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　このほど2017年3月卒業生対象の「全国240大学 実就職率ランキング」が
公表され、本学は実就職率96.9％で、卒業生1,000人以上の大学を対象とした
ランキングで全国5位、関西の私立大学では8年連続1位となりました（『サンデー
毎日』8月6日増大号）。また、全大学を対象とした学部系統別ランキングにおいて
も、理工系学部で工学部が97.2％で19位、情報科学部が96.2％で33位、法学
系学部で知的財産学部が97.0％で3位となりました。今年度も引き続き企業の
採用意欲が高く、本学の9月1日現在の大学全体の実就職率は、82.0％（前年度
同日値74.1％）となっており、高い就職率を維持しています。昨年の結果に甘んじ
ることなく、今年度も就職部スタッフ一同全力で支援を進めています。
※実就職率は、就職者数÷（卒業者数－進学者数）×100で算出されます。　　

　中央食堂（大宮キャンパス）では、多くの学生さんが毎日
利用されています。
　朝定食や、健康に配慮したメニュー、カレー、ラーメン、う
どん、日替わり定食などのスピードメニュー、ボリュームメ
ニューなどを提供し喜ばれています。
　食堂は、安価はもちろん、独自の安全基準をクリアした食
材と手作りを基本に運営しています。
　今後も中央食堂では学生さんの活躍応援や食育推進を
図り、皆さんのもっと身近な食堂になればと考えています。
　安くて安全、安心な食堂をぜひご利用ください。
　皆さんのお越しをスタッフ一同お待ちしています。

　7月22日より、ボランティア・Linkが旭区子ども・子育てプラザが実施している≪放
課後児童健全育成事業≫でボランティアを展開しています。本事業は、厚生労働省
が、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業終了後等に小学校
の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊びおよび生活の場を提供し、その健全な
育成を図る目的として、現在は全国で23,000を超える施設で展開されています。
　同部が本事業を新たなボランティアに選定した理由は、当時同部の部長を務めて
いた鶴見将宙君（V3）の「子ども支援事業の推進に関与し、子どもの発育段階に係る
ボランティアを展開したい」という熱いボランティア精神によるものです。その想いが
部員25名の心を一つにさせ、旭区社会福祉協議会が運営している当施設の事業内
容に同部が大いに共感したことによって、本ボランティアが実現しました。
　活動初日は、同部より鶴見君と森湧汰君（D3）が当施設を訪問し、常駐職員ととも
に来館した児童45人の自主活動の補助を行いました。その後も、継続的に同部が本
ボランティアに従事しているなか、今後は多くの学生にもボランティアの魅力を発掘
する場として、同部が推進していきます。ボランティアに興味のある方は、学生課（7
号館2階）内に設置しているボランティア・Linkの活
動ブースまでお越しください！

ボランティア・Ｌｉｎｋが躍動！

　9月13日、本学の外国人留学生が組織する課外活動団体の留学生
友好会が、念法幼稚園（大阪市鶴見区）を訪問し、同園の園児約80人
と交流しました。
　この行事は園児の国際感覚を養いたいという同園からの申し出をも
とに留学生友好会が企画したもので、当日は、インドネシア、マレーシ
ア、タイ、セネガル出身の留学生4人が参加しました。
　交流会では、留学生の自己紹介からはじまり、園児に世界地図を見
せて、出身国の位置を聞くと、多くの園児が積極的に挙手し発言してく
れました。また、趣味や好きな食べ物などについて流暢な英語で紹介
すると、園児は発音を真似ようと繰り返し復唱したり、留学生の名前を
覚え呼びかけるなど、すっかり打ち解けた様子でした。
　その後、園児が自己紹介の代わりに、元気な声で園歌を歌ってくれました。

　続いて、留学生と園児
の混成グループで列にな
り会場中を走る「じゃんけ
ん列車ゲーム」で親睦を
深め、最後は、セネガルの
音楽に合わせ皆でダンスを
踊り、楽しい時間はあっという間に過ぎてゆきました。園児は口々に

「とても楽しかった。また来てね！」と言って別れを惜しみ、留学生も園
児の無邪気な笑顔に癒され、日本の子どもたちと交流する良い機会と
なりました。

留学生友好会が近隣幼稚園の園児と国際交流

ウェルフェアニュース
WelfareNews

営業時間

工大流就職支援　 ～就職NEWS～

OH-YODO
OIT-NEWS

【1階】11：00～19：00
（朝定食8：30～9：30）

【2階】11：00～13：30
【3階】11：30～13：45
（オーダーストップは30分前です。）大人気鶏マヨ丼

　７月１８日、大宮キャンパスではアルバイト説明会を
開催し、１００人を超える学生が参加しました。今回は
(株)ナジック・アイ・サポートにご協力をいただき、『大
学生にとってふさわしいアルバイト探し、ブラックバ
イトに巻き込まれないために』というテーマで大学生
が陥りやすいブラックバイトの事例を挙げ、見極める
ポイントの紹介や、労働者を保護する「労働法」につ
いてご説明いただきました。
　また実際に企業の方にお越しいただき、安心で安
全なアルバイトや、夏休みを利用して現在の学びが
生かせる有給インターンシップの紹介も同時開催し
ました。講演後にはたくさんの学生が各企業の個別
相談会に参加し、「このように大学がアルバイトの紹
介をしてくれる機会があり嬉しい。」などの声が集ま
り、夏休みのアルバイト探しに向けて大変有意義な
時間となりました。今後も本学では、皆さんのアルバ
イト探しを支援していきます。

「アルバイト説明会・
個別相談会」を
開催しました！

温かい目で小学生の遊戯を見守る鶴見君

子どもたちの元気な挨拶に拍手

会場いっぱいに集まった学生たちが熱心に話を聞く様子

P2～3 学園祭特集
 楽しさ満載！みんなで盛り上げよう

P4～7 プロジェクト・クラブ　夏の活躍
 ウインドアンサンブル
 「第56回大阪府吹奏楽コンクール」で初の金賞受賞！

P8 留学生友好会　幼稚園児との交流
 ボランティア・Linkが躍動
 アルバイト説明会・個別相談会を開催
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城北祭実行委員会
委員長

林 浩平

北山祭実行委員会
委員長

三笘 巧

HEY－SMITH

The Chorizo Vibes

茶屋町祭

北山祭スケジュール
※イベント内容や時間は都合により変更となる場合があります。

9:45～
10:00～
10:45～
11:30～
12:10～
12:45～
14:00～
14:35～
15:00～
16:10～
17:00～

時 間

フリーマーケット

（9:45～）

（16:30まで）

1号館周辺

Oh!ITカーニバル

（10:00～）

（16:30まで）

食堂・談話室

模擬店

（9:45～）

（16:30まで）

学生駐車場

　開祭式

ジャグリングクラブ

ウィンドアンサンブル

ヒーローショー

軽音部

バンドライブ

ヒーローショー

ストリートダンス部

吉本芸人お笑いライブ

ビンゴ大会

閉祭式・表彰式

ステージ
（学生駐車場）

第69回を迎える伝統ある城北祭が今年も開催できることを大変嬉しく思います。
今年の城北祭のテーマである『楽描き　～ALL YOU CAN PAINT～』には、来場者の方々に
それぞれの楽しみ方を見つけ、キャンパスに思い思いの足跡を描いていただきたいという
意味を込めています。目玉のステージ企画では恒例の「吉本お笑いライブ」や
去年大きな盛り上がりを見せた「アーティストライブ」などを行い、
さらにOITホールにて声優トークショーを開催します。他にもビンゴ大会やお化け屋敷、
たくさんの模擬店など皆様を満足させること間違いなしです！
ぜひご家族、ご友人をお誘い合わせのうえ、お越しください！

