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人

皆さん︑大阪電気通信大 計していく上で︑今年から ４年間にどのような力をつ の考えも伝えられる双方向 しいことに応用してみたい しかし︑去年の自分より今 くとも３つ以上︑できれば

入していってください︒文

学へのご入学おめでとうご 配布しているカリキュラム けていけば︑社会に出て活 の意思伝達能力です︒この という意欲がわいてきます︒ 年の自分が優れていないの ５つ程度のキーワードを記

に各学科での専門科目を通

して︑着実に身につけてい

ってほしいと願っています︒

①ときめき

②実践

︑すなわち大阪
OECU

ワードをポケットに持って

出してストーリーを組み立

いると︑その幾つかを取り

あきらめずに︑自分に打ち 合わせから新しいアイデア

ることができます︒

ャリア科目などで学びます

か ら︑そ れ を 実 学 学 修 の 間で大きく自分を成長させ については︑そのうちにキ

③感 字語になっています︒今年 ば︑必ず︑大学にいる４年 そのような発想法や思考法

ステップで表現しています︒ 電気通信大学の英文名の頭 勝つ努力を積み重ねていけ を連想することができます︒

修する課程を︑次の４つの ものが

本学では︑その実学を学 すと︑その頭文字を集めた ず︑くさらず︑くじけず︑ てたり︑キーワードの組み

り ま す が ︑ Opportunity,自分自身が年々どれぐらい
Experience, Capability,成長を遂げているかという
という単語を当てま ことです︒一歩一歩︑あせら
Utility

基礎専門科目や語学︑並び プを英語で︑多少意訳にな は他人との比較ではなく︑ 考えたりするときに︑キー

ここで︑一番 大 事 なこと 章を書いたり︑アイデアを

ざいます︒ご列席の保護者 ポリシー／カリキュラムマ 躍できる人間になれるのか ような３つの実学のチカラ それが第四段階の発展の学 は︑立派な恥だ︒
教育の指針としています︒

の皆さまにも︑ご子息︑ご ップの冊子をぜひ参考にし を示すことにし︑全学的な を︑共通教育の総合科目︑ びです︒それぞれのステッ

さて︑皆さんがこれから

希望を胸に
息女のご入学を心よりお祝 てください︒

２０１３年度の大学・大学院の入学式が４月５日︑四條畷キ
進めていかれる大学での学

い申し上げます︒
ャンパスのコナミホールで行われました︒また︑高等学校の入
修は高校までの学習とは大
きく異なるところがありま
まず︑
﹁学修﹂という言葉

す︒

④発展

まず初めに︑大学に入っ ﹁

動

最後に︑実際の学生生活 が︑できるだけ多くのキー

ることになっています︒そ

本学のすべての教員や職

な手続きや︑学修支援など や将来の夢をかなえる手助

の手帳には学生生活で必要 員は︑皆さんの学業の支援

について有用な情報が掲載 けをしますので︑困ったと

３つの実学のチカラ身につけて

ることは︑ただ知識を習う 重視した教育を進めていま す︒第一には︑手 が 動 か せ もらうことから始まります︒ を身につけていってほしい 緑色の学生手帳が配布され ます︒
こととは異なっています︒
身についた知識︑活用でき
とを意味します︒そのため

されています︒カレンダー きや迷ったときには︑遠慮

る生きた知識を修得するこ

には︑主体的な学びが必要 すが︑我々の意図する実学 ること︒これは︑与えられ そのために︑各学部や学科 と思っています︒

皆さんが︑それぞれに自

しかし︑実際に勉強を進 の日付の部分には︑予定の せずに相談してください︒

までの生徒という呼び方が ということです︒実際に︑ や手法を活用して︑とにか 将来どんな道へ進めるのか めていくと︑くじけそうに 記入欄の脇に︑６つに区切

になります︒そこで︑高校 とは世の中で役に立つ学問 た課題に対し修得した知識 でどんな勉強をするのか︑

ったりすることもあるでし そこに︑その日覚えたこと︑ ない学生生活を送られるこ

学生に変わります︒主体的 これまでに本学を卒業して く着手できるチカラを意味 といったガイダンスや導入 なったり︑あきらめたくな った枠が設けてあります︒ 立した個人として︑悔いの

そして︑第二段階で実際 ょう︒そんなときの自分に 気づいたことなどについて︑ とを願って︑入学式の告辞

に学ぶ個人
︵自己︶
という意 いった先輩諸氏は︑産業界 しています︒第二には︑絵 教育を行います︒
の広い分野で活躍をしてい が描けること︒これは︑自

また︑学修する内容も︑ ます︒しかし︑最近は日本 分の頭の中で考えているこ の勉強や実験・実習を進め 打ち勝っていくために︑こ 何でも結構ですから︑少な といたします︒

味が込められています︒

所属する学科ごとに必修科 の経済や産業界が低迷をし とを︑簡単な図解によって ます︒そうすれば︑学んだ こで１つの名言を贈りたい

目という基本的な骨組みが ているせいもあってか︑明 ビジュアルに表現できるチ り修得したりしたことから︑ と思います︒それは︑イギ

ありますが︑それに選択科 確な動機や目標をもって入 カラを意味しています︒第 こんなことができるのだと リスの探検家でラポックと

目などで自分なりの肉づけ 学してくる学生が減ってき 三には︑コミュニケーション いう実感が得られ︑結果が いう人が言った次の言葉で

それぞれの個性を発揮する そこで︑本学では実学とい 職のときに企業で最も重要 ます︒それが第三段階の学

他人と比較して︑他人が

皆さんはこれから日本の 自発的に新しい状態をつく

来賓

入学式後、コナミホールの前で留学生と記念撮影
（前列左から2人目＝楊氏、3人目＝石氏）

をしていく自由度があり︑ ているように見受けます︒ ができること︒これは︑就 具体的な形として見えてき す︒

な主体的な学びの課程を設 で表現することによって︑ 相手の考えを理解し︑自分 は︑それを別のことや︑新 ても︑それは恥ではない︒

ことができます︒そのよう うものをわかりやすい言葉 視されているチカラですが︑ びです︒そうすると︑次に 自分よりすぐれていたとし

新入生の皆さん︑ご入学

満開の四條畷キャンパスに くわけですが︑大いに勉強 を活性化していただきたい︒

おめでとうございます︒桜 最先端の学問を勉強してい る人になって︑日本の社会

本日︑皆さんを迎えること して︑それぞれ専門の知識 将来︑我々の大学で学んだ

他に原因のない自 由意思

により新しい分野を学んで︑

期待しています︒

大阪電気通信大学は実学 会に貢献できるようになっ するような人になることを

ができ︑うれしい限りです︒ を蓄えて︑将来︑日本の社 ことによって︑社会に貢献

を基本にして勉強する学科

の大学として常に科学技術 てほしいと思います︒
をつくってきました︒

入学式に中国の北京科技大学から管庄校区院長の石岩氏と
国際学院院長の楊勇氏が来賓として出席されました。

人︑大学１３１６人︑高校４１２

学式が８日︑守口市の高校体育館で行われました︒

中国から 人を迎えました︒
ると書きます︒これは高校

ですが︑漢字では学び修め

４ステップ﹂と 呼 ぶ
OECU

てこんなことができる︑あ ことにしています︒そのよ

年前の創立以来︑実学を のチカラを修得することで ときめきの気持ちをもって ステップで︑実学のチカラ ます︒皆さんにはこれから いろいろな場面で役に立ち

ところで︑本学では︑約

それは︑次の３つの実学 んなことがしたいという︑ うに︑楽しくリズミカルな で役立つことを１つお話し ワードを貯め込んでおけば︑

修めること︑即ち︑修得す

いう言葉︶
と違っています︒

までの﹁学習﹂
︵学び習うと

橘邦英学長告辞

専門知識を蓄え社会貢献を
福田國彌理事長祝辞

入学者の内訳は︑大学院
８２

人の合わせて１８１０人︒うち学術交流協定による留学生は︑
２９

コナミホールで行われた入学式

５０
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2013年度入学式

年度科学技術分野の文部科学大臣表

福田理事長に受賞を報告する
越川教授︵左︶

文部科学大臣表彰受賞
平成
彰受賞者が４月８日に発表され︑工学部電気
電子工学科の越川孝範教授
︵エレクトロニクス
賞しました︒また︑かつて石井徳章・機械工

基礎研究所所長︶
が科学技術賞
︵研究部門︶
を受
学科教授の研究室に在籍し工学博士号を取得
日︑文部科学省で表彰

した阿南景子・足利工業大学准教授が若手科
学者賞を受賞し︑同
式が行われました︒

を 実 現 した
︵１万倍以上︶
︒
極高真空の実現と電子光学
系の新設計により２００倍

︻社会的効果・実施効果︼

た水門については動的安全 のすべてができる女性とし
と言えます﹂と評価してい

対策のための簡単な手法も て貴重な世界の逸材である

ました︒修士・博士課程に

日︑四條畷キ

２０１２年度学位授与式
２０１２年度の学位授与式が３月
記が授与されました︒

ャンパスのコナミホールで行われ︑１１２０人に学位

２月

﹁若い人たちに託したいこと﹂

日︑四條畷キャンパス う考えどう進めばよいか︑先見 熱意をもって取りかかる︒その

私の大好きな陶淵明の詩に

ざいます︒皆さんが社会へ出発 指針を持っておくことは大事な 力を︑
﹁あせらず︑くさらず︑く

お祝いの言葉とします︒︵工学

束を投げかけることを願って︑

将来︑文明の女神が美しい花

ムを作り将来の日本を築いてほ

のコナミホールで︑福田國彌理 の目を持って目標に向かって進 ために才能を伸ばす教育システ

とが必要です︒地球環境を皆で

でやる契約社会を築いていくこ

に﹂の言葉のとおり︑個人責任

カントの﹁永遠の平和のため しい︒

事 長 ＝ 写 真 ＝ に よ る 特 別 講 演 んで行ってほしい︒

﹁若い人たちに託したいこと﹂が︑

学生を対象に行われました︒

︻講演要旨︼

永久平和のために他国に干渉

伝説の英雄で弓の達人ウィリ 守っていく組織作りが大切です︒

アム・テルが息子の頭の上のリ

ンゴを射抜くときに︑どれだけ されない独立した国を目指す︒

の勇気を出したのか︒皆さんは 外交もまた同様自らの考えにし

進んでほしい︒自らの生い立ち 抱えている問題は多くあり解決

一人で自由に発想し勇気をもって たがって独自に進むこと︒現在

と歴史が語った事象を顧み︑ど のための方策︑対策︑政策など

向にどのように動けばよいのか

る﹂
︵登高賦新詩︶
という言葉が

を︑自分で考えられる人が求め ﹁高 き に 登 り て 新 し い 詩 を つ く
られています︒

個性のある人間になって︑他人

これからの社会で求められる ありますが︑皆さんがそれぞれ

システムや根本的に新しいコン に代え難き地位について︑それ

﹁実学のチカラ﹂は︑より複雑な

セプトなどを考えることができ ぞれが独自の仕事をし︑人間と

ことでしょう︒しかし︑長い人 るチカラです︒それは本当に重 してそれぞれが新しいポエムを

生を自立して生き抜いていくた 労働になりますが︑省いてしま つくる︑高きにのぼるために努

じけず︑あきらめず﹂に続けて

皆さん︑御卒業おめでとうご めに︑自分の軸となる何らかの おうとは思わないで︑地道な努 力していただきたい︒

︻橘邦英学長告辞︼

深く物事を分析し︑どちらの方 たい︒

牛山泉学長に受賞を報告する
阿南足利工大准教授
︵左︶

石井教授は推薦書で﹁女 ます︒

この研究がさらに普及す 明らかにしています︒

以上の長寿命を達成②この れば磁性薄膜材料の新たな
顕微鏡を用いて単原子層非 発見が可能となり︑スピン 性では珍しく水門の流体関
磁性膜により面内から垂直 トロニクスの発展を促すこ 連振動の理論解析に大学４
は大きい︒

