
キャンパス内探訪
四條畷キャンパス

2016.7.18月第16弾
駅前キャンパス 寝屋川キャンパス

資産運用学科 
1年次  大谷さん

河本、伊藤、藤田、大西参加者駅前キャンパス
9:00 
駅前ロビー集合

駅前キャンパス正面玄関

　朝９時頃に行くと、パン・おに
ぎり・プリン・カップ麺・サンドイッ
チなどが補充されていました。
　カップ麺のお湯は１階に置いて
あり、不便だがいたずらや転倒に
よる火傷などの防止のためである
とのお話を聞きました。隣には
ジュース類やコーヒーなど飲み物の
自動販売機もあります。

感想：この自販機だけでは、見学
をした日だけかもしれませんが、入っ
ていた量だけでは到底学生のお昼
を満たせるとは思いません。カップ
ヌードルや、カップ麺がありました
があまり売れているようには感じま
せんでした。学生はお弁当がほしい
のではないかと思いましたが、販売
がないので残念でした。できない
のなら、ジュースの販売機を一台に
してもう一台おにぎりや、販売機に
収まるような小さなお弁当等、購入
できる自販機に変えることができた
らいいなと感じました。

2階「自動販売機」
今年の4月から導入されたファミリーマートの自動販売機

　Final summaryに向けてのテスト中で
した。
　授業内容の説明は英語でしていまし
た。「授業中はすべて英語ですか？」と尋ねると、
「50％は英語で。大事なところは50％日本語で補
足説明をしています。」と話されていました。
　最初は英語で説明をしていたが、宿題をやって
こない学生が多くなったのでチェックリストを作り、
３回になると試験を受けられないと告知をすると危
機感を持ち、今では95％の学生が宿題をしてくる
ようになったそうです。
　イディオムを黒板に書き学生に文章を作らせていました。私たちもこんな綺
麗な英語の発音をする先生に教えてもらっていただけていれば、もっと英語
が好きになりもっと英語が話せていたかな？

英語A・英語C
アドリアン・タマシ先生
資産運用学科
１・2年合同・１限・I-302教室

図書室の職員の方は
寝屋川キャンパスと
の交代制ということで
した。利用は１日20
～30人くらいで、駅
前キャンパスにない本
は寝屋川キャンパス
や四條畷キャンパス
から取り寄せできるよ
うになっているそうで
す。

2階・図書室

駅前キャンパスに戻って 2階・Lounge 207
「学生さんにインタビュー」

「電通高校からきました。高校と違って大学は授業が不
規則だが、自分がやりたいことがあって入学したので授
業に出るという責任感を持って３年間やってきました。将
来は親が保険の代理店をやっているので継ぎたいと思っ
ています。」と話していて、しっかり将来を見据えて勉強
に励んでいる学生さんの話を聞いて嬉しく思いました。

図書室にいた３年次男子学生にインタビュー

感想：日本語と英語半々
での授業のこと、解りや
すくていいと思いました。
学生個人個人のことをよ
く理解し、授業をされて
いると思いました。

 寝屋川キャンパスへ移動。寝屋川キャンパス班と合流し、３Ｄ造形先端加工センター(p18)を見学。

資産運用学科 1年次
魚住さん、芳村さんQ：昼食は済みましたか？

「今日は出るのが面倒なので
昼は抜きです。そういうリズ
ムも時々あります。ただ去年
は生協のお弁当の販売があっ
たので時々利用していました。
自宅通学で朝潮橋から約１時
間かけての通学です。」
Q：大学の様子は？

「雰囲気はいいけど駅前は閉鎖的な感じがします。」
Q：勉強は？
「最終的には不動産の勉強をして、その道に進みた
いと思っています。」
Q：希望は？
「生協のお弁当が再開されると有り難いです。」

「お弁当が自動販売機に
あると有り難いです。自
動販売機のものは小腹
がすいたとか、ちょっと
した時に食べていま
す。」と話してくれました。

▲

カップ麺が高い。小さいジュースも大きいジュースも
　同じ値段がある。▲

新商品ではなく、定番のおにぎりを　置いてほしい。▲

ミールカードが対応出来ないので不便。
（寝屋川キャンパスまで行くのには時間がない）▲

食堂がほしい。図書室が小さい。▲

ロッカーがほしい（体育があるとき荷物が多いから）。
などの声もありました。

学生の声

午前

午後

ちょっと気になる親目線で
大学内を探訪してみました

どの学生さんにも突然声をかけてのインタビューでしたが、快く話をし
てくれました。電通大の学生さんは気のいい子たちばかりで楽しくイン
タビューをすることができました。ありがとうございました。