Schedule

城北祭
スケジュール

※各イベントの実施日時は

変更する可能性があります。

  9:00～18:00

10:50～11:50
12:10～13:10
14:10～17:00
13:10～13:40

時 間 イベント名
（場所）

ソフトボール大会
（淀川河川敷第３・４・５グラウンド、雨天中止）

ストリートダンスショー
（東中庭）

バンド系クラブによるライブ
（東中庭）

コーラス部合唱
（東中庭）

①11:00～11:30
②13:30～14:00

10:30～11:30

11:30～12:00

12:00～12:50

12:30～13:30

13:00～13:30

14:00～14:50

15:00～16:00

16:40～18:00

時 間 イベント名
（場所）

ＯＣＦ軽音楽部４回生によるライブ
（東中庭）

ジャグリングショー
（①7号館１階ﾋ ﾛ゚ﾃｨ、②東中庭）

ウインドアンサンブルによる演奏
（東中庭）

ＯＩＴコレクション
（東中庭）

ホームカミングデー・オープニングセレモニー
（東中庭）

吉本お笑いライブ
（東中庭）

アイドル団体とゆるキャラの演出
（東中庭）

演武祭
（東中庭/※雨天時は7号館1階ピロティ）

11:00～12:00

11:15～11:45

12:30～13:30

13:20～15:00

15:00～16:40

14:30～15:30

時 間 イベント名
（場所）

のど自慢大会
（東中庭）

書道パフォーマンス
（7号館１階ピロティ）

相撲大会
（東中庭/※雨天時は7号館１階ﾋ ﾛ゚ﾃｨ）

アーティストライブ
（東中庭）

ビンゴ大会
（コンビニテラス）

声優トークショー
（ＯＩＴホール）

声優トークショー
（ＯＩＴホール）

●お化け屋敷（多目的室1）　

●教室展示
（１・６・７・８号館、ルラーシュ・淀ビスタなど）

●模擬店（東・西中庭周辺）

●フリーマーケット
（１号館２階多目的室２・３、

　１号館３階１３１～１３４セミナー室）　

●幼稚園児招待（多目的室等）

金
祝

城北祭
2017
10/27金

10/29日

～

吉本お笑いライブ

10/29
15:00～16:40
HEY－SMITH

The Chorizo Vibes

日

毎年大人気の吉本お笑いライブを今年も開催！！
今回は城北祭2日目に「スーパーマラドーナ」「ヘンダーソン」「馬と魚」が出演予定！
目の前でお笑いを体感しよう！

開催場所 ▼  東中庭ステージ

アーティストライブ

10/28
15:00～16:00

スーパーマラドーナ
ヘンダーソン

馬と魚

土

HEY－SMITH（ヘイスミス）とThe Chorizo Vibes（チョリバイ）が城北祭にやっ
てきて、会場を大きく盛り上げてくれます！迫力満載のライブをお楽しみください！
●HEY－SMITHは2006年に大阪府で結成したメロディック・パンクにホーンセ

クションを加えた編成のパンクバンドで、年間150本以上のライブを催し、
数々のヒット曲でファンを魅了し続けています。

●The Chorizo Vibesは大阪発フォーピースバンドで、メロディック・ハードコ
ア・メタル・ラテン等を巧みに取り入れた唯一無二の楽曲で全国各地ライブハ
ウスで活動中。

スーパーマラドーナ

開催場所 ▼  東中庭ステージ

声優トークショー

10/28
12:30～13:30
12:00開場

高森 奈津美さん

土

10/29
12:30～13:30
12:00開場

石上 静香さん

日

今年は人気声優の高森奈津美さんと石上静香さん
にお越しいただきます！ぜひご来場ください！！

高森 奈津美さん

開催場所 ▼  OITホール

Oh!ITカーニバルを
開催します！

第21回北山祭は
充実のステージイベント

　情報科学部の研究内容・成果が一目でわかる
Oh!ITカーニバルを今年度も開催します。各研究室
ブースでは教員・学生がわかりやすく解説します。
　また実際に触れて体験できる研究内容もあり、毎
年大勢の来場者で賑わっています。そして、研究室
ブースを３つ回ると模擬店で使える金券300円相当
がもらえるスタンプラリーを今年度も開催します。

　子どもから大人
まで楽しめるブー
スを多数用意して
おりますので、北
山祭当日はぜひご
来場ください。

ヘンダーソン

スーパーマラドーナ

馬と魚

石上 静香さん

企画一覧
●各研究室による研究発表（1階ギャラリー）
●お化け屋敷・喫茶店（2階セミナー室）
●課外活動団体等による展示・企画
（6階ラーニング・コモンズ、10～11階各教室）

●RDクラブによる成果発表（8階RDC）
●縁日（9階イノベーションラボ）

声優トークショー

馬と魚祇園

10/27
金

10/28
土

10/29
日

10/27
10:30～
　　18:00

金 10/29
10:00～
　　17:30

日10/28
10:00～
　　18:00

土

今年度の北山祭のテーマ「繋翔 (けいしょう)」には、人と人とを“つなぎ”、
先輩方から“継承”した北山祭を“翔け上がる”という意味が込められています。
　毎年恒例の吉本お笑いライブには、「スーパーマラドーナ」「馬と魚」「祇園」3組の
お笑い芸人が登場します。さらに、今年もヒーローショーを企画しています。
その他にもビンゴ大会や、模擬店、フリーマーケットなど
楽しめるイベントを多数用意しておりますので、
11月3日（金・文化の日）は、
ぜひ北山祭にご来場ください！

2017
1 1/3北山祭

有料

有料上村 祐翔さん

10/29
14:00～15:00
13:30開場

上村 祐翔さん

日
大空 直美さん

10/29
16:00～17:00
15:30開場

大空 直美さん

日

ヒーローショー

　今年度は、仮面ライダーのヒーローショーを実施し
ます。また、吉本芸人お笑いライブには「スーパーマラ
ドーナ」「馬と魚」「祇園」が出演し、笑いの渦が巻き起
こること間違いなし！両イベントとも観覧無料です。
　その他にも、毎年恒例の200店舗が集まる巨大フ
リーマーケットや、模擬店、北山祭イベントなど、皆さん
に楽しんでいただけるイベントを多数用意しておりま
すので、ご家族お誘いのもとぜひお越しください。

梅田キャンパス学園祭の名称は、“地域に愛され永く根付いた学園祭になるようにしたい”という思いから
「茶屋町祭」に決定しました！また記念すべき第１回となる茶屋町祭を来年、再来年にも繋げていき、
今後の茶屋町祭への懸け橋を築き上げたいという意味を込め、テーマは「未来への懸け橋」と決定しました。

