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表して心からお祝いを申し上げます。

電子工学科）で電気数学、電磁気学Ⅱ、

兵 庫 県 立 大 学は、平 成 16 年に当時の

電磁波工学（マイクロ波工学）、光波電

神戸商科大学、姫路工業大学、兵庫県

子工学などの講義と電子工学実験など

立看護大学の 3 大学が統合し、開学し

を担当していました。講義名称は難しそ

ました。令和元年度に新設した国際商

うですが、この段階を踏んで学習すれば、

経学部、社会情報科学部を含む6学部、

現在の情報通信ネットワークを支えてい

令和3年4月に8研究科を統合改編して設

るインフラ技術とその基礎理論のほとん

置した、社会科学研究科、理学研究科、

どを身に付けることができます。

情報科学研究科を含む9大学院研究科、

昭和から平成の初め頃までは、講義終了

4 附置研究所と附属中学・高等学校を擁

を待ち構えていたかのように、教壇にや

する全国屈指の公立総合大学となって

って来て講義内容について熱心に質問す

よく覚えています。皆さん、そのような学

います。キャンパスは兵庫県全域に広が

る学生たちがいました。休憩時間切れに

り、旧 3 大学の伝統と特色を深化させ、

生になって下さい。

なり研究室で納得するまで説明したこと

学生の皆さんには初志を忘れず、様々な

多様で先導的、先進的な教育研究を展

もよくありました。内容が難しく、奥の深

興味ある分野に積極的に挑戦していって

開しています。

い科目は納得できるまで教師に問いかけ

ほしいと思っています。

新型コロナウイルスの影響で、皆さんも

ることが大切です。これが対面授業が重

本学は、学生ファーストを基軸に、特色

本当に不安な思いを抱えながら過ごさ

要な理由の一つです。学生実験も、自ら

ある先導的公立大学を目指しています。

れたことでしょう。本学では、大学教育

考えなければならないように工夫してい
たので、時間割通り終わらず夕方 7 時を

皆さんが、明るく、楽しく、未来を見据

の心髄はキャンパスでの教育と交流に
あるという観点から、昨年 6月に対面授

えて、活き活きとした学生生活を送り、

過ぎることもよくありました。

一人ひとりの青春が一層光り輝き、将来

業と課外活動を再開し、後期の授業は

講義も学生実験も熱心に質問してくる学

4分の3を対面で実施しました。

への大きなステップとなることを心から

生は、今でもその顔が浮かんでくるほど、

願っています。

vol.

兵庫県立大学基金
［ 基金を活用する事業 ］

特色ある先導的大学を目指す
兵庫県立大学に、
皆さまのあたたかいご支援を
よろしくお願いします。

［ 税制上の優遇措置 ］

［ お問い合わせ ］

総 合 大 学としての強みを生かし、

兵庫県への「ふるさと納税」を通じて

学部・キャンパス・分野を横断した特色

兵庫県立大学にご寄附いただくこと

ある教育研究の推進、学生の修学や

が可能です。その場合、所得に応じた

社会貢献活動・国際交流活動の支

寄附限度額の範囲内であれば、実質

TEL：078-794-6580 FAX：078-794-5575

援、学生生活をより快適に過ごせる

的な自己負担は2,000円となります。

Mail：kendaikikin@ofc.u-hyogo.ac.jp

キャンパス環境の整備など、魅力ある

ご寄附の方法など、詳しくは基金事

大学づくりへの取り組みに活用します。

務局へお問い合わせください。

①神戸商科キャンパス

兵庫県立大学基金事務局
（大学事務局経営企画部内）
〒651-2197 神戸市西区学園西町8-2-1

「兵庫県立大学基金」で検索

国際商経学部、社会情報科学部、社会科学研究科、情報科学研究科、政策科

8

学研究所、総合教育機構、国際交流機構、学生支援機構、地域創造機構、学術

6学部9研究科、キャンパスは9つ。
神戸商科大学と姫路工業大学、
兵庫県立看護大学の3大学が統合
して、2004年に誕生しました。

総合情報センター
②姫路工学キャンパス

工学部、工学研究科

③播磨理学キャンパス

理学部、理学研究科、高度産業科学技術研究所

④姫路環境人間キャンパス

環境人間学部、環境人間学研究科

⑤明石看護キャンパス

看護学部、看護学研究科、地域ケア開発研究所

⑥神戸情報科学キャンパス

情報科学研究科

⑦淡路緑景観キャンパス

緑環境景観マネジメント研究科、自然・環境科学研究所（景観園芸系）

⑧豊岡ジオ・コウノトリキャンパス

地域資源マネジメント研究科、自然・環境科学研究所（地域資源マネジメント系）

⑨神戸防災キャンパス

減災復興政策研究科
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学生のリアルな声や姿、各学部の取り組み、兵庫