2階 自動販売機
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今回２階に展示紹介されている企画の
立案当時、商品化するために開発と並
行に特許申請を先生に相談してやり方
を教えてもらっているが、法律等難し過ぎて先生にやっ
てもらっているようなことを聞いたことがあります。事足
りずは寝屋川学舎や四條畷学舎、外部の見識者の力を
かりて。この実学体験は将来の大きな力になると確信
しました。

感想：

　ある企業を例にあげての授業
でした。
　業績不振になると土地・建物
が不良資産になる。事業の低迷
により、事業計画の打ち切りや、
採算も取れなくなると工場の稼働
縮小や閉鎖となる。不良資産を
全て売っても赤字。専門職を含む人員削減となり将来性がなく、いず
れ合併か倒産する。
　就職活動をするにあたっては、このような企業には気をつけてくださ
いと説明されていました。

ビジネス会計
辻井一磨先生
資産運用学科
2年・3限・Ｉ-402教室

　アクティブラーニングのための展示・発
表するシステムです。
　寝屋川、四條畷、駅前キャンパスに展
示スペースが設置されていますが、駅前キャ
ンパスの２階と６階を見学しました。
　学生たちが発想したことをカタチにする
「企画力」や「構成力」を育成する目的で
作られています。学生たちはこの「ＯECＵ
　Ｍuse」で、本学に在るモノを本学関係
者や学外から来られる方々へ展示を通し紹
介していきます。今回の展示は２回目だそ
うです。

ＯECＵ Ｍuse

駅前キャンパスで推奨している資格表

▲ 2階展示

▲6階展示

ランク

S

A

B

C

法律・行政

司法試験
弁理士
国家公務員総合職

司法書士
行政書士
国家公務員一般職
地方公務員上級

地方公務員中級

公認会計士
税理士

証券アナリスト１次
　（全科目合格）
ＣＦＰまたはＦＰ１級
中小企業診断士
社会保険労務士
日商簿記検定１級

ＦＰ２級
日商簿記検定２級

不動産鑑定士

土地家屋調査士
宅建（宅地建物取引士）
マンション管理士

管理業務主任者

証券アナリスト
　（１科目または２科目合格）
証券外務員１種・２種
ＦＰ３級
日商簿記検定３級
秘書検定２級

ＩＴストラテジスト
システム監査技術者

応用情報技術者
SAS Statistical Business 
Analyst Using SAS

基本情報技術者
ＭＯＳエキスパート（１科目合格）
情報セキュリティ管理士
個人情報保護士・企業情報保護士
SAS Advanced Programmer for SAS
オラクルマスター　シルバー

ＭＯＳスペシャリスト（１科目合格）
ＩＴパスポート
パソコン技能検定　Ⅱ種　１級
SAS Base Programmer for SAS
オラクルマスター　ブロンズ
統計士

実用英語検定１級以上
ＴＯＥＩＣ　800点以上

実用英語検定２級
ＴＯＥＩＣ　600点以上
日本語検定１級

実用英語検定３級
ＴＯＥＩＣ　500点以上

証券・経営・税務・会計 語学 不動産 ＩＴ・情報

これを機会に家庭で資格について話しました。就職してから
の資格習得は会社や資格の種類によるが、現給料で取得
申請後は５万円 UP するが、どっちが得か？仕事しながら時
間をつくってこつこつ合格まで集中、持続ができるか…。ご
家庭でも団らんで話題にしてみてはいかがでしょうか。

感想：

※同一資格については上位と下位の資格を取得した場合（たとえばＦＰ２級と３級、簿記２級と３級など）は上位資格を奨励対象とする。
※ＴＯＥＩＣについては、１回のみ奨励対象とする。

授業の一部の見学でしたが、
結構シビアなことを淡 と々話
されていました。私の主観だ
が、答えは一つではないこと
も話されていて、感情を入れ
ず冷静にかつ客観的に、現
状況や先を見越す判断力と
決断力で素早く見極める力
が培われるのだと感じました。

