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2019年11月3日（日・祝）

　今年の枚方キャンパス学園祭（第23回北山祭）のテーマは「永輝（エイキ）」です。来場者の方にとっても運
営側にとっても輝くような時間がずっと続くような北山祭にしたいと、北山祭実行委員会が思いを込めて、この
テーマに決めました。

　今年も吉本お笑いライブや約200店舗が出店するフリー
マーケット、豪華景品を用意したビンゴ大会など、子どもから
ご年配の皆さんまで楽しめるイベントが盛りだくさんとなっ
ています。
　そして、研究内容を発表するOh!ITカーニバルを同時開催
します。体験型のブースも多く、楽しんでいただけること間違
いなしです。第23回北山祭にぜひご来場ください。

2019年10月25日（金）～27日（日）

　大宮キャンパスの学園祭『城北祭』の今年のテーマは「ピース～これまで
の軌跡、これからの奇跡」です。城北祭に関わる全ての人たちをピースとと
らえ城北祭というパズルを完成させようという意味が込められています。
最高のパズルを完成させるように実行委員他スタッフ一同尽力していく所
存です。
　今年も吉本お笑いライブやアーティストライブ、キャラクターショーなど
のゲストイベントのほか、学生主催の様々な模擬店やクラブ活動展示・体験
コーナーなど、子供から大人まで楽しんで頂けるイベントをたくさん用意し
ています。ぜひ、ご家族、ご友人をお誘い合わせのうえ、ご来場下さい！

2019年11月2日（土）

　梅田キャンパス学園祭「茶屋町祭」の今年のテーマは「New 
Wave」です。このテーマには“令和という新しい時代に合わせ、新しい
波に乗り、新しいことにどんどん挑戦していきたい！”という茶屋町祭実
行委員会の思いが込められています。
　今年も例年大人気のゲストイベントや、各研究室・RDクラブの発表
会、キャンパスのある「茶屋町」と地域連携した企画を計画中です。
　今年で3回目を迎えた茶屋町祭は、実行委員一同知恵を絞り、お客
様に満足いただけるよう進化を続けていきます。皆様のご来場をお待
ちしています！

キ ャ ン パ ス ト ピ ッ ク ス

「レスキューロボットコンテスト」で大会史上初、三度目の「レスキュー工学大賞」を受賞
　8月10日、11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19回レスキューロボッ
トコンテスト」に本学ロボット
プロジェクトチーム「大工大エ
ンジュニア」が出場し、大会史
上初三度目の「レスキュー工
学大賞」を受賞。さらに、「ベ
ストロボット賞（日本ロボット
学会特別賞）」「inrevium杯」「日本消防検定協会理事長賞」「計測自動制御学会
特別賞」の各賞を受賞しました。
　本大会は阪神・淡路大震災を契機に、レスキューシステムを拡充し災害に強い
世の中を作るという大きな目標に向けて、技術の継承と次世代人材育成のため
の一つの手段として開催され、創造性を育む場や機会を提供しています。競技設
定として、大地震で倒壊した市街地を模擬した6分の1スケールの実験フィール
ドでの救命救助活動を想定しています。ロボットを操縦するオペレータは実験

フィールドを直接目視できない場
所で主にロボットに搭載されたカ
メラの映像を頼りにロボットを遠
隔操縦し、時間内に要救助者を模
擬した3体のレスキューダミー（愛
称：ダミヤン）を救出します。競技結
果だけでなく、レスキューに対する
考え方や競技内容も重要な評価
基準となっています。
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大阪工業大学後援会は、2019年6月8日（土）の定期総会をもって、新たに14名の委員を迎え、50名の役員・
委員で2019年度体制の活動がスタートいたしました。今年度はこのメンバーで頑張りますので、どうぞよろしく
お願いいたします。
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　本学チームは、初日のファーストミッションで2体のダミヤンの容体判定識別
因子（顔の色、音（周波数）、鳴動パターン、QRコード）を唯一完全に正解した上
で、2体とも救出しました。結果、上位6チーム以内に入る成績を残し、セカンド
ミッションが免除となるファイナルミッションへのシード権を獲得しました。複雑
な瓦礫配置で難易度が格段に上がったファイナルミッションでは、他チームが悪
戦苦闘するなか、1号機に装備された全方位カメラで周囲360度をモニターし、
瓦礫をすばやく撤去し、救助ルートを確保しました。さらに、新たに追加された高
さ100ミリの障害物を乗り越えるために改良した無限軌道のクローラーでダミ
ヤンの元まで速やかに到着。出場チーム随一のスピードと正確さで2体のダミ
ヤンの救助に成功し、ファーストミッションに続いて2体の容体判定も完璧に行
いました。
　閉会式では、審査員から「さまざまな技術が詰め込まれたロボットがきちっと機
能し、容態判定に注力したことが勝因だと思います。」とコメントを受け、大会史上
初となる三度目の「レスキュー工学大賞」を受賞しました。
　大会を終え、リーダーの平航河さん（ロボット工学科3年）は、「『レスキュー工学
大賞』を受賞することを目標に1年間活動してきたので、本当に嬉しいです。3体
救助搬送できなかったことが悔しい点なので、後輩たちには更に完璧な救助活動
を実現してほしいです」と大会を振り返るとともに後輩に思いを託しました。

【指導教員】
電子情報システム工学科・奥宏史 准教授（代表）
機械工学科・牛田俊 教授
システムデザイン工学科・小林裕之 教授
電気電子システム工学科・田熊隆史 准教授
ものづくりセンター・近藤隆路 技師
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後 援 会 会 長 挨 拶 学 長 挨 拶

平成から令和への新時代に向けて

大阪工業大学後援会　会長

内　美栄子

　後援会会員の皆さまにおかれましては、平素よ
り後援会活動にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申
し上げます。
　私は本年6月8日（土）に開催されました2019年
度後援会定期総会で、今年度の会長を拝命しま
した内と申します。平成という時代から令和という
新時代に移行する節目に、後援会の会長という大
役を務める機会をいただき本当に身の引き締まる
思いです。
　これから１年間微力ではございますが、大学の
一層の発展に寄与し、皆さまのご子女が充実した
学生生活を送れるよう、後援会役員・委員の皆さ
まに協力いただきながら精一杯職務を全うして参
ります。
　大阪工業大学後援会は学生の保護者による
組織です。後援会の目的は会則に記載のとおり、
「大学の教育方針に則り大学と家庭との連携を
密にし、学生の厚生補導に関する事業の補助を
中心に教育事業を援助するとともに、学園の発展
に協力し、あわせて会員相互の親睦を図ること」
です。今年度も学生生活の向上、教育の充実、研
究の発展等その教育事業を援助し、大学の教育
の振興に取り組みたいと考えております。
　学生の課外活動については、後援会では毎年
琵琶湖で開催される「鳥人間コンテスト」に出場
する学生プロジェクト団体への現地での応援や、
茶道部のお茶会などに積極的に参加しておりま
す。大学祭にも毎年参加しており、昨年度は「スー
パーボールすくい」を出店し、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。また、大学ではグロー