兵庫県立大学経営戦略課

県立大学の「今」をありのままに発信します。
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（現電気電子情報工学科、平成16年まで

ロ ク

います。兵庫県立大学の全教職員を代

ヨ ン

私は工学部の旧電子情報電気工学科

イ チ

新入生の皆さん、ご入学おめでとうござ

兵庫県立大学1460編集委員会
合同会社ユブネ

イラスト

木村耕太郎
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神崎奈津子

日×

年＝

自分 が 主 役 になるための

日、

LINE 感覚で

新生活が始まる春。

「挙手ボタン」で
質問がポンポンと！

初めての通学路とキャンパス。

先生に質問できちゃう

プライベートもオンラインを
活用してみては？
オンライン交流会でおすすめなのはLINEの

うちの学部では先生方が「Slack（スラック）」

オンラインでの国際学会発表。いつもなら慣

人狼ゲームアプリ。かなり盛り上がります！

を積極的に導入してくれて、私たちも使うよ

れない会場で、英語の台詞を全部覚えて臨

また、インスタグラムなどのSNSで勉強に役立

うになりました。スマホでも使えるコミュニ

むので 、前日は寝 付 けないほどのプレッ

つ情報を発信しているアカウントがあります。

365日×4 年＝1460日。

ケーションアプリだから、LINEを使うのと同

シャーでした。昨年度、いざという時のため

気軽に情報収集できるのでぜひ活用してみて！

じような感覚で使っています。先生に質問を

兵庫県立大学で過ごす、

に用意しておいたメモに目を通しながら、質

したり、グループを作って友達と情報交換を

疑応答も対面と変わりなくできたのは、
「挙

したり、宿題の提出期限をチェックしたり。パ

手ボタン」システムの効果。質問も出やす

ソコンから資料も送りやすくて、大活躍して

かったですね。

います。

新しい学びや友達との出会い。

1460（イチヨンロクレー）が
始まります。

めざせスマート大学生

週1のビデオ通話先は、
オーストラリアの学生

オンライン授業では、授業で使う資料はダ
ウンロードして手に入れます。それを毎回印
刷するのって意外と大変。タブレットとタッ
チペンを持っていればダウンロードした資料

