子・機械工学専攻
機械工学コース
三菱自動車工業（株）
三菱電機（株）
スズキ（株）
京セラ（株）
本田技研工業（株）
（株）ＳＣＲＥＥＮホールディングス
ダイハツ工業（株）
井関農機（株）
森永乳業（株）
ヤマザキマザック（株）
フジテック（株）
日工（株）
敷島製パン（株）
三菱電機エンジニアリング（株）
シャープ（株）

化学・環境・生命工学専攻
応用化学コース
サンスター技研（株）
第一工業製薬（株）
（株）スリーボンド
丸菱油化工業（株）
日本カーバイド工業（株）
（株）ノザワ
（株）呉竹
（株）共和
シバタ工業（株）
大都産業（株）
（株）寺岡製作所
太平化学産業（株）
日本グリース（株）
植田製油（株）
尾池工業（株）

化学・環境・生命工学専攻
環境工学コース
日立造船（株）
（株）関電エネルギーソリューション
リコージャパン（株）
ジェコス（株）
大栄環境（株）
東洋技研コンサルタント（株）
奈良県庁

化学・環境・生命工学専攻
生命工学コース
（株）第一化成
堺ディスプレイプロダクト（株）
シャープ（株）
日本メンテナスエンジニヤリング（株）
アース環境サービス（株）

都市デザイン工学科
五洋建設（株）
（株）奥村組
（株）フジタ
三井住友建設（株）
（株）きんでん
川田工業（株）
西日本旅客鉄道（株）
東海旅客鉄道（株）
京阪電気鉄道（株）
西日本高速道路エンジニアリング関西（株）
いであ（株）
（株）オオバ
中央コンサルタンツ（株）
（株）エイト日本技術開発
国土交通省近畿地方整備局
京都府庁
大阪府庁
兵庫県庁
大阪市役所
堺市役所

建築学科
（株）大林組
大成建設（株）
（株）竹中工務店
（株）長谷工コーポレーション
前田建設工業（株）
（株）フジタ
東急建設（株）
（株）奥村組
（株）鴻池組
青木あすなろ建設（株）
髙松建設（株）
大和ハウス工業（株）
積水ハウス（株）
パナソニックホームズ（株）
（株）一条工務店
タマホーム（株）
三井ホーム（株）
住友林業ホームテック（株）
（株）ＪＦＥ設計
滋賀県庁

電気電子システム工学科
三菱電機（株）
関西電力(株)
清水建設(株)
ユニチカ(株)
シャープ(株)
東海旅客鉄道(株)
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
（株）きんでん
(株)ケーヒン
三菱自動車エンジニアリング（株）
スズキ（株）
三菱マテリアル(株)
三菱自動車工業(株)
ＴＯＷＡ(株)
近畿日本鉄道（株）
京阪電気鉄道(株)
エスペック(株)
ヤマザキマザック（株）
ローム(株)
阪神高速道路(株)

機械工学科
日産自動車（株）
東日本旅客鉄道（株）
三菱電機（株）
（株）ＳＵＢＡＲＵ
スズキ（株）
東海旅客鉄道（株）
西日本旅客鉄道（株）
（株）村田製作所
ＤＭＧ森精機（株）
三菱ケミカル（株）
（株）ジェイテクト
（株）きんでん
ユニ・チャーム（株）
グローリー（株）
（株）がまかつ
（株）ケーヒン
ナカバヤシ（株）
ＯＫＫ（株）
日鉄住金テックスエンジ（株）
三菱電機エンジニアリング（株）

応用化学科
ユニ・チャーム（株）
シキボウ（株）
（株）フジシール

（株）ＮＳＣ
日泉化学（株）
永大産業（株）
タイガースポリマー（株）
日本インシュレーション（株）
三進金属工業（株）
寺崎電気産業（株）
（株）共和
日工（株）
ダイニック（株）
須賀工業（株）
共栄社化学（株）
（株）島津理化
ジャパンコーティングレジン（株）
（株）コスモビューティー
三口産業（株）
生駒市役所