　当日は声優トークショー、ビンゴ大会などの皆が楽しめる企画や、梅田キャンパスの各研究室や
クラブの成果発表・展示など、多くのイベントを予定しています。
ぜひ、第１回茶屋町祭へ足を運んでいただき、梅田キャンパスの新たな歴史の幕開けにお立合いください！

開催場所 ▼  ３階常翔ホール

出演作品
アイドルマスター シンデレラガールズ（前川みく 役）
ブレイブウィッチーズ（ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン 役）
orange（村坂あずさ 役）
など

出演作品
魔法陣グルグル（ニケ 役）
食戟のソーマ（水戸郁魅 役）
下ネタという概念が存在しない退屈な世界（華城綾女 役）
など

出演作品
文豪ストレイドッグス（中島敦 役）
B-PROJECT~鼓動＊アンビシャス~（増長和南 役）
ナンバカ （ジューゴ 役）

出演作品
いなり、こんこん、恋いろは。（伏見いなり 役）
ガヴリールドロップアウト（サターニャ 役）
アイドルマスター シンデレラガールズ（緒方智絵里 役）

茶屋町祭実行委員会
副委員長

安心院 昇吾
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軽音部

バンドライブ

ヒーローショー

ストリートダンス部

吉本芸人お笑いライブ

ビンゴ大会

閉祭式・表彰式

ステージ
（学生駐車場）

第69回を迎える伝統ある城北祭が今年も開催できることを大変嬉しく思います。
今年の城北祭のテーマである『楽描き　～ALL YOU CAN PAINT～』には、来場者の方々に
それぞれの楽しみ方を見つけ、キャンパスに思い思いの足跡を描いていただきたいという
意味を込めています。目玉のステージ企画では恒例の「吉本お笑いライブ」や
去年大きな盛り上がりを見せた「アーティストライブ」などを行い、
さらにOITホールにて声優トークショーを開催します。他にもビンゴ大会やお化け屋敷、
たくさんの模擬店など皆様を満足させること間違いなしです！
ぜひご家族、ご友人をお誘い合わせのうえ、お越しください！

Schedule

城北祭
スケジュール

※各イベントの実施日時は

変更する可能性があります。

  9:00～18:00

10:50～11:50
12:10～13:10
14:10～17:00
13:10～13:40

時 間 イベント名
（場所）

ソフトボール大会
（淀川河川敷第３・４・５グラウンド、雨天中止）

ストリートダンスショー
（東中庭）

バンド系クラブによるライブ
（東中庭）

コーラス部合唱
（東中庭）

①11:00～11:30
②13:30～14:00

10:30～11:30

11:30～12:00

12:00～12:50

12:30～13:30

13:00～13:30

14:00～14:50

15:00～16:00

16:40～18:00

時 間 イベント名
（場所）

ＯＣＦ軽音楽部４回生によるライブ
（東中庭）

ジャグリングショー
（①7号館１階ﾋ ﾛ゚ﾃｨ、②東中庭）

ウインドアンサンブルによる演奏
（東中庭）

ＯＩＴコレクション
（東中庭）

ホームカミングデー・オープニングセレモニー
（東中庭）

吉本お笑いライブ
（東中庭）

アイドル団体とゆるキャラの演出
（東中庭）

演武祭
（東中庭/※雨天時は7号館1階ピロティ）

11:00～12:00

11:15～11:45

12:30～13:30

13:20～15:00

15:00～16:40

14:30～15:30

時 間 イベント名
（場所）

のど自慢大会
（東中庭）

書道パフォーマンス
（7号館１階ピロティ）

相撲大会
（東中庭/※雨天時は7号館１階ﾋ ﾛ゚ﾃｨ）

アーティストライブ
（東中庭）

ビンゴ大会
（コンビニテラス）

声優トークショー
（ＯＩＴホール）

声優トークショー
（ＯＩＴホール）

●お化け屋敷（多目的室1）　

●教室展示
（１・６・７・８号館、ルラーシュ・淀ビスタなど）

●模擬店（東・西中庭周辺）

●フリーマーケット
（１号館２階多目的室２・３、

　１号館３階１３１～１３４セミナー室）　

●幼稚園児招待（多目的室等）

金
祝

城北祭
2017
10/27金

10/29日

～

吉本お笑いライブ

10/29
15:00～16:40
HEY－SMITH

The Chorizo Vibes

日

毎年大人気の吉本お笑いライブを今年も開催！！
今回は城北祭2日目に「スーパーマラドーナ」「ヘンダーソン」「馬と魚」が出演予定！
目の前でお笑いを体感しよう！

開催場所 ▼  東中庭ステージ

アーティストライブ

10/28
15:00～16:00

スーパーマラドーナ
ヘンダーソン

馬と魚

土

HEY－SMITH（ヘイスミス）とThe Chorizo Vibes（チョリバイ）が城北祭にやっ
てきて、会場を大きく盛り上げてくれます！迫力満載のライブをお楽しみください！
●HEY－SMITHは2006年に大阪府で結成したメロディック・パンクにホーンセ

クションを加えた編成のパンクバンドで、年間150本以上のライブを催し、
数々のヒット曲でファンを魅了し続けています。

●The Chorizo Vibesは大阪発フォーピースバンドで、メロディック・ハードコ
ア・メタル・ラテン等を巧みに取り入れた唯一無二の楽曲で全国各地ライブハ
ウスで活動中。

スーパーマラドーナ

開催場所 ▼  東中庭ステージ

声優トークショー

10/28
12:30～13:30
12:00開場

高森 奈津美さん

土

10/29
12:30～13:30
12:00開場

石上 静香さん

日

今年は人気声優の高森奈津美さんと石上静香さん
にお越しいただきます！ぜひご来場ください！！

高森 奈津美さん

開催場所 ▼  OITホール

Oh!ITカーニバルを
開催します！

第21回北山祭は
充実のステージイベント

　情報科学部の研究内容・成果が一目でわかる
Oh!ITカーニバルを今年度も開催します。各研究室
ブースでは教員・学生がわかりやすく解説します。
　また実際に触れて体験できる研究内容もあり、毎
年大勢の来場者で賑わっています。そして、研究室
ブースを３つ回ると模擬店で使える金券300円相当
がもらえるスタンプラリーを今年度も開催します。

　子どもから大人
まで楽しめるブー
スを多数用意して
おりますので、北
山祭当日はぜひご
来場ください。

ヘンダーソン

スーパーマラドーナ

馬と魚

石上 静香さん

企画一覧
●各研究室による研究発表（1階ギャラリー）
●お化け屋敷・喫茶店（2階セミナー室）
●課外活動団体等による展示・企画
（6階ラーニング・コモンズ、10～11階各教室）

●RDクラブによる成果発表（8階RDC）
●縁日（9階イノベーションラボ）

声優トークショー

馬と魚祇園

10/27
金

10/28
土

10/29
日

10/27
10:30～
　　18:00

金 10/29
10:00～
　　17:30

日10/28
10:00～
　　18:00

土

今年度の北山祭のテーマ「繋翔 (けいしょう)」には、人と人とを“つなぎ”、
先輩方から“継承”した北山祭を“翔け上がる”という意味が込められています。
　毎年恒例の吉本お笑いライブには、「スーパーマラドーナ」「馬と魚」「祇園」3組の
お笑い芸人が登場します。さらに、今年もヒーローショーを企画しています。
その他にもビンゴ大会や、模擬店、フリーマーケットなど
楽しめるイベントを多数用意しておりますので、
11月3日（金・文化の日）は、
ぜひ北山祭にご来場ください！