オンラインで「勉強会」

に直接書き込めるし、どんどん増える資料

仲の良い7 人のメンバーで、テスト前にオン

オンライン授業では、課題をデータで提出し

パートナーを紹介するプログラム。これを活

ラインで勉強会。LINEとは違って顔が見え

なくてはいけなかったり、データの容量を小

用して、オーストラリアのカーティン大学で日

るのってやっぱりいい。前期はずっとオンラ

さくしたり…文字を打つだけではなくて、い

本語を学んでいる学生と週１回ビデオ通話を

イン授業で、会う機会もなかったからテン

ろんな技術が必要！それからパソコンには

行いました。実際に会う方が良いに決まって

ション上がりまくり！なかなか話が尽きませ

ショートカットキーとかいろんな機能があっ

いるけど、最初の接点としてオンラインは気

の管理も楽。とっても便利なので持っておい
た方がいいかも…！

新入生のみなさん、

プロの手さばきがかっこいい！
普段の実験では、先生から配られた資料と口
頭での説明をもとに学生だけで行います。け

入学おめでとうございます。

れど、オンラインでは教授や院生の人たちが
手元をカメラで映して実験の過程を見せてく

昨年度はコロナ禍での高校生活や受験など、

んでした！

れるんです。僕たちがやると手間取ることが

初めて経験することばかりの

て便利。コピペのショートカット
（ Windows

軽でいいですね。今は、インドの大学生とオ

の場合、Ctrl＋CとCtrl＋V ）はほんとよく使

ンラインで交流しています。

いし、手さばきがかっこいい！こんなに間近

まずはタイピングを練習しよう

で教授たちの技を見られるなんて、オンライ

今からしておくと良い事を１つ教えちゃいます！

ンならでは。

集まれなくても、
オンラインで協力大作戦

それはタイピングの練習！パソコンの文字入

たとえば、オンラインを使った学びと

力に手間取らずにレポートを書くのも速くな

コミュニケーションは、

際交流センターが提供する、母国語の異なる

います！

多いけれど、プロがやるとやっぱり効率がい

1 年だったと思います。

「Conversation Partners Program」は国

パソコンを使いこなそう

グループプレゼンテーションの資料作りは一

るし、より効率的に課題もできるんです。

番の思い出です！リモート作業にてんやわん

瞬く間に手軽で身近なものになりました。

や。誰がどこのページを作るのか、役割分担

大学の授業でもオンラインと対面を

を決めて何度もオンラインで話し合って完成

併用した学びに取り組んでいます。

させました。直接会えないから意思疎通が難
しいこともあったけど、お互いを思いやりな
がら共同作業するいい経験になりました。

先輩たちは、この 1 年でどんな経験を

真似したい工夫、参考にできる失敗談など、

語学アプリで、
カナダ人とつながって…

現役学生に聞きました！

みんなは「 HelloTalk 」というアプリを知って

してきたのでしょうか？

いますか？外国の方とお互いの言語を教え合

まるっと伝えます、

いながら交流できるもの。フランス語を勉強

3人とも同じ部屋？

するために、フランス語を話すカナダ人とア

Zoomは背景画像を変更できることを知って

プリを通してつながったんです。いろんな話を
するうちにどんどん仲良くなって、オンライン
上で一緒に韓国ドラマを見る仲にまで！

大学生活
ありのまま体験記
編

w

コロナ
i th

な部屋で授業を受けているように見せられる
のです。ある日びっくり！
！全く同じ部屋から

本来なら1週間ある看護学部の3年生の実習

授業を受けている人が3人もいました。偶然3

が3日間に。貴重な機会を活かそうと入念に

ダウンロードの期限が
せまっています！

人とも同じ背景画像を使っていたのです
（笑）

事前準備をして、
「患者さんとのコミュニケー
ションをがんばろう」と目標も明確に。言葉の
やり取りだけではなく、表情の変化にも気を
配って患者さんの本心をキャッチしようと集

ミュージックビデオが渋谷で！

中。最終的には患者さんの目線から気持ちを
汲み取れるようになれたかな！

YouTube Liveの

ロック部の同期で、バンド活動を続けている

オンライン授 業 では、先 生 からの 質 問 に

かと思ってたら、実は、人気急上昇。どうや

ダウンロード期限には、
200％ご注意を！

チャットが最高！

人がいます。ライブもできず、落ち込んでいる

お笑いイベントでドキドキ

チャットで回答することがあります。先生だけ

ら、ミュージックビデオをつくって公開した

授業の資料がデータで配布されることが多い

に送る場合と、みんなに見える形で送る場合

ら、在宅勤務やオンライン授業とかで、自宅

です。でも、ダウンロードできる期限があるん

在宅時間が長くなって、遊びにも出かけられ

があります。最初はコメントを書くのも恐る恐

で動画を見る人が多かったからか、大当た

です。うっかり忘れていて大慌て。さらにタブ

るでしたけど、思い切って投稿した際に、先

り。渋谷の109フォーラムビジョンでも放映さ

レット上でダウンロードした資料にタッチペン

ない時期にYouTube Liveのお笑いイベントに

1

いますか？この機能を使えば、まるでオシャレ

患者さんの本音をキャッチ

イメージあるある

初めて参加しました。チャット欄のファンのコ

オンラインで出会った友達に初めてリアルで

生が共感してくれたり、留学生がコメントを

れたそう。できることからやるってやっぱり大

でメモ書きできるから便利と思ったら、今度

メントを読みながら参加できるので、思ったよ

会ったときは意外でしたね。
「画面でイメー

返してくれたりすることもありました。周りの

事ですね。

はタッチペンの充電が切れていて、またまた

り一体感がありました。運がいいときは自分

ジしてたよりもかなり背が高い！」他にも物

人の意見がすぐにわかるのも良かったです。

のコメントが配信中に取り上げられて、鳥肌

静かだと思っていた人のキャラクターが全然

対面授業だとなかなかできないことなので、

が立つほどドキドキしました！

違ったこともあるから不思議です！

恥ずかしがらずにどんどん使ってみて。

大慌て。準備はしっかりと！
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これからの

ニューノーマルな学び方について

特集 1

機器やアプリについて

授業編

自分にあった使いやすい機器、
アプリを見つけよう

オンライン活用の取り組み

コロナ禍で

笹嶋宗彦

授業支援システムの

社会情報科学部 社会情報科学科
准教授。企業と大学両方の立場か
ら、AI 技術を現場に適用する産学
連携プロジェクトに数多く参加。社
会情報科学部の設立構想時から
携わっており、2019年4月よりデー
タサイエンス人材育成についての
研究も行っている。

