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W e l c o m e

学科主任あいさつ

新学科二期生で入学された81名の皆さん、入学おめでと

うございます。大学はこれまでの高校と異なり、自主性が

重んじられ自由である反面、同時に責任も伴います。また

これまでは、与えられた問題を解くことが主だったかも

しれませんが、これからは自分で問題・課題を見つけるこ

とがより重要で、答えは一つでなく、そもそも答えがある

のかどうかさえ分からない問題のほうが多いかもしれま

せん。むしろ、そのほうが楽しいと思いませんか？

新生活を始めるに当たって、本学科では、入門ゼミで修学

アドバイザーのクラス担任を通じて学業・生活・キャリア

のサポート支援を行います。求めよ、さらば与えられんと

いう言葉もありますが、いつでも扉は開いています。皆さ

んひとりひとりの夢の実現に向け、おおいに本学・教員・

職員を活用して下さい。

今、大活躍のMLB・大谷翔平選手の目標達成シートが話題

になっていますが、入門ゼミでのPDCAチェックシートを

活用して目標で終わらせないために、最後に、花巻東高校

の佐々木監督の言葉を引用します。“僕は160km/hを投げ

たことがないので、その投げ方を大谷に教えられません。

でも指導者として教えなければならないのは、打ち方と

か投げ方ではなく、考え方。身体能力を失うことはあって

も、考え方はほぼ失うことがありませんからね。”“私には

プロ野球選手という目標がありましたが、夢と目標と決

意の区別がつかず、夢をかなえる秘訣が分かりませんで

した。例えば、「太ってきたので、痩せたい」というのは、

目標でなく決意。「今日はこれしかカロリーを摂らない」が

目標。そうやって追っていくと、必ず結果が出ます。こ

れって足し算や掛け算より、本来であれば小学生のとき

に教わらないといけないテクニックだと思います。”

環境理工学科へようこそ！

夢の実現に向けて、
目標で終わらせないために！

硲隆太
デザイン工学部環境理工学科主任
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学習支援センターを
利用しよう 

学習支援センターは、授業中には言い出しにくいような基礎的な質問や、

授業中よく分からなかったところ、課題の解き方などについて気軽に相

談することができる施設です。数学･物理･化学･英語･簿記･日本語の科

目ごとに、個人指導をしていただける講師（チューターと呼んでいます）

が常駐しています。また、センター内には自習スペースがあり、各科目

の参考書も多数揃えていますので、自習室としても自由に利用できます。

各科目の開講は下表が基本となっています。詳細はセンター前の掲示板

や本学webサイトの学習支援センターのページでご確認ください。

11111111111111111111111ttuuututtut tttutuutu oootottot rrorooro
【チューター対応時間】11:00 ～ 17:00 【化学・都市創造工学科 対応時間】16:30 ～ 18:00
化学は相談したい日の前週金曜までに予約が必要

理系学部では物理や数学は必須
のツール。高校で物理･数学の
勉強が充分でなかった人達に
は、大学の講義等で解らないこ
とが多々あると思います。当セ
ンターは易しく詳しく解説し、
皆さんの手助けをしますので、
空き時間を活用してどんどん相
談しに来てください。

解らないことをそのままに
しないようにしよう

田中孝夫先生 三好隆章先生

222222222222222222222222222222222ttuuututtut tttutuutu oootottot rrorooro

「吾々の認識がすべて経験を
もって始まる」という句はカン
ト『純粋理性批判』冒頭の言葉。
吾々の警句では「百聞は一見に
しかず」という。諸君は既に数
学の難儀を実感しているかも知
れない。しかし諸君は数学から
の逃避は可能か？逃げたくなっ
たら支援センターの私の所へ。

吾々の認識はすべて
経験をもって始まる

長岡 一夫先生

22222222222222222222222222222222222222222222222 「吾々の認識がすべて経験を
もって始まる」という句はカン

吾々の警句では「百聞は一見に
しかず」という。諸君は既に数
学の難儀を実感しているかも知
れない。しかし諸君は数学から

4444444444444444444444ttuututtut ttutu ootot rrrorooro 数学は、多くの領域で課題を解
決するために必要な道具として
使われます。実際、解決に向か
うと、肝心の目的はどこかに隠
れてしまい、道具に振り回され
ることが多いものですが、工夫
と経験により、考え方も手法も
簡単に済ませることができます。
ぜひ、チャレンジしてください。

「物事は簡単に！」を
モットーに！

三好隆章先生

tttuututtut ttutu ootottot rrroro

新入生の皆さん、入学おめでと
うございます。大学生活を楽し
んでいますか。勉強も頑張って
ください。問題を解いていて、
どうすればいいかわからなかっ
たり、困ったりすれば、いつで
も、どんなことでも、臆せずこ
こをのぞいてみてください。2
回生以上の方も勿論です。