感想：

152016. Autumn



PM12:30～Lunch Time

西口、岸部、寺本、長谷川
参加者寝屋川キャンパス

　3年以内離職率が低下しているといわ
れる中、現在の労働社会の現状と問題
を提議し、たとえ同業種であっても自分
に合った企業を選ぶために、情報収集
の必要性など、就活する上でも役に立
ちそうな内容の講義でした。
　印象に残ったのは、コミュニケーショ
ン能力と就活の関連として、自分が望
む企業の懇談会や座談会は必ず参加し
ておくこと。そうすることが就活成功の
近道だと強調されていました。

AM9:30～  J号館ロビー集合

企業社会と労働

エル・スエヒロ（Ｊ号館１階） 

牧野泰典先生
情報工学科、通信工学科、環境科学科合同
2年・１限・Ｊ302教室

　昼休み、多くの学生がＪ号館1階「エルスエ
ヒロ」に集まって、思い思いの昼食を摂ってい
ます。食堂メニューや売店で買ってきたカップ
ラーメンやおにぎり、案外お弁当持参の男子
もチラホラいました。
　授業後の開放感からか、みんな談笑しなが
らのランチは楽しそうでした。

J号館
Q号館

Y号館
実験センター

正門

K号館
３Ｄ造形先端加工
センター

駅前キャンパス班と合流し、３Ｄ造形先端加工センター(p18)を見学。

▲

機
械
工
学
科
２
年
次
の

　
イ
ケ
メ
ン
４
人
組

▲私たちもおいしく　いただきました

エル・スエヒロの ▼

売店にもジュース
やスナック類が売
られていました。

▲ボリュームたっぷり
　キャンパスランチ400円　
　今日はしょうが焼き　

▲私たちもおいしく　いただきました

▼ソルティラズベリ
ーを作った

　環境科学科の学
生さん

　いただきました
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　この日は、第1回目～
７回目までの実験レポー
トを提出するための仕上
げの授業日でした。 
　実験の大半は先週までで終了し、残念ながら多数の学生実
験の授業を見学することはできませんでした。
　日頃学生が学んでいる実験を実験センターの増田さんにご
説明をいただきました。

　真っ黒なカーボン系で塗装された実験室では光
の実験を見ました。 
　レーザー光の波長測定では、光は波動である
ことを学ぶことができます。

　こちらの実験では、実験車両が動いた「距離」、「速度」、「衝撃」
のデータを調べることで、自動車などの安全設計にも役立ちます。

　空気の振動で音の速さを調べる
実験では、 空気中の分子のぶつか
りによって音速が 違うことがわかり
ます。皆さん、ヘリウム ガスを吸う
とアヒル声になりますよねえ。 
　それは、ヘリウムが 軽い希ガス
で速く 伝わり、音速が速いと高音
に聞こえるからだそうですよ。

　こちらは厚さ3㎝のガラス
の中で、真空状態での熱放
射についての実験です。
　真空の宇宙でも遠赤外線
の電磁波で、熱が伝わる事
を学んでいます。

実験センター＝電気・電子系実験室、機械系実験室、工学基礎実験室、物理
実験室、情報工学実験室に加えて自由工房や研究室など、他大学に類を見な
い大規模な実験施設です。（大阪電気通信大学ＨＰより）

ＰＭ1:00～  昼食後、Ｙ号館実験センターに移動しました。

物理学・実験
中村敏浩先生
機械工学科
１年・3～４限
Ｙ４階 物理実験室

感想：実験センター内には特別仕様の多くの実験室があり実践的に専門
分野が学べる施設でした。 
　夏休みの間も多くの学生が、卒研や教員資格やその他の資格取得のため
にこちらで実験をしているそうです。 
　技術指導員としてのプロのサポートが受けられるのも本学生にはありがた
いことですね。
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　続いて高温熱学
の実験は、学生が
蒸気を使い、金属
の違い により変化
する膨張・収縮に
ついて調べていまし
た。

　機械工学科１年
次生の３人は、物
体の自由落下によ
る重力加速度の測
定の実験を頑張っ
ていました。

トレーニングルーム（Q号館） 

感想：当日は授業や施設の見学をさせて頂き、とても充実した１日で
した。印象的だったのは、１限から大勢の学生さんがちゃんと授業に
出ていること、当たり前の事ですが、当たり前の事をきちんと出来て
いるのは偉いと思いました。もう一つは、高度な設備が整っているの
が実際に見てよくわかりました。こんな恵まれた環境にいる学生さん
には、しっかり活用して学んで欲しいと思いました。今回は寝屋川キャ
ンパスだけだったので、ぜひ駅前や四條畷も見てみたいです。

