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大阪工業大学後援会は、２０２２年６月４日（土）の定期総会をもって、新たに１５名の委員を迎え、
５２名の役員・委員で２０２２年度体制の活動がスタートいたしました。
大阪工業大学後援会は、２０２２年６月４日（土）の定期総会をもって、新たに１５名の委員を迎え、
５２名の役員・委員で２０２２年度体制の活動がスタートいたしました。

2022年度定期総会にて（6月4日開催）

　今年の第74回城北祭は入構制限なしの完全対面で行う予定で準備を進めています。コロナ禍前の賑わいを
取り戻しつつ、新型コロナウイルス感染予防を怠らない学園祭にしたいと考えています。内容も城北祭実行委
員会の独自企画や各課外活動団体によるステージを使用したパフォーマンス企画、ゲストによるステージ企画
（声優・アーティスト）など、今年も新たな企画を盛り込んだものを予定しています。
　また、昨年に引続き梅田キャンパスの茶屋町祭実行委員会とのコラボ企画も予定しています。こちらのコラ
ボ企画もアップグレードしていますので、お楽しみください。そして今年は模擬店も出店します。新型コロナウ
イルス感染予防対策のため店舗数は例年より少ないですが、より城北祭を楽しむことができます。
　このように、昨年よりも多くのコンテンツで皆さまに楽しんでもらえるよう計画していますので、是非ご家族
やご友人などをお誘いのうえ、ご来場をお待ちしております。

２０２2年１０月21日（金） 22日（土） 23日（日）開催予定城北祭 （大宮キャンパス）

　梅田キャンパス学園祭「茶屋町祭」の今年のテーマは“挑戦”です。このテーマには「過去2年間、対面での学園祭ができておらず先輩からのノウハ
ウが蓄積されていない状態で、コロナ禍からの脱却として今回対面実施に挑む」という茶屋町祭実行委員会の思いが込められています。
　梅田キャンパス常翔ホールでのお笑い芸人によるライブや課外活動団体による展示、ピアノの会によるコンサート、城北祭とのコラボイベントを企
画中です。

　また、「茶屋町祭」の前日10月22日（土）には、学園創立100周年のイベントの一環とし
て、キャンドルナイトを梅田キャンパス外周で実施する予定です。それに併せて梅田キャンパス
1階ギャラリーにて、ピアノの会の演奏会を実施計画中です。
　茶屋町祭実行委員長の西谷憲人さんは、「対面で行うことはすごく緊張しますし、不安でいっ
ぱいですが、来て下さる方にこの大学いいなと思ってもらえるような茶屋町祭にしたいです。」
と意気込んでいます。
　茶屋町祭は今年で6回目の開催となります。オンラインではなく、対面で実施する茶屋町祭
は4回目でまだまだ成長途中ですが、より多くの皆さまと楽しい時間を過ごせるよう、実行委
員一同知恵を絞り企画中です。多くの方のご参加をお待ちしています！ 
　なお、今後の社会情勢によりオンラインでの開催となる可能性もございます。

２０２2年１０月２3日（日）開催予定茶屋町祭 （梅田キャンパス）

茶屋町祭実行委員会メンバー茶屋町祭実行委員会メンバー
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茶屋町祭 HP の URL
https://chayamachisai.wixsite.com/chayamachisai

　今年の枚方キャンパス学園祭（第25回北山祭）は、3年振りとなる対面形式・入場制限なしで実
施予定です。
　北山祭では吉本お笑いライブ、アーティストライブ、豪華景品を用意したビンゴ大会など学生
が楽しめるイベントを多数計画しています。また、課外活動団体による日頃の活動発表や学生達
の模擬店の出店もあります。その他、3年振りにフリーマーケットも開催します。
　また、同日開催のOh！！ITカーニバルは、情報科学部の各研究室が日々の研究内容をご紹介し
ます。『見て・触れて・動かして』を体験できる機会となり、小さなお子様でも楽しめる体験が多数
です。

　地域の方との繋がりを大事にしたい北
山祭において、3年振りとなる全面的な
開催となります。学生が催す多くのイベントや研究成果、地域の方のフリーマーケットと、非常
に多くの方が楽しめる学園祭を計画していますので楽しみにしていてください。
　なお、北山祭開催直前の感染状況により実施方法等に変更が生じた場合は、北山祭実行委員
会のホームページでご案内します。
　実行委員会では、感染者を出さず、無事に北山祭を終えられるように、北山祭開催に向けて、
来場者が安心・安全な環境で当日を迎えられるよう準備を進めています。ぜひ、ご家族、ご友人
の皆さんを誘って第25回北山祭にご来場ください！

Oh!!ITカーニバル
（2021年度オンラインで開催）
Oh!!ITカーニバル
（2021年度オンラインで開催）

大盛り上がりのビンゴ大会大盛り上がりのビンゴ大会

城北祭実行委員会メンバー

２０２2年11月3日（木・祝）開催予定北山祭 （枚方キャンパス）

各 キ ャ ン パ ス の 学 園 祭 の ご 案 内

CONTENTS

学長挨拶　井上 晋
学園創立100周年に際して3

2022年度 教育懇談会のご案内
当日の流れ／参加者の声7-8

教務部長挨拶　椋平 淳
コロナ後の教育を見すえて4

5-6

2022年度 定期総会を開催
2022年度 大阪工業大学 後援会 役員・委員一覧／
2022年度 事業計画／2022年度 予算書／
後援会活動の早わかり

2
後援会会長挨拶　外園 隆志
主役である学生を輝かせる為に

13
学生サポート
資格サポートコーナー／大学各窓口のご案内

9-11
就活最前線2022
2022年度 就職内々定学生からのアドバイス

就職部 Information
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12

〒535-8585　大阪市旭区大宮5-16-1
大阪工業大学 学長室庶務課内

大阪工業大学後援会の携帯専用サイトは閉鎖し、
上記のサイトに統一されました。一部のフィーチャー
フォン（ガラケー、ケータイ等）からは閲覧できない
可能性がございます。

06-6954-4097
OIT.Koenkai@josho.ac.jp

https://www.oit.ac.jp/japanese/kouen/

発行

後援会ホームページ

大阪工業大学　後援会

各キャンパスの学園祭のご案内16

14-15 各学部の情報発信について

16 Kouenkai Kaiho Vol.70 September 2022



主役である学生を輝かせる為に

大阪工業大学後援会　会長

外園　隆志

　後援会会員の皆さまには日頃より後援会活
動にご理解・ご協力を賜り厚く御礼申し上げま
す。この度、定期総会にて今年度の後援会会
長を拝命しました外園隆志と申します。これか
らの1年間、微力菲才の身ではございますが、
皆さまのご子息・ご息女が充実した学生生活
が送れる様、後援会役員・委員の方 と々共に精
一杯務める所存です。どうぞ宜しくお願い申し
上げます。
　本後援会は、「大学の教育方針に則り大学
と家庭との連絡を密にし、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」を目的に1985年
に発足致しました。ご家庭と大学を繋ぐ存在と
して連絡を緊密にし、学生生活向上・教育の充
実・研究の発展等の教育事業を援助していき
たいと考えます。
　昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響
により、多くの後援会活動が中止・縮小化を余
儀なくされました。今年度も予断を許さない状
況ですが、可能な限り後援会活動に取り組む
所存です。
　後援会が実施する最大事業が、大学の全
面協力の下で開催している教育懇談会です。
昨年度は縮小化での開催となりましたが、今年
度は遠方にお住まいの皆さまを対象に福井・松
山・岡山・福岡・津・徳島での開催、大阪では3
キャンパス（大宮・梅田・枚方）での開催を予定
しております。同懇談会は、ご子息・ご息女の大
学での様子や成績・就職など、会員の皆さまと