2017
1 1/3北山祭

有料

有料上村 祐翔さん

10/29
14:00～15:00
13:30開場

上村 祐翔さん

日
大空 直美さん

10/29
16:00～17:00
15:30開場

大空 直美さん

日

ヒーローショー

　今年度は、仮面ライダーのヒーローショーを実施し
ます。また、吉本芸人お笑いライブには「スーパーマラ
ドーナ」「馬と魚」「祇園」が出演し、笑いの渦が巻き起
こること間違いなし！両イベントとも観覧無料です。
　その他にも、毎年恒例の200店舗が集まる巨大フ
リーマーケットや、模擬店、北山祭イベントなど、皆さん
に楽しんでいただけるイベントを多数用意しておりま
すので、ご家族お誘いのもとぜひお越しください。

梅田キャンパス学園祭の名称は、“地域に愛され永く根付いた学園祭になるようにしたい”という思いから
「茶屋町祭」に決定しました！また記念すべき第１回となる茶屋町祭を来年、再来年にも繋げていき、
今後の茶屋町祭への懸け橋を築き上げたいという意味を込め、テーマは「未来への懸け橋」と決定しました。

　当日は声優トークショー、ビンゴ大会などの皆が楽しめる企画や、梅田キャンパスの各研究室や
クラブの成果発表・展示など、多くのイベントを予定しています。
ぜひ、第１回茶屋町祭へ足を運んでいただき、梅田キャンパスの新たな歴史の幕開けにお立合いください！

開催場所 ▼  ３階常翔ホール

出演作品
アイドルマスター シンデレラガールズ（前川みく 役）
ブレイブウィッチーズ（ニッカ・エドワーディン・カタヤイネン 役）
orange（村坂あずさ 役）
など

出演作品
魔法陣グルグル（ニケ 役）
食戟のソーマ（水戸郁魅 役）
下ネタという概念が存在しない退屈な世界（華城綾女 役）
など

出演作品
文豪ストレイドッグス（中島敦 役）
B-PROJECT~鼓動＊アンビシャス~（増長和南 役）
ナンバカ （ジューゴ 役）

出演作品
いなり、こんこん、恋いろは。（伏見いなり 役）
ガヴリールドロップアウト（サターニャ 役）
アイドルマスター シンデレラガールズ（緒方智絵里 役）

茶屋町祭実行委員会
副委員長

安心院 昇吾
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　6月11日、東京都で開かれた「NHK学生ロボコン2017～ABUアジア・太平洋ロボコ
ン代表選考会～」で「大工大エンジュニア」が全国ベスト4という大きな成果を残しまし
た！
　今年の競技課題は「The Landing Disc」。ウレタン製の"ディスク"をロボットがうち
出し、フィールドに設置された7つのスポット上にあるボールを落とし、ディスクをス
ポットに乗せることで得られる得点を競います。準決勝戦では、昨年度王者の東京大と
のお互い一歩も引かない白熱した試合展開となり、試合後の会場からは両チームの健闘
を称える声と称賛の拍手の雨が降り注ぎました。メンバー全員の思いを背負ってフィー
ルドに立ったリーダーの京田さんは「プレッシャーもありましたが、それ以上にこれだ

けの仲間がバックにいると思うと心強
かったです。メンバー全員の協力があった
からこそ、今回の成績につながったと思い
ます。」と今大会を振り返りました。今後ま
すますの活躍を期待します！

　8月4日、5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2017」オリンピアクラスと、8
月7日～11日に秋田県大潟村で開催された「第25回WORLD GREEN 
CHALLENGE 2017」ソーラー＆FC・グリーンフリート部門に本学ソーラーカー
プロジェクト「TEAM REGALIA」が出場しました。
　鈴鹿での大会初日、レース開始直前に電装系統のトラブルが発生。決勝レースは
大きなハンデを背負った状態での走行を余儀なくされましたが、最後まで諦めず
にレースに挑む姿が評価され協賛企業賞「Trina solar賞」を受賞しました。
　秋田県での大会では、車検後の予選走行中にバッテリー部分から煙が発生し、緊
急停止する事態に。チームはリタイアを拒否し、大会初日と2日目を全て車体修復
の時間にあて、なんとか最終日のレースには出走することができました。
　今年度の成績は、プロジェクトとして決して満
足のいくものではありませんでしたが、すでに
チームは来年度の大会に向けて始動しています。
　今年度の悔しさをバネに来年度の大会で活躍を
誓う「TEAM REGALIA」の応援をお願いします。

工作・実験フェア2017を開催
　8月11日、大宮キャンパスで「工作・実験フェア2017」を開催しま
した。
　本フェアは本学の教員や学生が、地域の小学生の皆さんに工作実
験を体験してもらうことで「理科好き」、「工作好き」の子どもたちを
育てようと企画、実施した催しで、今年で９年目を迎えます。
当日は、小学生とその家族約 4,800 人の方々にご来場いただき、
96の体験プログラムをお楽しみいただきました。参加された方々
には、多岐にわたるプログラムに触れていただく機会となり、子ど
もたちの真剣なまなざしや、たくさんの笑顔があふれる１日となり
ました。

サマー安全セミナーを
開催しました

　情報科学部では、サマー安全セミナーを７月１９日に開催し、学
生５９人、教職員３人の計６２人が参加しました。 
　本学職員が講師となり、飲酒トラブルや交通事故など夏に起こ
りやすい事故や事件について、事例を交えながら説明を行いまし
た。学生一人ひとりが真剣に聞き入っている姿が印象的で、途中の
グループディスカッションでは積極的に意見が飛び交い、たくさ
んの発表がありました。
　セミナー終了後、学生から「すごく為になる内容で、今後は、より
一層注意して行動したい」との声もあり、学生にとってはとても為
になる時間になりました。

NHK学生ロボコンで
ロボットプロジェクトが全国ベスト4の大活躍

「第15回全日本学生フォーミュラ大会」で
特別賞を受賞

　8月11日、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17回レスキューロボットコンテスト 競技会本選」で、本学
ロボットプロジェクトチーム「大工大エンジュニア」が総合ポイント3位に加え、特別賞「消防庁長官賞」を受賞しました。
　このコンテストは災害救助を題材としたロボットコンテストです。2チームが両サイドに分かれ、制限時間内に被災地を模擬したフィールド内
から、遠隔操縦のロボットで要救助者に見立てた人形「ダミヤン」を安全な場所まで運ぶタイムや救助活動に対する姿勢が評価されます。競技
中、本学チームは自分たちのチームが得た情報を適宜相手チームとも共有し、相手チームを「対戦者」としてではなく、「協力者」として力を合わ
せ、競技に取り組みました。結果、両チームともに時間内に全てのダミヤンを救助することができ、会場からは大きな歓声が上がりました。
　表彰式では、本学チームの要救助者の安全を最優先に考えたアイデア、迅速な要救助者の容態判定技術が高く評価され、消防庁消防研究セン
ターの長尾一郎研究統括官から「要救助者の迅速な発見・救助はその後の生命活動に大きく左右する。レスキューに対する姿勢や技術もすばら
しい」とコメントを受け、特別賞「消防庁長官賞」を受賞しました。
　今後、彼らの磨いてきた技術や自由な発想が、実際の災害現場で活躍することを期待します！