バル社会に対応できる体制作りにも力を注いでお
り、後援会では留学希望者への留学費用貸与や
TOEICの受験料補助、各種資格取得に向けた
費用等の補助支援も行っております。後援会の事
業・活動内容は年2回発行の後援会会報誌や
ホームページで紹介させていただいておりますの
で、是非ご覧いただき情報を得てご活用ください。
　後援会の大きな事業としましては大学の全面的
協力のもとで開催している教育懇談会です。7月
に学部3年次生の会員の皆さまを対象とした教育
懇談会～就職支援セミナー～を梅田キャンパスで
開催いたしました。秋には全会員の皆さまを対象
とした教育懇談会を大宮、梅田、枚方キャンパス
で、遠方にお住まいの会員の皆さまのために、地
方6会場（博多、高松、福山、名古屋、福井、松山）
にて教育懇談会を開催する予定です。教育懇談
会は、保護者の皆さまと大学の教職員が直接交
流できる場となります。ご子女の大学での様子や
成績、就職・進学など各学科の先生をはじめ、関
係職員と個別に懇談できる貴重な機会です。是
非、積極的にご参加いただければと思います。
　また、昨今は大規模な自然災害など甚大な被
害が全国各地で発生しています。後援会は学生
対象安否確認システムの運用も援助しております
ので、会員の皆さまも、ご子女を通して登録ができ
ますので、ぜひご登録をお願いします。
　今年度は新天皇のご即位、改元と平成から令
和に踏み出す初めの年に当たります。微力ではあ
りますが後援会役員・委員一丸となり本学の発展
のため、より一層充実した学生生活や教育の支
援を行って参ります。今後とも後援会活動へのご
理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　後援会の皆さまには、常日頃、本学の諸活動に
対して、温かいご理解とご支援を賜り厚く御礼申
し上げます。この6月の後援会定期総会で、本年
度の役員・委員が選任されました。新体制のもと、
後援会を通して保護者の皆さまと大学との密接な
連携をはかり、ご子女の成長を共に促して行けれ
ばと思っています。
　さて、本学硬式野球部が近畿学生野球2019
春季Ⅰ部リーグにおいて、1953年秋季以来、66年
ぶりに優勝しました。このことがスポーツ新聞をは
じめ、一般紙にも報道されたことから大きな反響を
呼び、学生部にはお祝いの蘭の花が贈られたり、
また、学長宛に祝電が送られたりと今まで経験し
たことのない嬉しい時間を持つことができました。
昨年、ウインドアンサンブルが第57回大阪府吹奏
楽コンクール・金賞、関西吹奏楽コンクール・銀賞
を獲得したことから、「工大が音楽」とびっくりされ
ましたが、今回も「工大が野球」とびっくりされたも
のです。その結果、第68回全日本大学野球選手
権大会に出場しました。初戦、東京ドームでの創
価大学との試合です。初めてのことで応援体制
がうまくできるのかと心配しましたが、本学の事務
部署がきちんと対応していました。応援体制の陣
容は、応援団（OBを含む）10名、ウインドアンサン
ブルおよび摂南大の吹奏楽部30名弱の応援を得
て約70～80名、それに加え摂南大学のチアリー
ディング部4名です。また、関東在住のOBおよび
本学関係者らを含め大応援団を結成することが
できました。試合では、全員工大カラーの青色のT
シャツを着て、攻撃ごとに応援バルーンを一心不
乱に叩いての声援です。本学園は、学生・保護者・
卒業生・教職員を四位一体とした家族であると標

榜していますが、工大の勝利のために全員が声
援する姿がそれを物語っており感動的でした。試
合は1対6で負けましたが、部員全員が貴重な経
験をしたと思います。硬式野球部の陰に隠れまし
たが、剣道部が第67回全日本学生剣道選手権
大会に、空手道部が第63回全日本学生空手道
選手権大会に、それぞれ個人戦で出場しました。
両者とも残念ながら初戦で敗れましたが今後に
期待したいものです。
　本学では、毎日課題レポート等の提出に追わ
れ、文化会および体育会の課外活動を一日中し
ている時間はありません。そのようなハンデを乗り
越えて、これらの成果を発揮してくれたことは、工
大の新たな歴史を作ってくれたものと嬉しく思いま
す。また、これらの学生達に共通して言えることは、
皆さん生き生きとし、目に輝きがあることです。課外
活動にかかわらず、何かを目標として頑張ってい
る人は、自然とこのような態度になるのだと思いま
す。すべての学生達がこのような態度になるよう
様々な活動を通して尽力したいと思っております。
　工大の発展のために、今後ともご支援ご協力
のほどよろしくお願い申し上げます。

生き生きとし、目に輝きのある
学生の育成!

大阪工業大学　学長

西村　泰志
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　平素は本学の教育に関し多大なるご支援とご理解
をいただき厚くお礼申し上げます。
　さて、皆さま既にご存知のように、2016年度に本学の
教育に関する取り組みが文部科学省の大学教育再
生加速プログラム（卒業時における質保証の取り組み
の強化）に採用され、本年度はその最終年度にあたり
ます。
　従来本学では学生教育に関する様々な課題につ
いて鋭意検討してまいりましたが、この取り組みはそれ
らの成果を基に改革を一歩進めたものと言えます。そ
の中でとくに学生諸君にとって有用と考えておりますの
がDS（ディプロマサプリメント）システムによる自らの成
果の「可視化」と就学指導の強化です。
　従来の成績表のみでは、単位の取得状況と成績は

わかるものの、自らにどのような力がついたのかが必ず
しも明確ではありませんでしたが、このシステムの導入
により、卒業時に身に付けておくべき様 な々能力につい
て、学生諸君が自らその達成度を半期ごとに確認する
ことができるようになりました。加えて、リテラシー（知識
を活用して問題を解決する力）やコンピテンシー（人と
自分にベストな状態をもたらそうとする力）についても
確認することができ、自らの強み・弱みを知ったうえで、
その後の行動方針の参考とすることができるように
なっています。
　将来の就職を控え、大学生活は自らのキャリアをデ
ザインする総仕上げの時期と言えます。学生諸君が
折に触れて自らを振返り、悔いのないように卒業してい
ただくことを教職員一同願っております。

自らを振返る習慣を
大阪工業大学教務部長　工学部都市デザイン工学科教授

井上　晋

　後援会の皆さまには、平素より学生の様々な活動に
対して温かいご理解とご支援を賜り、厚く御礼を申し
上げます。この場をお借りして、学生の活動につきまし
て近況をご報告させていただきます。
　文化会や体育会などの従来の課外活動に、今年度
から新たにモノラボプロジェクトが学生課の管轄する
課外活動に加わりました。モノラボプロジェクトには、人
力飛行機プロジェクト、ロボットプロジェクト、学生フォー
ミュラプロジェクト、ソーラーカープロジェクトがあります。
今年も「第42回鳥人間コンテスト2019」が7月27日、28
日に開催され、本学プロジェクトチームが出場しました。
　体育会の活動では、ご存知のように、硬式野球部が
近畿学生野球連盟のⅠ部リーグで1953年秋季リーグ
戦以来66年（131季）ぶりに優勝し、「第68回全日本大
学野球選手権大会」に出場しました。また、剣道部は6

月30日に行われた「第67回全日本学生剣道選手権大
会」の個人戦に出場しました。さらに、空手道部は同6
月30日に開催された「第63回全日本空手道選手権大
会」の個人戦に選抜出場しました。このような活躍は
学生本人の努力もさることながら、後援会をはじめ、ま
わりの皆さまのご支援の賜物だと存じます。
　そして、今年も5月18日に「第57回学内レガッタ」が開
催され、後援会の皆さまにもご参加いただき、現役の学
生チームを「蹴散らして」見事優勝されました。また、10
月25日～27日は大宮キャンパスで城北祭が、11月2日に
は梅田キャンパスで茶屋町祭が、さらに11月3日には枚
方キャンパスで北山祭が、それぞれ開催されます。こ
のような行事に関しましても、皆さまの積極的なご参加
をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。

課外活動に関するご報告
ご支援に感謝して大阪工業大学学生部長　工学部建築学科教授

岡山　敏哉

　大阪工業大学後援会会則に基づき、2019年度の後援会定期総会を
6月8日（土）、大宮キャンパスの多目的室で開催しました。西村泰志学長を
はじめ、多くの大学関係者を来賓に迎え、350名の会員が当日出席しました。
　定期総会では、「2018年度事業報告、収支決算報告」、「2019年度後援
会役員・委員の選任」、「2019年度事業計画・予算」について審議が行わ
れ、承認されました。新会長には内 美栄子副会長が選任されました。定期
総会終了後には2部構成の講演会を開催しました。
　第１部は、教育センター長（工学部総合人間学系教室 教授）の椋平 淳
先生より、「本学の外国語教育について」、第２部は、国際交流センター長
（工学部電気電子システム工学科 教授）の森實 俊充先生より、「本学の海外留学の現状について」ご講演いただ
きました。
　講演会終了後は、会場を移して希望者を対象とした個別相談を実施しました。271名の会員が、ご子女の大学生
活の様子や学業成績、就職活動について、先生方と個別に相談を行いました。保護者の皆さまからは、「成績の中
身から就職の展望まで詳しくお話を聞けたので良かったです」「大学での子供の様子を知ることができて安心しま
した」等、多くの感想をいただき好評のうちに終了しました。

2019年度

定期総会を開催

2019年度　大阪工業大学　後援会　役員・委員一覧2019年度　大阪工業大学　後援会　役員・委員一覧
岡 本 　 智 子

西尾　眞理子

中 川 　 誠

内 　 美 栄 子

秋 山 　 紀 子

横 田 　 万 里

奥 田 　 勇

平田　ひと美

満 田 　 保 子

溝 口 　 和 美

秋 丸 　 知 子

顧　問

会　長

副会長

監　事

杉 村 　 和 美

松 枝 　 建 次

古賀野　道子

堀 江 　 桃 代

北 　 ま り 子

尾 曽 　 光 子

望 月 　 良 子

中 村 　 裕 子

入 江 　 直 美

松 栄 　 陽 子

田 伏 　 昌 子

常任委員 阪田　恵美子

早 見 　 文 子

桶土井　一博

林 　 睦 子

奥 田 　 寿 人

前 田 　 仁

中永　裕紀子

坊 農 　 豊 彦

神 谷 　 恵 美

松 原 　 純 子

長 束 　 由 紀

委　員

常任委員 木 内 　 秀 典

板 原 　 定 子

岡 本 　 恵 理

小 原 　 律 子

藤下　生美子

大 槻 　 六 郎

河 津 　 勇 司

松 木 　 弥 生

竹 藤 　 聡 子

外 園 　 隆 志

前 田 　 稔 之

委　員 中 井 　 真 里

奥 田 　 幸 子

山田　ゆかり

太 上 　 幸 枝

黒 河 　 通 広

廣 長 　 達 文

委　員

教 務 部 長 ・ 学 生 部 長 挨 拶 催開会総期定

事業報告をする中川前会長事業報告をする中川前会長 就任にあたり挨拶をする内新会長就任にあたり挨拶をする内新会長 講演を行う椋平教育センター長講演を行う椋平教育センター長 講演を行う森實国際交流センター長講演を行う森實国際交流センター長