先生方や職員の方が直接交流できる貴重な
機会です。是非、この機会をご活用頂き、日常
のご心配や疑問等をご相談されると共に、学
生・保護者・教職員の相互理解を深めて頂きた
いと考えます。
　今年度は大阪工業大学を運営する学校法
人常翔学園が学園創立100周年を迎えます。
後援会として大阪工業大学に募金し、ご子息・
ご息女を支援して参ります。同会活動内容に
関しましては年2回発行の会報誌やホーム
ページにて紹介させて頂いておりますので、是
非ご覧下さい。
　大阪工業大学は昨年に情報科学部データ
サイエンス学科が開設されるなど益々の発展
を続け、近年のデジタル技術の発展に対応しう
るパイオニア精神に溢れた専門職業人を輩出
し、社会に貢献されています。後援会は学生・
保護者・卒業生・教職員を1つの家族という大
学理念を保護者の側から参画し、主役である
未来を担うご子息・ご息女を第一に考え、学生
ファーストとしてサポートする存在と考えていま
す。その主役が多くの事を学び、一生の仲間を
得て、無事にエンジニアとして社会に巣立って
いく様、大学教職員の方々と共に“ONE 
TEAM”となり全力で取り組む所存です。
　会員の皆さまにおかれましては、後援会活
動に積極的にご参加頂きたいと考えておりま
す。後援会の更なる発展の為にも皆さまのご
理解・ご支援が必要不可欠です。今後とも皆さ
ま方のご支援・ご鞭撻を賜ります様、宜しくお願
い申し上げます。

　後援会の皆さまには、平素より本学の教育
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、ご存知のように、学校法人常翔学園
は本年10月に創立100年を迎えます。大阪工
業大学では、Ⅲ期中期目標・計画（2018～
2022年度）の最終年度を迎え、これまでの取
組を総括するとともに、学園の次期長期ビ
ジョン（J-Vision37）に基づく新たな目標・計
画を策定すべき年度となります。
　本学は、建学の精神と教育の理念に則り、
実践的な教育、およびそれとの連携のもとに
積み上げられた研究成果により広く社会に貢
献してまいりました。次の100年に向けて、地
域に根差す大学というアイデンティティを保持
しつつ、持続可能な社会の発展に貢献できる
有数の理工系総合大学として、関西で独自
のポジションを確立していきたいと考えていま
す。具体的には、大学教育再生加速プログラ
ムにより実施してきました質保証にかかる取
組をさらに推し進めるとともに、研究活動の活
性化にも継続的に注力していく所存です。ま
た、教育・研究にかかる諸活動の基礎となる
キャンパス整備を継続的に進めていきます。と
くに、大宮キャンパス新5号館（図書館棟）に
ついては、2023年6月竣工に向けてすでに工
事が開始されており、学生諸君にとって学習
をはじめとする諸活動の拠点としての期待が
高まっています。加えて、クラブ活動の拠点と

なる第2部室センターは本年9月から利用を
開始しています。
　6月25日には、「大阪工業大学 学園創立
100周年記念シンポジウム～ニューノーマル
時代の人材育成、これからの大学教育が果
たすべき役割とは？～」を梅田キャンパスの常
翔ホールにて開催いたしました。ご講演いた
だいた茂木健一郎氏、竹内薫氏との鼎談の
中で、「学生諸君は、初めから就職のために
勉強を始めるのではなく、大学生活を満喫し
てもらって、その経験が職場でどう生きるの
か、を考えてもらいたい」、「若者は大人が時
間や関心を注いであげないと育たない」など
のご意見をいただきました。また、茂木氏はご
講演の中で、「教員が楽しそうに研究活動や
プレゼンテーションを行う」ことが、学生にとっ
て重要であることも話されました。
　次の100年に向けて、大阪工業大学を「高
校生がワクワク感を持って入学し、楽しく勉
強・研究することで創造性を培えるような大
学」にしていきたいと考えています。後援会の
皆さまにも引き続きご協力・ご支援のほどお願
い申し上げます。

学園創立100周年に際して

大阪工業大学　学長

井上　晋
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　大阪工業大学後援会会則に基づき、２０２２年度の後援会定期総
会を６月４日（土）、大宮キャンパスの多目的室で開催しました。新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大に伴い、３年振りの対面式の開催となりま
したが、１４９名の会員が当日出席しました。
　定期総会では「２０２１年度事業報告、収支決算報告」、「２０２２年度
後援会役員・委員の選任」、「２０２２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。新会長には外園 隆志副会長が選任さ
れました。
　定期総会終了後は、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。２１２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。参加者の皆さまから
は、「大学での様子が聞く事ができて安心しました」「説明もわかりやすく、今後も相談に乗っていただけそうで安
心しました」「子どものことをよく見ていただけていてありがたかったです」等の感想をいただきました。

2022年度

定期総会を開催

2022年度　大阪工業大学　後援会　役員・委員一覧2022年度　大阪工業大学　後援会　役員・委員一覧
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定期総会の様子定期総会の様子

教 務 部 長 挨 拶

　日頃から本学の教育に対して多大なご理解とご
協力をたまわり、厚く御礼申し上げます。
　すでにコロナ禍も 3 年目となり、状況に対処す
るための知恵を社会全体が徐々に獲得してきた結
果、本学においても今年度の学事日程はおおむね
正常化し、授業も全面的に対面で実施できるとこ
ろまで回復しています。学生の皆さんの声や熱気
が満ちるキャンパスは、“学び舎”としてのエネル
ギッシュな雰囲気を取り戻しています。もちろん、
すべてが完全に元通りということではなく、たとえ
ば入学宣誓式を簡素化・時短化したため後援会
の皆さまにはウェブでの視聴をお願いしたり、本
学学生が海外の学生と交流できる国際 PBL のよ
うな機会をオンラインに切り替える措置が続くな
ど、大学の諸活動に一部の制約が残っていること
も事実です。しかし一方で、これまでの経験でつ
ちかったそうした情報技術のノウハウを活かし、
個々の教員が従来以上に多角的な授業運営に取
り組んだり、教職員それぞれがより綿密な各種指
導・相談体制を整えるなど、この 2 年間の不自由
を逆手に取る動きも活発化しています。いわゆる
“ニューノーマル”な学修環境の整備に向けては、
模索の時間が今しばらく必要だと考えますが、教
職員一同精一杯取り組みますので、後援会の皆さ
まのいっそうのご支援をたまわりますよう、どうぞ
よろしくお願いいたします。
　さて“ニューノーマル”といえば、本学では先
般「学園創立100周年記念シンポジウム ― ニュー
ノーマル時代の人材育成と大学教育」と題したイ
ベントを開催しました。脳科学者・茂木健一郎氏
とサイエンス作家・竹内薫氏を講演にお招きし、
お二方と本学井上学長による鼎談を行いました。
後援会の皆さまの中にも、当日会場でご参観、あ