「inrevium杯 第17回レスキューロボットコンテスト」で特別賞を受賞！

　7月27日～30日にわたり、「ロボカップ2017名古屋世界大会」でロボティクス＆デザイン工学
部と情報科学部の学生合同チーム「O.I.T. Trial」が日本代表の3チームの1つとして出場し、自作
ロ ボ ットで 競 う「ロ ボ カップ ＠ ホ ーム」部 門 の オ ープ ン プ ラ ットフォ ームリー グ で
世界第7位に加え、特別賞「Best in Navigation」も受賞という大きな成果を残しました。
 本大会は、世界40カ国を超える国から、3,000人以上の競技参加者が集まるロボットの祭典で
す。「ロボカップ＠ホーム」部門では、ヒトと暮らしに役立つ作業に関わる競技数が10を数え、4
日間にわたりその遂行の完成度を競います。遂行には、複雑かつ難易度の高い技術が求められま
す。
　「O.I.T. Trial」では、ロボティクス＆デザイン工学部のロボット「ASAHI」と情報科学部のロ
ボット「昴」の2体が両学部の特長や強みを生かせる競技を担当。「ASAHI」は、ハイレベルな技
術が高い評価を受け、特別賞受賞の栄誉に輝きました。「昴」は初日に発生した機器のトラブルを
乗り越 え、2日目で は予 選 すべ ての 競 技 内 容 を内 包したタスク「 E E G P S R」で 世 界
トップチームに食らいつく快進撃を披露。見事タスク内で5位となり
大健闘しました。ステージ2最終競技「Open Challenge」では、ロボッ
トの性能や特長について英語でのプレゼンテーションを中森裕子さん
（MRD1）が務め、外国人審判を巻き込んで“だるまさんが転んだ”を
実演。場内は鳴りやまない歓声と拍手に包まれました。
　「O.I.T. Trial」の栄えある成果に、今一度大きな拍手を送りましょう！

「ロボカップ2017名古屋世界大会」で世界第７位、特別賞受賞！！

ソーラーカープロジェクトチームが
鈴鹿大会と秋田大会に出場

留学生見学会を実施！
　9月11日、本学に在籍する留学生と教職員37人が留学生見学会に参加しま
した。この見学会は、さまざまな体験を通して日本文化などを学ぶことを目的
に毎年実施しているもので、今年は岡山県を訪れました。
　まずは、現存する世界最古の庶民のための公立学校である「閑谷学校（日本遺
跡特別史跡）」を訪れ、岡山県教育課岡山県青少年教育センター長の徳光氏による施設紹介の後、実際に講堂で当時の学習を再現した講義を受けました。
　昼食を済ませたあと、日本六古窯のなかで最も古い窯で焼く「備前焼陶芸（土ひねり）」体験をしました。講師の指導のもと、留学生は粘土玉を手ロクロに乗せた
あと、ロクロを回転させながら想像力を膨らませて“世界に一つ”の作品を作りました。完成した作品は、約3ヵ月間の乾燥・焼成工程を経て大学に届けられます。
　この見学会を通じて、留学生同士の交流が一層深まり、日本の伝統文化や学習を体感することができました。参加した留学生からは「いろいろと貴重な体験がで
きて良かった」、「今後もこのような機会があればぜひ参加したい」と多くの感想が寄せられました。

焼きあがるのが楽しみ！閑谷学校での集合写真

作業に集中する子供達

ペットボトルロケット発射

セミナーの様子

建築家・安藤忠雄氏による
講演会を開催

　7月28日、梅田キャンパス常翔ホールにて、建築家の安藤忠雄氏
を招き「自由と勇気」と題した特別講演会を開催しました。
 　当日は一般の参加者と学生を含めると６００人あまりが来場
し、ホールに入りきらなかった来場者には中継室で聴講いただく
ほどの大盛況となりました。
　講演にて安藤氏は、国内にとどまらず常に世界に目を向け、身を
以って多くを体験することで得られる知識や経験が様々なアイデ
アを生むことや、失敗を恐れずに何事にも挑戦していくことの大
切さを、学生をはじめとする次世代の若者に向けて熱く語られま
した。
　日本のみならず世界で活躍する安藤氏から自身の経験を踏まえ
伝えていただいた、建築や
デザインという学問の枠
を超えた「未来を築く若者
へのメッセージ」に、多く
の来場者が聞き入ってい
ました。

ワシントン大学夏期特許集中講座に
大学院生２人を派遣しました

　米国ワシントン大学のイノベーション政策高等研究センター
(CASRIP)は、毎年夏に、知的財産とイノベーションに関するセミ
ナーを開催しています。大学院知的財産研究科では、毎年、2人の大
学院生をCASRIPのセミナーに派遣しています。米国の裁判官や実
務家による最先端の内容を扱う講義が約2週間行われ、世界中から
の参加者が集まります。
　知財研究科では、これからの知財分野の専門家にとって英語のス
キルが必要不可欠だと考えています。CASRIPのセミナーは、その
内容が高度なだけでなく、質問などを通して講義への積極的な参加
が求められるため、
学生にとって大変
ハードなものです。
しかし、その苦労を
上回る知識やスキ
ル、専門的な人脈な
どを得ることがで
き、学生からも人気
のプログラムと
なっています。

特別賞を受賞し、
笑顔でガッツポーズのメンバーたち

メンバー全員でやり遂げました
精度の高い射出技術で会場を沸かせる本学チーム

世界を舞台に大きな成果を収めた「O.I.T. Trial」のメンバーたち

爆発的な加速を見せる本学マシン
無事に大会を終え、
笑顔がこぼれるメンバーら

　9月5日～9日の5日間に静岡県のエコパ（小笠山総
合運動公園）で開催された「第15回全日本学生フォー
ミュラ大会」に学生フォーミュラプロジェクト「TEAM 
REGALIA」が参加し、昨年度成績44位から大幅なラ
ンクアップとなる94チーム中23位の成績に加え、特
別賞「日本自動車工業会会長賞」を受賞しました。
フォーミュラプロジェクトでは設計・製作を通じ、もの
づくりの楽しさや厳しさを学び、自分たちで課題を発
見し、解決することが求められます。今年、彼らが得た
経験や積み上げた理論は次への大きな財産になりま
す。来年度のさらなる活躍に期待が集まる「TEAM 
REGALIA」に熱い応援をよろしくお願いします。
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　6月11日、東京都で開かれた「NHK学生ロボコン2017～ABUアジア・太平洋ロボコ
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NHK学生ロボコンで
ロボットプロジェクトが全国ベスト4の大活躍