電子情報通信工学科
大阪ガス（株）
アルプス電気（株）
三菱自動車工業（株）
ダイハツ工業（株）
（株）ジェイテクト
（株）ダイフク
グローリー（株）
フジテック（株）
日亜化学工業（株）
寺崎電気産業（株）
西日本旅客鉄道（株）
東京地下鉄（株）
大阪市高速電気軌道（株）
（株）ＮＴＴネオメイト
（株）ＮＴＴフィールドテクノ
（株）協和エクシオ
ＮＥＣネッツエスアイ（株）
三菱電機マイコン機器ソフトウエア（株）
京セラコミュニケーションシステム（株）
デンソーテクノ（株）

環境工学科
東海旅客鉄道（株）
大阪ガス（株）
（株）ササクラ
近畿日本鉄道（株）
関電プラント（株）
（株）西原環境
クボタ環境サービス（株）
（株）東京設計事務所
（株）三水コンサルタント
オリジナル設計（株）
住友林業緑化（株）
新菱冷熱工業（株）
（株）大氣社
高砂熱学工業（株）
阪急阪神ビルマネジメント（株）
月島テクノメンテサービス（株）
クリアウォーターＯＳＡＫＡ（株）
国土交通省近畿地方整備局
東大阪市役所
大阪広域水道企業団

空間デザイン学科
積水ハウス（株）
大和ハウス工業（株）
（株）一条工務店
パナソニックホームズ（株）
（株）乃村工藝社
（株）スペース
（株）ラックランド
（株）船場
コクヨエンジニアリング＆テクノロジー（株）
髙松建設（株）
文化シヤッター（株）
（株）オリバー
ダイナパック（株）
大光電機（株）
飛騨産業（株）
スガツネ工業（株）
パナソニックリフォーム（株）
大和ハウスリフォーム（株）
住友林業ホームテック（株）
日本ステージ（株）

生命工学科
小林製薬（株）
野村證券（株）
（株）くらこんホールディングス
三菱電機メカトロニクスエンジニアリング（株）
山崎製パン（株）
寺崎電気産業（株）
（株）タカゾノ
（株）イシダ
ナガセ医藥品（株）
大阪ガスリキッド（株）
日本ハム食品（株）

フジパン（株）
（株）サンデリカ
味覚糖（株）
ニプロファーマ（株）
ＪＣＲファーマ（株）
キユーピー（株）
水ｉｎｇ（株）
（株）十川ゴム
（株）たねや

ロボット工学科
三菱電機システムサービス（株）
パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）
クボタ機械設計（株）
（株）ダイフク
東レエンジニアリング（株）
積水ホームテクノ（株）
シャープ（株）
（株）瑞光
（株）日立ビルシステム
新明和ソフトテクノロジ（株）
（株）安永
東海交通機械（株）
（株）村田製作所
（株）エクセディ
光洋機械工業（株）
カワサキロボットサービス（株）
（株）ハイレックスコーポレーション
ＮＥＣソリューションイノベータ（株）
（株）京都製作所
（株）ミツバ

コンピュータ科学科
（株）インターネットイニシアティブ
三菱電機マイコン機器ソフトウエア（株）
三菱電機コントロールソフトウエア（株）
（株）三菱電機ビジネスシステム
パナソニックデバイスシステムテクノ（株）
（株）インテック
三井住友トラスト・システム＆サービス（株）
（株）ＮＴＴネオメイト
東芝メモリ
（株）ナノコネクト
（株）デンソーテンテクノロジ
パーソルＡＶＣテクノロジー（株）
船井電機（株）
西川計測（株）
Ｓｋｙ（株）
（株）ニッセイコム
（株）ソフトウェア・サービス
（株）ヴィンクス
近畿産業信用組合
宝塚市消防本部

情報システム学科
（株）ＮＴＴデータ関西
ヤフー（株）
（株）日立システムズ
（株）富士通エフサス
ＴＩＳ（株）
（株）インテック
（株）ＮＳＤ
（株）ＤＴＳ
アクセンチュア（株）
日本アイ・ビー・エムテクニカル・ソリューション（株）
（株）さくらケーシーエス
ＮＥＣソリューションイノベータ（株）
ＮＥＣネッツエスアイ（株）
パナソニックソリューションテクノロジー（株）
Ｓｋｙ（株）

（株）ケイ・オプティコム
（株）三菱電機コントロールソフトウエア
（株）ＮＴＴデータ・セキスイシステムズ
（株）ナビタイムジャパン
関電システムソリューションズ（株）