るいはウェブ配信をご視聴いただいた方もいらっ
しゃると思います。僭越ながら、私は鼎談の進行
役を仰せつかっておりましたが、壇上で強く感じた
ことを一つご紹介させていただきます。それは、
対面するそれぞれの人物に対する強い好奇心を、
茂木氏や竹内氏は常に深く持っておられるという
ことです。たとえば茂木氏は、井上学長のキャリ
アだけでなく、思いがけず私のことまで、事前に
下調べをなさっていました。茂木氏の関心は客席
にも向かい、とても気になった二人にインタビュー
されました。そのうち一人は、偶然にも、実はか
つて氏が参画した子ども向けプロジェクトに参加
経験がある本学学生で、その時の経験がその後
の学業に、またこのシンポジウムでの茂木氏との
再会に、強く動機を与えているようでした。またも
う一人は、本学学生と思って話を聞いたら実は学
生の母親だったという微笑ましいエピソードもあり
ましたが、何よりこのお母さんは自分のお子さんの
学業成就に対して真剣に悩んでおられ、その子ど
もへの助言のヒントをこのシンポで見つけたいと
語っておられました。そうしたやり取りをお聴きし
ている間に、私は、茂木氏が多数の聴衆の中か
らこの二人にマイクを向けられたのは、ある意味必
然ではないかと思いました。つまり、茂木氏とそ
の学生、あるいは氏とその母親の間には、人に対
するなんらかの強い思いがあり、それが自然と共
鳴し合ったのではないか、ということです。
　DX や AI など、ついつい情報技術の進展に頼
りがちになる今日ですが、一方で人と向き合い、
相手を深く探求し、固く創造的に結びつく対人環
境・学修環境の整備にも、十二分に心を砕いてい
きたいと考えます。後援会の皆さまのご支援を、
重ねてお願い申し上げます。

コロナ後の教育を見すえて

大阪工業大学教務部長　工学部総合人間学系教室教授

椋平　淳

2022年度　事業計画2022年度　事業計画

･就職支援行事に係る援助

･大学が実施する海外研修参加費用の一部貸与

･学園創立 100 周年記念募金への募金（大阪工業大学指定）

事　　業 内　　容 時　　期

随時

随時

12 月
10 月・11 月

･教育懇談会の開催

予定会場

･学業成績表の保証人宛送付費用に対する援助 9 月･3 月

9 月･3 月
12 月（予定）

３月

◇地方会場（福井・松山・岡山・福岡・津・徳島）
◇大阪会場（大宮・梅田・枚方キャンパス）

･会報の発行、送付　
･教員紹介冊子の発行・送付

通年

･定期総会の開催（予算･決算、事業計画、役員の選出等）
･学生用安否確認システム利用に係る援助
･慶弔内規による見舞金等の支給

7 月

6 月
通年
随時

年 2 回程度
10 月・11 月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への援助 

8. その他目的達成のために必要な事業への援助

6. 国際交流事業への援助

7. 学園創立 100 周年記念事業への援助

･学長表彰副賞に係る援助
･城北祭、茶屋町祭、北山祭の模擬店実施等に係る援助
･卒業・修了記念品作成
･学位記授与式レセプション（祝賀会）に係る援助
･TOEIC 受験料および資格・能力取得奨励金に係る援助
･学部生の研究活動援助金に係る援助
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教育懇談会
参加者の声

2021年度

●先生から成績の見方や単位のお話をご説明いただき、漠然と不安に思っていたことが解消しました。そのうえ子供の性格的なところもご相
談できてありがたく思いました。
●親身になってご対応いただきありがとうございました。とてもよかったです。
●直接大学の話が聞けてとても有意義だった。
●子供の学生生活が大変良くわかりました。
●学校がとてもよく面倒を見てくださっていることがわかり心強かったです。親身になって相談にのっていただき、本当にありがとうございま
した。
●成績の読み方や私の疑問に対し丁寧にご説明を頂きました。具体的な話を色々と聞けました。
●子供から聞けない普段の学生生活について色々ときけたので、すごく安心しました。コロナの中きちんと勉強できてよかったです。
●十分に時間をとっていただき、資料もわかりやすく大変ためになりました。担当の先生とぜひまたお話しさせていただきたく思います。
●担当の先生には親切にていねいに色々説明頂きました。本当に出席してよかったと感謝いたします。
●単位取得や就職、大学院進学についてなど細かく説明していただいて大学の様子がよく分かり有意義な時間となりました。

2021年度に実施しました教育懇談会では、ご多用にもかかわらず多くの会員（保護者）にご参加いただきました。
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。

2022年度

教育懇談会のご案内

会談懇育教

大阪会場（大宮・梅田・枚方キャンパス）を含め
９会場で開催
大阪会場（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。

　各会場とも新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を万全に施し、福

井・松山・岡山・福岡・津・徳島および大阪（大宮・梅田・枚方キャンパス）の９会

場で開催いたします。今年度も、一カ所に大人数が集まる大阪会場での総括説明を取りやめるなど、例年の実施スケ

ジュールから感染防止対策を意識したスケジュールに変更しての実施となります。詳しくは次ページ「教育懇談会当日

の流れ」をご参照ください。

　ご子女の修学状況、学業成績、大学生活、就職等について参加者の皆さまと先生が個別に懇談いただける貴重な

機会ですので、多くの方にご参加いただき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・

委員一同心よりお待ちしております。

個別懇談の様子個別懇談の様子

●懇談対象者

情報科学部・情報科学研究科（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（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/知的財産学部・
工学研究科・知的財産研究科（全学年）
※工学部「空間デザイン学科･ロボット工学科」を除く。

対象学部・年次 出席会場（いずれか１会場）

大阪（大宮キャンパス）会場
または、福井・松山・岡山・福岡・
津・徳島の各会場（実施日順）

大阪（梅田キャンパス）会場
または、福井・松山・岡山・福岡・
津・徳島の各会場（実施日順）

大阪（枚方キャンパス）会場
または、福井・松山・岡山・福岡・
津・徳島の各会場（実施日順）

●日程･会場

　10/16（日）

11/6（日）
　

11/27（日）

　
12/3（土）

　

福井
松山
岡山
福岡
津
徳島

大阪
（本学）

実施日 実施都市 会　場
ザ・グランユアーズフクイ（ホテルフジタ福井内）
東京第一ホテル松山
アークホテル岡山
博多エクセルホテル東急
ホテルグリーンパーク津
JRホテルクレメント徳島
大宮キャンパス
梅田キャンパス
枚方キャンパス

後援会活動の早わかり 教育懇談会の開催
大阪（大宮・梅田・枚方キャンパス）
福井・松山・岡山・福岡・津・徳島
（2022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）
　に係る援助
●卒業記念品に係る援助

大阪工業大学
後援会
事務局

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係る援助
●教育懇談会の開催
●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受験料に係る援助
●資格奨励金に係る援助