西村学長のご挨拶西村学長のご挨拶

会場全体の様子会場全体の様子
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2019年度　事業計画2019年度　事業計画

･学位記授与式レセプション（祝賀会）、卒業記念品等への援助
･入学記念品等への援助
･学部生研究活動援助金の支給
･TOEIC 受験料、講座等実施費用への援助
･弁理士試験受験料援助等

･就職支援行事等

･教育懇談会の開催

予定会場

･大学が実施する海外研修参加費用の一部貸与

･学長表彰等副賞に対する援助
事　　業 内　　容 時　　期

3 月
4 月

随時

随時

･学業成績表の保証人宛送付費用に対する援助 9 月･3 月

◇就職支援セミナー（梅田キャンパス） 7 月
◇地方会場（博多・高松・福山・名古屋・福井・松山） 9 月～10 月
◇大阪会場（大宮・梅田・枚方キャンパス） 11 月

･会報の発行、送付 9 月･3 月

通年

･後援会説明会の開催（入学宣誓式終了後の新入生保護者への説明会） 4 月
･定期総会の開催（予算･決算、事業計画、役員の選出等） 6 月
･学生用安否確認システムの運用にかかる援助 通年
･慶弔内規による見舞金等の支給 随時

年 2 回程度1. 学生行事への援助

2. 学校行事への援助

3. 教育支援事業への援助

4. 学生の就職についての協力援助

5. 教育上必要な家庭との連絡 

7. その他目的達成のために必要な事業

6. 国際交流事業への支援

2019年度　予算書2019年度　予算書

後援会活動の早わかり

1. 学園教育振興会援助金収入
2. 寄付金・その他の収入
3. 受取利息収入
4. 前年度繰越金
5. 特別援助積立金会計からの繰入収入

43,722,000
0

8,003
9,167,985

0
52,897,988

43,038,000
0

8,892
8,111,173

0
51,158,065

684,000
0

△ 889
1,056,812

0
1,739,923

銀行預金利息

科　　目 差異（A-B）前年度予算額（B）予算申請額（A） 備　　考

（２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日）

合　　　　　計

合　　　　　計

収
入
の
部

1. 事業費支出
　①学生行事援助金支出
　②学校行事援助金支出
　③教育支援援助金支出
　④就職関係援助金支出
　⑤教育懇談会費支出
　⑥会報刊行費支出
　⑦学業成績表郵送費支出
　⑧安否確認システム関係支出
2. 運営費支出
3.予備費支出
4. 次年度繰越金

学長表彰副賞、城北祭、茶屋町祭、北山祭実施費等

学位記授与式祝賀会祝儀、入学・卒業記念品購入等への援助

ＴＯＥＩＣ・弁理士試験受験費用等への援助、研究活動援助金

就職支援行事への援助

教育懇談会実施経費

後援会会報発行等経費

学業成績表郵送料等経費

安否確認システム月額利用料経費

定期総会費、諸会議費、通信、案内状印刷費、後援会担当職員人件費、慶弔費等の経費

42,730,000
2,360,000
4,430,000
9,680,000
7,178,000
12,834,000
2,200,000
1,790,000
2,258,000
9,076,000
1,091,988

0
52,897,988

40,385,000
2,360,000
4,400,000
9,580,000
6,506,000
11,240,000
2,100,000
1,950,000
2,249,000
9,160,000
1,613,065

0
51,158,065

2,345,000
0

30,000
100,000
672,000

1,594,000
100,000

△ 160,000
9,000

△ 84,000
△ 521,077

0
1,739,923

科　　目 差異（A-B）前年度予算額（B）予算申請額（A） 備　　考

支
出
の
部

Ⅰ.一般会計の部 ［単位：円］

前年度繰越金 31,500,000
31,500,000

科　　目 予算額

収入
の部

Ⅱ.特別援助積立金会計の部 ［単位：円］

合　　　　　計

一般会計の部への繰入支出
次年度繰越金

0
31,500,000
31,500,000

科　　目 予算額

支出
の部

合　　　　　計
海外研修貸付金支払支出 6,000,000

6,000,000

科　　目 予算額

支出
の部

Ⅲ.国際交流支援事業会計の部 ［単位：円］

合　　　　　計

海外研修貸付金回収収入
前年度繰越金

700,000
5,300,000
6,000,000

科　　目 予算額 備　　考

備　　考

収入
の部

合　　　　　計

注1.預金利息は、一般会計収入の部の受取利息収入に計上 注1.海外研修貸付金の原資は６００万円　注2.預金利息は、一般会計収入の部の受取利息収入に計上

2018年度分  海外研修貸付金回収予定額

2019年度貸付見込み額

教育懇談会の開催
大阪（大宮・梅田・枚方キャンパス）
博多・高松・福山・名古屋・福井・松山
（2019年度）

国際交流事業への支援
●大学が実施する海外研修参加費用の
　一部貸与

学校行事への援助
●学位記授与式レセプション（祝賀会）、
　入学・卒業記念品等への援助

学生の就職についての
協力援助
●就職模擬試験等の実施援助
●就職支援セミナーの開催援助

学生行事への援助
●学長表彰副賞に
　対する援助

定期総会の開催
●予算・決算会議
●事業計画報告・審議
●役員の選任

教育上必要な家庭との連絡
●学業成績表の保証人宛送付費用に
　対する援助
●会報の発行、送付

教育支援事業への援助
●学部生研究活動援助金の支給
●TOEIC受験料・講座実施等に対する援助
●弁護士試験受験料援助等

その他
●後援会説明会の開催
●学生用安否確認システムの運用にかかる援助
●慶弔内規による見舞金等の支給

大阪工業大学
後援会
事務局

　教育懇談会は、大学側の全面的な協力を得て、ご家庭と大学との
コミュニケーションを図ることを目的とした後援会最大のイベントです。
　2019年度は、梅田キャンパスにおいて開催する、主に学部3年次
の会員の皆さまを対象とした教育懇談会（就職支援セミナー）をス
タートに、博多・高松・福山・名古屋・福井・松山および大阪（大宮・梅
田・枚方キャンパス）の9会場で開催いたします。
　教育懇談会の中でも特に重視している会員と先生方の個別懇談を、一名でも多くの方に受けていただくべ
く、各学科の先生方にも多数ご出席・ご出張いただきます。
　是非、この機会に奮ってご出席いただきますとともに、ご子女の実りある大学生活の一助としていただけれ
ば幸いです。後援会役員一同心よりお待ちいたしております。

2019年度

教育懇談会のご案内

会談懇育教

本学会場（大宮・梅田・枚方キャンパス）を含め
９会場で開催
教育懇談会は、大学側の全面的な協力を得て、ご家庭と大学との

コミュニケーションを図ることを目的とした後援会最大のイベントです。

教育懇談会のご案内
本学会場（大宮・梅田・枚方キャンパス）を含め
９会場で開催
本学会場（大宮・梅田・枚方キャンパス）を含め
９会場で開催

●参加までの流れ

2019年度教育懇談会より、お申込みについては、インターネット申込へと切り替わっております。

対象者の方へ
開催案内をご送付
（8月中旬）

前期成績表を
ご家庭にご送付
（9月中旬）

参加申込み
（受付中）

当日、会場の受付まで
直接お越しください

教育懇談会
参加者の声

大 阪 会 場

2018年度に実施しました教育懇談会では、ご多用にも関わらず多くの会員（保護者）にご参加いただきました。
その参加者の生の声を一部皆さまにご紹介させていただきます。