磁化へ急激な変化を与える とができる︒社会への影響 年生から取り組んでもらい
ことを見いだした︒
進学して︑数学が得意な能
力を遺憾なく発揮︑非常に
難しい振動による動水圧の
さらに現在実用されてい 理論解析︑それと関連した

阿南氏 若手科学者賞
阿南足利工大准教授の若

手科学者賞のテーマは﹁大 る大型水門の動的安全性を 振動の理論解析のすべてを
型テンタゲート式水門の動 判定できる簡単な試験法を 非常にスマートな形で完成
的安全化のための研究﹂
︒推 見出し︑それによって動的 させております︒理論解析

条件下で放水時に強烈な共

人 新たな出発

薦書によると︑研究の概要 に不安定であると判定され とモデル実験及び実地調査
は次の通り︒
研究では︑ダム湖をせき

放流などの重要な役割を果
たしているテンタゲートと

子層

︶
による CoNi2
の磁化
Au

振フラッター振動を引き起

うちに崩壊することを︑精

な水圧変動のために一瞬の

こし︑せき止める水の巨大

反転効果を見いだした︒
︻特徴︑従来の研究との相
違︼

皆さんは︑マイケル・ブルー ほしいと願っています︒この最

部・金融経済学部の学位授与式

︻福田國彌理事長祝辞︼

７人に博士学位記

から︶
が創設した
Bloomberg

本日は我が学園で最も伝統の

３月

講演する中井教授

トEHL解析﹂

神谷達夫﹁ビ

︻論文提出による取得者︼

▽医療福祉工学 岩下篤司﹁自 ▽制御機械工学

日の学位授与 肢運動の解析﹂

︻課程修了による取得者︼

︵専攻︑氏名︑論文題目︶

激に対する応答と疲労に関する

日付で７人が博士学位 転車エルゴメーター運動時の下 デオゲームプレイヤの視聴覚刺

井戸坂幸男﹁制御機器の 研究﹂

育教材に関する研究﹂

なお学位は︑稲浦さんの博士 ▽同 間辺広樹﹁体験的な学習

私はすべての学問は科学である 記が授与されました︒

これから皆さんは立派な社会

の研究﹂

▽同 宮田賢宏﹁ポリスルホン

膜ダイアライザのポリビニルピ

社会は︑ますますグローバル化 日本の社会を支えていただきた

ル圧縮機スラスト軸受における 学授業研究﹂

指針の確立﹂
︑第二部﹁スクロー 性の高い個人指導を目指した大

シプロ型圧縮機の性能最適設計 浦綾﹁多人数一斉授業での実行

第一部﹁レ ▽コンピュータサイエンス 稲

空調用圧縮機の高性能化に する研究﹂

▽ 制 御 機 械 工 学 辻 琢 磨﹁主 ロリドン溶出と生体安全性に関

題

が進み︑構造や仕組みが複雑に い︒それぞれがそれぞれの仕事

潤滑油閉じ込め現象とそのソフ

関する研究﹂
︑副題

なっていきます︒そんな予測困 において︑余人︑他人をもって

力して立派な社会人となって︑

難と呼ばれる時代においては︑ 代え難いようになっていただき

ラ︶﹂の必要性です︒これからの

と は﹁考 動 力
︵考 え て 動 く チ カ なければなりません︒大いに努

彼の言葉を借りて言いたいこ 人となるために多くの研鑽をし

も手に入らない﹂
︒

そこをラクしようとしても︑何 っています︒

それを省いてしまう人が多い︒ わしい︑おめでたいことだと思

をのぞき︑博士
︵工学︶
︒ を取り入れた情報科学教育手法
る作業の中で一番の重労働だが︑ 味で︑まことに我が大学にふさ ︵情報学︶

﹁考えるということは︑あらゆ と思っております︒そういう意

次の名言があります︒

長も務めています︒彼の言葉に もののごとく扱っていますが︑ 得者６人に橘邦英学長から学位 仕組みを理解するための情報教

ョンズ・ホプキンス大学の理事 日本では工学と文系を全く別の 式で︑大学院課程修了による取 ▽同

う︒アメリカ東部の名門校︑ジ 済学部が一堂に会しています︒ を取得し︑３月

として聞いたこともあるでしょ ある工学部と一番新しい金融経

ます︒ニューヨーク市長の名前

イメージできていない人も多い 会社の金融情報端末を使ってい

橘学長から学位記を受ける学科代表

第21回資産運用フ
ォーラムが4月13日、
駅前キャンパスで開
催されました。

越川教授 科学技術賞
文部科学省は︑科学技術 科学技術交流財団シンクロ
に関する研究開発︑理解増 トロン光センターの竹田美 磁区の高分解能・実時間観 止めるダム本体の頂上に設
︵０・０２秒／画像︶
を実現 置され︑洪水時のダム湖の
進などで顕著な成果を収め 和所長との同時受賞で︑タ 察
用の実用 材 料である
MRAM
多層
[CoNix]y

た研究者の功績を讃えるこ イトルは﹁超高輝度高スピ した︒②この顕微鏡を用い︑ 水位調節や下流域への維持
とにより︑科学技術に携わ ン偏極低エネルギー電子顕
る者の意欲の向上を図り︑ 微鏡の研究﹂︒越川教授によ 垂 直 磁 化 効 果

％︑輝

︵１原 呼ばれる大型水門が︑ある
我が国の科学技術水準の向 ると︑業績の内容は次の通 膜ならびに非磁性材料

①スピン偏極度

︻成果の内容︼

上に寄与することを目的と り︒
する科学技術分野の文部科
学大臣表彰を定めています︒
科学技術賞は顕著な功績を
あげた者を対象に︑また若 度

︑フ ォ ト
1.3x107A/cm2sr

炭素材料学会は︑炭素

ています︒
材料全般にわたってその
基礎科学と応用について
広く研究成果の普及と関
連技術の発展を目的とし
学会賞の中の学術賞は︑

ています︒
会員歴５年以上の正会員
歳以

で︑表彰を受ける翌年の
４月１日現在で満

下︑炭素材料の科学・技
術に関する重要な研究を
行い︑その業績が特に優
秀 で︑機 関 誌﹁炭 素﹂あ
るいは炭素に関連する学
術誌に掲載した者に授与
されます︒

２６

描いて胸を膨らませている人︑ ムバーグという人をご存知でし 後の４つの言葉を学長からのメ

するにあたって︑まず必要なの ことです︒

月に長野市生涯

福田理事長︵左︶︑橘学長︵右︶に
受賞 を 報 告 す る 川 口 教 授

資産運用フォーラム開催

福田理事長特別講演

一方で︑まだ自分が何をするの ょうか︒アセットマネジメント ッセージとして送ります︒

は心構えです︒夢や展望を思い

①歪み超格子カソードに 密なモデル実験と理論解析︑
〜４倍︶
︑レーザ光 によって解明と検証を行っ

︵２カ月
手科学者賞は高度な研究開 カソードの長寿命化

昨年
学習センターで開催され
回炭素材料学会年

会で︑工学部環境科学科

た第
の川口雅之教授が学術賞
を受賞しました︒研究テ
よびＣ／Ｎ系ヘテロ原子

ーマは﹁Ｂ／Ｃ／Ｎ系お
置換型炭業材料の合成︑
物性と応用﹂
︒
川口教授はこの開拓的
研究を１９９１年頃から
始め︑一貫してこの分野
の研究に携わってきまし
料として最近注目を集め

た︒キャパシタ用電極材
ているヘテロ原子置換型
炭業材料に関する先駆的

か︑何ができるのかが具体的に 学 科 で は

を達成し︑超高輝度・ より高スピン偏極度を達成 現場での振動実地調査など
発能力を有する若手研究者 以上︶
︵約
高スピン偏極低エネルギー し
３．
５

越川教授の科学技術賞は 電子顕微鏡開発に成功し︑ を背面から照射し超高輝度 ています︒

炭素材料学会学術賞

２３

２
５

を対象に授与されます︒

川口雅之教授

【第1部】
テーマ：
「2013年度の内外経済と株式市場の見通し」
講 師：大和証券㈱投資戦略部株式ストラジスト
野間口毅氏
【第2部】
テーマ：教授就任記念講演「大学で学ぶ、負けない投
資について」
講師：学校法人大阪電気通信大学理事・金融経済学部
教授/JP モルガン・アセット・マネジメント㈱取締役シ
ニア・アドバイザー中井正彦氏

前列左から
（敬称略）
岩下、辻、福田理事長、
稲浦、宮田、間辺、井戸坂、橘学長

２３

１
１

３９

研究として高く評価され

６０

１
５

９０

1
1
2
0

１
６

2
２０１３年５月１０日（金曜日）
Ｏ.Ｅ.Ｃ.Ｕ.Ｎews

3月18日 衛星通信研究施設など紹介
理学療法学科

2月10日 実習体験、先輩たちがあなたの疑問に答えます
3月6日 施設案内、懇親会
デジタルアート・
アニメーション学科

2月9日 なわてん（卒業制作展）ツアー
デジタルゲーム学科

2月10日 なわてん（卒業制作展）ツアー

3月19日 自動車のライントレース競技会
機械工学科

3月7日 Bloomberg端末で最先端マーケット情報を見る

2月16日 機械工学ともの作り、CAD体験

文部科学省が公募した平成

年 ム﹂に挑戦しています︒

をつくり︑個々の発想力を引き出

ＩＴテーブルは︑頭の中のイメ すことができます︒キャリア科目

伝えるコミュニケーション能力を高 やミーティング︑また︑学生がつ

区分で１件の計２件が採択されま たツールで︑自分の考えを相手に ものづくりに取り組むときの企画
した︒

この事業は︑私立大学の教育改 める効果が期待できます︒ビジネ くったアプリケーションを取り入
革の新たな展開を図るため︑基盤 スの現場でもよく用いられる﹁ブ れた授業など︑活用の場を広げ︑
となる教育研究設備を整備するこ レーンストーミング﹂や﹁ＫＪ法﹂ 実践的な実学の学びをさらに活性
なおＢ区分で採択されたのは