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係る援助
●慶弔内規による見舞金等の支給

学生の就職についての
協力援助
●就職支援行事に係る援助

学生行事への援助
●学長表彰副賞に
　係る援助

2022年度　予算書2022年度　予算書 （２０22年４月１日～２０２3年３月３１日）

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

47,460,000

0

534

37,541,847

0

85,002,381

45,480,000

0

8,003

23,986,524

0

69,474,527

1,980,000

0

△ 7,469

13,555,323

0

15,527,854

銀行預金利息

合　　　　　計

収
入
の
部

Ⅰ.一般会計の部 ［単位：円］

科　　目 差異（A-B）前年度予算額（B）予算申請額（A） 備　　考

合　　　　　計

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

　⑨学園創立100周年記念事業支出

2. 運営費支出

3.予備費支出

4. 次年度繰越金

66,612,000

2,330,000

3,350,000

9,870,000

8,288,000

16,000,000

5,400,000

2,035,000

4,339,000

15,000,000

9,633,000

8,757,381

0

85,002,381

47,593,000

2,330,000

3,350,000

8,570,000

7,508,000

16,000,000

2,400,000

1,980,000

5,455,000

0

7,524,000

14,357,527

0

69,474,527

19,019,000

0

0

 1,300,000

780,000

 0

3,000,000

55,000

△ 1,116,000

15,000,000

2,109,000

△ 5,600,146

0

15,527,854

支
出
の
部

学長表彰副賞、城北祭、茶屋町祭、北山祭の後援会会長賞に係る援助

卒業記念品購入等に係る援助

ＴＯＥＩＣ受験料、資格奨励金等に係る援助

就職模擬試験実施に係る援助

教育懇談会実施に係る経費

後援会会報発行等の経費

学業成績表郵送料等の経費

安否確認システム利用に係る援助

学園創立100周年記念募金への募金（大阪工業大学指定）

後援会担当職員人件費、諸会議費、定期総会、通信、慶弔費等の経費

予定外の支出および予算超過に対する経費

科　　目 差異（A-B）前年度予算額（B）予算申請額（A） 備　　考

Ⅱ.特別援助積立金会計の部 ［単位：円］ Ⅲ.国際交流支援事業会計の部 ［単位：円］

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

海外研修貸付金回収収入

前年度繰越金

0

6,000,000

6,000,000

収入
の部

2021年度分 海外研修貸付金回収予定額（貸付実績なし）

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

支出
の部

合　　　　　計

科　　目 予算額

前年度繰越金 31,500,000

31,500,000
収入
の部

科　　目

合　　　　　計

予算額 科　　目

海外研修貸付金支払支出 6,000,000

6,000,000
支出
の部 合　　　　　計

2022年度貸付見込み額
予算額 備　　考科　　目

合　　　　　計

予算額 備　　考

地 方 会 場

参加申込は特設サイト（https://oit-social-gathering2022.com/ もしくは右のQRコードからアクセス）にて
受け付けております。（ただし、本誌をお届けした時点で申込期間が終了している会場もあります。）

教育懇談会特設サイト
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教育懇談会
参加者の声

2021年度

●大学のフォローがしっかりとしているので安心できました。成績、就職、進学の話ができて、信頼できる環境で勉学できることが分かり、感謝
すべきだと思いました。
●なかなか大学の様子を聞くこともないので、先生から直接様子を聞けてとても安心できました。
●担任の先生とお話しでき、ありがたく思いました。就職に強いという理由が、よくわかりました。
●参加希望したものの何から話せば良いのか、何を聞けば良いのか、漠然とした状態で臨んでしまいましたが、先生の方から成績や大学院の
事などお話をいただきまた学校での子供の様子もお話頂きましたのでとてもスムーズで学校の様子、学びの内容が良くわかりました。今日
来て良かったです。
●大学院進学にあたり、今後の方向性を所属する研究室の先生から直接お話を聞かせて頂き、安心致しました。
●就職相談でとても具体的に親切に教示頂き安心して、なんでも相談の出来る事を確認致しました。本日、学校へ足を運んで良かったと思い
ます。
●話をしてくれる事が少ない中、この教育懇談会が貴重な情報源です。
●日頃ご指導頂いている先生と直接お話しできて有意義でした。大学ともなると子どもの学内での活動はなかなか知る機会がありませんが、
大学での子供の様子がよくわかりました。

2022年卒生の就職活動について
　2022年卒生（2022年3月卒業・修了）は、就職活動がスタートする3年次からコロナ禍での展開となり、先行き不透明かつ不安定な状況が続く中での「就
活」となったことはいうまでもありません。前年卒生と同様、感染拡大の波が訪れるたびに合同企業説明会や会社説明会など様 な々行事がオンラインへの
変更や延期となる中、学生たちは柔軟に対応してきました。その結果、2022年卒生の実就職率は96.2％（前年比0.9ポイント増）となりました。全国555大学
の実就職率ランキングでは、卒業者数1，000人以上の大学の中で全国4位にランクイン（大学通信調べ）【下図参照】。改めて「就職に強い大阪工大」の評
価を得ることができました。
2023年卒生の就職活動状況について
　2023年卒生（2023年3月卒業・修了）の求人倍率は1.58倍で、前年から0.08ポイン
ト上昇し、ほぼ同水準を維持しています。コロナ禍による不透明な景況感や原材料価
格の高騰、世界規模での不安定な情勢から、「コロナ禍前の水準（1.6倍以上）までは
戻らないものの、採用意欲は回復へ向かっている」とみられています（リクルートワー
クス研究所調べ）。会社説明会もアフターコロナやウィズコロナに対応した方法で再開
されており、採用活動の方法もオンラインと対面を活用したハイブリッド型が主流と
なっています。また採用スケジュールはコロナ禍前よりも年々早まっています。
　9月1日現在で既に8割以上の学生が内々定を得ていますが、自分が納得する企業
を探し現在も活動を続けている学生も少なからずおります。前年卒生と同様、早期か
ら活動を始め早々に内々定を得た学生と、開始が遅れ長期化する学生との間の二極
化は顕著となっています。
2024年卒生の就職活動状況について
　2024年卒生（2024年3月卒業・修了）に対する就職支援も本格化しつつあります。
採用意欲の高い一部企業では採用選考の早期化を加速する傾向は変わっていない
ことから、インターンシップが各企業において夏期休暇期間中を中心に精力的に展開
されています。
　このような状況を踏まえ就職部では、採用選考の早期化への対応に加え、自己分
析や業界研究を早期に進めるなど、今まで以上に早目の準備を促す支援を行ってい
ます。
　ご家庭におかれてもこうした就活環境を踏まえ早期準備と情報収集を心掛けるよ
う後押しいただくとともに、本学の就職指導に対し一層のご理解・ご支援をよろしく
お願いいたします。

■教育懇談会当日の流れ■教育懇談会当日の流れ

大阪会場での昼食のご用意はありません。

（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。）

地方会場

【対象学部】
全学部・全研究科（全学年）
※お車でお越しの際は、駐車場の有無等を各会場にご確認ください。

※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。

当日のスケジュール

 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）

11：00～11：35 受付

昼食会

本学の教育・研究内容、学業成績、学生生活および
家族ができる就職支援等について全般的な説明を
行います11：40～12：40

12：40～13：30

総括説明会
（学業･学生生活･就職）

※着席形式

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13：30～16：30 個別懇談

※一組の懇談時間30分以内

※紹介5分、後援会代表挨拶5分、大学代表挨拶5分、総括説明20分、就職関係説明20分、諸案内5分　計60分

　3年生の夏から多くの分野のインターンシップに参加しま
した。お世話になった社員の方々には質問だけでなく、不安
も伝え、内定まで親身に対応いただきました。就職活動中、
迷うこともあると思いますが、他の分野にも目を向け、自分
が「やりたいこと」を再確認するのもいいと思います。大切な
のは、自分には無理かもしれないではなく、自分ならできると
いう強い気持ちを持つこと。俯瞰して自分を捉える冷静な視
点を常に意識してください。