　「こちらの大学に入学した
のは以前から『ものづくり』
に興味があったからです。
将来はまだ決めていないの
で、勉強は難しいですがが
んばっています。」
とのことです。将来の活躍
を応援しています。

一人黙 と々勉強していた
機械工学科 1年次
沖さんにインタビュー

　Ｑ号館にあるトレー
ニング室はマシンが充
実しており、サイクルト
レーナーを昨年後援
会から寄贈し、学生
の体力増進に一役
かっています。
　ロッカー、シャワー
室も完備されていて汗
をかいても大丈夫で
す。

　来訪時には、
基礎理工学科
１年次の山井
君がトレーニン
グ中でした。
　彼は毎週木
曜日に活動して
いるフットサル
同好会で活躍
中です。

▲寄贈したサイクルトレーナー

10:30～　駅前班・寝屋川班が合流して見学しました。

３Ｄ造形先端加工センター
　このセンターは、2013年10月に最先端のモノづくり教育の
場として開設されました。ここには、産業界でも話題の最新
鋭の工作機械が揃っています。

　現場を知り尽くした元エンジニアの技術指
導員の嘉戸さんから説明を伺いました。
　このＭＣは従来複数の機械や工具を使用
して、たくさんの工程を経て製作していたも
のが、インペラー（羽根車）のような複雑
な形状でも、１回の段取りで複数の工程を
連続で製品加
工出来る機械
だそうです。
　高価なこの
機械を使い学
生は、シュミレ
ーションや実
学で学べます。

5軸制御立型マニシングセンタ
MX-520
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10:30～　駅前班・寝屋川班が合流して見学しました。

３Ｄ造形先端加工センター
　このセンターは、2013年10月に最先端のモノづくり教育の
場として開設されました。ここには、産業界でも話題の最新
鋭の工作機械が揃っています。

　現場を知り尽くした元エンジニアの技術指
導員の嘉戸さんから説明を伺いました。
　このＭＣは従来複数の機械や工具を使用
して、たくさんの工程を経て製作していたも
のが、インペラー（羽根車）のような複雑
な形状でも、１回の段取りで複数の工程を
連続で製品加
工出来る機械
だそうです。
　高価なこの
機械を使い学
生は、シュミレ
ーションや実
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5軸制御立型マニシングセンタ
MX-520

院生の宮脇さんがボ
ディソープの容器からどういう印象を与えるのかを研究
しています。
神吉さんはそれを車ではどうかと考えて、例えばファミ
リー向けなら車体をふくらませるなど 3D プリンタで
データを形にして卒業研究に向けて頑張っていました。

情報工学科
４年次 神吉さん（左）
院生 宮脇さん（右）

　この機械は、関西ではまだ数台しか稼
働されていない。合金、鉄、ステンレス等
金属素材を用いて
造形する最先端の
３Ｄプリンタだそう
です。素材の特徴
を活かしかつ従来
製作不可能な三次
元形状も工具の入
らない狭くて深い
溝形状も加工が出
来るすごい機械だ
そうです。

金属光造形複合加工機
LUMEX Avance-25

　3Dで製作された手術用
シュミレータの肝臓モデルも
見せて頂きました。
　使用された素材により、
見た目同様 手に持った感触
が柔軟でとてもリアルです。

　手で描くなら簡単そうに見えますが、曲線デザイ
ンは難しそうですね。機械を動かすための設計図
であるNCプログラミングの基礎をこちらで学んでい
ます。
　作業を中断して快くお話くださった佐々野さん、
ありがとうございました。

「3Dスキャナ&3Dカラープリンタ」の作品

感想：多くの大学がある中で、ここまでの最先端
の機器が1カ所に揃うのは数えるほど。
社会に出てからは専門分野をさらに深く掘り下げ、
社会に貢献してほしい！とは
現場を知り尽くしているからこその指導員の言葉。
後進への熱意と素晴らしい環境を利用しつくしてほ
しいと思います。

学生が授業で製作した作品を拝見

金属で出来たカニ型の口から泡
が？不思議です。カニ型の一部分
の金属の焼結密度を変えて加工
成型、型の上に洗剤を塗り、型の
下から空気を送り込むとカニの口
から泡がブクブク。これぞスペシャ
ル加工機の成せる技ですね。

金属光造形複合加工機
で作った“しおり”を
いただきました。

▲3Dプリンタ Object30 Prime
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ＪＩＡＭＳ担当者 森田浩司氏