とを目的にしたもので︑Ａ区分は ﹁マインドマップ﹂などの発想法に︑ 化させていくことにしています︒
生の学修効果を最大限発揮するた したアプリケーションを組み合わ ﹁協定校との交流及び国際化教育の
学 生 交 流 会﹁国 際 交 流 サ ロ ン﹂

めの効果的な教育を行うための環 せることで︑学生たちが意欲的に 基点となる国際交流サロンの整備﹂
︒
は︑学生が作成した企画案をもと
に︑ＴＶ国際会議システムを用い
大学校︑中国・北京科技大学で日

て行いました︒対象は韓国・湖西

年度の大阪電気通信大学研究生で

本語を学んでいる学生と︑２０１２
帰国したオランダ・ユトレヒト芸
術大学の学生︒自己紹介や互いの
国の文化についての意見交換を行
をイラストで描き︑それをもとに

年度

︻欠席︼

▽清水和夫︵アセット・マネジメント学

アコンピュータシステム学科︶▽島田尚

信
︵実験サポート課︶
▽山根益蔵
︵実験サ

講師︶
▽疋田照夫
︵大学事務局︶
▽古田重

ト学科︶▽タマシ・カルメン︵英語特任

科︶▽掛谷純子
︵アセット・マネジメン
一
︵機械工学科︶
▽奥村康昭
︵基礎理工学

留学生ミニパーティーで歓迎

ポート課︶
▽駒水ひろみ
︵学生課︶

科︶▽元場俊雄︵数理科学研究センター︶

退職者送別会

２０１２年度の退職者送別会が３月７日︑
大阪市中央区のホテルニューオータニ大阪で
開催されました︒
︻出席︼
︵写真右から︶
▽西川保雄
︵実験サポート課︶
▽井上芳明
︵寝
屋川就職課︶
▽大西徳雄
︵庶務会計課︶
▽福井
力 三︵大 学 事 務 局︶▽ 長 谷 部 秀 夫
︵大 学 事 務

日︑駅前キャン

学科の１期生として送り出す

アセット・マネジメント学科の皆さん

アセット・マネジメント学科１期生

２００９ 年に開 設 され た金

人を送り

融経済学部アセット・マネジメ

出し︑３月

ント学科が１期生

パスで送別会が開かれました︒

寺田貢金融経済学部長はあ

いさつで﹁皆さんを金融経済

ことができました︒４年間汗

学部アセット・マネジメント

人が参加︒ミニパーティー

人に加えて日本
人学生

シアからの留学生
からの留学生の受け入れは５年目を

を流しながら︑ともに新しい

ーティーが開かれました︒

報学部の各学科ごとに卒業パ

部︑医療福祉工学部︑総合情

けて︑工学部︑情報通信工学

このほか２月から３月にか

した︒

頑張ってほしい﹂と激励しま

にかかっているのでぜひとも

の活躍が今後この学科の将来

誇りを持ってほしい︒皆さん

学長は﹁記念すべき１期生に

なってほしい﹂
︑また︑橘邦英

﹁将来社会に出て有用な人材に

この後︑福田國彌理事長が

た︒

ていただきたい﹂と述べまし

て︑社会で役に立つ人となっ

識︑経験を伸ばし更に成長し

これからは今まで体得した知

いただいたことと思います︒

幅広くたくさんの知識を得て

に続いて︑５グループに分かれ︑デ

人を超える学生が参加した交流会

親睦を深めました︒

迎え︑過去最高の入学者数を記録し

学術交流協定に基づく中国︑韓国

２４

学部の勉学に励んでまいり︑

で
KOZUKI HALL

２６

局︶▽ 中 野 由 章︵情 報 特 任 講 師︶▽ 竹 居 正 登
︵数理科学研究センター︶▽福山峻一
︵メディ

2012年度学業優秀賞受賞者

２３

ジタルゲーム学科３年の稲岡雄太さ

４６
ました︒

１４

んの司会で自己紹介ゲームに興じ︑
４月５日に入学したのは中国・江
南 大 学 か ら２ 人
︵総合情報学部︶
︑北
︵金融経済学部
京科技大学から 人
人︑総合情報学部 人︶
︒４月２日︑
で催された歓迎会には
KOZUKI HALL
席し︑満開の桜とともに留学生を歓

福田國彌理事長︑橘邦英学長らも出

日には江南大学から
日に

人と北京科技大学の１人

また︑３月

迎しました︒
の留 学生

が卒業︒３月

送別会が行われ︑福田理事長が﹁将

来に向かって日本と中国がともに発
展していくよう︑皆さんも頑張って
長は﹁日本でつくられた友だちは一生

貢献してほしい﹂とあいさつ︒橘学
の財産︒大事にしてほしい︒卒業は
出発︒大きな希望を持って進んでほ
一方︑４月８日に行われた留学生

しい﹂と激励しました︒
交流会には︑中国︑韓国︑インドネ

70

3月9日 実験設備見学、個別面談
基礎理工学科

私立大学教育研究活性化設備整備事業２件採択

2月9日 模擬授業
アセット・
マネジメント学科

い︑双方の国をイメージするもの
討論を行いました︒

１３

3月8日 数学基礎演習

電気電子工学科

境を整備する取組﹂
︑Ｂ区分は﹁グ グループワークに取り組める環境
多様な交流や切磋琢磨する機会が

ローバルな教育環境の下で学生が

Ａ区分で採択されたのは﹁右脳

得られる環境を整備する取組﹂
︒
を活用して実学教育を実質化する
台のＩＴテー

学修法の開発﹂
︒このほど寝屋川キ
ャンパスＪ号館に

ブル
︵テーブル型双方向液晶ＰＣシ
ステム︶
と教壇用大画面表示装置一
学修プログラム﹁ＩＴテーブル活

式を導入︑全国に先駆けた新しい
用グループワーク型学修プログラ

２７

２３

2月15日 卒業研究発表聴講

整備事業﹂に︑Ａ区分で１件︑Ｂ ージをビジュアル化するのに適し での自己分析や社会分析︑共同で

度﹁私立大学教育研究活性化設備

２４

１８

情報学科
金融経済学部

健康スポーツ科学科

総合情報学部

通信工学科
医療福祉工学部

2月2日 資格取得入門実習
情報工学科
情報通信工学部

電子機械工学科
工学部

3月11日 実験体験スタンプラリー
環境科学科
ＩＴテーブルによる学修プログラム

１９

電子機械工学科の
ライントレース競技会

体験イベントなど
実施日
学科
学部

２月から３月にかけて、２０
１
３年度の入学
１日までの入学手続き者）
を対
予定者
（１月１
象に、入学前ガイダンスが実施されまし
た。
ガイダンスは学科ごとに寝屋川・四條
畷・駅前の３キャンパスで行われ、学科や
研究の紹介、施設見学、模擬授業、懇親
会など多彩な催しが入学予定者を迎えま
した。
１０

2
0
1
2

【電気電子工学科】
①野本豊和、松本健一、三谷権太
②稲田皓大、幸王貴則、武田雅之、渡邉健太
③佐藤弘亮、原千慧、前田和慶
④入江弥憲、下𦚰僚太
【応用化学科】
③河野雅俊、箸方麻里奈
④畠山冴子、東野雄祐
【電子機械工学科】
①杉本敦、濱中崇文、森田康裕
②岡本啓汰、星簇志帆、山田勇士
③樫原純人、芝西陽一
④齊藤勇真、西上航人
【機械工学科】
①岸拓弥、仁尾大也、宮本晋太朗
②岡野哲也、野条久洋、吉川勲
③木全篤、左手信明、玉川智之
④井上敬文、栗原克典、藤川祐介
【環境科学科】
①岡山良樹、北井綱一、栗秋章吾、真鍋嘉宏
②赤坂吉績、柴﨑亨、柴田明展、前川依里佳
【環境技術学科】
③近藤裕司、平石和希
④神月将陽、松尾千尋
【基礎理工学科】
①格清菜穂、仲井直樹
②北田真弓、酒井勇太
③生駒貴之、菅﨑航平
④村田真樹人
【情報工学科】
①大江健太郎、木村駿佑、小谷竜平
瀨田祐多、人見拓郎、山本浩也
②井原英幸、尾﨑光斎、坂口勇太
澤田吏、武田栞、真鍋祥
③中村文哉、宮島弘大、宮本康次
山下大貴、遠山大樹
④浅田学史、井筒祐輔、小野田寛人
多田圭宏、永野弘晃
【通信工学科】
①石塚翔司、大森祐哉、中村颯志
②窪田直樹、真栄平充史、吉坂泰良
③岡崎龍馬、屋嘉部誠樹、山下雅人
④木﨑悠輔、櫻井天都也、松元隆明
【アセット・マネジメント学科】
①上村太輔
②内田健太郎
③畑啓満
④鎌谷広明
【医療福祉工学科】
①金濵圭佑、柴田英宜、安武拓忠
②浦南翔一、大谷旨輝、横川慎
③楠井敏之、野間裕樹
④大久保駿介、奥田さつき、真柴大典
【理学療法学科】
①野崎千紘
②今城慧太、松本光平
③大橋裕司
④岡尾拓也
【健康スポーツ科学科】
①江見拓也、坂本和生、松村直哉
②上曽山紗世、立岡良太、辻本晃大
③嘉地沙津紀、樋口栄美穂
④中村政幸、森翔平
【デジタルアート・アニメーション学科】
①伊藤由香、野田佳奈
②麻生真佐惠、岩木翼、九島啓介、辻紗穂
③北村涼、丸谷翔、邵晗、孟霄
④清水仁美、顧麗文、聶帥、馬潤芝
【デジタルゲーム学科】
①井川太熙、瀬川大地、髙見亮、宮井星奈
②伊藤佑一、梶原貴広、谷口萌、矢野和秀
③岡本望、甲斐誠也、辻本悠佑、濵口健太
④岡西諒大、謝幸如、周境千、付霓、姚燕
【メディアコンピュータシステム学科】
①上平竜也、小倉伸也、竹内良亮、細田彩斗
②永戸貴洋、藤本将登、古川聡
③辰己拓也、中川叡、永田純一、山岸拓未
④八木昌宏、吉岡康平