情報メディア学科
キヤノン（株）
三菱電機マイコン機器ソフトウエア（株）
ＮＥＣソリューションイノベータ（株）
（株）日立ソリューションズ・クリエイト
関電システムソリューションズ（株）
ドコモ・テクノロジ（株）
ダイワボウ情報システム（株）
クボタシステムズ（株）
（株）タイトー
ＮＣＳ＆Ａ（株）
都築電気（株）
日商エレクトロニクス（株）
（株）オージス総研
（株）アドウェイズ
鉄道情報システム（株）
日本情報産業（株）
（株）ＮＳＤ
（株）ＤＴＳ
Ｓｋｙ（株）
（株）システナ

情報ネットワーク学科
西日本電信電話（株）
三菱電機インフォメーションシステムズ（株）
パナソニックシステムソリューションジャパン（株）
（株）ＮＴＴデータＭＳＥ
（株）インテック
（株）ＮＴＴネオメイト
パナソニックソリューションテクノロジー（株）
（株）ＤＴＳ
（株）インターネットイニシアティブ
（株）ＮＳＤ
関電システムソリューションズ（株）
ＣＴＣテクノロジー（株）
関西テレビソフトウェア（株）
日本コムシス（株）
東芝テックソリューションサービス（株）
ＳＧシステム（株）
（株）粟菱コンピューターズ
（株）システナ
日立情報通信エンジニアリング（株）

知的財産学科
ソフトバンク（株）
船井電機（株）
山九（株）
タカラスタンダード（株）
（株）富士通マーケティング
ダイワボウ情報システム（株）
（株）大塚商会
阪急電鉄（株）
パーソルプロセス＆テクノロジー（株）
高周波熱錬（株）
富士ソフト（株）
フジ住宅（株）
ＫＢセーレン（株）
大同工業（株）
ＩＨＩ運搬機械（株）
パナソニックＥＳエンジニアリング（株）
（株）関西アーバン銀行
尼崎信用金庫
大阪シティ信用金庫
大阪府警察本部

ロボティクス＆デザイン工学専攻
メカトロニクス・ソフトロボティクスコース
三菱電機（株）
三菱電機エンジニアリング（株）
日立情報通信エンジニアリング（株）
グンゼ（株）
ＡＪＳ（株）
（株）フジタ
アイコム（株）
（株）ダイヘン

ロボティクス＆デザイン工学専攻
プロダクトデザイン・建築デザインコース
（株）大林組
（株）竹中工務店
住友林業（株）
（株）安井建築設計事務所
（株）昭和設計
（株）大建設計
（株）ＩＡＯ竹田設計
（株）ＩＮＡ新建築研究所
（株）綜企画設計
（株）バウハウス丸栄
（株）ドラフト
（株）ＬＥＭ空間工房
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学 部 二 ュ ー ス

第1回工学部長表彰

ソーラーカープロジェクトロボットプロジェクトファイナルミッションの様子
「OIT Challenger and Duckers」の本学メンバー

プログラミングどおりに走るロボットカーを見て、
喜びの声を上げる子供たち

Stream Cafeの一場面

大学院進学について
　技術立国として成り立つ我が国は、4年間の学部の授業だけでは技術の急激な進歩と、より幅
広く専門化されて複雑となった工学技術に対応できなくなってきています。例えば、携帯電話の
製造を例にとっても、情報通信分野だけでなく、軽量化を目指す材料、美しい液晶画面、金型や集
積回路の微細化など幅広い分野の技術と知識の集大成になります。
　工学研究科では、2017年4月から8専攻体制を3専攻体制に改編しました。これにより従来
の高い専門性に加えて分野横断的な教育を実践することで、「専門性の確立」と「協働による創
造」を両輪とし、社会で活躍し持続可能な発展に寄与できる人材を育成していきます。
　これは、学部教育において、初年時の学科横断型実践学習（PBL科目）に始まり、最終学年で

実施する卒業研究に至るまでの体系的な学修を積み重ねることにより、基礎となる知識と技術の修得をベースとするこ
とで成り立っています。
　社会や産業界は、豊富な専門知識だけでなく幅広い知識により技術動向を俯瞰できる応用能力を有する大学院修了
生を希求しています。
　教育内容の継続的な改善により、最先端の技術を教育するよう努めることは言うまでもありませんが、グローバル社
会に対応できる人材としての成長を目指した留学支援制度（海外研修支援プログラム）や奨学金制度も充実していま
す。ご子女の卒業後の進路をお考えいただく時には、大学院の進学も選択肢の一つとしてぜひご検討ください。