強い気持ちと冷静さが大切

清水建設株式会社内定先

瀬畑  菜穂 工学部 建築学科

　就職活動を行う中で最も大切なことは自分が何をしたいか、
どのように働きたいかを明確にしておくべきだと感じました。そ
のためには、自分から積極的にインターンシップや説明会の参
加をできるだけ早く取り組むべきだと感じます。現在、コロナ禍
で今までとは違った就職活動となっています。不安を感じたり、
分からないことがあれば一人で問題を抱え込まず、就職課の
方、教授、先輩などに相談して就職活動に励んでください。

自分のやりたいことを明確に

大成建設株式会社内定先

平田  修麻 工学部 都市デザイン工学科

　面接を経験する中で、最初は問いに対する答えを用意し質
問がきた際に、その中から必死に答えを探していました。し
かし、面接で自分が想定していた質問がそのままの形で聞か
れることは稀で、ちぐはぐな受け答えになっていました。それ
は、面接官とのコミュニケーションや前後の質問内容によっ
て、用意している返答を調整する必要があったからです。目
の前の面接官に自分の事を知ってもらうんだ！と強く意識し
面接に臨んでください。

面接では相手に合わせた話を

株式会社SUBARU内定先

阿部  秀俊 工学部 電気電子システム工学科

　私が就職活動で大切だと思うことは、自己分析と企業研
究に時間をかけることです。この2つをしっかりと行い自分
に自信を持つことができれば、面接で困る事態は減らせる
と思います。私は就職担当の先生や研究室の先輩に相談
し、自分をアピールできる内容を完成させました。対策をし
て選考に臨んでも結果が出ないこともありましたが、そこ
で諦めずに切り替えて挑戦したことで内定につながったと
思います。皆さんも最後まで頑張ってください。

面接を見据えて

近畿日本鉄道株式会社内定先

川端  悠介 工学部 機械工学科

※必要に応じてご利用ください

13：00～17：00

当日のスケジュール （大宮・梅田・枚方キャンパス共通）

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

大阪会場
大宮キャンパス

【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）
※工学部「空間デザイン学科･ロボット工学科」を除く。

大阪工業大学 大宮キャンパス
各科受付場所　
大阪市旭区大宮5-16-1会場 会場 会場

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
梅田キャンパス

【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」を含む。

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
情報科学部事務室
TEL.０７２-８６６-５３０１（直通）

大阪会場
枚方キャンパス

【対象学部】
情報科学部･情報科学研究科（全学年）

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

12：30～16：30

受付

※一組の懇談時間：30分以内    ※個別懇談はお申込み順となります

13：00～17：00

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

個別懇談
ご希望により、各専門窓口の担当職
員がご子女の授業、課外活動、奨学
金や海外研修などについて個別に
ご相談をお受けします

窓口相談

　就職活動は自分の人生に関わるものです。自分が何がし
たいのか、この先の人生をどのようにして送りたいのかを自
分で考えて行動することが大切になります。私自身、就職活
動を本格的にスタートする前から自己分析や企業研究を行
い、自分のやりたいことを決めてから活動しました。就職活
動をこれから始めるという人は、未来の自分がどのようにな
りたいか想像しながら活動してください。

自分の意志を持つこと

青木油脂工業株式会社内定先

佐藤  勇希 工学部 応用化学科

大 阪 会 場
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　私は志望業界の若手社員やOBに相談することで、現在の
自分の実力を客観的に評価しました。その評価は自身の適
性と企業の理念の接点を考えることにもつながります。
　就職活動には「正解」というものはありません。自らの考え
を謙虚に堂々と話すことで、自分の魅力を120%に引きあ
げることができ、初めて接する企業に自身の能力の高さをア
ピールすることができます。就職活動では自分の魅力度アッ
プを目指しましょう！

120%を目指して

株式会社日本設計内定先

山本  晃城 工学研究科 建築・都市デザイン工学専攻
建築学コース

　就職活動で重視したことは、自分に自信を持つことです。
同じ内容でも、自信を持ってはきはきと話している方が好印
象です。インターンシップ選考や早期選考に積極的に参加
し、早い段階からエントリーシートや面接に慣れて自信をつ
けましょう。自分に自信を持てるような準備をし続けると必ず
良い結果が待っていると思います。選考準備や面接だけでな
く、自分の進路にも自信が持てる就職活動となるように精一
杯頑張ってください。

自信を持って挑もう

イビデン株式会社内定先

臼井  一起 工学研究科 化学・環境・生命工学専攻
応用化学コース

　過去の体験が現在の性格、価値観を作り上げています。
「三つ子の魂百まで」ということわざがあるように幼少期の
体験は人格形成に大きく関わります。自己分析のきっかけ
として、家族と幼少期の自分について話すことをお勧めしま
す。そこで得た幼少期の体験から考えられる自身の性格や
価値観を書き出してみることで、今まで気づかなかった自
分に気づくことができます。この機会に時間をとってゆっく
り話してみてはいかがでしょうか。

昔話で自己分析のきっかけをつかむ

朝日インテック株式会社内定先

安部  広生 工学研究科 化学・環境・生命工学専攻
生命工学コース

　将来のことなど色んなことを考えて足踏みをしてしまう
人もいると思います。私もそうでした。準備はもちろん大切
ですが、動いてみないとわからないこともたくさんあると思
います。その先で出会える企業もあると思います。どうか自
分から動くことを怖がらないでください。また、時には落ち
込むこともあると思いますので、しっかりと自分を労う時間
を作ってあげてください。皆さんが笑顔で就職活動を終え
られることを願っています。

ひとまず走り出すことも時には大切

株式会社赤ちゃん本舗内定先

高橋  基就 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コース

　私は勉学から部活動、アルバイト、趣味など大学生活を活動的
に過ごし、結果的にそれらの活動が就職を有利に進めてくれまし
た。就職活動はそれまで自身がやってきたことの総決算だと思
います。最後に助けてくれるのは過去の自分です。就職を特別意
識する必要はありませんが、とにかく大学生活を能動的に過ご
し、目の前のことに全力になってください。遊びでもなんでも構
いません。大学生活を充実させることが一番の就職対策です。

学生生活を充実させる

株式会社建設技術研究所内定先

大森  大喜 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

　就職活動は様々な状況が想定されるため、誰よりも早く活
動を始めることをお勧めします。私は、第一志望の企業に夏
のインターンシップから参加し、現場の技術者と早い時期か
ら接点を持ち評価をいただきました。その甲斐あって、家庭
の事情から就職活動ができない時期があったのですが、不
測の事態を回避し内定を得ることができました。活動を進め
るうえで、報連相を徹底し就職先を妥協せず最後まで決して
諦めず頑張ってください。

就職活動は早いスタートと報連相がカギ

三菱電機株式会社内定先

中野  優星 工学研究科 電気電子・機械工学専攻 
電気電子工学コース

　私は就職活動において「将来どのようになっていたいか」
が重要だと感じました。これを明確化できていることで、エ
ントリーシートや面接における質問に適切に対応できたか
らです。明確にするためには、なぜそのようになりたいと感
じたか、そのようになるにはどの企業が合っているかを熟考
し行動してみてください。そうすることで、良い結果に結び
つくと思います。悔いの残らない就職活動となるように全
力で頑張ってください。