2013年度 入学前ガイダンス実施
﹁主体的な学びへの転換を図り︑学 この最新のＩＴ機器と学内で開発

２０１３年５月１０日（金曜日）

3

︶
で大阪北港ヨッ
AEOLUS

ブラインドセーリング・プロジェクトに協力
古野電気㈱︵本社 兵庫県 ︵
日︑全面協力を記者発

い︑８月

月〜

フィート型

ロボットの未来像は人と

方が使いやすいのです︒

科の客員教授でロボットクリエーターの高橋智隆

便がもとになって開発︑産

﹁必要なものを生む﹂で︑不

す︒今 ま で の 開 発 手 法 は

高橋先生とロピッド

どのように取ろうとするの

のコミュニケーションをいつ

先生による特別講義が１月７日︑四條畷キャン

業化してきましたが︑これ

心を持ち話しかけていきま

か︒人は小さなものに愛着

パスで行われました︒テーマは﹁ロボット時代の

総合情報学部メディアコンピュータシステム学

創造﹂
︒この講義は２００８年から毎年行われて

からは遊びの考案から発信

まります︒今の産業構造も

し普及・産業化で用途が決

おり︑今回は６回目︒

アイデアを発信できる親し

けて設計・デザインなどの

そういう方向に進んでいま

す︒

年ほ

現在は生活にロボットは

今まで開発したいくつか

さまざまな製品やサービス

も同じ状況でした︒今後は

ど前はパソコンや携帯電話

不要です︒しかし︑

また︑開発もメカニカル のロボットは︑自由な発想

の未来がロボットと密接に

世 界に 向 かって﹁ロボッ 関係するようになります︒

分野が進んでおり︑コンテ で設計図を作成せず自分一

サークル紹介

井俊介︶
︑鎌倉時代の古文書を読

きつける﹁暗闇かくれんぼ﹂
︵福

樹︶
︑鬼がＬＥＤテープを体に巻

腕アトムのように世界へ向 まらない︒職人技で試行錯 いかに作り出すかがポイン 必要なくなり︑シンプルな

んでおり︑ドラえもんや鉄 りぎりの作り方でないと収 用し︑自分のオリジナルを ラーなどは高機能なものは てみてください︒

タのソフトウェア分野が進 コンパクトであるため︑ぎ の中にあるものをうまく活 う︒今は家電のコントロー ロボットのことを気にかけ

トを作ることやコンピュー れるからです︒ロボットが 脳が感じているのです︒世 えばロボット﹂を発信しよ 将来に向け︑今日から少し

本は人間そっくりのロボッ すべてを自分一人で考えら に動き出来上がったものを トといえば日本︑日本とい ロボットがやってくる近い

アップを図っています︒日 は他の人と分業しないため︑ て作るのではなく手が勝手

スト形式で進められレベル 人で制作しています︒これ 誤しながら︑脳で先に考え トです︒

貢献できています︒

実用性があり︑経済効果に が必要になってきます︒

カでは軍用や産業用が多く らは新しいプラットホーム

主に研究用ですが︑アメリ 得意です︒しかし︑これか

日本のロボットづくりは みのあるロボットづくりが

︻講義の概要︼

のセーリングヨット
︵ Bristol
です︒
28
Channel Cutter︶

エオラス号は︑同社がオ で使用された

とヨットで世界一周を達成︶

日︑米国カリフ 星通信装置・船上ネットワ ２０１１年１月︑マラソン

︶
の視覚
NavNet TZtouch

２８

ォルニア州サンディエゴの ークなどを提供します︒
マリオット・マーキース＆
して支援したタレント・間

出港︑ 日︑小名浜港︵福島 マリーナに入港する予定で フィシャルサプライヤーと

﹁

ます︒アサヒグループに関

るごとにメダルを獲得でき

じて情報発信するための衛

映像やインターネットを通

器・無線通信装置︑テレビ

ーやプロッタなどの航海機

サーとして︑船舶用レーダ

同社はオフィシャルスポン

古野電気の発表によると︑

ョンです︒

を読み上げるアプリケーシ

情報を送信し︑自動で音声

﹂
︒無線ＬＡＮで
Sail Sound
に船 首 方 位 や 風 向 風 速
iPad

障 害 者 向 け ソ フ ト ウェア

イ
︵

チファンクションディスプレ

発に協力した機器は︑マル ン﹂︵２ ０ ０ ８ 年

魚井教授と沼田講師が開 寛平さんの﹁アースマラソ

西宮市︑古野幸男社長︶が３ トハーバー︵大阪市此花区︶ 県いわき市︶から米国に向か す︒
月

◇アサヒ商品を運ぼう

〜とりアート2012〜

表したブラインドセーラー
による世界初の太平洋横断
ロジェクトに︑総合情報学

﹁ブラインドセーリング﹂プ
部デジタルゲーム学科の魚
井宏高教授と沼田哲史講師
が開発に協力した機器が提
ブラインドセーリングは︑

供されています︒
米国在住のブラインド︵視覚
障 害 者︶セ ー ラ ー・岩 本 光
弘氏とニュースキャスタ
ー・辛坊治郎氏が小型セー
リングヨットでの太平洋横
断に挑戦するプロジェクト︒
６ 月 ８ 日︑エ オ ラ ス 号

フォークリフトチャレンジ

フォークリフトチャレンジ

するクイズへの挑戦を通し

アサヒビールの工場で行 て︑アサヒグループへの理
われている商品ピッキング 解を深めてもらうことがで

１
５

ってますか？﹂という質問には

２０００年３月に電子工学科
（高木晴雄研）
を卒業し、篠田プラズマ㈱に勤
務する澁川芳雄さんが、第３回ものづくり日本大賞特別賞と平成２４年度
近畿地方発明表彰発明奨励賞を受賞しました。
ものづくり日本大賞は製品・技術開発部門で、案件は「超大画面・超
薄型・低消費電力・フィルム型ディスプレイの技術開発」
。発明奨励賞
は「超大画面フィルムディスプレイ」に関する特許。

人気のLED Tape Rally

学生TV出演

み解き復刻させた﹁摩訶大将棋﹂

しながら︑体験︒ゲーム開発の

日放送のＮＨＫ総合Ｔ ︵大野峻︑甲斐誠也︶
などを紹介

Ｖ
︵関西エリア︶
﹁あほや ねん！

舞台裏と苦労話
︵篠原東平︑海林

１月

すきやねん！﹂
〝突撃！ブラボー

元樹︶
も紹介しました︒

学生たちが生出演し︑プリンセ

一方︑スタジオには高見研の

★ラボ〟に︑総合情報学部デジ

生 が 出 演 し ま し た︒
﹁あ ほ や ね

ーの近藤夏子らも加わってトー

ス金魚にシンガーソングライタ

タルゲーム学科高見研究室の学

対象にしている情報バラエティ

ん！すきやねん！﹂は中高生を

戦しました︒

ク︒ホッケーゲームなどにも挑

人の学生へのア

む人に︑大学のサークルやおも

ー番組で︑将来の夢や進路に悩

番組では︑松竹芸能所属のお

学にかかる時間は？﹂との質問

﹁通
ほとんどが 本以上と回答︒

ンケートでは︑
﹁ゲームを何本持

笑いコンビ﹁プリンセス金魚﹂の

しろさを紹介しています︒

大前亮将・高道淳史が四條畷キ

遠い人は和歌山から片道３時間︒

には ２ 時 間 以 上 が

％で︑一番

床に映し出す映像の中に入って

ャンパスの高見研究室を訪問し︑

高時代の部活はほとんどが運動

部だったことなどが披露されま

ユニークなアルバイトや︑小中

した︒ ︵敬称は省略しました︶

杉友哉︶
︑壁にボールを投げて遊

ぶ︑制限時間内にブロックを崩

対戦する﹁ホッケーゲーム﹂
︵大

す﹁フリーバタフライ﹂
︵太田治

ＯＢ澁川さん受賞２件

の作業をモニターの画面上 きます︒
で疑似体験できるゲーム︒
に並べられたアサヒグルー

モニターの画面上で︑倉庫
プ商品の中から指示された
商品を集めてトラックに運
ぶスピードと正確さを競い
ます︒ゲームを楽しみなが
らアサヒグループの商品や
物流についての理解を深め
てもらうことができます︒
◇クイズラリー アサヒの

ホッケーゲームの録画

２４

森に住むエコるんニコるん
をさがせ！
受付で貸し出すタブレッ

﹁アサヒ ラ
子ども連れのユーザーの ト端末を持って︑

総合情報学部デジタルゲ ました︒
ーム学科がアサヒグループ

ホールディングス㈱と共同 来場を促進するため︑産学 ボ・ガーデン﹂内の５カ所
開発した新しいゲーム・コ 連携の取り組みの一環とし に隠されたＡＲマーカーを
ンテンツ２種が︑同社が大 て導入されたもので︑主に 探索︑タブレット端末のカ
区︶
に開設している︑食と健 子どもに︑ゲームを楽しみ ると画面上にエコるんニコ

題します︒クイズに正解す

５０

１２
よる「からだでうごかす新型ゲーム」
。
床にあるセンサーが人がどこにいる
かをキャッチし、床の映像に人が入
ると画面に変化が起こるゲームです。
このほか甲斐誠也さん、大野峻さ
んの「摩訶大将棋」
、濱口健太さん、
福井俊介さんが担当するLEDを使った
新しいアミューズメント「Tape Rally」
も公開されました。
高見研が２月１
０・１
１日に鳥取県米子
市の米子コンベンションセンターで開
催された「とりアート２０１２」に協力
し、床大画面ゲームなどを出展しま
した。
「とりアート２０１２」は第１０回鳥取県
総合芸術文化祭の西部地区事業プロ
グラムで、テーマは「つたえる か
んじる つながる」
。
床大画面ゲームは大杉友哉さんに

３０

１６

阪 富 国 生命 ビル
︵大 阪 市 北 小学校中学年から高学年の メラをＡＲマーカーに向け

日
︵月︶
から設置され もらうのが目的です︒

５０

ゲーム出展協力

高見研

記者発表で公開された
NavNet TZtouchとSail Sound

康の情報受発信ベース﹁ア ながらアサヒグループの事 るんが出てきて︑アサヒグ
１月

２８

１０

・大阪市北区小松原町２番４号大阪富国生命ビル４階「まちラボ」内
・電話 06-6926-4070
・ホームページ
http://www.asahigroup-holdings.com/research/labgarden/
・営業時間 11:00～20:00（毎週日曜定休、お盆・年末年始休業）
・入場無料

１３

企業と共同開発
アサヒ ラボ・ガーデンにゲーム設置
サヒ ラボ・ガーデン﹂に︑ 業についての理解を深めて ループに関するクイズを出

アサヒ ラボ・ガーデン

4
２０１３年５月１０日（金曜日）
Ｏ.Ｅ.Ｃ.Ｕ.Ｎews

２０１３年５月１０日（金曜日）

２０１２年度の総合情報学部卒業制作 ション学科・馬潤芝さんの﹁女の子から

今まで支えられた皆さんに感謝します︒

グランプリ・馬潤芝さんの話

た︒

展﹁なわてん﹂が２月９︑ 日の２日間︑ 空への思い︑海への思い﹂が選ばれまし
四條畷キャンパスで開催されました︒
回目に当たる今年の﹁なわてん﹂に
は︑デジタルアート・アニメーション学科
第４期生とデジタルゲーム学科第７期生
の卒業制作︑メディアコンピュータシステ これからもイラストレーターを目指して
ム学科の特別研究の成果が披露され︑９ 頑張ります︒