工学部長・工学研究科長 井上　晋

工学部長表彰式（第1回2018年12月17日）
　大宮キャンパスにおいて、各学科長、指導教員をはじめとする関係者および来
賓として大阪工業大学校友会副会長にご出席いただき、工学部長表彰式を挙行
しました。工学部各学科からの推薦に基づき優れた成績・成果を上げた学生個
人３６件・団体１件に対し、学芸賞を表彰しました。各個人・団体には表彰状の授
与と学園校友会から副賞が贈呈されました。工学部長、大阪工業大学校友会副
会長からは、「さらなる努力を重ね、活躍を期待する」との激励の言葉がありまし
た。

学生主体のモノラボプロジェクトが活発に活動
　本学では、多くの学生が研究室や学科の枠を超えたプロジェクト活動に取り組んでいます。これらの多くは授業科目以外の課外活動で、そ
れぞれの目標に向かって活動することにより、社会で活躍できる人材としての実践力を身に付けています。
　ロボットプロジェクト「大工大エンジュニア」が、8月11～12日に神戸サンボーホール（神戸市中央区）で開催された「inrevium杯 第18回
レスキューロボットコンテスト」に出場し、「ベストパフォーマンス賞（日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス部門一般表彰）」、「ベストプレ

ゼンテーション賞」、「消防庁長官賞」の3つの特別賞を受賞
しました。
　ソーラーカープロジェクト「TEAM REGALIA」が2018
年8月3～4日に三重県の鈴鹿サーキットで開催された
「FIA Electric & New Energy Championship ソー
ラーカーレース鈴鹿2018」のオリンピアクラスに出場し、
3位入賞しました。
　このほか、人力飛行機プロジェクト、学生フォーミュラプロ
ジェクトなどがあり、今後の一層の活躍が期待されます。

本学独自の教育研究を可能にする教育研究拠点と教育プログラム
　「実践力のある専門職業人の育成」を教育の理念に掲げる本学には、最先端技術を教育研究する魅力的な研究センターをいくつも設置し
ています。ナノ材料マイクロデバイス研究センターでは、最先端材料・デバイスに関する研究を行っています。八幡工学実験場では、構造物の
実大実験など、他の大学では体験できない実験を多数行っています。ものづくりセンターでは、切削加工や図面や電子回路の設計など、さま
ざまな実践教育が行われており、日本の技術力を育み支える人材を育成できる教育現場となっています。
　加えて、2016年に採択された「大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）」の取り組みを推進しています。工学部では、本学独自のディプロマ・
サプリメント・システム（以下、ＤＳシステム）を活用した、教育改革と卒業時の質保証に取り組んでいます。ＤＳシステムとは、学修成果を可視
化し、学生自身が授業外学修に取り組むきっかけを提供するシステムです。近年、学修成果については、「何を学んだか（科目の内容）」ではな
く「学んだ結果、どのような力を身に付けたか（成果）」に注目する傾向が社会的に強まっており、ＤＳシステムを学生の修学指導やキャリア形
成科目、就職活動などに活用して学修成果の強化につなげています。
　また、夏期休業期間を利用して、全学科で台湾科技大学などと合同でのPBL授業を行いました。これは、本学と台湾等の学生が合同で
チームを編成し、与えられた課題を解決することで、海外における単なる語学研修に留まらない工学知識とグローバル性を育成する教育プ
ログラムです。　
　このように、学生の皆さんが、学部・大学院で確かな知識と技術を身に付け、社会で活躍できる人材として成長することを目指して教育研
究活動に励んでいます。

大学院進学について
　ロボティクス＆デザイン工学研究科は2017年4月に開設され、2019年3月に初めての前期
（修士）課程修了生を送り出します。研究科（大学院）にはメカトロニクス、ソフトロボティクス、建
築デザイン、プロダクトデザインの4つのコースがあります。前期課程では、所属学科や研究室に
よらずコースを選択することができ、専門性を深めるとともにその幅を広げます。国際学会での
発表や短期留学でグローバルに活躍する素養を身に付け、梅田の地の利を活かした産学連携や
地域連携で、実社会の課題を解決する力を磨きます。企業や研究所のイノベーションリーダと
なって社会に貢献してもらうことを期待しています。
　AIやロボットに仕事を奪われるという悲観的な予測がありますが、人の仕事はなくならない、