●出席状況、現在の成績等、詳細を教えていただくことができてとても良かったです。
●具体的な情報を得る機会が少ないので、教育懇談会があるのは嬉しいです。
●丁寧に学生生活や就職状態などを説明して下さり、何より息子の特性もよく見て下さっていました。安心してお任せできると感じました。
●毎年参加しております。大学の様子や就職のお話等、色々と伺うことができ、大変有意義です。ありがとうございました。
●テレビで報道された就活スケジュールがよく理解できなかったので、この説明会で大変よく理解できました。
●プロジェクト活動に一生懸命頑張っておられる様子や、話が聞けて良かった。責任感のある姿に感心しました。
●学生個人に対して、先生方が詳細に把握して下さっていたので安心しました。今後もご指導よろしくお願いします。
●実際に子どもが学習している場が見られて良かったです。
●本人の成績表を見せて下さり、苦手科目のことも教えて下さいました。本人からはなかなか聞けない点を聞くことができて良かったです。
●家では大学生活、授業内容のことはほとんど話さないので、先生からお話を聞けて安心しました。

2018年度

●日程･会場

　
9/29（日）

10/6（日）
　

10/12（土）

　
11/9（土）

　

博多
高松
福山
名古屋
福井
松山

大阪
（本学）

実施日 実施都市 会　場
ホテルクリオコート博多

リーガホテルゼスト高松

福山ニューキャッスルホテル

ホテルサンルートプラザ名古屋

ユアーズホテルフクイ

ホテルサンルート松山

大宮キャンパス

梅田キャンパス

枚方キャンパス

●懇談対象者

工学部/知的財産学部/
工学研究科/知的財産研究科の全学年

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の全学年

各都道
府県

情報科学部/情報科学研究科の全学年

※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。

※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。

対象学部・年次会員の現住所 出席会場（いずれか１会場）

大阪（大宮キャンパス）または
博多・高松・福山・名古屋・福井・
松山の各会場

大阪（梅田キャンパス）または
博多・高松・福山・名古屋・福井・
松山の各会場

大阪（枚方キャンパス）または
博多・高松・福山・名古屋・福井・
松山の各会場

個別懇談の様子（徳島会場）個別懇談の様子（徳島会場）
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教育懇談会
参加者の声

地 方 会 場

●貴重な話が聞けました。地方にいる為、分からないことが多かったのですが、
　安心することができました。
●親子で会話ができる情報をいただけたことをありがたく思います。
●PBLという言葉は子どもから聞いていましたが、意味がよく分からなかったのですが、
　今回の説明で納得しました。
●毎年四国内で開催していただき、相談もできて有り難く思っております。
　今後ともよろしくお願いいたします。
●子どもの成績や今後の就職活動に関して、丁寧に説明して下さって良かったです。
●伺いたかった内容について具体的に教えていただきました。
　学生一人ひとりに向き合っていただいている印象を受けました。
●この時期に親が取るべき行動を子どもの性格や特性まで把握した上で、具体的かつ適確にアドバイスして下さり、大変参考になり、
　有り難く思いました。
●食事会では個別懇談とは別に、先生や他の親子さんと話ができる機会で良かったです。

2018年度

就職相談の様子（福井会場）就職相談の様子（福井会場）

■教育懇談会当日の流れ■教育懇談会当日の流れ

地方会場

（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。）

大阪会場
大宮キャンパス

※一組の懇談時間：30分以内

※個別懇談の待ち時間に、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。

【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）

【対象学部】
全学部・全研究科（全学年）

※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。

◎当日は昼食をご用意しております
※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。

大阪工業大学 大宮キャンパス
1号館１階 エントランス　
大阪市旭区大宮5-16-1

9：30～10：00

10：00～11：40

10：00～11：30

11：40～12：50

12：50～17：00

受付

全体会（挨拶・総括説明会・就職説明会）
個別懇談（午前） ※一組の懇談時間：30分以内

昼食 ※昼食用の食事券を配付いたします。

学部・学科説明会、施設見学、個別懇談（午後） ※一組の懇談時間：30分以内

（全体会をお申込みの方は、個別懇談は午後のみ対象となります。）

11：00～11：35

11：40～12：50

12：50～13：40

13：40～16：30

受付

総括説明会（学業･学生生活･就職）

昼食会

個別懇談

大阪会場
梅田キャンパス 9：30～10：00

10：00～11：40

11：40～13：00

13：00～13：30

13：40～17：00

受付

全体会（挨拶・総括説明会）

昼食 ※昼食用の食事補助券を配付いたします。

全体会（就職説明会） 

施設見学（事前予約制）、個別懇談 ※一組の懇談時間：30分以内

【対象学部】
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」、
　工学研究科「生体医工学専攻＜ロボティクスコース＞」を
　含む。

当日の連絡先：大阪工業大学 学長室庶務課
TEL.０６-６９５４-４０９７（直通）

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

受付

受付

受付

当日の連絡先：大阪工業大学 情報科学部事務室
TEL.０７２-８６６-５３０１（直通）

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

当日の連絡先：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）

大阪会場
枚方キャンパス

9：30～10：00

10：00～11：25

11：25～12：40

12：40～13：20

13：30～17：00

受付

全体会（挨拶・総括説明会）

昼食 ※昼食用の食事券を配付いたします。

全体会（就職説明会）

施設見学、各種相談会、個別懇談 ※一組の懇談時間：30分以内

【対象学部】
情報科学部･情報科学研究科（全学年）

 後援会代表挨拶の様子（岡山会場） 後援会代表挨拶の様子（岡山会場）

全体会の様子全体会の様子

　就職活動本番に向けて準備を進める3年生の保護者を対象にした「教育懇談
会～家族ができる就職支援～」を7月28日、大阪工業大学後援会と大阪工業大学
の共催で開催しました。売り手市場と言われている求人倍率や、実際の採用活動
時期、インターンシップといった関係ニュースに大きな注目が集まるなか、梅田キャン
パスには385名の保護者が出席しました。

　全体講演は、内後援会長、西村学長の挨拶の後、横倉就職部
長が、「就職環境と大学・ご家庭のサポート」と題して、昨今の就職
活動を取り巻く環境の変化や本学の実績数など具体的な数値を
もとに、大阪工業大学の就職状況と支援体制を紹介しました。卒
業生数1,000人以上の大学の実就職率ランキング（2018年度）に
おいては、関西の私立大学で10年連続ナンバーワン、全国の大学
では第3位の実績と、それを可能とした全学的な支援体制につい
て詳しく説明。また、就職活動のスケジュールや就職活動の具体的な形態を解説し、ご家庭においても会話
を大事にしながら、親の期待を背負わせず、社会人の先輩として温かく見守ってほしいと支援を呼びかけま
した。
　また、企業を代表して島田種雄氏（エスペック株式会社 常務取締役 CMO、本学工学部電気工学科
卒業）からは、「就職活動と就社活動」と題して、工大生を含めた昨今の学生の特徴や、採用選考では企
業が学生のどのような所を見ているかなどを説明。合わせて、学生がこれから就職活動を進めるうえで、家
庭で心がけて欲しい就職活動の関わり方のアドバイスなどを熱く語りかけました。

～就職支援セミナー～開催
会談懇育教

全体講演では学生を取り巻く就職状況を説明
　全体講演は、内後援会長、西村学長の挨拶の後、横倉就職部
長が、「就職環境と大学・ご家庭のサポート」と題して、昨今の就職

全体講演では学生を取り巻く就職状況を説明全体講演では学生を取り巻く就職状況を説明

　全体講演終了後には、学部・学科ごとに分かれて座談会を実施。企業から内々定を獲得した大学院・学
部の学生と各学科の就職担当教員、就職部学科担当者が保護者と膝をつき合わせて懇談しました。就職

活動中の保護者との関わり、企業を選択した理
由などの学生の発表に対し、保護者からは、就
職活動を振り返って支えになった家族の言葉や
援助、大学院進学のメリット、企業の探し方など、
様々な質問があり、飾らない言葉で成功談と失
敗談、保護者からの支援で嬉しかったこと、活動
中の苦い経験などを語る学生の姿に、歓笑の声
が聞こえる雰囲気となりました。

座談会では就職活動を終えた在学生が就職活動の体験談を発表

業が学生のどのような所を見ているかなどを説明。合わせて、学生がこれから就職活動を進めるうえで、家
庭で心がけて欲しい就職活動の関わり方のアドバイスなどを熱く語りかけました。

　全体講演終了後には、学部・学科ごとに分かれて座談会を実施。企業から内々定を獲得した大学院・学
部の学生と各学科の就職担当教員、就職部学科担当者が保護者と膝をつき合わせて懇談しました。就職

座談会では就職活動を終えた在学生が就職活動の体験談を発表座談会では就職活動を終えた在学生が就職活動の体験談を発表

エスペック株式会社
常務取締役CMO島田種雄氏の講演
エスペック株式会社
常務取締役CMO島田種雄氏の講演

学科ごとの座談会学科ごとの座談会 就職活動や大学院進学について懇談就職活動や大学院進学について懇談

3年生の保護者385名が集う

就職部長の説明就職部長の説明

大宮キャンパスでは、常翔歴史館を開館しています。ぜひお立ち寄りください。〈開館時間11：00～17：00〉
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　就職活動の時期に怠ってしまうと自分に合った職業選びに苦戦
すると思います。だからこそ、今から業界研究を重ね、ビジネス
メールの送り方を勉強するなど当たり前のマナーを身につけ、万
全の状態で安心感を持って就職活動に励んでほしいです。また、
インターンシップや説明会において良い印象を与えられるよう、
自然に自分をアピールすることも重要です。これからの人生のこ
となので１００%全力を出し切って頑張ってください。