整備が急加速
コロナ禍が続くなかで
昨年は、誰もが思いもしなかった

今、大学ではオンラインと

コロナ禍に見舞われ、大学の授業

わからないことは遠慮なく相談してほしいと思います。そして、も
う一つ大切なのが横のつながり。同期や先輩・後輩など、友人らと
のつながりです。どんどんグループを作って勉強の話題から、趣味

オンライン授業を模索してきて改めてお伝えしたいことは、安価な

や遊びの面でも交流を増やしていきましょう。SNS等で関心のあ

ものでよいので必ず１台パソコンを持つこと。対面授業も再開して

る分野のことを発信すれば、新しいつながりも生まれやすくなりま

いるなかで、ビデオ通話やオンライン上のサービス・アプリなどを活

す。この横のつながりが授業、ゼミ選び、就活などでとても役に

用した授業がなくなるかというと必ずしもそうではありません。むし

立ってきます。ただ、オンラインだからといって何を言ってもいいわ

ろ、オンライン授業を経験したことで、いろいろな学びの可能性が

けではありません。むしろ、対面で会う時よりも相手を尊重して、

広がりました。
「Webex」や「Zoom」にはコメントを書き込める

思いやりをもって接してください。コミュニケーションが簡単になっ

チャット機能があり、先生に気軽に質問できるし、受講生全員でや

ていくと、人間はつい軽く考えがちで、些細なことが違和感になり

対面の学びを併用しながら、

も混乱しましたが、2020年度内に

りとりすることもできます。こうした良い面は今後、対面授業の中に

積もり積もってトラブルに発展したというケースも目にします。そう

これからのニューノーマルな学び方と

いろいろなシステムが整備・強化され、教員も授業方法やシステ

も採り入れられていくことでしょう。ですから、パソコンを持たずス

ならないためにも、
「きちんと伝わっているかな」
「通信を切ったあ

ムの操作に慣れてきています。2021年度は、はるかにスムーズな

マホで授業を視聴できれば充分というわけにはいきません。また、

とにどんな気持ちでいるだろうか」と考えることも忘れないでくだ
さい。

コミュニケーションづくりに
取り組んでいます。

授業ができると思います。コロナの状況により、まだどうなるか

授業の資料が紙ではなくファイルで提供されることもあり、タブレッ

わかりませんが、授業や学習は、
「ユニバーサルパスポート」と

トとタッチペンを持っていると書き込みや整理ができてとても便利で

な学び方

いう授業支援システムをベースに、授業は対面またはオンライン

す。さらに、細かなスケジュールを管理できるアプリや、毎日のやる

学生のみなさんは、オンラインの授業に

で、場合によっては併用して行っていくことになります。オンライ

ことを整理してくれるアプリなど、普段の大学生活をサポートして

ン授業は「Webex」か「Zoom」というビデオ会議システムを使

くれるサービスもたくさんありますから、一度試してみて、自分に

どう参加すればいいのでしょうか？

います。学部によっては「Slack」という情報を共有したり意見交

あったものを使っていくと充実した学生生活を送れると思います。

オンラインにどのように向き合えば
いいのでしょうか？

1

換したりするためのチャットシステムを使うところもあります。
無料で使える場合が多いので、恐れずに授業外（たとえば友達

その心構えを4名の先生に

慣れておくと良いでしょう。

うかがいました。

コミュニケーション方法について

オンラインでは横のつながりを増やそう、
でも相手を思いやることを忘れずに

コロナ禍で改めて気付かされた
オンラインの可能性

チャレンジ！

境人間学部の管理栄養士の実習があります。看護学部

問しても「何を調査したらいいのか」が、わからないと思

とになるのです。オンラインと対面の両方を活かして、そ

では、コロナのため病院での実習ができなかった時期に

います。たとえば、そのまちがつくられた歴史、人口比率

れぞれの良さを取り入れることが大切です。

オンラインでの実習にチャレンジしました。従来の、病院

今はGoogleのストリートビューもあって、現地の様子を
ある程度は事前に把握することができます。また、オン
ラインが身近になったことで、遠く離れた地域とのつな
がり方には、新しい可能性を感じています。兵庫にいな
がら北海道や沖縄、海外の地域とも交流することがで
き、その地域が悩んでいる課題に遠方からでも関わるこ
とができます。チャンスが増えたと捉えて、私自身もその
ような交流のプログラムの準備と実践を進めています。