職種が変わるだけという見方が正しいです。 AIやロボットに置き換わらない、人ならではの仕事に就くためにも、人間力
と高度な専門知識・技術を身に付けて社会に出ていただきたいと考えます。長期的視点で大学院進学を視野に入れ、ご
子息・ご子女と進路について話をされる機会をたびたび持っていただけることをお願いいたします。

ロボティクス＆デザイン工学部長･
ロボティクス＆デザイン工学研究科長 大須賀 美恵子

「OITサマーキッズカレッジ」を初開催
　2018年8月25日、ロボティクス＆デザイン工学部が中心となり、梅田キャンパスで小学生を対
象にした“次世代のものづくり体験イベント「OITサマーキッズカレッジ」を初開催しました。当日は天
候にも恵まれ、小学生やその保護者など約950人の来場がありました。
　同学部のミッションである“知識や技術に加えて、人間力を高める教育により社会の課題解決に取
り組む人材を育成する”に基づき、学生が主となり実施。科学・情報技術に対する子供たちの関心を
高め、学習意欲や知的好奇心の向上を目的にプログラミングや機械工作などをはじめとした“次世代
のものづくり”の体験学習の場として全25プログラムを用意しました。
　当日は家族連れの来場者も多く、中でも親子で取り組むプログラミング体験「レゴでロボットカー
をつくってプログラムを動かそう」は常に満席状態。学生は、子供にも分かりやすいように工夫を凝ら
したオリジナル教材でプログラミングの基礎をレクチャーしました。プログラミングの指示通りに走
るロボットカーを見て、子供たちだけでなく応援する家族からも喜びの声が上がっていました。

「World Robot Summit 2018」でロボティクス＆デザイン工学部のチームが第2位入賞
　2018年10月17日～21日、東京ビッグサイト（東京都江東区）で、経済産業省など
が主催する国際ロボット展「World Robot Summit 2018」が開催されました。世界
23カ国から126チームが参加した競技会で、人とロボットが協働できる生活環境の実
現を目指す「パートナーロボットチャレンジ」に出場しました。
　このイベントは、世界の高度なロボット技術を集結させ、競争を通じて技術開発を加
速すると同時にロボットが実際の課題を解決する姿を示し、ロボットの社会実装を促進
することを目的としています。リアルスペース部門に出場した本学ロボティクス＆デザ
イン工学部と立命館大の合同チーム「OIT Challenger and Duckers」は、人とロ
ボットが協働する生活環境下で各種センサーを駆使し、人からの命令を的確に聞き分
け、与えられたタスクを短時間で達成。第2位に輝き「NEDO理事長賞」を受賞しまし
た。競技に参加した学生からは「世界レベルの技術を目の当りすることができ良い経験
になりました」と感想を聞かせてくれました。

Stream Cafeを開催
　梅田キャンパスで、2018年６月から毎月1回のペースでStream Cafeを
開催しています。このイベントは一般市民を対象に広く参加者を募り、講師と
参加者が設定されたテーマについて双方向に議論ができるものです。
Streamとは「Science」「Technology」「Robotics」「Engineering」「Art
＆Design」「Mathematics」のそれぞれの頭文字をつなげた造語で、最新の
シリーズでは「Technology」分野で人の感覚を創るテクノロジーというテー
マで、参加者と講師がコーヒー片手にざっくばらんな話をしました。

工学部
Faculty of

Engineering

工学部
ロボティクス
＆デザイン

Faculty of
Robotics

and
Design
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学 部 二 ュ ー ス

学生によるインターンシップ報告

知財PR隊のメンバー

大学院進学について
　国の第５期科学技術基本計画（2016～2020年度）では、未来社会の姿としてサイバー空間
と現実空間が融合した「ソサエティ5.0」が提唱され、情報技術の重要性が益々高まって来ていま
す。大学院情報科学研究科では、これからの情報革新時代に企業や社会で求められる技術力を
磨き、留学や学会発表・企業との共同研究などを経験して、高度専門技術職として活躍する実力
を養うことができます。
　文部科学省の統計によりますと、2018年3月の大学卒業者数は日本全体で56.5万人です。
このうち工学系・情報系では、8.78万人が卒業し、3.23万人が大学院に進学しました。3人に1
人以上の37％もの人が大学院に進学しています。本学では大学院奨学金制度が一段と充実し、