７号館
JIAMS

食堂

就職課

6号館
１０号館

１１号館

５号館

事務・受付

生協

田中弘、本多、松田、吉川参加者

田中弘、松田A班 本多、吉川B班

A班

四條畷キャンパス

朝、9時30分。7号館１階カフェテリアに集合し、
先端マルチメディア合同研究所
（JIAMS〈7号館〉）の見学に行きました。

　デジタルゲーム学科２年次  稲守さんにモ
ーションキャプチャー用のスーツとスーツマー
カーの使い方やパソコンでのデ
ータ加工方法について説明を受
け、スーツをかざし機関銃を構
えるポースをとってもらいまし
た。スーツマーカーは53個
取り付けられており、関節の
動きを的確に映像化できる
とのことです。
　現在では、医療において
義足等の製作支援に、モン
スターハンター、ファイナル
ファンタジーなどのゲーム
に。アバタ―、アベンジャ
ーズなどの映画製作に欠か
せない技術となっている
とのことです。

　最近では、プロのダンサーに
モーションキャプチャー用のスー
ツを着て踊ってもらい、ＣＧ化する
ことにより、複数人でバックダン
サーのように踊らせたりドラえもん
のような頭の大きいキャラクター
なども製作しているとのことです。
　産学プロジェクトでアニメや
ゲームの製作に協力した学生たち
は、スタッフロール（エンドロール）
に名前が出て、就職にも有利に
なると付け加えておられました。

　小田先生の授業は「この子達が働いたら出会
うだろう・困るだろう」と言う内容でした。
　理学療法士になるための、イ・ロ・ハの「イ」
からの授業だったように思います。まだ、1年次
の７月だと言うのに、国家試験の内容まで授業に
入っています。特に大切な所は、２回同じ内容で
テスト問題に出ていました。小田先生の「この子
達が出会うだろう、困るだろう」の優しさに触れた思いです。
　中でも特に力を入れておられた「秘密の保持」は、学生さん達の心に届いたのではないでしょうか？
患者様の名前やイニシャルはもちろん、家族背景に至るまで、絶対漏らしてはいけない事、裁判にも
なるかもしれない重要な事である。トイレや廊下・エレベーターでも話してはいけない、それは生涯
秘密である事。これは、それほど、人の心の内側に入る仕事なのだよ、と言う事でもあると思います。
　どうか学生さん、授業も実習も大変だと思いますが「一人前の理学療法士、１年生」に、導いてく
ださる先生方の授業に付いていって、頑張ってください。
　でも…。不思議なことがひとつあります。先生の授業は学生さんが、黒板（先生の所）が、穴の
開いた「コの字型」で座られます。後ろの人、もっと前に行けば良いのになー…？！不思議です。

　ＪＩＡＭＳ研究員の森田さんにサテライト
スタジオの案内をしてもらいました。
　学生仕様のスタジオとなっているので初
心者の学生が入門用として使える他、サテ
ライトスタジオとして外の食堂とのコミュニ
ケーションが取れ、最大の特徴は動画を撮
影してそのまま生でインターネット配信がで
きるとのことです。まさに、スタジオから世
界へのどこでもドアのような気がしました。

モーションキャプチャー
スタジオ

２班に分かれての授業見学

サテライトスタジオ

JIAMS見学

デジタルゲーム学科
2年次 稲守さん

　
デ
ジ
タ
ル
ゲ
ー
ム
学
科

▲

３
年
次 

米
澤
さ
ん

理学療法学概論
小田邦彦先生 　
理学療法学科
１年・１限・6111教室

スクールバス エントランス

医療・ゲーム・映画には欠かせない技術！

スタジオから世界への
どこでもドア！
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ＪＩＡＭＳ担当者 森田浩司氏
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A班

　引き続き森田さんに映像の
取り込みＣＧへの加工について
説明してもらいました。撮影場
所にはブルーバックスクリーン
が張られているので、撮影され
た映像の青い部分を消してしま
うことができるとのことでした。
　ミュージシャンのプロモー
ションビデオ（ＰＶ）やＣＭ用
のビデオが作成されているほ
か、産学協力として四條畷商
工会用のＰＶやＣＭが年に10
本製作され、ユーチューブや店
のホームページにアップされて
いるとのことです。