これからの人生を決める就職活動

株式会社ダスキン内定先

四辻  史也  工学部 生命工学科

　就職活動は、自分の就きたい業種や職種を明確にしておくこと
が大切であり、そのため早い時期から、インターンシップへの参
加や、企業研究をするべきだと思います。何がしたいのか分から
ないまま、闇雲にいろいろな企業を受けると、志望動機に説得力
が欠けてしまいますが、企業選びの軸が明確であると面接でア
ピールすることができます。将来の自分の姿を想像してモチベー
ションを上げ、悔いの残らないよう頑張ってください。

自分のしたいことを明確に

三菱電機エンジニアリング株式会社内定先

村尾  穂香  工学部 ロボット工学科

　就職活動と言っても、自分はどんな職業に就きたいのかが分か
らない人もいるかと思います。私もそうでした。ただ、迷っていても
現状は何も変わりません。
　まずは先生や先輩から企業の情報を聞き、様々な業界にエント
リーしてみましょう。その中で、自分の知らなかった世界に出会う可
能性は大いにあります。あとは、思い切って一歩進む勇気だけで
す。就職活動を通じて、自分のやりたいことを探していきましょう。

迷ったらまず行動！

株式会社トンボ内定先

大橋  浩平  工学部 空間デザイン学科

　私が就職活動を通して大切に感じたことは、自己分析とそれに
伴った“自分の芯”を持って行動することです。私の芯は情報系と
音響関係の仕事のシステムに携わる仕事をしたいというものでし
た。エントリーシートや面接は最大の難関ですが、自己分析に伴っ
たイメージを持つことによって、乗り越えられると感じました。就
職はこれからの人生を左右する一大イベントです。後悔の無いよ
うに、自分に合った就職先と出会えるよう頑張ってください！

なりたい自分のイメージを持とう

株式会社デンソーテン内定先

西海  知哉  情報科学部 コンピュータ科学科

　私が何よりも伝えたいことは、慌てず落ち着いて行動するとい
うことです。自己分析、履歴書やエントリーシート作成、面接練習、
選考スケジュール管理等、就職活動でやるべきことは多いです。
その中で今自分は何ができていて、何ができていないのかを一
度立ち止まって落ち着いて考え、自分ができていない部分を優
先して取り組むようにしましょう。そうして慌てず落ち着いて準備
することで、余裕を持って就職活動に臨めると思います。

慌てないこと

京セラ株式会社内定先

久保田  慎也  情報科学部 情報メディア学科

　私は、企業選びの際に大手企業ばかりを選んでいたため、多く
の人から活動方針を変えた方が良いとアドバイスを受けていまし
た。しかし、そこで諦めずに行きたい企業のインターンシップに積
極的に参加し、エントリーシート内容を早くから磨くことを徹底し
ました。その結果、面接の話題に困ることなく、早期に内々定を得
ることができました。諦めない気持ちを持ち続け、就職活動を頑
張ってください。

諦めない気持ちを持ち続けること

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社内定先

河江  大輝  情報科学部 情報システム学科

 大手の会社ほど志望者が多く、就職活動本番から動き始めると
自分をアピールし、認識してもらうことが難しいです。そのため、
夏から開催されているインターンシップに何回も参加し、社員の
方々とより多く話すことがとても大切です。ただ話すだけでなく、
自分の考えを述べながら質問をし、これまでの経験を積極的にア
ピールするとより認識されやすくなります。早めの行動とコミュ
ニケーションが就職活動の要です。頑張ってください。

早め早めに動くが勝ち！

鹿島建設株式会社内定先

尾嶋  珠里希  工学部 建築学科

　自分のことはわかっているようで、実際はあまり知らないこと、
気づいていないことが沢山あります。就職活動ではまず自分自身
をよく理解することが大切だと感じました。そして内定を取ること
をゴールだと思わず、あくまで通過点と考えることが重要です。
その先を見据えている人を企業も採用したいと考えているはず
です。しっかりと自分自身を理解し、そして周りが動き出す前に就
職活動を始めることが鍵になると思います。

自分自身をよく知ること

株式会社大林組内定先

中原  将仁  工学部 電気電子システム工学科

　就職活動を通して大切だと思ったことはしっかりと準備をする
ことです。積極的にインターンシップに参加することをお勧めし
ます。多くの情報を事前に手に入れることで面接対策ができま
す。面接は緊張すると思いますが事前準備をしっかりと行い、数
をこなせば自信がついてくると思います。就職活動は今後の人生
を左右するものです。是非、悔いのないように就職活動を頑張っ
てください！

しっかりと準備を

株式会社トヨタ車体研究所内定先

久保  翔太郎  工学部 機械工学科

　私からの就職活動のアドバイスは三点あります。
　一つは自分の経験を言語化する練習。友人、家族、誰でも良いで
す、話せば話す程質が高くなります。二つ目は就職活動を楽しむ。
周りの人に話しかけてみたり、普段考えないような事を考えたり、プ
ラス思考でいると自然と面接でも笑顔になれます。三つ目は素直
に答える勇気を持つ。面接では難しい質問もあるので、自分を良く
見せようとせず分からない時は分からないと答えても大丈夫です。

資生堂内定者からの挑戦状

資生堂株式会社内定先

仲久保  太一  工学部 応用化学科

　就職活動を進めていくと友人や親、就活サイト等から種々様々
な情報やアドバイスを得るようになります。それらの情報は大い
に役に立ち、迷うこともあるかもしれません。しかし最終的な意思
決定は自分ですべきです。なぜなら入社して働くのは他の誰でも
ない自分だからです。失敗したり結果が出ない事もありますが、
強い意志があればそうした出来事も確実に自分を成長させ、次の
結果を生みます。人生は自分次第。頑張ってください。

人生は自分次第

株式会社オプテージ内定先

開  怜央  情報科学部 情報ネットワーク学科

　就職活動において、どのような業界、職種で働きたいのか方向
性を見つけることが大切です。方向性が定まっていると志望動機
に説得力が生まれます。自分がしたい仕事が見つかっていない人
は、積極的に説明会やインターンシップに参加することをお勧め
します。実際に社員の方の声や仕事内容に触れることで、働くイ
メージを持つことができ、自分にあった仕事に出会えると思いま
す。悔いのない就職活動ができるように頑張ってください。

方向性を定めよう

大阪ガス株式会社内定先

水内  智貴  工学部 環境工学科

　就職活動を行うには、早めに準備を行うことが大切です。特に、
３年生の夏のインターンシップに参加することをお勧めします。
様々な業界のインターンシップに参加することで、自分のやりた
い職種や職業を絞ることができます。やりたいことを見つけるに
は、結構時間がかかります。早めに就活準備をすることで、心に余
裕が生まれ、自分を見つめ直すことができ、不安や焦りを軽減す
ることができます。早めの準備こそが内定への近道です。

早めに就職活動の準備を行うことが大切です

ホシデン株式会社内定先

松野  航平  工学部 電子情報通信工学科

　就職活動では、早めに準備することが最も重要であると感じま
した。多くの企業では、面接に進む前に必ずといっていいほど筆
記試験があるため、普段からしっかり勉強し、対策する事が必要で
す。解禁後はエントリーシートや面接などで忙しくなり時間が割
けません。また、合同企業説明会や学内の就活行事などに多く参
加する事で、情報収集はもちろん、面接時の自信にも繋がりま
す。悔いのない就職活動ができるよう頑張ってください。

「準備」を大切に

阪急電鉄株式会社内定先

岡本  圭司  知的財産学部 知的財産学科

　就職活動においてエントリーシートや面接で質問される内容
は、大学生活のことです。私は大学生活の４年間、学園祭の実行
委員会の活動やアルバイトなど全力で楽しんで多くの経験をしま
した。この経験がエントリーシートや面接での自分の武器となり
ました。何事にも楽しんで積極的にクラブ活動やインターンシッ
プに参加することが、就職活動の成功に繋がると思います。皆さ
んにとって後悔のない就職活動になることを祈っています。