自身の将来像を考えて

トヨタ自動車株式会社内定先

竹谷  凌雅 工学研究科 電気電子・機械工学専攻
機械工学コース

　私は就職活動の最初の段階で自己分析をし、将来の自分の姿
や自分の性格からどのような企業に就職をしたいのかを考えまし
た。自分と向き合い、考えた方針に沿って企業を探すことで、エン
トリーシートや面接で自分の考えに自信を持って答えることがで
きました。私は自分と向き合い、自分の中で一つの軸を定めるこ
とが就職活動で大切なことだと考えます。自分と向き合う時間を
大切にし、就職活動を頑張ってください。

自分と向き合うことの大切さ

株式会社石垣内定先

中村  嘉宏 工学研究科 化学・環境・生命工学専攻
環境工学コース

　就職活動において私は「一切妥協をしない」ということ
を意識していました。インターンシップ、本選考のエント
リーシート、適性検査、面接、全てにおいて、後悔のないよ
う全力で取り組みました。たとえその努力が直接報われな
いとしても、その経験が自身の大きな強みになります。結
果次第では意味がないと思っていても、そこで踏ん張るこ
とが大切です。授業や研究で忙しい時期ではありますが、
自分の一番行きたい企業を目指して頑張ってください。

妥協のない就職活動を

株式会社本田技術研究所内定先

八上  廉 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 ロボティクスコース

　面接では、ディベートのように論破や自分の功績を相手に押
し付ければ良いと考えがちです。しかし、そのような会話はあ
なたも不快に思うかもしれません。短い時間ですが、自分が仕
事をしたいと思った理由や大学時代にどんな生活をしてきた
かを家族・友人に話すように楽しく話すと良いです。たとえ面
接中に考えが頭から消え、すぐに質問の回答が用意できなく
ても、焦らず考える時間をくださいと素直に伝え、面接での会
話を大切にしてください。

面接は対戦ではない

ヤフー株式会社内定先

東畑  和真 情報科学研究科 情報科学専攻

　とにかく学校の就職課に頼るのが良いと思います。私は
各提出物・面接の前に必ず、学科担当者とキャリアカウンセ
ラーにそれぞれ1回以上面談していただきました。もし、ま
だ希望の業界など何も決められていなくても、とりあえず
就職課へ相談に行けば話の中でどんどん自分の本音を引
き出してくれます。あとは企業の面接で変に相手の受けを
狙いすぎず、見つけた本音を素直に伝えれば、相思相愛の
会社ときっとご縁があると思います。

素直に

ヤンマーホールディングス株式会社内定先

西山  詩乃 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 システムデザインコース

 採用情報を早めに確認することが大切です。企業によっては
採用サイトがあり、登録すると自動的に情報が届きます。少しで
も興味があれば説明会などのイベントや選考にも積極的に参
加すると良いと思います。私自身も社員の方々と話す機会が
増え、企業分析だけでは見えない魅力や自身の関心事が見え
てきました。素直な自分で臨むことで、自信を持って対話するこ
とができ、より自分自身の魅力を伝えられるようになると思い
ます。

きっかけをつくる

ハウス食品株式会社内定先

國井  克真 知的財産研究科 知的財産専攻

　就職活動は自分だけではなく、企業を知ることも重要で
す。具体的には、その企業の強みや取り組んでいることにつ
いて事前に調べ、入社してからどのようなところで活躍する
のかを面接でアピールすることで、深い印象を与えること
ができます。企業のホームページでは先端技術から経営情
報まで公開されますので、企業研究に非常に役に立ちま
す。企業を知ることで、自分がやりたいことも明確になるの
で、まさに一石二鳥だと思います。

自分と企業のつながりを作る

Japan Advanced Semiconductor Manufacturing 株式会社（TSMC熊本）内定先

リチヤード オンコ 工学研究科 電気電子・機械工学専攻
電気電子工学コース

　私が就職活動を始めた頃は業界に対する知識も少なく、携
わりたい業界も決まっていませんでしたが、さまざまな業界の
インターンシップに積極的に参加し業界研究をしていく中で、
水インフラに携わりたいと思い、就職先を決定しました。エン
トリーシートの作成や面接について苦戦した時には担当教授
や就職課で添削や練習を何度もしていただきました。就職活
動は自分ひとりの力ではできないと思います。周りにも頼りな
がら積極的に行動してみてください。

行動力

株式会社東京設計事務所内定先

前中  紗恵 工学部 環境工学科

　就職活動は人によって異なります。先輩や友人のやり方が
自分に合うとは限りません。ただ、なんとなくでも就職活動を
進めていくうちに、必ず自分のやり方は見えてきます。そうす
れば後はしめたものです。焦ったり、不安になったり、分から
なくなっても大丈夫ですよ。誰もが一度は通る道ですから。
無理してやらないことが大事です。自分のペースで、自分の
やり方で大丈夫。応援しています。

のびのびと

株式会社乃村工藝社内定先

吉田  としえ ロボティクス＆デザイン工学部
空間デザイン学科

　就職活動では自分をアピールできるように大学生活の
中で準備をしておくことが重要です。そのために自分が全
力で取り組んだエピソードを授業やゼミ活動などで用意し
ておきましょう。全力で取り組んだことは面接などで深掘
りされても自信を持って話すことができるはずです。自信
を持って話せると面接もスムーズに進み、より面接官の方
に自分のことを知ってもらえます。自分の専門性や人間性
を最大限アピールしていきましょう。

自慢のエピソードで自信を持って就職活動を

株式会社NTTデータ関西内定先

岡北  英樹 情報科学部 情報システム学科

　私は就職活動において、エントリーシートや面接の際に一
貫した内容であることを心掛けました。エントリーシートで
は自分の長所を「ガクチカ」や志望動機にもつなげること
で、面接の際に一つの長所から分岐して話すことができ、焦
ることも少なくなります。エントリーシートは就職課の方と
作成することで分かりやすい内容になっていきます。皆さ
んの頑張りが実ることを応援しています！

一貫した内容であること！

株式会社オプテージ内定先

藤本  真己 情報科学部 
ネットワークデザイン学科

「為さねば成らぬ何事も、成らぬは人の為さぬなりけり」。
まずは行動しないと結果が出ません。就職活動も同様で何
もしないままだとチャンスを逃すことになります。やりたい
ことを早期に見つけ、その仕事に関する情報収集を行いま
しょう。企業研究が深い人ほど、就職活動の準備は完璧と言
えるでしょう。「備えあれば憂いなし」ということわざどおり、
準備をきちんとすれば心配することなく前に進むことがで
きます。

為せば成る

株式会社神戸製鋼所内定先

ガブリエル エファン マテイウ ロボティクス＆デザイン工学部
ロボット工学科

　就職活動において自分や仕事、会社について「知る」ことが
大事だと思います。そのため、興味のある仕事などが見つか
ればホームページなどでとことん調べ、インターンシップも積
極的に参加し、多くのことを知りましょう。知ることでぼんやり
としていた自分の考えがはっきりし、調べたことや自己分析を
通して選考で自分を表現できます。頑張ったことは必ず相手
に伝わります。先生や先輩、友達に相談し納得できるまで頑
張ってください！