「第15回全日本学生フォーミュラ大会」で
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　8月11日、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17回レスキューロボットコンテスト 競技会本選」で、本学
ロボットプロジェクトチーム「大工大エンジュニア」が総合ポイント3位に加え、特別賞「消防庁長官賞」を受賞しました。
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から、遠隔操縦のロボットで要救助者に見立てた人形「ダミヤン」を安全な場所まで運ぶタイムや救助活動に対する姿勢が評価されます。競技
中、本学チームは自分たちのチームが得た情報を適宜相手チームとも共有し、相手チームを「対戦者」としてではなく、「協力者」として力を合わ
せ、競技に取り組みました。結果、両チームともに時間内に全てのダミヤンを救助することができ、会場からは大きな歓声が上がりました。
　表彰式では、本学チームの要救助者の安全を最優先に考えたアイデア、迅速な要救助者の容態判定技術が高く評価され、消防庁消防研究セン
ターの長尾一郎研究統括官から「要救助者の迅速な発見・救助はその後の生命活動に大きく左右する。レスキューに対する姿勢や技術もすばら
しい」とコメントを受け、特別賞「消防庁長官賞」を受賞しました。
　今後、彼らの磨いてきた技術や自由な発想が、実際の災害現場で活躍することを期待します！

「inrevium杯 第17回レスキューロボットコンテスト」で特別賞を受賞！

　7月27日～30日にわたり、「ロボカップ2017名古屋世界大会」でロボティクス＆デザイン工学
部と情報科学部の学生合同チーム「O.I.T. Trial」が日本代表の3チームの1つとして出場し、自作
ロ ボ ットで 競 う「ロ ボ カップ ＠ ホ ーム」部 門 の オ ープ ン プ ラ ットフォ ームリー グ で
世界第7位に加え、特別賞「Best in Navigation」も受賞という大きな成果を残しました。
 本大会は、世界40カ国を超える国から、3,000人以上の競技参加者が集まるロボットの祭典で
す。「ロボカップ＠ホーム」部門では、ヒトと暮らしに役立つ作業に関わる競技数が10を数え、4
日間にわたりその遂行の完成度を競います。遂行には、複雑かつ難易度の高い技術が求められま
す。
　「O.I.T. Trial」では、ロボティクス＆デザイン工学部のロボット「ASAHI」と情報科学部のロ
ボット「昴」の2体が両学部の特長や強みを生かせる競技を担当。「ASAHI」は、ハイレベルな技
術が高い評価を受け、特別賞受賞の栄誉に輝きました。「昴」は初日に発生した機器のトラブルを
乗り越 え、2日目で は予 選 すべ ての 競 技 内 容 を内 包したタスク「 E E G P S R」で 世 界
トップチームに食らいつく快進撃を披露。見事タスク内で5位となり
大健闘しました。ステージ2最終競技「Open Challenge」では、ロボッ
トの性能や特長について英語でのプレゼンテーションを中森裕子さん
（MRD1）が務め、外国人審判を巻き込んで“だるまさんが転んだ”を
実演。場内は鳴りやまない歓声と拍手に包まれました。
　「O.I.T. Trial」の栄えある成果に、今一度大きな拍手を送りましょう！

「ロボカップ2017名古屋世界大会」で世界第７位、特別賞受賞！！

ソーラーカープロジェクトチームが
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旭区民まつりで
４クラブが地域交流　８月９日～１３日の間にクロアチア・ポレッチで開催されたバトントワーリ

ング競技の世界大会「第９回ＷＢＴＦインターナショナルカップ」で藤原大
智君(Ｒ３)が、スリーバトン男子シニア部門で見事、世界第２位を獲得しま
した。本学にはバトントワーリング部がないため、幼稚園の頃から通い詰め
ている学外のクラブチームで練習を行い、勉学と両立しながら今回の成績
を達成しました。競技歴は１６年ですが、バトントワーリングの中でも高度な
競技であるスリーバトンを始めたのは５年前から、３本のバトンを課題曲に
合わせて変幻自在に扱う競技のため、藤原君は「技の習得は非常に難しい
が、その分、練習を積み重ねていい演技ができたときの達成感がたまらな
くて、厳しい練習に取り組める」とバトンの魅力を語ってくれました。

　高校１年生の
ときに海外での
大会を経験して
いたため、今回は２度目の海外大会でしたが、「前回の経験があったので、
今回の大会はいつもどおり過ごすことができた、本番の演技を終えたあと
は達成感もありました！ ただ１位じゃなかったことが、やっぱり悔しかったで
す。」と世界第２位の成績にも満足せずに、さらに上を目指す向上心が垣
間見えました！
　次の目標は１２月９日～１０日に開催される「第４５回バトントワーリング
全国大会」の団体競技で日本一になること。今後の活躍にも大注目です！

　8月26日、旭区の恒例行事
「第43回旭区民まつり」に本学文
化会の4クラブが参加し、祭りを大
いに盛り上げました。
　プレコンサートではウインドアン
サンブルが4曲を演奏し、その後
に行われたパレードにはジャグリ
ングクラブが歩きながらの演技を
披露しました。メイン会場の旭公園では、ジャグリングクラブのパ
フォーマンスショー、応用化学研究部のスライム作り、鉄道研究部
の鉄道模型の運転体験が多くの来場者を楽しませました。

活躍するクラブ生！硬式野球部 長谷川成哉君（P4）

　８月１３日に大東市立総合文化センターで
開催された「第５６回大阪府吹奏楽コンクー
ル」に、本学の文化会ウインドアンサンブル
が出場し、初めて金賞を受賞しました！
　大学の部のコンクールの条件は、出演人
数５５人以内で課題曲（５曲から選択）と自由
曲を続けて演奏し、１２分以内に演奏を終えるというもの。そのため緊張感が漂う中で開催さ
れます。強豪校がひしめく大阪府大会には今年は１０校の参加があり、７番目に登場した我らが
ウインドアンサンブルは、課題曲Ⅱ「マーチ・シャイニング・ロード」、自由曲「春の猟犬」を演奏。
大変透明感のある音を奏で、一心同体となった部員全員の気持ちが聴衆に伝わってきました。
　本学は昨年９月に学校法人大阪音楽大学と連携協力に関する協定を締結。それが端緒とな
り、文化会ウインドアンサンブルは昨年１２月に新たな音楽監督・髙木宏之先生を迎えました。
髙木先生の指導のもと、数えきれない試練に耐えて懸命に練習を重ねてきました。今回、金賞
を受賞できたのは、部員全員が努力した結果です。
　部長の山端 紗貴さん（Ｄ３）は、「今まで支えてくださった大学職員の方々、OBやOGの
方々、応援して頂いた全ての方々に感謝の気持ちでいっぱいです。ここまで頑張ってくれたメ
ンバーや、私たちに仲間と音楽をする喜びを教えてくださった髙木先生と一緒に成し遂げられ
たことが本当に嬉しいです。自分もメンバーの1人であることを誇りに思います。」とやりきった
達成感を滲ませていました。
　ウインドアンサンブルがコンクールに挑戦して今年で５年目、来年は大阪府で３枠
ある関西吹奏楽コンクールへの切符を手に入れるという高い目標を持ち、さらに練
習を重ねます！今後もぜひ声援をお願いします。　