　森田さんによると音像編集
スタジオでは爆発の映像に爆
発する音を入れたりモーション
キャプチャーで作ったCGの
キャラクターの足音を入れ込
んだりできるとのことです。学
生はこのスタジオを使って効
果音や音楽を録音したり編集
したりするそうです。
　モーションキャプチャースタジオで作ったCGや映像ス
タジオで撮影した映像を編集して完成した映像に音を入
れる作業をするため、全ての技術が詰まって制作された
作品を完成させるスタジオとのことです。

　ＪＩＡＭＳ研究員の舛田さ
んにＣＧスタジオを案内して
もらいました。学生がＣＧを
作り易いようにたくさんのＣ
Ｇソフトやパソコンを揃えら
れていました。最大の売り
は、プロジェクションマッピ
ングで、年に３～４回披露
されており、成田山不動尊
での太鼓に合わせた「新天
地」や尼崎駅前での「あまテラサカス2014」が代表的な作品です。
　技術的にはCG映像の制作は勿論のこと、投影する建物の形状や位置情
報の取り込み、暗くなってからプロジェクターなどの機器をセット調整して直ぐ
に本番という早業が要求されるのが難しいとのことです。
　悩みの種として、プロジェクションマッピング問い合わせは多数あるのに、
プロジェクターのレンタル料が高いので、予算と折り合いがつかずお断りする
こが多いのが残念だとのことです。これからも、華やかなプロジェクションマッ
ピングでみんなを楽しませてください。

JIAMS見学

映像スタジオ 音像スタジオ

ＣＧスタジオ

ＪＩＡＭＳ担当者
舛田龍也氏

感想：素直に「感動」しました。機器など不得意
の私にでも学生さん達は、わかりやすく説明してくだ
さいました。ロボットが人間と同じように動く、映画
が全て目の前で行われているように五感に響く。そ
れが「ここでの授業なのだ」と教えていただきました。
そして、それは医療やスポーツにも生かされているの
だと…。実際企業の方とも仕事をなされているとか。
結果を残せる仕事が出来る、大学だからならではの
事実だと思います。そこまで学生さんを成長させ導か
れている先生方のお力もある、それが結果の事実で
す。　私「素直に感動」しました。

感想：藤田先生が「良かった。今日
は自分たちの作品の発表の日です」
見ていってください。と、おっしゃっ
てくださいました。
　先生は作品の事も指導されていま
したが、学生さん達の最初の紹介・
プレゼンテーションの仕方にもアドバ
イスされていたように思います。学生
さん達の発表は、それぞれ個性があ
るものの、どれもが「４月からの学生
さんが、よくぞ技術ももちろんアイデ
アも楽しい作品」を作られたな、と
楽しませていただきました。

　私たちがお邪魔したのはデジタルゲーム学
科３年の授業で、学生達が班に分かれて学科
のコマーシャル（以下ＣＭ）と架空のゲームの
ＣＭを90秒の作品に仕上げるというものでし
た。
　発表の前には、それぞれのＣＭ作品の特徴
をプレゼンテーションし発表するのですが、事
前に予防線を引く学生が多く、先生から「前
向きなプレゼンを」と突っ込みが入っていまし
た。
　作品毎にそれぞれの特徴があり、いろいろ
な映像手法を駆使して作られていました。素人
の私からはプロの作品と言われても区別できな
い出来映えでした。入学して３年でこのレベル
になるかと思うと驚くばかりです。ＪＩＡＭＳの
施設や専門の先生方など恵まれた環境で学べ
るからなのではないでしょうか。
　一人でも多くの学生が技術や経験を積み社
会で活躍するよう望みます。

コマーシャルデザイン
藤田高弘先生 　
デジタルゲーム学科
3年・２限・10102教室

四條畷商工会用のＰＶやＣＭが年に１０本！ 音を入れて作品を完成に導くスタジオ！

売りは華やかなプロジェクションマッピング！
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　授業に参加させていただいた
時、丁度テストの「スタート」の
時でした。
　羽崎先生は「授業をした後、テストをしています」と、
私達に教えて下さいました。ここでも、大切なことは二重
にも三重にも頭に入れていく、と言う授業なのだと感じま
した。
　また、ここでは、ある「ほっ」としたことがありました。
5分間という短いテストの時間で、ある学生さんが見学に
来た私達に、そっと椅子を勧めて下さいました。「あー。
やさしい学生さん達の集まりのクラスだな」と心が「ほっ」
としました。
　お邪魔して、すみません。 優しさを ありがとう。