知ることから始めよう！

三菱電機ソフトウエア株式会社内定先

角地  美咲 工学部 電子情報システム工学科

　使い古されて陳腐な言葉ですが、それだけ本質をついて
います。早期選考ルートに乗るには3年次に夏期インターン
シップ参加が求められることがあります。その応募締め切り
は早ければ6月です。参加するにはエントリーシートで今ま
で頑張ったことや資格を聞かれることもあります。逆算する
と3年になる前に準備をしておくとよいでしょう。就職活動
にフライングはないので今から準備すれば大丈夫です。

就職活動にフライングなし！

京セラ株式会社内定先

隅谷  誠 ロボティクス＆デザイン工学部
システムデザイン工学科

　これから就職活動を始める皆さんは分からないことばかり
だと思います。私自身もそうでした。そのような時は、イン
ターンシップや会社説明会にとりあえず参加してみてくださ
い。まずは、自分から動いてみることが大切です。また、先人の
知恵は偉大です。大学の先生や先輩、就職課の方に積極的に
相談することもオススメです。分からないことが沢山あって大
変だとは思いますが、一歩一歩前進しましょう。

行動することが大切

NECネッツエスアイ株式会社内定先

舞田  陸 情報科学部 情報知能学科

　今の時代の就職活動は早期選考が主流になりつつありま
す。そのため、早期選考が始まる前に自己分析を行っておく
ことが非常に大事です。また、大学の授業と並行して就職活
動を行うため、後になればなるほど予定が詰まってきます。
通学の時間や休み時間を利用して、少しずつでも進めてお
くことで必ず良い結果につながります。明日やろうではなく
今から行動を起こして、悔いのない就職活動ができるよう
に頑張ってください。

スタートを決めることが大事

株式会社日立システムズ内定先

杉本  遥 情報科学部 情報メディア学科

　面接と聞くと「上手く答えられなかったらどうしよう」など
ネガティブな印象も持たれる方が多いと思いますが、業界
や企業問わず多くの社会人の方と話せる期間は、新卒での
就職活動の時だけです。社会人になると、競合他社や他業
界との交流は滅多にありません。今日は面接官とどんな熱
い話ができるのか、どんな知見を手に入れられるか。そう思
えば、ワクワクできると思います。面接を精一杯楽しみ、素
敵な企業と縁があることを願っています。

面接を楽しむ

株式会社リクルート内定先

堀江  一輝 知的財産学部 知的財産学科

　就職活動を行う上で、徹底して準備を大切にしました。私
は決して輝かしい成功体験記や優れた能力はありませんで
した。そのため、自己分析や企業分析などを徹底的に行いま
した。また、沢山の人にエントリーシートや面接対策を見て
いただき客観的なアドバイスをいただきました。このように
事前準備を徹底的に行うことで、100%満足をして終える
ことができました。皆さんが悔いの残らない就職活動がで
きるよう応援しています。

徹底的に準備をし挑む

大王製紙株式会社内定先

山本  優奈 工学部 生命工学科
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（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＞

（課外活動、学生相談に関すること）※

（奨学金、学生貸付金、通学、学割発行に関すること）※

（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）

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

教務課
資格サポートコーナー
学生課
厚生課

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

OIT.Kyomu@josho.ac.jp
shikaku@rsh.oit.ac.jp
OIT.Gakusei@josho.ac.jp
OIT.Kosei@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）

9：00～17：30（土曜日は17：00まで）

9：00～18：00（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
06-6954-4069
06-6954-4093
06-6147-6406
072-866-5308
06-6147-6830
072-866-5301
06-6954-4935
06-6954-4766

06-6954-4097

06-6167-4175

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。

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

学生サポート

講座名学習スタイル 受講料 試験料 受付期間

2022年度   後期・春期   開講予定講座一覧

　2023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、面接などによ
る選考活動解禁が６月となりました。2024年3月卒業・修了予定者も同様のスケジュールが予測され、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。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。本学
では就職活動において学科就職担当教員、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活動関係行事の予定を示しております。ご家庭におかれましても就職活動関係行事に参
加するようご助言いただきますよう、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

■就職活動関係行事予定

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

2022年　4月

★就職ガイダンス④　履歴書の書き方

■業界セミナー

■業界セミナー

個別模擬面接
■学内合同企業説明会

★就職ガイダンス⑤　就職活動体験報告会

●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、履歴書の書き方、インターンシップ申込

5月 ★就職ガイダンス①　概要説明、現状認識

★就職ガイダンス⑤　直前対策
●就職模擬テスト④　ＳＰＩ模擬テスト、ＷＥＢ総合テスト

●就職模擬テスト①　ＷＥＢ総合テスト
★就職ガイダンス②　就職活動体験記から学ぶ、面接手法を学ぶ

●就職模擬テスト②　ＳＰＩ模擬テスト、ＷＥＢ総合テスト
★就職ガイダンス③　業界・企業研究

●就職模擬テスト③　玉手箱模擬テスト、ＷＥＢ総合テスト
★就職ガイダンス④　就職テスト対策講座

★就職ガイダンス③　業界・企業研究

●就職模擬テスト③
●就職模擬テスト②　一般常識テスト

★就職ガイダンス②　自己分析
●就職模擬テスト①　SPI模擬テスト

■模擬面接会

■模擬面接会
■進路面談

■学内合同企業面談会

■学内合同企業面談会

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、受験報告書提出、アンケート実施）

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

9月

10月

11月

12月 ■進路面談　■学内合同企業セミナー

2023年　1月

3月
3月～5月
6月以降

11月12月
2023年 
1月

2022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　

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

（2024年3月卒業･修了見込生対象）

進路に関するご相談は就職部就職課まで
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

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／9：00～18：00　土／9：00～17：00

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

　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。
　資格講座はe-learningを使用したWeb講座にて実施しており、一部の対策講座では、e-learningと対面
授業を組み合わせた「ブレンド型」という学習スタイルを取り入れています。今年度からは講師からの講義を
リアルタイムで受講できる、ライブ配信での講座も実施しております。
　4月以降、定期的にオンラインでの説明会として実施したところ、多数の学生が参加され、そして前期では
約200名の方が講座を受講されました。学びに対する意欲を持った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、勉強に励まれるのを、
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。
　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、専任スタッフが共に歩んで参ります。
　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。