推薦入学で進学する全ての大学院生に返還する必要のない奨学金が給付されます。ご子女の皆さんにぜひ大学院への
進学を薦めていただき、成長への挑戦にご支援をよろしくお願いいたします。

情報科学部長・
情報科学研究科長 佐野　睦夫

ACM-ICPC 国際大学対抗プログラミングコンテストでアジア地区大会に出場！
　本学の競技プログラミングチームが「ＡＣＭ－ＩＣＰＣ国際大学対抗プログラミングコン
テスト」アジア地区大会に出場しました。このコンテストは、Google・IBM等がスポンサー
になるなど、トップ企業も注目しているコンテストです。日本での予選開催は、1998年か
ら行われており、本学は2002年から毎年参加しています。本チームは、日々授業のレベ
ルをはるかに超えた難しい勉強を行い、スーパープログラマーに一歩でも近付くことを
目指して頑張っています。本コンテストの国内予選には情報系学科をもつほとんどの大
学が参加しており、今年は過去最多の433チームで予選が行われました。その結果、本
学チーム（3名）がアジア地区大会に
出場する51チームの1つに選抜さ
れました。これは、2006・2011・
2015年に続き４回目となります。

アジア地区大会に４回以上出場している大学は、東大、京大、東工大等を含めて約30大
学しかない快挙となりました。今回、アジア地区大会は海外チームも加えた60チームで
行われ、東大、京大、東工大、阪大、早稲田大、北京大、上海交通大、台湾大学などの世界
トップレベルチームと競うことができました。この中で本学の学生チームは健闘し、45位
の成績を収めることができました。今後も、さらにレベルアップをする「競技プログラミン
グチーム」に期待をしています。

　経済産業省などが主催する国際ロボット展「World Robot Summit 2018」部門別競技
で世界３位「WRS実行委員長賞」を受賞しました。World Robot Summitは、世界23カ国か
ら126チームが参加した競技会で、世界の高度なロボット技術を集結させ、競争を通じて技術
開発を加速すると同時にロボットが実際の課題を解決する姿を示し、ロボットの社会実装を促
進することを目的としていま
す。本学らのチームは人とロ
ボットが協働できる生活環境の
実現を目指す「パートナーロ
ボットチャレンジ」に出場し、大

きな成果を残しました。バーチャルスペース部門に出場した本学情報科学部と
玉川大、立命館大、岡山県立大の4大学合同チーム「eR@sers」は、仮想空間
上において複合的な指示タスクを高い情報処理技術で達成し、第3位に贈ら
れる「WRS実行委員長賞」を受賞しました。競技会に参加した学生は「世界レ
ベルの技術を目の当りすることができ良い経験になりました」と感想を聞かせ
てくれました。今後は、2020年に愛知で開催される「World Robot 
Summit 2020」に向けてチームの協力関係や支援体制をさらに強化し、優
勝を目指して挑戦を続けていきます。

Ｗｏｒｌｄ Ｒｏｂｏｔ Ｓｕｍｍｉｔ 2018で「WRS実行委員長賞」を受賞

専門職大学院の勧め
　「知的財産」は、人間の知恵から生まれた無形の財産であり、特許、意匠、商標、著作物などが含
まれます。具体例として、発明など新しい技術的アイデア、製品デザイン、ブランド、音楽･ビデオ
などのコンテンツを想起した方が分かり易いかもしれません。
　法的に保護された知的財産を持っていれば、競合他社が類似の製品を製造したり販売するこ
とを止められますから、企業の差別化戦略の大きな助けになります。
　そのため企業は、知的財産の専門家を強く求めていますが、人材に対する要求レベルも高く、
人材供給が追いついていません。
　逆に言えば、企業が求める知的財産の専門家になれば、就職も非常に有利になるということで