日には︑
﹁なわてんグランプリ﹂

グデーも開催︑約１００人のＯＢが集い

日には初めて総合情報学部ホームカミン

また

ました︒

ランプリに︑デジタルアート・アニメー

品として加工する際︑殻などの

そこから思い立ったのが︑今 廃棄物が発生︑特に近年外食産

﹁寝 屋 川 市 の 学 生 が 考 え る 大学院エコキャンパス委員会チ きるか︑検討を行った︒

本プランを立ち上げるきっか 後市場の拡大が期待できる﹁シ 業が発達するにつれ︑こういっ

２０１２ビジネスプランコンテ ーム

日︑ホテル・ けは︑
﹁寝屋川市を元気にする﹂ ニアカー﹂で あった︒高 齢 者に た廃棄物の処理が問題となって

スト﹂
︵主催・寝屋川市工業会︶
の 表 彰 式 が １月

阪電気通信大学からは大学院の 用を生み出す︑市内の企業と取 ィ﹂を各企業で分担して開発す

現在︑カニやエビの殻から取

アゴーラ大阪守口で行われ︑大 こと︑ひいては寝屋川市で︑雇 も扱える﹁パーソナルモビリテ いる︒

２チームが審査員特別賞を受賞 引することで利益を生み出すこ ることで︑市内企業の工業力の れる物質から化学修飾した炭素

う研究を行っており︑これを用

材料を作成し︑光触媒として使

年度の応募は全体で２７７

件が通過し︑プレゼンテー

減やコストの削減が図れるので

いることで︑環境への負荷の軽

ビジネスプランコンテスト
２プラン受賞

件︑２次審査

しました︒

を

件︒１次審査を

た︒

た︒

サプライチェーンを構築し︑域

カニやエビなどの甲殻類を食 清浄を図る︒

により︑有機物を分解して空気

せ︑そこに太陽光を当てること

材料に空気中の有機物を吸着さ

事業内容としては︑この炭素

ションを経て各賞が決まりまし との２点を形にすることであっ 高さをアピールするとともに︑ はないかと︑思い立った︒

具体的には後者に重点を置き︑ 内での取引を活発化させる︒

どういった製品を新たに開発で

大学院 チーム光殻

▽﹁寝屋川市内企業をステーク 工業会会員企業の製品の中でト ▽﹁エコカニ大作戦﹂
﹂
-N.E.Y.A.-Vehicle-

フォルダとしたパーソナルモビ ルクモーターに着目︑ここから
リティの開発

入選作品は３月上旬から下旬

にかけて︑寝屋川︑駅前︑四條

大野峻さん
ポスター優秀賞受賞

夏号に掲載される予定です︒
DiVA

このフォーラムは︑芸術科学会主催

会誌

﹁安全確認﹂情報通信工学部通

▽最優秀賞

︻入選作品︼

ォーラム２０１３﹂のポスター発表部

で開催された﹁映像表現・芸術科学フ

月 日︑慶應義塾大学 日吉キャンパス

見研究室︶
の大野峻さん＝写真＝が︑３

総合情報学部デジタルゲーム学科
︵高

が︑今年から同時開催されたものです︒

会 共 催 に よ る﹁映 像 表 現 フォー ラ ム﹂

タグラフィックス研究会・画像電子学

報メディア学会 映像表現＆コンピュー

の﹁芸術科学フォーラム﹂と︑映像情

信工学科 畠山昇大

れました︒

畷の３キャンパスで順次展示さ

▽優秀賞

門で︑優秀賞を受賞しました︒

倉時代に創案されたと思われる摩訶大

将棋の復刻を試みた研究が評価されま

の復刻﹂
︒古文書を読み解くことで︑鎌

した︒受賞の概要は︑芸術科学会の学

大学院総合情報学研究科デジタルア

ート・アニメーション学専攻の謝思佳さ

グ・アプローチによる︑青島
︵中国︶
ＰＲ

んの修士学位作品﹁観光マーケティン

日から３月

プロモーションビデオ及び︑展示ツール

の企画・制作﹂が２月

日まで︑青島市の友好都市︑山口・下

初日には︑中尾友昭市長への表敬訪

関市の市役所ロビーで展示されました︒

魅力や共通点などを説明しました︒

問も行い︑立ち寄った市民に青島市の

謝さんは﹁きれいな海や西洋建築な

ど︑青島と下関の共通点を探してもら

い︑ぜひ青島に遊びに来てほしい︒そ

して両市の友好関係が深まれば﹂と話

しています︒

謝さん
︵右︶と中尾市長

謝思佳さん 下関市役所に作品展示

▽優秀賞

上田将大

発表論文のタイトルは︑
﹁摩訶大将棋

１
５

ルアート・アニメーション学科

いました︒
﹂総合情報学部デジタ

﹁本日はご乗車ありがとうござ

入賞作を前に談笑する楓教授と畠山さん

﹁進め！銀河の彼方まで﹂総合

日︑京阪電車中之島線 情報学部デジタルアート・アニ

い構図で︑タイミングもいい﹂と

と感じた︒最優秀賞は素晴らし

駅で２時間待ったが︑体力勝負

楓教授は﹁私も寒い中︑萱島

の︒

ャラリートレインを撮影するも

をつけて運行する京阪電車のギ

本悠志さん制作のヘッドマーク

ばれたデジタルゲーム学科・岡

ェクト﹂のＰＲ事業に応募し選

が進める﹁びわこ号復活プロジ

このコンテストは︑寝屋川市

科教授から賞が授与されました︒

タルアート・アニメーション学 ョン学科 辻極亜有美

長の楓大介・総合情報学部デジ 部デジタルアート・アニメーシ

われ︑入賞した４人に審査委員 ﹁電車も見ている﹂総合情報学

ォトコンテスト﹂の表彰式が行 ▽びわこ号復活プロジェクト賞

なにわ橋駅で︑
﹁ヘッドマークフ メーション学科 三上雄也

２月

楓教授
（左から２人目）
と受賞者の皆さん

受賞後、橘邦英学長を囲んで

２９

５６

ヘッドマークフォトコンテスト表彰式

の選考・発表が行われ︑最優秀作品のグ

小出さんは﹁名誉ある賞
を受賞することができ大変
光栄です︒この賞に恥じぬ

福祉工学専攻の小出卓哉さ 生以上の大学の卒業・修了 たいと思います﹂と受賞の

4人が入賞

１０

医療福祉工学研究科医療 人格︑学業共に優秀な４年 よう自身を成長させていき

小出卓哉さん
ライフサポート学会奨励賞

「オフライン」

受賞の喜びを
語る馬さん

５・１
６日に北九州市門司区で開催された平
３月１
成２４年度日本色彩学会関西支部大会で、大学院
工学研究科電子通信工学専攻
（土居研究室）
の四
村大樹さんが発表奨励賞を受賞しました。
テーマは「分光画像における細かな色の違い
を用いたステレオマッチング」
。視差のある画像
から物体の距離を推定する手法で、色の情報を
詳しく撮影することで精度の向上をはかり、物体
の色に合わせた設定を行うことにより計算時間の
短縮を可能にしました。

１７

感想を述べました︒

１３

受賞を記念して全員集合

︵最高学年者︶
が対象 喜びを語っています︒
ん＝写真＝がライフサポー 予定者
ト学会奨励賞を受賞︑３月 になります︒
回ライフサポート学会フ

２日︑慶應義塾大学での第

が行なわれました︒

ロンティア講演会で授賞式
ライフサポート学会奨励
賞は︑生命・生活支援技術
の領域で積極的に卒業研 究
または修士論文︑博士論文

日本色彩学会関西支部
大会発表奨励賞

馬潤芝
（Ｑ）
【グランプリ】
「女の子から空への思い、海への思い」
【準グランプリ】

１２

１０

2012年度総合情報学部卒業制作展「なわてんグランプリ」

１０

１０

尾崎芽依、森田康介、垣内博斗、
木下陽、三重野良明、山本一馬
（Ｑ）
「心拍計を用いた床面エクサテインメント」岡西諒大
（Ｗ）
【芸術賞】
「THEOS（ツェオス）
」
諏訪智哉、銭斯佳
（Ｗ）
【学術研究賞】
「表示領域を考慮した
永田純一
（Ｔ）
携帯端末向け文字入力手法」
【観客賞】
安達優輝、大西真樹、高畑雄太郎、
千頭大起、中田英理、西原賢治、
「電通戦隊デンレンジャー」
西山諒、濱田佳祐、林耕平、藤野
大貴、吉井遼一朗、吉崎由峰
（Ｗ）
【アゴラ賞】
板庇迪、村田裕章、田井中裕希、
「四條畷市ドライビングマップ映像」
藤田健四郎
（Ｑ）
【後援会賞】
「アカイロノセカイ」
高橋一生、鍵田佑一、福田大記
（Ｑ）
Ｑ：デジタルアート・アニメーション学科
Ｗ：デジタルゲーム学科
Ｔ：メディアコンピュータシステム学科