一人ひとりの話をじっくり聞きます

公務員試験対策講座
※クラブ生コースのみオンライン型にて実施

簿記検定  講座  3級

TOEIC®
LISTENING AND

READING TEST対策講座

ビジネス講座  秘書検定  2級
危険物取扱者試験講座（乙種第4類）

ビジネス統計　スペシャリスト講座

ドローン検定（３級対策講座）　※大宮キャンパス
ドローン検定（３級対策講座・基礎技能講習　併願）　※大宮キャンパス
設計製図実習講座　※梅田キャンパス

500点目標
650点目標
800点目標

Microsoft  Office  Specialist講座

基本情報技術者試験講座

市役所・警察・消防コース

通年

後期・春期

春期

春期

春期

後期

後期
後期

後期

春期
後期

後期・春期

後期

技術職コース
土木職コース

クラブ生対象　教養コース
2年生対象　基礎力強化コース

Word 365＆2019/
Excel® 365＆2019

Word 365＆2019 Expert/ 
Excel® 365＆2019 Expert

Word・Excel®  W受験コース

PowerPoint®  365＆2019

68,200円
94,700円
135,000円
39,200円
26,500円

23,200円
8,580円
（学割価格）
※1テストごと

10,780円
（学割価格）
※1テストごと

20,900円

29,200円

7,500円

2,850円
4,100円
4,600円

4,400円
（学割価格）

7,810円
（TOEIC®L&R公開テスト）

80,000円

20,600円

26,100円
25,000円
18,900円
14,700円

CAD利用技術者  試験講座  2級 春期6,050円27,700円

21,000円

21,000円
90,800円
13,200円

42,200円
※10％off（教材費除く）

注)1.オンライン授業にて実施予定です。
注）2.開講講座は、都合により変更することがあります。詳しくは「資格講座2022ガイド」にてご確認ください。

－

－
－
－

ブ
レ
ン
ド
型
授
業

オ
ン
ラ
イ
ン
型
授
業

ライブ配信型授業
対
面
講
座

はじめてのTOEIC®クラス
（400点目標）

※行事開催時期は就職状況等の変化により変更する場合があります。
※就職行事は一般的な内容を示しています。業界や企業規模により変化・流動します。
※上記以外に学科独自の就職支援行事もあります。
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環境工学科 Instagram

各学部の情報発信について

　ロボティクス&デザイン工学部では、2021年6月に
学部公式Instagramを開設しました。以来、平均して
週1、2本のペースで学生の教育研究や課外活動の様
子、社会とかかわりのある学部の取り組みや高校生向
けの学部紹介、梅田キャンパスの各種イベントや四季
の様子などを幅広く発信しています。
　また、ロボット工学科、システムデザイン工学科、空
間デザイン学科もそれぞれのInstagramで授業や各
研究室の活動の様子、活躍する学生の紹介などを日々
発信しています。
　保護者の皆さまにおかれましては、ご子女の日常の
様子をお知りいただくツールとして、学部・学科のホー
ムページと合わせてご活用いただければ幸いです。

ロ ボティクス&デザイン工学部

情 報科学部

ロボティクス＆デザイン工学部

公式 Instagramアカウント

情報科学部事務室Twitter

ロボット工学科 空間デザイン学科システムデザイン工学科

　情報科学部は5学科（データサイエンス学科、情報知能学科、情報システム学科、情報メディア学科、ネットワークデザイン学科）
があり、それぞれの研究室の研究内容を大阪工業大学ホームページ上で紹介しています。また、研究室だけではなく、学科・研究室
の垣根を越えたプロジェクトも実施しており、それらの研究についても大学ホームページ上で紹介しています。ホームページ以外
にも各研究室やプロジェクトが独自にSNSを使用し、研究の展示会参加状況や展示会の結果など、日々研究している新たな技術
を公開する機会を発信しています。それ以外に、学内でのイベント実施時も使用しており、Magiot（大阪工業大学－IT×リアル謎
解きゲーム作成プロジェクト）では、体験型ゲームのデモ&プロジェクトの説明会を、「AIスマートカー開発プロジェクト」と合同で
実施のことを告知し、当日は多くの学生で賑わっていました。
　各課外活動団体もSNSで日々の活動やパフォーマンスの依頼受付や実施報告を行
うなど、学内外の繋がりに使用しています。特にジャグリングクラブの活動は近隣では珍
しく、様々な団体からパフォーマンスの実施依頼があります。また、北山祭（学園祭）実行
委員会では、学内で行った新入生向けのイベントの告知や、北山祭実施に向けて、学外
の方へフリーマーケット募集など活動状況を発信しています。
　その他、学部事務室では情報科学部生に知って欲しい大学内のイベントや教務・奨学
金等に関するお知らせを発信しています。
　これからもホームページやSNSを使用し、情報科学部の情報を発信していきます。

　知的財産学部と大学院では、インターネット上のさまざ
まなメディアを通じて情報発信に努めています。本学の知
的財産学部は、「知的財産」という言葉を学部名称に冠し
た日本で唯一の学部として、20年以上にわたり知財教育
を行っています。この間、知的財産が社会、経済、文化で果
たす役割について広く知られるようになりましたが、知的
財産の重要性や将来性と本学部の魅力について、特に、大
学進学を考える高校生により一層知ってもらうために、さ
まざまなメディアの活用が必要と考えています。
　従来はウェブサイトでの情報発信が中心でしたが、この度、公式Instagramアカウントも開設しました。知的財産は、ややもする
と抽象的な制度や概念の固まりでとっつきにくいという印象が強いかもしれません。「映える」写真を並べるのは難しいかもしれ
ませんが、知的財産が社会で役立っていると同時に面白いものだということを、気取らずに伝えていければと考えています。
　ウェブサイトでは、学部と大学院でイメージカラーは異なりますが（学部は臙脂色で大学院は青色）、デザインを統一し、一体的
な運用を行っています。大学院では、一般の方も無料で参加できる関西知財セミナーを年に20回ほど開催しています。企業関係
者が参加しやすい梅田キャンパスとオンラインのハイブリッド開催が中心で、継続的に参加いただける方も多数いらっしゃいます。
　今後とも、知的財産学部や大学院の発信する情報にご注目いただくとともに、お気づきの点などございましたら、お気軽にご意
見をお寄せいただきますようお願い申し上げます。

知 的財産学部

工 学部

　都市デザイン工学科では、Instagramに特色ある授業、研究、学科行事、現場見学
などをアップしております。建築学科では、HPとInstagramおよびTwitterを紐付
け、在学生の大学での取組みや各研究室の活動に関する情報を日々発信しています。
機械工学科では、新設しました「研究推進クラス」を受験生に知ってもらうため、HP
での告知に加え、FM802とのコラボ企画を昨年実施し、大学院生が生の声で研究
内容を伝えました。電気電子システム工学科（E科）では、学びや研究の日常を
Instagramにて発信しています。“E科の「今」”を知りたい人は、ぜひフォローしてくだ
さい。電子情報システム工学科では、HP、Instagramともに定期的に新着情報を
アップし情報発信に努めています。応用化学科では、学科で実施している教育、研究、
イベントについてHP、YouTube、Instagram、東進TVを通じて公開しています。さ
らに、FM802とのコラボによる学科紹介にも取り組みました。環境工学科では、HP
の動画にて学生生活（国際PBL編、研究室編、部活編）を紹介し、Instagramでは授
業や研究風景について発信しています。また他学科同様、FM802とコラボし、公開
実験や在学生による学科紹介などを行っています。生命工学科では、Instagramで
生命工学関連トリビアを発信しており、多くの方に興味を持っていただけるように健
康関連に関する科学的根拠のある情報をどんどんアップしています。以上、工学部8
学科では、ご子女の月々の取り組みや日常風景など情報発信に努めて参りますので、
保護者の皆さまにおかれましては、本学の教育・研究活動につきまして、引き続きご
支援ならびにご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

学部ホームページ https：//www.oit.ac.jp/ip/faculty/
大学院ホームページ https：//www.oit.ac.jp/graduate/

建築学科 Instagram

電気電子システム工学科
春のオープンキャンパス

機械工学科 FM802とのコラボ 都市デザイン工学科 Instagramに
投稿した写真

電子情報システム工学科 Instagram

応用化学科
学科紹介動画（YouTube）

大阪市北区長から
感謝状

奈良県川上村での
フィールドワークの様子

教育センター教員による
基礎力向上講座

生命工学科 Instagram

情報科学部ホームページ
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