　昼食は、学生さんが食べてい
るものです。「どんなのかなー」
と興味津々。で、食べさせて
いただいた感想は・・。
「おいしかった！」
「値段もそこそこ」
そして、
「清潔でした」。
安心して食べさせられ
るな、と思えた食堂で
した。

　「ご・ち・そ・う・さ・ま」です。

　授業の課程名では、
なんのこっちゃと思いま
した。講義を聴いていく
うちに、人工呼吸器の
方式別の説明ということ
が分りました。圧規定方
式（従圧式：ＰＣＶ）と
量規定方式（従量式：ＶＣＶ）の特徴（圧力・流量・量）はグラフを使い、
また、長所や短所は比較表を使い説明されていました。
　黒板のところでは鎌田先生が４枚の黒板と特大の黒板消しを使いダ
イナミックに講義をされており、後方の席では学生が黒板と参考書を目
で追い必死でレポート用紙に書き込んでいるのが見受けられました。命
に関わる機器なので、講義している方も受講している方も熱が入るのだ
と思いました。
　医療現場に就職して、この熱血講義を活かしてください。

　大学の教養課程で勉強す
る数学としては、線形代数な
どがありますが、離散数学と
は、あまり聞き慣れない科目
だったので、聴講させていた
だきました。
　コンピューターというかデジタルは、０か１の世界です。数学で言えば
２進法、すなわち１＋１＝２ではなく、１＋１＝１０である。２進法で、な
んで１０進法の計算ができるのか、なんてことを考えながら講義を聞いて
おりました。
　升谷先生の講義は、講義に使われるスライドはプリントにして配布さ

れ、理解しやすく、後援
会の本来の仕事を忘れ、
講義に聞き入ってしまいま
した。教室の後ろの方に
いましたが、学生はみん
な熱心に講義を聞いてお
りました。
　離散数学はコンピュー
ターの基礎となるべき学
問のようで、がんばって勉
強して欲しいです。

生体機能代行装置学１

離散数学１

鎌田亜紀先生　
医療福祉工学科
3年・２限・2105教室

小児系理学療法学演習
羽﨑　完先生 　
理学療法学科
3年・２限・5205教室

升谷保博先生
情報学科
１年・２限・2107室

PM12:00～（A班、B班合流）
３号館１階　生協食堂

昼食

生協ショップ

22 後援会たより　No.37



A班 B班

B班

▼

銀
行
Ａ
Ｔ
Ｍ
。
都
市
銀
行
・
地
方
銀
行
・

　
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
等
が
使
え
ま
す
。

▼

証
明
書
自
動
発
行
機

　（
パ
ピ
ル
ス
メ
イ
ト
）

　
各
種
証
明
書
（
在
学
証
明
書
・
学
業
成

　
績
証
明
書
・
仮
受
験
票
等
）
が
発
行
で

　
き
ま
す
。

　授業に参加させていただいた
時、丁度テストの「スタート」の
時でした。
　羽崎先生は「授業をした後、テストをしています」と、
私達に教えて下さいました。ここでも、大切なことは二重
にも三重にも頭に入れていく、と言う授業なのだと感じま
した。
　また、ここでは、ある「ほっ」としたことがありました。
5分間という短いテストの時間で、ある学生さんが見学に
来た私達に、そっと椅子を勧めて下さいました。「あー。
やさしい学生さん達の集まりのクラスだな」と心が「ほっ」
としました。
　お邪魔して、すみません。 優しさを ありがとう。

　昼食は、学生さんが食べてい
るものです。「どんなのかなー」
と興味津々。で、食べさせて
いただいた感想は・・。
「おいしかった！」
「値段もそこそこ」
そして、
「清潔でした」。
安心して食べさせられ
るな、と思えた食堂で
した。

　「ご・ち・そ・う・さ・ま」です。

　授業の課程名では、
なんのこっちゃと思いま
した。講義を聴いていく
うちに、人工呼吸器の
方式別の説明ということ
が分りました。圧規定方
式（従圧式：ＰＣＶ）と
量規定方式（従量式：ＶＣＶ）の特徴（圧力・流量・量）はグラフを使い、
また、長所や短所は比較表を使い説明されていました。
　黒板のところでは鎌田先生が４枚の黒板と特大の黒板消しを使いダ
イナミックに講義をされており、後方の席では学生が黒板と参考書を目
で追い必死でレポート用紙に書き込んでいるのが見受けられました。命
に関わる機器なので、講義している方も受講している方も熱が入るのだ
と思いました。
　医療現場に就職して、この熱血講義を活かしてください。