藤田理恵子・日本色彩学会関西
支部長から賞を受ける四村さん

２０

なわてんグランプリ２０１２
２０１２
２２

のための研究を行い︑かつ
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電通大杯

近年開催されるオリンピッ

︻講演の要旨︼

ロンドンオリンピック銀メダリスト
三宅諒選手 特別講演会
ロンドンオリンピック男子

クでは分かりにくい競技はな

フェンシングフルーレ団体銀
別講演会
︵医療福祉工学部健康

メダリスト・三宅諒選手の特

くなりつつあり︑小規模にな
もエンターテインメント的な

ってきました︒フェンシング

れ ま した︒テ ーマは﹁フェン

を出さないといけない仕事で

ものに変わりつつあり︑結果

日︑駅前キャンパスで開催さ
シングの魅力・ロンドンオリ

スポーツ科学科主催︶
が２月２

ンピックをふり返って﹂
︒

あると思っています︒応援し

プレッシャーと元気が湧いて

になること︒試合は相手をし

てくれる人が多いほど選手に ﹁何がなんでも﹂という気持ち

ランド力︑メダルの威力︑写

有したい︒オリンピックのブ

い︒今回メダルを取れたこと

を職業として活躍していきた

が︑これからはフェンシング

の練習をするのは難しかった

が全てでなく︑これからも維

真を撮られる感覚には︑すご

持していくことが大切だと考

い力がある︒人を引きつけ︑

人との出会いを大切にするこ

えています︒なんとしてでも

ればいけないと思っています︒

見る人が自分の演技に感動し

高めてもらうことができるの

とにより話ができ︑価値観を

っかり見て正面から戦わなけ

てくれたら︑海外など遠方で

と︑すごいことをしていると

いう達成感が湧いてきます︒

あっても苦労を惜しまず見に

きて︑注目されていると思う

対戦には﹁腹をくくる﹂と

来てくれる︒心の支えになっ

で す︒ 私 の 職 業 は 学 生 で す ﹁しがみ取る﹂を目標として進

決断することが大切です︒メ

が︑この立場でフェンシング

いう言葉どおり目標を決めて

てくれた人に感謝と喜びを共

んでいきたいと思います︒

ダルを﹁しがみ取る﹂という

金山真梧さん

月に実施された公害 められた資格支援講座では︑

公害防止管理者試験 全科目合格
昨年

学部応用化学科の金山真梧さ 川口雅之教授︑湯口宜明准教

防止管理者試験を受験した工 応用化学科の榎本博行教授︑

回開講し︑資格取

ん＝写真＝が︑水質関係の中 授︑齊藤安貴子准教授が課外

と実験施設群︶
でチャレンジし

なりました︒

︑
﹁騒
題の傾向を見つけることが合 質 関 係 第 １ 種 〜 ４ 種﹂

関係﹂
︑
﹁一般粉じん関係﹂
︑
﹁公

１月 日︑福田國彌理事長︑ 格のポイント﹂とアドバイス 音・振動関係﹂
︑
﹁特定粉じん

種類があ

公害防止管理者は︑大気汚 害防止主任管理者﹂
︑
﹁ダイオ

かせる仕事をしたい﹂と抱負 粉じんなど工場から出る公害 ります︒

の５科目に合格する必要があ 格を取得したので︑これを生 染︑水 質 汚 染︑騒 音・振 動︑ キシン類関係﹂の

害物質特論︑大規模水質特論 った金山さんは﹁せっかく資

概論︑汚水処理特論︑水質有 橘邦英学長に合格の報告を行 しています︒

水質１種は公害総論︑水質

した︒

に全科目合格し︑資格を得ま 金山さんが第３号の合格者と た問題をたくさん解いて︑問 ﹁大気関係第１種〜４種﹂
︑
﹁水

係第１種公害防止管理者試験﹂ 得をバックアップしており︑ いる後輩に﹁過去に出題され の測定を実施する国家資格︒

で最も難易度の高い﹁水質関 講義を約

６０

２００８年度から学内で始 を話し︑資格取得を目指して を未然に防いだり︑汚染状態

ります︒

た大強度加速器の対称３線方

故障の対策についていくつか

である︒

１３

３月に実施された平成24年度の臨床工学技士の国家試験に28人が合格し
ました。合格率は全国平均
（75.3%）
を超える75.7％でした。
臨床工学技士は、心臓手術で必要な人工心肺装置などの生体機能代行装
置や人工呼吸器などの生命維持管理装置、血液浄化装置など先端医療機器
の臨床応用、安全管理・指導を行うための国家資格です。

メダルを手に語る三宅選手

日︑駅前キャンパスで︑元短期大学部

２月

教授の佐藤健次氏とともに粒子加速器のノイズ

改善で得た経験から︑高電圧

式へ変更したことによる故障

︵陽子加速器群
J-PARC

の考えられる方法があるが︑
重量制限のあるジェット機など
路 理論
︵新交流理論︶
を実 践し

は容易にできない︒３本線回
てほしいところである︒電源
と負荷と配線を対称化するこ
とで︑ノイズを１００分の１
現状︑自動車やジェット機など

程度に削減することができる︒

能性があり︑問題を抱えたま

はこの対応ができていない可

２月に実施された理学療法士の国家試験に医療福祉工学部理学療法学科
の学生と研究生31人が受験し全員が合格しました。全国平均合格率は88.7
％。また、過去５年連続、卒業生100％の就職が内定しています。
理学療法士とは、運動療法、水治療法、日常生活動作訓練などの理学療
法を駆使して、身体機能の回復を図るリハビリテーションを行うことので
きる資格を有する者です。理学療法士になるには、理学療法士の養成校を
卒業し、理学療法士国家試験に合格する必要があります。

スタッフの皆さん

マイコンカーラリー大会

問題を解決する理論を構築した土岐博・大阪大

かつ高電流を扱う電気回路で

学名誉教授による特別講演会が開催されました︒
テーマは﹁電気回路設計では予測できない電磁

は 電 磁 ノ イ ズが 存 在 し 問 題 と
なっていることが理解できた︒

ノイズとボーイング７８７電池破損﹂
︒

題﹂
︒電気回路設計では予測で からの影響を受ける︒その環

つ い て は﹁問 題 な い の が 問 自然界にある回路は必ず環境

ムイ オン 電池の事 故
︵故障︶
に いる︒

ボーイング７８７のリチウ きない電磁ノイズに注目して 境の存在が電磁ノイズの正体

︻講演の要旨︼

～電気回路設計では予測できない
電磁ノイズとボーイング787電池破損～

アーマード・コアサウンドコンサート開催
ド

電通大杯﹁第６回マイ たけれど残念な結果に終 けてください﹂と話しま

土岐・阪大名誉教授 特別講演会

電ch！ プロジェクト
コンカーラリー大会﹂が わった人も︑これでやめ した︒
日︑寝屋川キャン ると終わりです︒ぜひ続

パスの自由工房で開催さ

２月

今回は︑北海道から沖

れました︒
縄まで全国各地から過去
最大の１０１台のマイコ
ンカーが参加し︑競技は
高校生の部Ａ
︵ Advanced
︶
︑高 校 生 の 部 Ｂ
Class
︶
︑一般の部︑
Basic Class

︵
争われました︒

▽一般「ウォタースキッパー」井上康
▽画像処理「件」徳永弦久

１０

まであると言える︒

合格率
（全国）
100.0％
（92.7％）
73.3％
（74.3％）
94.1％
（82.4％）
100.0％
（88.7％）

過去の受験実績
（理学療法士）
受験者数
合格者数
33
33
45
33
34
32
31
31

2009年度
（１期生）
2010年度
（２期生）
2011年度
（３期生）
2012年度
（４期生）

画像処理の部の４部門で

【優勝者】
▽高校生A「テスターＮＡＯ」岐阜県立大垣工業高等学校・大橋由哉
▽高校生B「ペンギン」徳島県立貞光工業高等学校・谷口明弘

１６

臨床工学技士⇒28人合格

合格

理学療法士⇒全員合格

国家試験

社会人の参加が多く︑
高校生と一般参加者が技
術交流する大会となりま
した︒
表彰式で登尾啓史総合
成果の出た人も︑頑張っ

情報学部長は﹁頑張って

講演する土岐氏

２４

２０

シリーズのライブとして実現しました。
FreQuencyは、アーマード・コアシリ
ーズの楽曲を手がける星野康太・齋藤
司ら５人によるミクスチャーロックバン
ド。２０１
１年１
１月に、ファーストアルバム
「ARMORED CORE REPRISES」をリリー
ス。セカンドアルバム「SUNRISE」が今
年１月にCDで発売されています。
大阪音楽大学スペシャルユニットは、
今回のコンサートのために、同大学の学
生で結成されたユニット。大阪電気通
信大学DJ&VJユニットは、DJ ぶっちょサ
イトー（齋藤周弥さん＝総合情報学部
デジタルアート・アニメーション学科）
とVJ 舛田龍也さん
（先端マルチメディア
合同研究所JIAMS）
のコンビ。
ゲーム会社と大学の垣根を越えたス
ペシャルライブ「アーマード・コア サ
３」
（主催・大阪電
ウンドコンサート ２０１
気通信大学）
が電ch！（でんちゃん）
プロ
ジェクトとして１月１
３日、京阪寝屋川市
駅前のアルカスホールで開催されまし
た。
「アーマード・コア
（ARMORED CORE）
」
は、㈱フロム・ソフトウェアから発売さ
れたプレイステーション用戦闘メカアク
ションゲーム。コンサートは、フロム・
ソフトウェアのコンポーザーで編成され
たミクスチャーロックバンド「FreQuency
（フリーケンシー）
」と大阪音楽大学スペ
シャル ユ ニット、大 阪 電 気 通 信 大 学
DJ&VJユニットによるアーマード・コア
完走に拍手、トラブルにため息
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シェリダンカレッジ帰国報告会
昨年９月のカナダ・シェリダン の感想が聞かれました︒

識の違いを知ることができた﹂
﹁英
語を使う上で多くの失敗や刺激を
受けることがあった﹂
﹁コミュニケ
ーション能力が高くなった﹂
﹁自分
に自信がついた﹂といった声があ