シジフォス（繰り返しの学習）を
嫌わないで！

森本淳先生

5555555555555555555555555555555555tt5t5uututtut ttutu ootot rrrorooro 高等学校で物理の勉強をしてこ
なかった諸君も、理系学部で勉
強するには物理の知識が必要で
す。とにかく高校レベルの物理
の知識をつけなければなりませ
ん。まず始めることが肝心で
す。解らないところがあれば学
習支援センターに来てくださ
い。私たちがお手伝いします。

物理無くして現代の工業
社会は成り立たない

濱中由朗先生

都市創造工学科都市創造工学科化　学

日本語簿記簿記日本語

都市創造工学科

英語英語英語英語英語

金木水火月

数学数学数学数学数学

物理物理物理物理物理

都市創造工学科
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チューター（数学 ・ 物理）からのメッセージ
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編集後記

●募集内容

●環境理工学科通信は2年目を迎え、第4号を発
行することができました。これからもみなさん
に有益な情報を発信していき、みなさんの身近
な存在になるように努めます。環境理工学科も
2年目となり2期生となる新入生を迎えました。
学科がさらに発展するよう教職員一同がんばり
ますので、みなさんも勉強や課外活動を自発的
に取り組み、学生生活を豊かなものにしてくだ
さい。●特集として学習支援センターを取り上
げました。学科では理科教員を目指すカリキュ

ラムとなっているため、学ぶ範囲も広いで
す。そのなかでも数学と物理は苦手意識や
実際に難しいと思う学生が多い科目ですか
ら、ぜひ学習支援センターを活用してもら
いたいと思います。わたしが大学院生の時
にセンターが誕生し、当時アシスタントと
して受付をしていました。学習支援セン
ターはわたしにとって身近な存在です。●大
阪産業大学は平成30年11月に創立90周年を
迎えます。創設時は鉄道学校だったと知っ

ていましたか？本学は交通と産業の発展の
ために役立つ人材を育成する目的で設立さ
れました。なのでキャンパス内に路面電車
があり、ソーラーカーなどの車も多くみら
れます。環境理工学科には環境計画コース
に鉄道や交通が専門の先生がいらっしゃい
ます。身近な存在であり、生活に不可欠な
都市のシステムを環境課題から考える。み
なさんが学びたいことを環境理工学科、大
阪産業大学で見つけてください。（高浪）

学生生活関連

学生リエゾン室の開所時間が変更

本学アプリ・ポータルサイトを活用しよう
大学生活に慣れてきた今こそ、本学のアプリやポータルサイ

トを活用してください。もし、わからないことがあれば、学

生リエゾン室へ行き相談するようにしましょう。

祝日に実施される通常授業について
7月16日（月）海の日は祝日ですが、通常授業が実施され

ます。

前期授業期間について
前期の授業は4月6日（金）～ 7月21（土）まで行われます。

きちんと授業に出席しましょう。

履修登録について
5月9日（水）に履修登録確認表が発行され、前期および通

年科目の履修が確定します。必ず確認するようにしてく

ださい。

教務関連

16号館4階の学科事務室の隣に学生リエゾン室を設置してい

ます。今年度は毎週月曜日と金曜日の午後に開所し、みなさ

んがより訪ねやすい曜日に変更しています。5名の学生サ

ポーターが学生生活を中心とした相談や先生に聞きにくい

疑問などに応じてくれます。また、自習等の利用も可能で、

資格関連書籍の貸出サービスも始まりました。ぜひみなさん

利用してください。

第4号環境理工学科通信

発 行

発 行 日
編 集
デザイン
連 絡 先

大阪産業大学　デザイン工学部　環境理工学科
環境理工学科通信　製作プロジェクト
2018年5月21日
学生部委員　高浪龍平
特定非営利活動法人 環境デザイン・エキスパーツ・ネットワーク
daisan.rikoutsushin@gmail.com

Instagram

daisan_rikou

Facebookページ
大阪産業大学デザイン
工学部環境理工学科

SNSで学科情報を配信しています！

・学科通信の愛称
・編集に参加したい人
・コラムなど記事を投稿したい人
・インタビュアー
・デザイナー

●対象
環境理工学科の学生

daisan.rikoutsushin@gmail.com宛に①名前②学籍番号
③メールアドレスをお送りください。

●受け付け・問合わせ先
学科通信を

盛り上げよう

過去の学科通信はWebで
学科通信アーカイブサイトでは、過去の学科通
信を読むことができます。Webのみで公開して
いる特別コラムも読めます。
http://www.osaka-sandai.ac.jp/fc/dt/est/comm
unication

Google play App Store 保護者ポータルサイト