す。実際に、本大学院の修了生の多くが即戦力として企業で活躍しています。とくに知的財産学部から学内進学した修了
生は、高い専門性を評価されています。
　こうした背景から、学部卒業後の進路として大学院･知的財産研究科への進学をお勧めする次第です。

知的財産研究科長 小林　昭寛

　IOT（Internet of Things）の進展により、変革の時代に突入してきました。データドリブンイノベーションやデザイン
ドリブンイノベーションで大幅な経済環境の変化が予想されます。この激しい環境の中、社会で活躍するためには、特定
分野の専門的知識を深めるとともに、コネクテッド（つながった）社会の特殊性を把握し、仕事の流れの中で、何が重要
で、どのようにすれば自分の価値を向上できるか等、ビジネススキームを鳥瞰できる能力が大変重要になってきました。
　このような激動の中、企業は全体を把握しながら、即座に行動できる専門性を保有した即戦力を求める傾向がますま
す強くなってきております。企業が支払う賃金も年功序列型から、各人の能力に基づいた賃金制度に変わってきており
ます。企業からの専門性を持った即戦力人材のニーズの高まりに対応し、時代に即応した価値ある人材として活躍でき
る能力構築のため、学生の皆さんには、より高度な専門性を磨くことが可能な知的財産専門職大学院への進学を強くお
勧めします。

知的財産学部長 林　茂樹

知的財産学部の学生が２年連続最年少で弁理士試験に合格の快挙!!
　本学知的財産学部３年生の学生が、２０１８年度弁理士試験に全国最年少（受験時20歳）で合格しました。同試験は難関として知られ、今年
度も合格率7.2％という狭き門でしたが、昨年に引き続き２年連続で現役学生から最年少合格者を輩出しました。
　本学部が主催する「弁理士受験会」では、段階的な試験対策などのきめ細やかなサポート体制や学生同士が互いに学び合えるような仕組
みを構築しています。
　２年連続で現役学生から最年少合格者を輩出したことで“毎年合格者を輩出するサポートの仕組み”が機能していることが証明されまし
た。本学部は国内唯一の知的財産の専門学部として、知的財産のプロフェッショナルの養成にさらに注力します。

知財ＰＲ隊の活動報告
　２０１８年度の知財PR隊は、ロボティクス＆デザイン工学部のフレキシブルロボティクス研究室が工学部
OBの会社との共同研究で行った「形状記憶合金人工筋肉アクチュエータの研究」の特許調査および知的財
産活用支援を行いました（リーダー：村田洸平さん、大学院生5名、学部生2名）。
　先行技術調査は、組み合わせ技術による新分野への展開ということもあり難しかったのですが、調査方法
のアイデアを出しあって行いました。また、パテントマップの考え方を応用して、今後の研究の展開を一緒に
考察するなど、新技術の産業化に貢献することができました。本研究は大阪府の支援を受けており、今後の
展開が期待されています。

学部・大学院合同企業懇談会を開催
　２０１８年１２月１７日梅田キャンパスにおいて学部・大学
院合同の企業懇談会を開催し、企業関係者49名を含め、
学部・大学院生合わせて約100人が参加しました。
　これは毎年学生が中心になって運営する懇談会で、企業
の知的財産部門をはじめ、採用担当の方々をお招きし、本
学の教育の特色や学生の活動成果報告のＰＲの場として
活用しています。
　当日は学生の司会進行によりインターンシップ、課外活動（弁理士受験会、7人制サッカー
日本代表、パテントコンテスト入賞）報告、留学体験報告が行われました。
　活動報告会終了後は情報交換会を行い、学生たちは積極的に参加企業の方々に話しかけ、
企業で働くことの意義や厳しさについて体感していました。これから就職活動を始める学生諸
君にとっても、大変貴重な体験となりました。

早期進学制度について
　成績優秀者は学部を3年で卒業し、大
学院に進学できる制度があります。学部
3年、大学院2年の計5年という短期間
で修士号「知的財産修士（専門職）」を取
得でき、高度な専門職として活躍する道
が開けます。今年度は15人の学生がこ
の制度で進学しました。また、大学院を
修了し、一定の条件を満たせば弁理士
試験の一部が免除されます。
　進路の選択肢の一つとして、知的財産
専門職大学院への進学を検討されては
いかがですか。

専門職大学院進学の勧め
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