積極的に行動し楽しむ！

大阪市役所内定先

髙田  彰吾  工学部 都市デザイン工学科

2019年度

就職内々定学生
からのアドバイス

学部生

　昨年度（2018年度）は、大卒の求人倍
率が1.88倍と2017年度の1.78倍より0.1ポ
イント上昇し、雇用環境は引き続き売り手
市場となりました（リクルートワークス研究
所統計）。
　本学の就職率も9年連続で上昇し、
2019年3月卒業生の実就職率は97.4％と
なり、おかげ様で全国240大学の実就職
率ランキングでは、卒業者数が1,000人以
上の大学の中で、全国3位、関西の国公
私立大学で1位、関西の私立大学では
10年連続1位で終えることができました
（サンデー毎日2019年8月4日号特集「全
国240大学就職率ランキング」大学通信
調べ）。
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Competition prevailing

on the employment front

　今年度の雇用環境はどうかというと、リクルートワークス
研究所の統計によると、大卒の求人倍率は1.83倍と8年ぶ
りに減少となりましたが、全国の民間企業の求人総数は、
80.5万人、学生の民間企業就職希望者数は、44.0万人。
求人に対して、36.5万人の人材不足となっており、多くの企
業が積極的な採用姿勢を崩しておらず、大卒の雇用環境
は依然として売り手市場で推移しています。
　採用活動の解禁は6月1日からですが、このように売り手
市場が続くと企業も他社よりも少しでも早く学生を確保する
ために、採用試験の時期を年々早めています。本学におい
ても例外ではなく、早い時期に内定を取得する学生が増
加しています。5年前の2015年度には、4月末までの内定率
が7.5％だったのに対して、2019年度は32.7％と4倍以上と
なっており、ゴールデンウイーク前には1/3の学生が1社以
上の内定をいただいています。また、次年度から日本経済

団体連合会（経団連）が「採用選考に関する指針」（6月1
日から採用活動解禁）の廃止、さらには通年採用を表明し
たことにより、今後早期化がさらに進むと思われます。
　本学では、3月に実施していたOBによる企業セミナーを2
月に開催するなど早期化への対応を始めています。また、
現3年生には、夏期インターンシップに積極的に参加するよ
う就職ガイダンスで情報提供をするとともに、エントリーシー
トの添削や面接練習を実施しています。
　現4年生は8月1日現在で約8割が内々定をいただいて
いますが、まだ内定を持ちながら就職活動を継続している
学生および未内定で活動中の学生もいます。
　まだまだ暑い日が続きます。引き続き熱中症対策等の健
康管理が必要です。朝食をしっかり摂って、終盤戦を乗り
切れるよう、ご家庭におかれましてもどうか一層のご支援を
よろしくお願いいたします。



2019年度 就職内々定学生からのアドバイス 大学院生

　就職活動では、エントリーシートと面接の両方で自分の思いを
相手に誤解なく伝えることが重要になります。私は就職活動前か
ら親や先生とよく就職活動についての色々な話をしました。話す
ことで新しい見方を得ることもできます。そして、自分の意見がま
とまっていきました。何かに悩んだ時は、身近にいる大人である
親や先生を頼りましょう。そのためには日頃からコミュニケーショ
ンを取り、いい関係を築いておきましょう。

大人の力

阪神高速道路株式会社内定先

越野 まやか 

　就職活動において、面接は大きなウエイトを占めます。面接で
は特に、どのような結果・成果を残したかということより、むしろ
「どのように考え」「どう行動したか」という過程の方が重視されて
いたと感じます。そのため、エントリーシートや履歴書は、そのこ
とを意識して書くと良いと思います。また、面接は回を重ねるごと
に上手くなっていくと思うので、複数の企業にエントリーし、失敗
を恐れずにチャレンジしてください。

面接対策

株式会社フジタ内定先

松川 大起 

　私は価値観を追いかけミスマッチを回避することを意識してき
ました。会社に訪問して社員と話す、職場を自分の目で見る、入社
してから働くイメージを持つ、これが重要だと考えました。３月ま
でのなるべく早いうちから同業他社を全てインターンシップや説
明会を通して体感しました。インターネットやパンフレットの情報
ではわからないことも多いので、自分の足で情報を探りに行くこ
とが将来を明るくする為に有効な手段だと思います。

ミスマッチの回避と価値観の追求

三菱電機株式会社内定先

山本 碧土 

　私は就職活動を経て、大学での様々な経験が将来設計に役立
つと感じました。まず日々の講義ですが、これはみんなが当たり
前にやっています。企業の方々から見るとそれ以外のプラスアル
ファが学生の個性として見えるのではないでしょうか。部活動・留
学・PBLなど、一つだけでもいいので全力で取り組んでみてくだ
さい。そこで得る経験が学生生活の充実感だけではなく、あなた
の個性を生み、将来像を描くヒントにもなるかもしれません。

挑戦的な学生生活を

ヤマハ発動機株式会社内定先

助川 吉行 

　私は極度の緊張屋さんです。克服するには、数をこなす…これ
に尽きます。就活に慣れるために、20社ほどの説明会に参加し、
多くの社員の方々と接しました。そうすると、初めは緊張して何も
発言できない状態から、自信をもって会話ができるまで成長しま
した。そのおかげか、面接では「適度な緊張感」を持ち、「その場を
楽しむ」ことができたため、スムーズに就活を行えたと自負してい
ます。是非、自己流の就活のやり方を見つけてください。

就活に慣れるには…

アルフレッサファーマ株式会社内定先

浅海 雄太 

　志望企業を決める前に業界や職種、企業について理解を深め
ておくことは非常に重要です。志望する職種に就けたとしても社
風に合わずに退職する人が多いことが指摘されています。そうし
た事態を避けるためにも、自分の特性を理解するうえでも業界研
究は大事です。昔から敵を知り己を知れば百戦危うからずと言わ
れる通りです。やりたくない仕事ほど辛いものはありません。本
当にやりたい仕事、自分に合った就職先を見つけてください。

敵を知り己を知れば

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構内定先

柴田 雅弘 

　学部生のときには、やりたいことが明確ではなく適当に受けた
会社に内定をもらい就活終了。その後、国際PBLに参加し途上国
に行ったことがきっかけで、このまま働くと後悔すると思い、内定
を辞退し院進学を決めました。院では留学や学会などを経験する
うちに、自分の本当にやりたいことが明確になりました。タイトル
はスティーブ・ジョブズの言葉です。未来で点と点を繋げられるよ
う、様々なことを経験しましょう。

様々な経験（点）はどこかで繋がる

日立造船株式会社内定先

田口 翔大 

　実際に就活が始まる前に自分自身の職種や業界をこだわりす
ぎると視野が狭くなります。就活を始める前には興味の有無にか
かわらず、多くの説明会やセミナーに参加すること。就活が始まっ
ても特定の職種や業界のみにこだわりを強く持つのではなく、自
分の目指すべき姿は何かを根底にする方が視野は広く持てます。
より多くの企業を調べて、早め早めに目指す企業の選考に進めら
れるよう、気持ちに余裕を持って就職活動に臨んでください。

視野を広く、余裕を持って

日本ジフィー食品株式会社内定先

明比 直晃 

　就職活動をする上で自分の“軸”を明確にすることが重要です。
夏季インターンなどで“軸”となる業界を決め、冬季インターンでは
その業界の企業に参加することをお勧めします。インターンを通
してさまざまな企業の情報を得て、本エントリーをする企業を選
んでいってください。早期から自分の“軸”を決めることができる
と就職課やOBリクルーターからのサポートも受けやすくなるた
め、早い時期から準備を進めてください。

早期に自分軸を構築する

三菱自動車工業株式会社内定先

小田垣 成伸  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・ソフトロボティクスコース

工学研究科 建築・都市デザイン工学専攻
都市デザインコース

工学研究科 建築・都市デザイン工学専攻
建築学コース

工学研究科 電気電子・機械工学専攻
機械工学コース

工学研究科 電気電子・機械工学専攻
電気電子工学コース

工学研究科 化学・環境・生命工学専攻
生命工学コース

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　
プロダクトデザイン・建築デザインコース

工学研究科 電気電子・機械工学専攻
電気電子工学コース

工学研究科 化学・環境・生命工学専攻
応用化学コース

工学研究科 化学・環境・生命工学専攻
環境工学コース

　人は不安を感じると、他人と行動を共にし、成功例を真似したくなるも
のです。私も先輩の履歴書を見たり、友達に就職活動の状況を聞いたりし
て、いつも不安な気持ちで一杯でした。しかし、活動を進めるにつれて、自
分がどんな人間で、それを企業側へ素直に伝える事こそが重要であると
気付きました。
　企業が一番知りたいのは、あなた自身の人柄や経験・能力なので他人に
惑わされず、自分なりの方法で自信を持って就職活動を進めてください。