　大学の教養課程で勉強す
る数学としては、線形代数な
どがありますが、離散数学と
は、あまり聞き慣れない科目
だったので、聴講させていた
だきました。
　コンピューターというかデジタルは、０か１の世界です。数学で言えば
２進法、すなわち１＋１＝２ではなく、１＋１＝１０である。２進法で、な
んで１０進法の計算ができるのか、なんてことを考えながら講義を聞いて
おりました。
　升谷先生の講義は、講義に使われるスライドはプリントにして配布さ

れ、理解しやすく、後援
会の本来の仕事を忘れ、
講義に聞き入ってしまいま
した。教室の後ろの方に
いましたが、学生はみん
な熱心に講義を聞いてお
りました。
　離散数学はコンピュー
ターの基礎となるべき学
問のようで、がんばって勉
強して欲しいです。

生体機能代行装置学１

離散数学１

鎌田亜紀先生　
医療福祉工学科
3年・２限・2105教室

小児系理学療法学演習
羽﨑　完先生 　
理学療法学科
3年・２限・5205教室

升谷保博先生
情報学科
１年・２限・2107室

PM12:00～（A班、B班合流）
３号館１階　生協食堂

昼食

生協ショップ

B班 B班

　四條畷就職課、伏本課長の案内で先ずは室内に立ち並ぶ何
枚もの会社からの求人案内から説明して頂きました。
　14,000件にもおよぶ企業からの求人情報があり、パネルに
貼られたもの以外にも横に置かれたキャビネットの中に各社の
ファイルや過去の就職先ファイルがぎっしりと収められています。
　また、大学のホームページでは「DENAVI」という検索サイト
で求人やイベント情報が発信され、大学に来なくても情報が得
られるということです。▲各企業による学内説明会のイベント情報

昼食後、四條畷就職課を訪問
伏本就職課長にお話をうかがいました

　四條畷就職課前に並ぶたくさ
んのイベント情報が気になった
ので、就職部にお願いしてどの
ようなお仕事をされているのか
教えて頂きました。

沼田哲史先生
デジタルゲーム学科
2年・３限・6208教室

ヒト型ロボット製作実習１
藤川智彦先生
医療福祉工学科
３年・３～４限・5105教室

　ゲーム用のプログラミング
修正について講義されてお
り、プロジェクターには訳の
解らない記号とアルファベッ
トが並んでいました。沼田先
生がその修正の例としてゲー
ムキャラクターの速度調整
や不要プログラミングの削除
について、実際のプログラムを使いながら説明されていました。
　印象に残ったのは『プログラマーの心得！』についてでした。
企業において、プログラムの開発は３～５年、長いものでは１０
年以上の時間と労力をかけており、安易に削除してしまうと取り
返しのつかない事態になりかねないとのこと。プログラムを削除
するには慎重にも慎重を重ねるのが『実務に携わるプログラマー
の心得！』とのこと。
　そこで、登場するのが＃if（イゲタアイエフ）　ＮＵＭＡＴＡとい
う魔法のプログラム！
　このプログラムを使うと、作成されていた部分のプログラムを
削除せずに、修正前と同じようにプログラムを動かすことができ
るとのことで、まさに沼田マジックだと思いました。

　ヒト型ロボット実習ということで、
てっきり、介護をサポートするロボッ
トの製作を目的とした実習と思って
おりました。藤川先生に説明して頂
きましたが、臨床工学士を目指す
学生さんの実習とのことです。
　臨床工学技士は、病院で人工呼
吸器や人工透析、人工心肺、心臓
カテーテルなどの機器の管理や操
作する仕事をしており、「ロボットと
どう関係があるのですか」と聞きま
すと、とにかくメカに強い技師になっ
て欲しいとのことです。臨床工学士の授業で、ロボット製作をやっ
ている大学はないようです。
　確かに、最近の医療機器も進歩し、高度化して複雑になり、アラー
ム音が鳴りまくってトラブルと、医師や看護師ではどうしようもできな
い状態になり、困る場面が多くなっております。そんな時、メカに強
い応用力ある臨床工学士がいると心強いです。面接でロボット実習
をしてメカに強いといえば就職に有利だということです。
　実習では学生が真剣な目で、ロボットでは難しいと言われる片足
立ちに挑戦していました。

PM12:00 ～ 13:15　A 班と合流

オブジェクト指向
プログラミング演習２

232016. Autumn