また︑
﹁日本とカナダの文化や常 りました︒

２０１２︲２０１３の帰国報告会
サウンドスタジオの質や規模に圧

授業や施設については﹁映像や

カレッジ短期学生交換プログラム
日︑四條畷キャンパスで

成状況︑プログラム全体を通して
い た﹂
︑ホ ー ム ス テ イ に つ い て は

ン形式で活発な議論が展開されて

が２月
倒された﹂
︑
﹁授業がディスカッショ

の感想︑シェリダンカレッジでの
﹁地下室を持つような大きな家に驚
いた﹂
﹁英語でのコミュニケーショ

授業や施設見学︑ホームステイの
感想などが発表されました︒
れた﹂
︑
﹁食事の好き嫌いについて︑

ンに苦労したが温かく受け入れら

からは﹁本場での英語の学習によ
ホストファミリーに伝えきれなか

この交換プログラムにより学生
り英語でのコミュニケーションの上
った﹂などの意見が出ていました︒

海外の大学や職場環境を視察する

達︑文化の違いの認識をはじめ︑

しかし︑この英語と日本語

に戻った感覚がしました︒

人ですので︑一足早く日本
が参加しやすいような日程

が春休みに当たり︑日本人

時期的には日本の大学生

題について︑場合によって

まざまな社会問題や国際問

や︑移民︑国際援助などさ

に出席していました︒

に授業や︑イベントに熱心

しがちの学生も毎日のよう

は公園やスターバックスに

研修最終日のポスター発表会

クトリア観光に行くフェリ

のカリキュラムを終え︑ビ

ーの中の出来事ですが︑あ

がおきました﹂と報告して

る学生は私に﹁Ｏ君に奇跡

きました︒どういうことか

いるカナダ人に︑場合によ

と聞くと︑船内で自らすす

設定となっています︒本学

タウンの住宅街にある小さ

の学生と同じコースに参加

っては自分のホストファミ

本

感を覚え︑振り返ると︑語

した約１００人はほとんど

いホテルでした︒バス

のコンビネーションに違和
学研 修に連れてきた学 生が

リーの家族にインタビュー

私 が 滞 在 し たの は Sunset
という︑ダウン
Inn & Suites

乗務員に話しかけています︒ 日本人で︑早稲田大学︑東
れば︑英語がこのように体

４週間もバンクーバーにい

東海大学などの学生もいま

京工業大学︑神奈川大学︑

て英語で発表をします︒ま

ンタビューの結果をまとめ

をして︑自分の考えや︑イ

学生が授業終了後の帰り道

約 分でＵＢＣに行けます︒

ョンを取ろうとしていまし

んで英語でコミュニケーシ

ましたか﹂と自信満々で答

﹁僕の英語を何だと思ってい

た︒会 話 を 聞 い た Ｏ 君 は

に染み込んでくるんですね︒ した︒

に寄る学生会館
︵ Student
︶
で 面 会 し︑
Union Building

た︑課外活動でも︑ダウン

えました︒実はこのＯ君は

授業は月曜から金曜の間

研修の２日目に﹁自分がこ

研修は例年どおり︑カナ

ぼ︑ホテルに滞在していま

ういう英語ばかりの場所に

状況把握などに努めていま

ナイトなどの行事を通して

した︒携帯電話１台を借り

と学生は

学生は初めてだし︑２︑
３回

ケートボードを持ってくる

発な印象がありました︒ス

てきました︒かつてこの語

中に︑昨年の卒研生が訪ね

でした︒

して私に相談して来た学生

学生はほとんど休まず学校

研修はおおむね順調で︑

らの傾向かもしれません︒

いようです︒これはこれか

ました︒個性的な学生も多

ーをしてくる学生が数人い

の語学研修を受けてきまし

ンクーバーに渡り︑１年間

業式の翌日に一人でまたバ

学研修の参加者で︑昨年卒

この原稿を書いている途

メールアドレスを通じて連

もウィスラーに行ってスキ

に通いました︒ホストファ

言う学生もいます︒親切な

子供と仲良く遊んでいると

れば︑ホストファミリーの

が おいしいと言う学生もい

はありませんでした︒料理

特に問題があるような相談

然を存分に満喫して来たと

して︑カナダの文化や︑自

まざまなイベントにも参加

と満足感さえ感じます︒ さ

は生き生きしていて︑自信

研修だと思います︒皆さん

たが︑非常に成功した語学

トラブルも多 少 ありまし

の人生に何らかの形で影響

研修もきっと

としています︒今回の語学

力を武器に就活を始めよう

います︒専門知識と語学能

ケーションに自信を持って

以上に英語によるコミュニ

点を取り︑また︑この点数

テストで８２０
TOEIC

ホストファミリーは休みの

思います︒肝心の語学の能

人の参加 者

きたいと︑許可を求めてく

日に学生を連れて遊びにい

た︒

ミリーとの関係についても

していました︒

メールや個人
OECU

絡を取り合い︑指示などを

来るべきじゃない﹂と後悔

英語練習の機会を与えてい

今回の学生は全体的に見

した︒それ以外の時間はほ

になされました︒エコ社会

ますと︑過去にないほど活

賞︑インターナショナル・

ング力と流暢さを向上させ

の連絡手段として用意︑私

タウン・ツアーや︑映画鑑

研修を終え︑ 人の学生を

るためのクラス設定として

て︑学生の不測の事態の際

の午前９時から午後の３時

引率して帰りの途に就きま

います︒３〜４週間の短期

ます︒本学の授業なら欠席

ダのブリティッシュ・コロ

ン ビ ア 大 学︵ UBC: The 分まで行われ︑学生が自
U n i v e r s i t y o f B r i t i s h ら英語による発言を促すた
︶にある︑イングリ め︑さまざまな工夫が授業
Columbia

ッシュ・ランゲージ・イン

スティチュート
︵ ELI:English
︶で 行 い
Language Institute
ました︒コースはグローバ

ル 英 語︵
English for
︶
で︑こ の
theGlobal Citizen
コースは市民社会︑国際性︑

持続可能性に関する問題に

した︒バンクーバーから成

のプログラムで週授業時間

ついて学びながらスピーキ

便
JL17

がフルタイムの

学の学生は３月４日から

４５

行われ︑参加に向けての目標と達

帰国報告会の様 子

日︑４週間の語学

田へ向かう日本航空

ートタイムの 時間が選べ︑

３月

が離陸して︑シートベルト

時間とパ
着用のサインが消えて間も

日までの４週間のフルタイ

な く︑後 ろ か ら﹁ Excuse 授業はプレゼンテーション
︑上の棚から荷物を出し やプロジェクトが中心︒本
me
聞こえてきました︒日本航

てもいいですか﹂との声が

ることもありました︒

力も上がりました︒ＵＢＣ

を与えていくでしょう︒

１６

ことで視野が大きく広がった﹂と

プロジェクト授業のコア運営メンバーによる
企画ミーティング風景
（一番奥が寺山教授）

1

★プログラム★
・学科紹介とキャンパスライフ
（パネルトーク）
・ロボットサッカーRoboCup戦いの軌跡
・Kinect,Wii Fitでロボット操縦体験
・アイデア勝負！ 10秒アニメーション制作
・クリエイターになろう！
中高校生のためのボーカロイド&アニメ塾
・実践解説スマホゲームはこうしてつくる！
・ゲームキャラの缶バッヂをつくろう
・東京ゲームショウ出展の学生作品で遊ぼう
・4年間の集大成ー卒業制作の展示・上映
・USTREAMで体験！ テレビ番組づくり
・人とつながり、学びひろがる国際交流
・入試から就職まで 何でもQ&Aコーナー
・学生でもここまで作れる！ 映画「スウィート・
リベンジ」の舞台裏
（ゲスト：主演 楠本美紗）

２７

１２

寺山直哉

３０

春のオープンキャンパス

情報通信工学部通信工学科准教授 何一偉
ムのコースを受けました︒

総合情報学部３学科合同の「春のオープンキ
ャンパス」が４月２８日、京阪寝屋川市駅前の駅前
キャンパスで催され、デジタルコンテンツやメデ
ィア・アート、ゲームデザイン、コンピュータサ
イエンスに関心のある高校生が多数訪れました。

到着当日、スタンレー・パークのトーテムポール前で

管弦楽団の学生と弦楽器を演奏

１８

１６

２月１２、１４、１９、２１日の４日間、寝屋川市立中
央小学校の「チャレンジクラブ」が開催され、
１３３人の児童が参加しました。
実施した場所は寝屋川キャンパスと中央小学
校で、講座内容は、ソフトボール、タッチフット
ボール、電子おもちゃ、弦楽器演奏、卓球、映
画研究、ハンドボール、アルティメット、バトミ
ントン。講師はクラブなどに所属する学生が担当
しました。
チャレンジクラブは中央小学校の主催で、小学
４〜６年生が対象。学習意欲の向上や技術の習得
を目標に、スポーツや工作を体験するイベント
で、今年で１０回目を迎えます。

２９

【担当したクラブ】
卓球部、硬式野球部、アメリカンフットボール
部、電子技術研究部、管弦楽団、映画研究会、ハ
ンドボール部、アルティメット部、バトミントン部

友電会主催
「第33次海外教育研修団」UBC随行記
３１

チャレンジクラブに協力

ちが学外クライアントと対峙しながらさまざまな問題を
解決していく中で、 互いに影響され学び合う姿は印
象的だった。 そこには、 教室＝オフィス、 学生＝社
員と化した学内プロダクションのような光景があった。
さらに社会性を有したテーマ設定とも相まって、 高等
教育機関における実学的教育効果が非常に高い
と感じたとともに、 クライアントとなる学外組織や企業
との密接なやり取りをはじめ、 頻繁に小回りの効く対
応が重要となるプロジェクト型教育は、 機動力を発
揮し易いという点からも、 実学教育志向の中規模
大学にとって非常に大きな収穫に繋がるのではない
かと実感した。
2012年の4月1日から1年間、 私はオランダのユトレ
ヒト芸術大学に在外研究員として滞在した。 在籍し
たのは、 学内外との連携による各種プロジェクトワー
クやリサーチを企画運営する部署で、 日本で言うと
ころの産学官連携によるプロジェクトを取り仕切る実
務部隊だ。
構成メンバーは7人ほどの学内コアメンバーを中心
に学外からの研究員10人強を加えた２０人弱といった
所帯で、 大小合わせ常に１０～２０程度のプロジェク
ト案件を抱えている。 内容的には学外クライアントと
の共同研究プロジェクトや、 学内正課授業としての
産学連携プロジェクト運営などで、 対象分野はいわ
ゆるゲーミフィケーションを中心とした幅広いコミュニ
ケーションツールやシリアスゲームの企画 ・ 開発で
ある。
そうした環境下、 私は正課である学生のプロジェク
ト型授業を中心に担当させてもらい、 多くの発見や
学びがあった。 特に社会性を伴う充実したプロジェ
クト内容や学内外と連携した実施体制には感心し
た。
各プロジェクトの企画はコアメンバーを中心に各自
が練り上げるのだが、 興味深いのは社会性豊かな
テーマを設定し、 実際に学外クライアントを巻き込み
ながら立案を進めることだ。 プロジェクト型授業の長
所は 「同じ釜の飯」 を経験した仲間同士の連帯感
と相互扶助を通した成長と言えるだろうが、 学生た

デジタルアート・アニメーション学科教授
オランダ・ユトレヒト芸術大学
研究滞在レポート

空の乗務員はほとんど日本

2012年度寝屋川市立中央小学校

学生らの感想続々

２０１３年５月１０日（金曜日）
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トロン研究員︒

年大阪大 発グループ長などをへて︑ 高等学校常勤講師︒ 歳︒

１０

４０

異動

▽医療福祉工学研究科長

︻法人事務局︼

▽広報部長兼務 田中孝憲

▽広報部広報課長事務取扱

︵課長補佐待遇︶
羽藤大資▽

出版情報

るヘルスケア機器開発研究の取
り組みと先進技術」。

中野由章特任講師
「キーワードで学ぶ
最新情報トピックス2013」
メディアコミュニケーション ネットの基礎技術︑情報倫理

特任講師をはじめ４人が監修 で晒されている脅威とセキュ

センターの中野由章情報教育 とそのルール︑ネットワーク

した書籍﹁キーワードで学ぶ リティへの対策など︑幅広く

最新情報トピックス２０１３ 解説しています︒学校などの

〜インターネットと情報機器 情報リテラシーの教科書とし

月に日経Ｂ ら概要︑詳細解説まで必要に

を 上 手 に 利 用 す る た め に 〜﹂ ても活用でき︑キーワードか

＝写真＝が昨年

１２

応じたレベルで利用できる構

インターネットを利用した 成になっています︒１２６０

Ｐ社より刊行されました︒

するコンピュータやインター

︵税込み︶
︒
多彩なサービス︑それを実現 円

ヘルスケアビジネスフェア2013
1月17〜27日、わわプロジェ
シーズ発表会
クト主催。デジタルアート・ア
2月26日、大阪市都市型産業
ニメーション学科・原久子教授、
振興センター。健康スポーツ科
展示ディレクション「阪神・淡
学 科・武 田 ひ と み 教 授、発 表
路大震災+クリエイティブ タイ
ムライン マッピング プロジェ 「アロマセラピーの生理的・心理
的効果を利用したストレス性疾
クト」。
患予防対策」。
イノベーション・エクスチェンジ
文部科学省地域イノベーション
2月7日、大阪市。メディアコ
戦略支援プログラム研究成果報
ンピュータシステム学科・久松
告会
潤之准教授、ポスター発表「ネ
1月29日、けいはんなプラザ、
ットワーク負荷を考慮した動画
関西文化学術研究都市推進機構
像ストリーミング」
。
主催。田村俊世特命教授、研究
2月28日、大阪産業創造館。
報告「無意識生体計測&検査に
メディアコンピュータシステム
よる健康支援システム」。
学科・大西克彦准教授、ポスタ
ー発表「スマートフォンにおけ
第3回「予防医療・介護・リハ
る表示領域を考慮した文字入力
ビリテーションに関わる科学技
手法」。
術の高度事業化」発表交流会
第2回ホームヘルスケア機器開
2月8日、京 都 リ サ ー チ パ ー
発フォーラム
ク、京都大学など主催。関根正
樹特命准教授、出展「緑色LED
2月15日、大阪市都市型産業
を用いたウェアラブル脈拍計〜
振 興 セ ン タ ー。医 療 福 祉 工 学
効果的な運動の支援を目指して
科・千原國宏教授、講演「ヘル
〜」「ウェアラブルモーションセ
スケア機器産業における科学的
ンサーリハビリテーションへの
根拠の役割」
。理学療法学科・吉
応用」。
田正樹教授、講演「大学におけ