　8月31日～9月3日、ボートの聖地である戸田ボートコースで開
催された第44回全日本大学選手権大会に本学からは男子舵手付
きフォア、男子シングルスカルでエントリーしレースに挑みました。
8月17日からレース会場の戸田ボートコースで強化合宿を行い、
全国から集まる強豪大学から刺激を受けながら、最終調整を行い
ました。
　本学漕艇部のエースクルーである対校フォアは新艇のAllegro

（アレグロ）でレースに挑み、目標である決勝レース進出を目指し
ましたが、力及ばずあと一歩のところで敗退してしまいました。し
かし主将の茶山良樹君（E3）は、「大工大の強みであるスタート
ダッシュは全国でも通用することがわかった。あとはレース中盤か
ら終盤にかけての粘りや駆け引きを強化したい。そのためにもフィ
ジカル練習にもっと意欲的に取り組みたい」と展望を語ってくれま
した。10月26日からは同じく戸田ボートコースで開催される全日
本選手権大会に初めて出場します！
　日頃からマネージャー・学生トレーナーも一緒に合宿を行い、
チームワーク抜群の漕艇部！ 今後の活躍に大注目です！

　8月31日～9月3日に長野県で開催された文部科学大臣杯
第73回全日本大学対抗選手権自転車競技大会に久乗捷吾君

（P4）が男子ケイリン種目、塚本隼君（D2）が個人ロード・レース種
目に出場しました。今回が2回目の出場となる塚本君は、高校時代
は卓球部に所属し、自転車は趣味程度のものでした。入学前に購入
したロードバイクがきっかけで、自転車競技に興味を抱き、大学から
本格的に自転車競技をスタートしました。今は、大学の練習以外に
も週2回、実業団選手に交じりハードな練習を積み重ねています。
　今年の6月には青森県で開催された「第86回全日本自転車競
技選手権大会ロード・レースU23」に出場するなど、メキメキと力
をつけています。今回のインカレでは、惜しくも完走はできなかっ
たのですが、昨年よりも走行距離を伸
ばし、全国との距離は縮まっています！

「来年こそはインカレで完走し、順位
30位以内を目指したい！ そのために
も、今以上にハードな練習に取り組み
たいです！」と来 年に向けて抱負を
語ってくれました。
　社会人になっても競技は続けたい
と話す塚本君ですが、彼の大学生活
の集大成の1年に、乞うご期待です！

　9月7日～8日、文化会本部は文化系クラブ生を対象とした
安全講習会を大宮キャンパスで開催しました。この講習会
は、クラブ活動中に起こりうる突発的な心停止の対処法など
を学ぶために毎年実施しています。
　講習会では、旭消防署および大阪消防振興協会の方々の
指導のもと、約40名のクラブ生は応急手当の重要性を学び、

AEDの使用方法や心
肺蘇生法の実技訓練な
どを行いました。講習
会終了後、受講したク
ラブ生には「普通救命
講習修了証」が交付さ
れました。

文化会本部が安全講習会を開催

 2017年12月10日（日）14時開演開催日時

実技に取り組む学生たち

勝利を決めるサヨナラヒット

レースに挑むAllegro 大会を終えて集合写真 疾走する塚本君

巧みなジャグリングを披露

　小学校3年生から野球を始め、高校時代は大阪の名門「履正社高校」で二
度、甲子園に出場。当時から目標はプロ野球選手であった長谷川成哉君

（P4）は、両親の勧めもあり、本学に入学し硬式野球部へ入部しました。1年
生から試合に出場し、2年生からは早くもチームの中心選手として活躍した彼
は、近畿学生野球連盟Ⅰ部リーグで3度のベストナイン、2度の関西5リーグ対
抗オールスターメンバーに選出されるなど常に、チームを引っ張り活躍してき
ました。大学の4年間は、「Ⅱ部リーグからⅠ部リーグ昇格を果たすなど、ある程

度の結果は残せたが、自分自身の成長には満足できませんでした。野球を始
めたきっかけでもある兄やいつもサポートしてくれている両親に、目標のプロ
野球選手になって恩返ししたいです。そのためにもっと自分自身を鍛えて、今
以上の選手・人間になります！」と熱く目標を語ってくれました。
　卒業後は、関西の強豪「ミキハウスベースボールクラブ」でプレーすること
も決まり、自身と家族の夢に向かって突き進む長谷川君の活躍に今後も大注
目です！

　創部７１年目を迎える体育会空手道部は、本学の武道系クラブの中でも随一の伝
統を誇るクラブです。４月に新入部員１４人を迎えて、男女合わせて総勢２６人の部
員が日々道場で稽古に励んでいます。
　主将の杉本拓哉君(Ｃ４)は「今年のチームは１・２年生の台頭もあり戦力が底上げ
され、部員内のレギュラー争いが激化し、チーム力がアップしました。練習内容も全
員が同じメニューで行い、とにかく全員で目標に向かってやることに重点をおいて、
2部優勝、1部昇格そして、全日本選手権に出場するという目標を掲げ、試合に出ら
れないメンバーの思いも背負い全員で勝利を掴みたいと思います」と意気込みを
語ってくれました。
　空手道部は、１０月１日の大阪商業大学で開催された「第60回全関西大学空手道
選手権大会」に出場し、「全員空手」で挑みましたが、
僅差で敗れ惜しくも1部昇格はなりませんでした。
　しかし、今大会の戦いぶりは着実にチーム力を上
げてきている内容であり、悲願の1部昇格はそう遠く
ないという期待を感じさせてくれました。今回の悔し
さを糧に、さらに努力を積み重ねる空手道部を今後
も応援していきたいです！

Club pick up!

体育会空手道部が挑む、「全員空手」！

ウインドアンサンブル
第37回定期演奏会のご案内

OITホール

入場無料

　長い夏休みがおわり、いよいよ後期がはじまりました。生活リ
ズムの切り換えに一苦労されている方もおられるでしょうか？
　先日、本屋の店先に並んでいた絵本を眺めていたら、作家の恩
田陸さんの書いた絵本が目に留まり、意外に思って手にして見る
と背筋がゾクッ…引っ越してきたばかりの少女に、親や近所のお
ばさんが「おともだち さがしてらっしゃい｣｢だれかと あそんだか
い｣「おともだちできた？」と言います。少女が「うん、できたよ」と

答えたその瞬間！！・・・さすがに大学生にもなると、このような質
問をされる機会は減ると思いますが、小・中・高時代2学期のちょ
うど今頃に、この質問をされて戸惑ったことありませんか？自分
から話しかけることが苦手だった私は、友だちになるのに時間が
かかり「おともだちできた？」と聞かれるのが苦痛で、その質問自
体がホラーでした。皆さんはもう、おともだちできました？！

『 お と も だ ち で き た ？ 』というホラー絵本
カウンセラー　大西 見也子

学生相談室
だより

ウインドアンサンブルが
「第５６回大阪府吹奏楽コンクール」で
初の金賞受賞

世界の舞台で活躍！！バトントワーリング世界大会“第２位”！！

サイクリング部の久乗君、塚本君が
インカレに出場！“学生日本一”にチャレンジ

新艇Allegroで挑む初のインカレ！
漕艇部が全国に挑んだ夏！

やまばな　さ   き
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ばさんが「おともだち さがしてらっしゃい｣｢だれかと あそんだか
い｣「おともだちできた？」と言います。少女が「うん、できたよ」と