他人の真似事はいらない

住友林業株式会社内定先

下良 薫平 

　私はやりたい事ができ、成長できる環境である事を軸に企業を
選びました。就活解禁時に自分のやりたい事がないという状況で
は「自分にあった仕事がわからない」「自己PRや志望動機が作れ
ない」こととなり、就職先企業の選択肢が狭くなります。そうなら
ないように、早い段階で学生プロジェクトの参加など、色々な経験
を積んでおき、就活時には自分が企業を選べる立場になるよう、
日頃から自分の将来について考えておきましょう。

好きなことで生きていけるように

三菱電機株式会社内定先

石上 将太郎 情報科学研究科 情報科学専攻

　今年は空前絶後の超売手市場の就活でしたが、大手企業の関
門は非常に厳しいものでした。まずは簡単な気持ちで臨まないこ
とをお薦めします。その中で重要であると感じたことは、「自己分
析を徹底する」「周りの意見に左右され過ぎない」です。私も色々
辛い時期があり、就職指導が支えになりました。概ね3ヶ月の就活
でしたが、最終的に満足な結果で、それは周りの人達の支援が
あったからと思うので、後悔しないように頑張ってください。

就活も人生も総力で頑張る

三菱自動車工業株式会社内定先

坂口 公希 知的財産研究科 知的財産専攻

　2020年3月卒業・修了見込み学生の就職環境は、日本経済団体連合会の指針により、企業の採用広報活動解禁が３年生の３月に、面接等による
選考活動解禁が６月となりました。しかしながら、2021年３月卒業・修了見込み学生からは、日本経済団体連合会がこれまでの採用活動時期に関す
る指針を定めないこととしたため、早期化が予想され、就職活動が本格化する前の自己分析や業界・企業研究、企業に提出する書類の作成準備が重
要となります。また、学生の皆さんは就職活動の波に乗り遅れないようにすることが何より大切です。ご子女の就職活動には学科就職担当教員、卒
業研究指導教員および就職部が連携して全面的に支援していきます。
　以下に、就職活動の流れに沿ってその概要および就職ガイダンス等の行事予定を示しております。ご家庭におかれましてもご子女には就職ガ
イダンスなどの大学行事に参加するようご助言いただければ幸いに存じますので、よろしくお願いいたします。

就職部 Information
就職活動は早めの準備を！

■就職活動の流れ･概要と時期

■就職ガイダンス等の行事予定

次に、企業がしている仕事を知り、そこでどのような仕事をする人を募集しているのかを調べます。
いわゆる「業種」や「職種」を調べることに取り組みます。

自分が取り組みたい仕事のイメージが浮かんだら、企業へのアプローチ。まず、説明会参加や資
料請求を目的としたエントリーです。最近はインターネット上でのエントリーが一般化しています。
エントリーする内容は所属、氏名や連絡先などの個人情報が中心ですが、企業によっては質問や
志望動機とその理由などを入力するところも多々あります。

企業の事業内容や選考手順などについて、採用担当者などから直接話を聴く機会として企業説
明会があります。1社が単独で行う説明会、イベント会場などで複数の企業がブースを構える合
同企業説明会のほかに、工場などの現場見学を実施しているケースもあります。

筆記試験（SPI等）と面接試験はほとんどの企業の選考で行われます。面接でよく聞かれる質問は、
「志望動機」「自己PR」「学生生活を通じて学んだこと」「時事問題」に関することなどです。①～④
などの取り組みを積み上げる努力が大切です。なお、採用試験は6月以降に本格化する予定ですが、
それまでに筆記試験や面接を実施する企業もあるため、早い段階からの準備が必要です。

採用試験に合格した場合、企業から文書などで「内々定」の連絡があります。日本経団連の倫理
憲章において、正式な「内定」通知は、その年の10月1日以降に発行されることになっていますが、
「内々定」は事実上の「内定」となります。

企業へ応募書類を送る準備をする時期です。自己理解と企業研究の成果を自己PRや志望動機に
生かし、履歴書･自己紹介書を作成します。最近はこのほかにエントリーシートの提出を求める企業
が中心となっています。

就職活動では、①企業に「自分をより良く理解してもらう」、②企業に「自己PRする」ことが求めら
れますので、まず自分を振り返ることから始めます。

業界･企業研究、
職種研究

10月

2019年　5月 ★就職ガイダンス①　概要説明、現状認識8日～14日

★就職ガイダンス②　自己分析1日～5日

★就職ガイダンス④　履歴書の書き方5日～11日

個別模擬面接

■業界セミナー12日～18日

■業界セミナー9日～20日

■ＯＢ企業セミナー27日～28日

★就職ガイダンス⑤　就職活動体験報告会25日～29日

●就職模擬テスト①　SPI模擬テスト

●就職模擬テスト④　エントリーシート作成

★就職ガイダンス①　概要説明、現状認識15日

★就職ガイダンス②　履歴書の書き方、インターンシップ申込12日
●就職模擬テスト①　一般常識模擬テスト

●就職模擬テスト②　SPI模擬テスト
★就職ガイダンス③　自己分析、就職活動体験報告会10日

★就職ガイダンス③　業界・企業研究1日～7日

●就職模擬テスト③15日～21日
●就職模擬テスト②　一般常識テスト

●就職模擬テスト③　CAB模擬テスト

★就職ガイダンス④　プログラマ適性対策講座
　　　　　　　　　　面接手法を学ぶ

2日

●就職模擬テスト④　SPI模擬テスト
★就職ガイダンス⑥　直前対策18日

★就職ガイダンス⑤　業界・企業研究6日
■模擬面接会27日

■模擬面接会4日･11日

■進路面談18日～22日
■企業プレセミナー25日～28日

■合同企業説明会4日～13日 ■合同企業説明会5日～6日

就職ナビサイトでのエントリー、会社説明会、WEB上での筆記試験、合同企業説明会

採用試験受験（面接等）、採用内定（進路決定書類提出、アンケート実施）

2020年　2月

6月

時期
主な就職行事等

工学部･ロボティクス＆デザイン工学部･知的財産学部（大学院含む） 情報科学部（大学院含む）

7月

10月

11月

12月

3月
3月～5月
6月以降

11月12月
2020年 
1月

2019年 
～9月 2月 3月 4月 5月 6月

以降
就職活動の流れ・概要

時期

※就職活動の流れは一般的な傾向を示しています。この流れは業界や企業規模により変化します。

★：ガイダンス、　●：模擬テスト　■：企業研究会・説明会　※行事開催日は就職状況などの変化により、変更する場合はあります。※上記以外に学科独自の就職支援行事もあります。

❸

履歴書･
自己紹介書作成❷

自己理解
（自己分析）❶

企業エントリー❹

企業訪問
（セミナー･会社説明会等）❺

採用試験受験❻

内々定の時期❼

（2021年3月卒業･修了見込生対象）

進路に関するご相談は就職担当部署まで

就職部就職課
（梅田キャンパス）

TEL：06-6147-6406　FAX：06-6147-6905
E-MAIL:OIT.Shushoku.u@josho.ac.jp
［取扱時間］月～金／9：00～17：30　土／9：00～17：00

就職部就職課
（大宮キャンパス）

TEL：06-6954-4093　FAX：06-6952-4472
E-MAIL:OIT.Shushoku@josho.ac.jp
［取扱時間］月～金／9：00～18：30　土／9：00～17：00

就職部就職課
（枚方キャンパス）

TEL：072-866-5308　FAX：072-866-5310
E-MAIL:OIT.Shushoku.h@josho.ac.jp
［取扱時間］月～金／9：00～17：30　土／9：00～17：00
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資格サポートコーナー スキル＆キャリアアップを応援する課外講座

　「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。
　在学生を対象に、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」

学生サポート

一人ひとりの話をじっくり聞きます

大学各窓口のご案内

夜間･休日等の緊急連絡先 大宮キャンパス　受付･防災センター

TEL：06-6954-4857
梅田キャンパス　受付･防災センター

TEL：06-6147-9030
枚方キャンパス　受付･防災センター

TEL：072-866-5330

キ ャ ン パ ス ト ピ ッ ク ス

図書館食堂「レストラン白馬」がリニューアルオープンしました
　4月8日、大宮キャンパスの「レストラン白馬」がリニューアルオープンし
ました。リニューアルにあたっては、女子学生からのメニューやインテリア
などの要望も取り入れ、店内は木材を使用した明るい雰囲気で、食事はイ
タリアンをメインに提供。パティシエ手作りのドルチェも用意されています。

　奥村将之副店長は「イタリアの
食材を取り揃え、本格的なパスタ
ランチなど一品一品心を込めて調
理していますので、皆さんのご来店
をお待ちしております」と呼び掛け
ます。
　オープン初日に来店した学生らは「パスタがもちもちでおいしかったです！」「レガシーランチは量が多
かったのでみんなでシェアしました」と声を弾ませ、レストランでの食事を楽しんでいました。パスタは開店
1時間で準備していた70食が完売するなど、大変なにぎわいを見せています。