９４

澁田 淳一
︵しぶた・じゅん ︻役職教員︼

いち＝教諭︶

馬▽広報部広報課 山﨑裕

上善恒雄▽金融経済学部 久雄▽財務部経理課 植田

辻谷将明▽総合情報学部長 加▽財務部施設課長 今井

２００９年立命館大学経 千原國宏▽工学部長 松浦 広報部広報課係長 米田祥

学・高等学校常勤講師︒

年京都市立銅駝美術工芸高

長 寺田貢▽教務部長 佐 一正

野正彦▽就職副部長 小笹

講演・発表・出展
東日本大震災復興支援「つくる
ことが生きること」神戸展

工学専攻博士前期課程︑

池内 博一
︵いけうち・ひろ

６２

学校法人役員

３３
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年電気工学第二専攻博士後 学大学院基礎工学研究科助 ２０１１年㈱先進知財総合

工学部長︶
▽理事 辻谷将明 工学科助手︒２００７年同

︵情報科学︶
︒ 歳︒ 研究所︒工学博士︒ 歳︒
▽理事 松村雅史
︵医療福祉 期課程修了︑同工学部通信 教︒博士

ト学科教授︶

こ＝アセット・マネ ジメン ント学科講師︶

等学校常勤講師︒ 歳︒

１２

大学院工学研究科電気電子 ︻金融経済学部︼

４５

︵なかい・まさひ か ず＝アセット・マネ ジメ 済 学 部 卒︑立 命 館 守 山 中 秀治▽情報通信工学部長
情報工学専攻助教︒博士
︵工 中井 正彦

学︶
︒ 歳︒

中村 敏浩
︵なかむら・とし

ひろ＝基礎理工学科准教授︶

２６

新任教職員

︵４月１日︶

︻工学部︼

▽図書館長 石井徳章▽教 ▽四條畷事務部庶務会計課

角樋 大地
︵すみひ・だいち 俊博▽入試部長 榎本博行 ︻大学︼

長谷川靖倫▽四條畷事務

ーションセンター副センタ 部四條畷学務課長事務取扱

︵課長補佐待遇︶
２０１３年大阪電気通信 育開発推進センター長 川 長事務取扱

２００７年関西大学大学 ＝教諭︶

１９７５年関西学院大学 院法学研究科私法学専攻博

年大阪電気通信大学金融 卒︒ 歳︒

︵課長補佐待遇︶ 島袋桂▽

大学事務局庶務課係長 池

ー長 兼宗進

田裕喜▽大学事務局参事

博文▽教育開発推進センタ

ー事務室長
︵課長待遇︶ 溝

徳永佑樹▽四條畷事務部

口文子▽大学事務局庶務課

︻教員昇任︼

︻教員移籍︼

２０１２年天理大学体育 ▽教授 柏原郁子︑海老原 松嶋和幸▽大学事務局研究

はる＝教諭︶

２２

経済学部卒︑住友信託銀行 士後期課程単位取得退学︒ 大学工学部電気電子工学科 口雅之▽メディアコミュニケ

０９

井口 学
︵いぐち・まなぶ＝

機械工学科教授︶

９３

１９９１年京都大学理学 ㈱入社︒証券運用部証券投

３９

年同大学院理学研 資室長︑投資営業推進部長︑ 経済学部アセット・マネジ

︒ 歳︒
年 ︵法学︶

０４

部卒︒

年同後期課程修了︑同大 ２００２年執行役員︒

９６

︵まつもと・みつ
１９７１年徳島大学工学 究科化学専攻博士前期課程︑ 営業企画部長などをへて︑ メント学科特任講師︒修士 松本 光晴

年大阪

７３

０５

学部体育学科卒︑大阪電気 聡︑山原英男︑松尾邦子▽ 支援室長
︵課長待遇︶ 四元

師︒ 歳︒

２３

大学大学院工学研究科機械 学院工学研究科電子物性工 常務執行役員︒ 年取締役

１９９４年三重県立看護

雄

上垣公明▽工学部基礎理 庶務会計課 北野智世▽図

▽工学部英語教育センター

年ＪＰモルガン・ 河合 めぐみ
︵かわい・めぐ 通信大学高等学校非常勤講 准教授 上嶋章宏

０７

部機械工学科卒︒

年同大学院工学研 門長︒

年大阪電

︵いもり・ひろき
神戸大学発達科学部養護教 伊森 大貴

９６

立阿南工業高等専門学校機 講師︒

取締役副会長︒

０９

工学科 浅倉史興▽総合情 書館事務室長兼務 池宮達

２０１３年大阪大学法学 報学部情報学科 兼宗進

気通信大学客員教授︒ 年 短期大学看護学科卒︒ 年 ︻職員︼

同理事︒ 歳︒

０８

０３

工学専攻修士課程修了︑国 学専攻助手︒２００２年同 兼常務執行役員リテール部 ︻高等学校︼

４４

械工学科助手︒大阪大学工 究科電子工学専攻講師︒博 アセット・マネジメント㈱ み＝教諭︶

９６

︵理学︶
︒ 歳︒
学部助手︑学内講師をへて︑ 士

年助教授︒ 年北海道大

学大学院工学研究科物質工 ︻情報通信工学部︼

９１

６１

諭 特 別 別 科 卒︒摂 陵 中 学 ＝就職部寝屋川就職課︶

I want to tell about the time that I have spent in Neyagawa between the
middle of October and the middle of December.
When I first arrived I was quite worried since it was my first time in Japan.
Now, after having returned to Italy, I can assert that the time that I spent
near Osaka was one of the finest that I have experienced during my
academic life. I want to tell about some aspects of my daily life but, before
doing this, I need to thank many people that I had the opportunity to meet
during my stay.
From Professor Umeo, which was an essential guide in my research
activity, to the students and researcher that I met and to the people from
the University's administration that helped me in the preparation of the
application, that provided me an accommodation, and that helped me in
settling down once arrived.
As an Italian arriving in Japan I found many little things in daily life that
were different from Italy. Some of them pretty obvious, like the initial
difficulty in finding the ingredients for the Italian recipes that I know. Luckily
I found the Japanese cuisine really delightful, and now that I have returned
to Italy I miss it a lot.
I have also found that the university life in 大阪電気通信大学 looks
different from the one in Milano-Bicocca. In Milan undergraduate students
either go to the university only to follow lessons or, if they stay in the
university buildings, they usually remain to study alone or in little groups
and do not engage in social activities.
While I was in Japan when returning home in the evening I always had
the opportunity to see people practicing sports and, in general, I felt that
there is a greater sense of community than in Italy. This was also
confirmed by the University festival at the beginning of November. It was a
beautiful event that I am pretty sure that is not existent in Italy.
I want to say that this "sense of community" is something that feels
stronger in Japan than in Italy (or in any other European country that I
visited). To conclude, thank again to all the people that I met during my
stay, I hope to see you all again in the future.
Luca Manzoni

永島 道芳
︵ながしま・みち 校・高等学校養護教諭など

JSPS特別研究員Manzoniさんからの“Milano Report”

２２

︵はやさか・のぼる
学専攻教授︒２０１１年北 早坂 昇

写真はミラノ大学の同僚たちと楽しい
ひと時を過ごしているManzoniさんで、
彼からの手紙には、本当に楽しかった寝
屋川での研究生活がつづられています。
昨年8月、同大学の計算機学部のトップ

よし＝アセット・マネ ジメ をへて︑２０１１年向陽台 部法学科卒︒ 歳︒

さん
右から２人目が Manzoni
ミラノ大の同僚と

イタリア・ミラノ大学大学院博士課程
に在学中のLuca Manzoniさんは日本学
術振興会（JSPS）の招きで来日し、昨年
10月から2カ月間、情報通信工学部情報
工学科の梅尾研究室で、「非同期セル
オートマトンの構築と分子計算への応用」
に関する研究指導を受けてきました。こ
のたび、ミラノ大学より博士号が授与さ
れた旨、連絡をいただきました。

で、二十数年来の知人であるGiancarlo
Mauri教授が台湾での国際会議の後、大
阪まで足を運び、「彼はよくできる学生
で、よろしく指導してほしい」と一言伝
えるために本学を訪問しました。人間関
係を重視するイタリア人気質を見る思い
でありました。
実際、彼はなかなか良くできる学生
で、週に1、2度ディスカッションをした
のち、3、4日後には英語でレポートをま
とめてくるという学生でした。最初は遠
くから眺めていた本学の学生諸君も、彼
がアニメ好きだとわかると、連日彼の部
屋を訪れ、昼食に誘うなど国際交流を
深めていました。
彼は2011年4月に本学に設立された情
報学研究施設の外国人共同研究者の第
1号でした。同君の本学での滞在にあた
り、さまざまなご援助をいただいた福田
國彌理事長、国際交流委員会委員長・
石井徳章教授、研究支援室、大学庶務
課、並びに法人施設課の関係各位にお
礼申しあげます。
（情報工学科教授・梅尾博司）

海道大学名誉教授︒工学博 ＝情報工学科講師︶

ント学科教授︶

１９７３年京都大学工学

情報学科に改称

総合情報学部のメディアコンピュータシステム学科は４月１日から情報学科に
改称されました。 情報学科は、四條畷キャンパスで、情報システムや情報ネッ
トワークを扱う情報処理のスペシャリスト、コンピュータグラフィックスやウェ
ブデザインなどのデジタルコンテンツのデザインやマネジメントを行う人材を育
成するための教育を、基礎から応用まで実践的に行っています。

イタリア・ミラノ大学より
春の便り

６５

２００２年北海道大学工

年同

年同大

７８

士︒ 歳︒

︵いとう・よしみ
伊藤 義道

ち＝電気電子工学科准教授︶
学部電子工学科卒︒

大学院工学研究科電子情報

０４

０７

部機械工学科卒︒

総合情報学部

メディアコンピュータシステム学科

工学専攻博士前期課程︑

徳島先生に
名誉教授の称号記授与

２０１０年３月に退職した徳島耕次先生に︑

２月５日︑名誉教授称号記が授与されました︒

年工

年工学部第１部環境技術学科

１９７６年工学部精密工学科助教授︒

年工学部環境技術学科教授・

９８

徳島耕次
︵とくしま・こうじ︶

械工学科教授︒

０７０６

学部第１部知能機械工学科教授︑第２部知能機

教授・同主任︑

主任︒ 年退職︒

１０

メディアネットワーク専攻 攻博士課程修了︑松下電器

９２

１９９０年京都大学工学 年同大学院情報科学研究科 学院工学研究科物理工学専

年同大学院工学研究科電気 博士後期課程修了︒㈱レイ 産業㈱入社︒光デバイス開

部電気工学第二学科卒︒

徳島名誉教授
（右）
と福田理事長

︵情報通信工学部長︶

２０１３年５月１０日（金曜日）
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