答えたその瞬間！！・・・さすがに大学生にもなると、このような質
問をされる機会は減ると思いますが、小・中・高時代2学期のちょ
うど今頃に、この質問をされて戸惑ったことありませんか？自分
から話しかけることが苦手だった私は、友だちになるのに時間が
かかり「おともだちできた？」と聞かれるのが苦痛で、その質問自
体がホラーでした。皆さんはもう、おともだちできました？！

『 お と も だ ち で き た ？ 』というホラー絵本
カウンセラー　大西 見也子

学生相談室
だより

ウインドアンサンブルが
「第５６回大阪府吹奏楽コンクール」で
初の金賞受賞

世界の舞台で活躍！！バトントワーリング世界大会“第２位”！！

サイクリング部の久乗君、塚本君が
インカレに出場！“学生日本一”にチャレンジ

新艇Allegroで挑む初のインカレ！
漕艇部が全国に挑んだ夏！

やまばな　さ   き

★CLUB   TOPICS
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留学生友好会と幼稚園児との交流風景
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　このほど2017年3月卒業生対象の「全国240大学 実就職率ランキング」が
公表され、本学は実就職率96.9％で、卒業生1,000人以上の大学を対象とした
ランキングで全国5位、関西の私立大学では8年連続1位となりました（『サンデー
毎日』8月6日増大号）。また、全大学を対象とした学部系統別ランキングにおいて
も、理工系学部で工学部が97.2％で19位、情報科学部が96.2％で33位、法学
系学部で知的財産学部が97.0％で3位となりました。今年度も引き続き企業の
採用意欲が高く、本学の9月1日現在の大学全体の実就職率は、82.0％（前年度
同日値74.1％）となっており、高い就職率を維持しています。昨年の結果に甘んじ
ることなく、今年度も就職部スタッフ一同全力で支援を進めています。
※実就職率は、就職者数÷（卒業者数－進学者数）×100で算出されます。　　

　中央食堂（大宮キャンパス）では、多くの学生さんが毎日
利用されています。
　朝定食や、健康に配慮したメニュー、カレー、ラーメン、う
どん、日替わり定食などのスピードメニュー、ボリュームメ
ニューなどを提供し喜ばれています。
　食堂は、安価はもちろん、独自の安全基準をクリアした食
材と手作りを基本に運営しています。
　今後も中央食堂では学生さんの活躍応援や食育推進を
図り、皆さんのもっと身近な食堂になればと考えています。
　安くて安全、安心な食堂をぜひご利用ください。
　皆さんのお越しをスタッフ一同お待ちしています。

　7月22日より、ボランティア・Linkが旭区子ども・子育てプラザが実施している≪放
課後児童健全育成事業≫でボランティアを展開しています。本事業は、厚生労働省
が、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業終了後等に小学校
の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊びおよび生活の場を提供し、その健全な
育成を図る目的として、現在は全国で23,000を超える施設で展開されています。
　同部が本事業を新たなボランティアに選定した理由は、当時同部の部長を務めて
いた鶴見将宙君（V3）の「子ども支援事業の推進に関与し、子どもの発育段階に係る
ボランティアを展開したい」という熱いボランティア精神によるものです。その想いが
部員25名の心を一つにさせ、旭区社会福祉協議会が運営している当施設の事業内
容に同部が大いに共感したことによって、本ボランティアが実現しました。
　活動初日は、同部より鶴見君と森湧汰君（D3）が当施設を訪問し、常駐職員ととも
に来館した児童45人の自主活動の補助を行いました。その後も、継続的に同部が本
ボランティアに従事しているなか、今後は多くの学生にもボランティアの魅力を発掘
する場として、同部が推進していきます。ボランティアに興味のある方は、学生課（7
号館2階）内に設置しているボランティア・Linkの活
動ブースまでお越しください！

ボランティア・Ｌｉｎｋが躍動！

　9月13日、本学の外国人留学生が組織する課外活動団体の留学生
友好会が、念法幼稚園（大阪市鶴見区）を訪問し、同園の園児約80人
と交流しました。
　この行事は園児の国際感覚を養いたいという同園からの申し出をも
とに留学生友好会が企画したもので、当日は、インドネシア、マレーシ
ア、タイ、セネガル出身の留学生4人が参加しました。
　交流会では、留学生の自己紹介からはじまり、園児に世界地図を見
せて、出身国の位置を聞くと、多くの園児が積極的に挙手し発言してく
れました。また、趣味や好きな食べ物などについて流暢な英語で紹介
すると、園児は発音を真似ようと繰り返し復唱したり、留学生の名前を
覚え呼びかけるなど、すっかり打ち解けた様子でした。
　その後、園児が自己紹介の代わりに、元気な声で園歌を歌ってくれました。

　続いて、留学生と園児
の混成グループで列にな
り会場中を走る「じゃんけ
ん列車ゲーム」で親睦を
深め、最後は、セネガルの
音楽に合わせ皆でダンスを
踊り、楽しい時間はあっという間に過ぎてゆきました。園児は口々に

「とても楽しかった。また来てね！」と言って別れを惜しみ、留学生も園
児の無邪気な笑顔に癒され、日本の子どもたちと交流する良い機会と
なりました。

留学生友好会が近隣幼稚園の園児と国際交流

ウェルフェアニュース
WelfareNews

営業時間

工大流就職支援　 ～就職NEWS～

OH-YODO
OIT-NEWS

【1階】11：00～19：00
（朝定食8：30～9：30）

【2階】11：00～13：30
【3階】11：30～13：45
（オーダーストップは30分前です。）大人気鶏マヨ丼

　７月１８日、大宮キャンパスではアルバイト説明会を
開催し、１００人を超える学生が参加しました。今回は
(株)ナジック・アイ・サポートにご協力をいただき、『大
学生にとってふさわしいアルバイト探し、ブラックバ
イトに巻き込まれないために』というテーマで大学生
が陥りやすいブラックバイトの事例を挙げ、見極める
ポイントの紹介や、労働者を保護する「労働法」につ
いてご説明いただきました。
　また実際に企業の方にお越しいただき、安心で安
全なアルバイトや、夏休みを利用して現在の学びが
生かせる有給インターンシップの紹介も同時開催し
ました。講演後にはたくさんの学生が各企業の個別
相談会に参加し、「このように大学がアルバイトの紹
介をしてくれる機会があり嬉しい。」などの声が集ま
り、夏休みのアルバイト探しに向けて大変有意義な
時間となりました。今後も本学では、皆さんのアルバ
イト探しを支援していきます。

「アルバイト説明会・
個別相談会」を
開催しました！

温かい目で小学生の遊戯を見守る鶴見君

子どもたちの元気な挨拶に拍手

会場いっぱいに集まった学生たちが熱心に話を聞く様子

P2～3 学園祭特集
 楽しさ満載！みんなで盛り上げよう

P4～7 プロジェクト・クラブ　夏の活躍
 ウインドアンサンブル
 「第56回大阪府吹奏楽コンクール」で初の金賞受賞！

P8 留学生友好会　幼稚園児との交流
 ボランティア・Linkが躍動
 アルバイト説明会・個別相談会を開催
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