Welcome! 2019年度外国人留学生歓迎会を開催
　4月24日、常翔学園研修センターで「2019年度外国人留学生歓迎会」を開催しました。今
年度入学した留学生は工学研究科5人、知的財産研究科5人、工学部11人、ロボティクス＆デザ
イン工学部1人、情報科学部1人の23人です。また、学術・学生交流に関する協定等を締結して
いる諸外国の大学より11人の交換留学生も参加しました。
　歓迎会に先立ち、岡山敏哉学生部長は「母国を離れて、慣れない異国で生活することで感覚
が鋭くなっていると思います。感覚が鋭いときに体験したことは一生忘れないものです。留学中
に色々なことに挑戦してください。」と激励の言葉を述べ、西村泰志学長は「数ある大学から本
学を選んでいただきありがとうございます。他の留学生や日本人と友達になって、それぞれの母
国と日本の架け橋になってください」と歓迎の言葉を述べました。

　在学生を代表してフィルベルト レウンガさん（工学部建築学科3年）が新たな仲間への歓迎のメッセージを伝えたほか、茶道部が茶会を開催する
など、親睦を深めました。インドネシアからの留学生ウイルベルトさん（工学部応用化学科1年）は「地
理の授業で淀川について学んだことがきっかけで大阪工業大学を知りました。将来は大学院に進学
し、医療分野で活躍できる研究者になることが目標です」と展望を語りました。
　また、この歓迎会には保護者の代表として、後援会から中川会長（当時）も参加して、留学生との交流
を深めました。
　最後に小寺正敏副学長が「人は一人では生きていけません。今後、どのような時代であってもさまざ
まな国の人々と多く語り合い、みんなで力を合わせていきましょう」と述べ、歓迎会は盛況のうちに閉
会しました。

決めた神宮・初出場！令和初代リーグ王者
　本学硬式野球部が5月11日、豊中ローズ球場（大阪府豊中市）で開催された近畿学生野球2019春
季Ⅰ部リーグにおいて神戸大学と対戦。4対3で勝利し、1953年秋季以来、66年（131季）ぶり・令和
初代王者に輝きました。同時に同部は、6月10日～16日に神宮球場・東京ドームで開催される第68回
全日本大学野球選手権大会に1950年創部以来初めての出場を決めました。
　全日本大学野球選手権大会は、6月10日、開幕戦となる大会初日第１試合に本学は登場。東京ドー
ムで創価大学（東京新大学野球連盟）と対戦しました。スタンドには本学の應援團、ウインドアンサンブ

ルに加えて、姉妹大学の
摂南大学から吹奏楽部
とチアリーディング部が友情応援に駆けつけ、息の合った応援で
盛り上げるとともに、学生や卒業生、教職員、後援会役員・委員など
合わせて約300人の応援団が選手らに熱いエールを送りました。
善戦虚しく1対6で敗れ、初出場勝利は叶いませんでしたがこの
全国大会の経験は、同部の伝統、歴史に大きく刻まれ、さらに強い
チームを目指すうえで貴重な経験となりました。

教務課

資格サポートコーナー

学生課

就職課

ロボティクス＆デザイン工学部事務室

情報科学部事務室

国際交流センター

企画課

庶務課

会計課

（授業・各種証明書の発行、教職免許に関すること）※

（資格取得のサポートに関すること）＜全学科共通＞

（学生生活、課外活動、奨学金など）※

（就職関係＜大宮キャンパス＞）

（就職関係＜梅田キャンパス＞）

（就職関係＜枚方キャンパス＞）

（学部、研究科の教務・学生関係など）

（学部、研究科の教務・学生関係など）

（海外留学・海外研修等に関すること）

（認証評価に関すること）

（式典に関すること）

（後援会関係＜定期総会・教育懇談会など＞）

（学費に関すること）

OIT.Kyomu@josho.ac.jp

shikaku@rsh.oit.ac.jp

OIT.Gakusei@josho.ac.jp

OIT.Shushoku@josho.ac.jp

OIT.Shushoku.u@josho.ac.jp

OIT.Shushoku.h@josho.ac.jp

OIT.Umeda@josho.ac.jp

OIT.ibu@josho.ac.jp

OIT.Kokusai@josho.ac.jp

OIT.Kikaku-k@josho.ac.jp

OIT.Shomu@josho.ac.jp

OIT.Koenkai@josho.ac.jp

OIT.Kaikei@josho.ac.jp

9：00～17：30（土曜日は17：00まで）

10：00～17：30

9：00～17：30（土曜日は17：00まで）

9：00～18：30（土曜日は17：00まで）

9：00～17：30（土曜日は9：00～11：30、12：30～17：00）

9：00～17：30（土曜日は9：00～11：30、12：30～17：00）

9：00～17：30（土曜日は17：00まで）

9：00～17：30（土曜日は9：00～11：30、12：30～17：00）

9：00～17：00（土曜日は9：00～11：30、12：30～17：00）

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～17：30（土曜日は17：00まで）

06-6954-4083

06-6967-9811

06-6954-4651

06-6954-4093

06-6147-6406

072-866-5308

06-6147-6830

072-866-5301

06-6954-4935

06-6954-4766

06-6954-4097

06-6954-4102

部署（主な業務） 直通電話番号 メールアドレス 受付時間

※＜工学研究科・知的財産研究科・工学部・知的財産学部＞

大阪工業大学では、学生本人からの相談はもちろん、ご家族からのご質問、ご相談も随時受け付けております。どうぞお気軽に窓口をご利用ください。

Microsoft® Office Specialist　Word 2016講座

Microsoft® Office Specialist　Excel® 2016講座

Microsoft® Office Specialist　PowerPoint® 2016講座

Microsoft® Office Specialist　Word・Excel® W受験コース

CAD利用技術者試験講座 2級

建築系就職試験対策講座

基本情報技術者試験講座

TOEIC® L&R対策講座　スコアアップクラス

危険物取扱者試験　講座（乙種第4種）

後期B　春期

後期B　春期

春期

後期B　春期

後期B　春期

後期B

後期B

春期

春期

10/3（木）・1/30（木）

10/3（木）・1/30（木）

1/30（木）

10/3（木）・1/30（木）

10/3（木）・1/30（木）

10/3（木）

10/17（木）

1/30（木）

1/30（木）

23,200円

23,200円

19,000円

42,200円

27,700円

8,900円

77,700円

15,700円

14,700円

25,200円

25,200円

21,100円

－

30,900円

－

81,900円

20,900円

16,000円

8,424円（学割価格）

8,424円（学割価格）

8,424円（学割価格）

16,848円（学割価格）

6,050円

－

5,700円

5,725円（公開テスト）

4,600円

○
○
○
○
○
○
－
○
○

－
－
－
－
○
－
○
－
－

－
－
－
－
－
－
○
－
－

講座名
受講料（教材費込）

在学生・卒業生 一般
講座申込締切日 試験料

開講キャンパス
梅田大宮 枚方

2019年度　後期・春期　開講予定講座一覧

注）上記の講座は後期・春期に開催予定の講座です。その他の講座に関して、また各講座の内容・日程については、パンフレットをご確認ください。
注）試験料は2019年7月現在のものです。改定になる場合がございますのでご了承ください。　　注）梅田キャンパス実施の講座は在学生対象講座となります。

　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。昨年度は約500名が課外授業を受講してくれました。
　学生一人ひとりが「自分は何の為に、どのような分野で、どんなスキルを武器として活躍したいのか」という目
的や計画性を養うと共に、自らの知識やスキルを自発的に増やし、それらを表現する「手段の一つ」として、資格
の取得を目指して欲しいと考え、合格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。
　2019年度は、全44講座の開講を予定しており、各講座が進む中で受講生一人ひとりが少しずつ自分に自信
をつけ達成感を得ると共に、忍耐力や集中力を身に付けながら日々検定合格に向け、勉強に励まれています。
　後期・春期に開講予定の講座ラインナップも、建築系就職対策講座や基本情報技術者試験講座をはじめとす
る専門分野に直結した講座から、それぞれの学生の興味や向上心を伸ばすMicrosoft® Office Specialist講
座やTOEIC® L&R試験対策講座など、幅広い講座の開講を予定しています。
　また、この資格対策講座は、本学園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。皆さまの更なる技術向上、自己
啓発の機会としても是非ご活用ください。
　今後のご子女の更なるご活躍のため、資格取得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。
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本格的なイタリアンを楽しむ学生

学生たちでにぎわう「レストラン白馬」 一押しメニュー「ベーコンとポルチーニの
クリームソーススパゲティ」

歓迎会には総勢80人が参加

交流を深める留学生ら

令和初代リーグ王者に

神戸大学に勝利の瞬間、マウンドに駆け寄る選手ら 全国大会での選手ら