リアルな体験とオンラインで得た
知識を組み合わせて学ぶ

自転車で行ける生活圏をよく知ることが学びの始まりで
す。そこで見て感じたことが、授業で地域課題に取り組
む際の、まちを見る観察力や課題の見つけ方を養いま
す。たとえば、何でこの電柱はこんなに出てるの？何でこ
の森はこんなに枯れてるの？何でこんなに道路が太いの？
というようにシンプルに気になることがいくつも見えてく
ると思います。私も地域に出て調べる時は、まちの人も知
らないようなことを聞いてばかり。
「それはわからないの

で行う実習では、学生が患者を1対1で4週間担当します
が、今回のオンライン実習では、
「Aちゃん
（8歳の女の子・
小児がん）」といった架空の患者モデルを設定して、ロー
ルプレイを用いて実習を行いました。Zoom上で2人1組の
ペアになって患者役や看護師役を演じ、カメラ越しに声
をかけたり、身振り手振りを使ってケアをしました。また、
毎日、申し送り
（朝のミーティング）
を実施したり、電子カ
ルテを作るなど、なるべく本番に近い形になるように心が
けました。

患者の気持ちや疾病への
理解を深めるチャンスに

で調べてご連絡します」と言われることがよくあります。
ですから、まずは自分が暮らしている範囲で、小さな好奇

うに思えるでしょう。でも、早いうちから社会とつながることを意

です。従来の対面授業にこれまでになかった機材や通信技術を組

識して関心がある分野の情報を集め、新しい道具や技術に慣

み合わせて、一緒に学び方からつくっていきましょう。その心構え

れ親しむことは、将来楽しみながら仕事をするための下準備に

を持っていれば、今後また、どんな環境の変化が起きても前向き

もなりますから。

星野光

実験編

実際の実習では予期せぬ状況が次々に発生し、学生は右

方も生まれています。

思考を深める
学生は実験を通して成功や失敗から洞察力を磨き、理論
を掘り下げる力を身に付けていきます。私が受け持つコー

日々の生活の中で
コミュニケーション力を養おう
オンラインでは、患者や家族と直接コミュニケーションを
取れないのではないかと不安を感じるかもしれませんが、
実はコミュニケーション力は身近な人との関わりの中で培
うこともできます。親戚や近所のこども、おじいちゃん、お
ばあちゃんなど人と接する機会をいっそう大事にして、そ
こで起きる出来事や人をよく観察してみてください。その
コミュニケーションの中で見聞きしたことや気づいたこと
が、人と接する機会が限られてしまった今だからこそ、み

スの3年生が行う実験でも、スマホやパソコン、飛行機に
至るまで様々な電子機器を操作するために指示を送る
「プログラミング言語」という専用の言語を用いて、ロ
ボットの動きを検証しています。しかし、昨年の前期には
コロナの影響で対面での実験が中止に。そこで、オンライ
ン上でCGのロボットを動かすシステムを活用し、学生が
自宅のパソコンに専用のアプリをインストールして、ゲー
ムのようにロボットを動かす実験を行いました。

自主的な実験準備がオンラインで
さらに綿密に

す。また、ネットで検索すれば、こどもの医療的ケアを自

オンラインの活用が当たり前になったことで、予習や実験

宅で行っているお母さんの動画や入院の体験談ブログな

準備がより丁寧にできるようになったと思います。例え

どを見ることができるので、想像力を高めるためにも積極

ば、海外の大学からも情報収集ができ、マサチューセッツ

的に情報収集してみてください。

工科大学のように授業動画を閲覧できる事例も増えてき

往左往することが多いのですが、オンライン実習では「今

ました。今回の実験でも、ネット上の資料や動画から自主

過ごしている風景に、
「なぜ？どうして？」と問いかけてみ

日は拒否的な患者さん役をしてほしい」など、学生の希

的な準備ができ、できることが限られているオンラインの

てください。きっと新しい発見がいくつもあります。

望に沿った状況を設定して行いました。こうすると学びの

実験においても明確に目標とスケジュールを立てることが

は限界があることも自覚しておくべきでしょう。実際に歩

焦点が絞られるので、実は着実に身に付くことがわかりま

できました。実験では3〜4人のチームを組んで、それぞれ

いたときの距離感、土地の高低差、交通の量、人々の

した。そしてこれからの授業でも取り入れていきたいの

が作ったプログラムをオンライン上で見せ合い、CGのロ

息遣いや表情、生活の騒音や匂い、そういったものを体

が、ロールプレイです。看護師、患者、家族などいろんな

ボットが思い通りに動くのか検証を重ねていきました。こ

験できるのがフィールドワークです。オンラインではすで

人の立場を経験してみることで、当事者への理解をより

の実験で経験したオンラインでの自主的な学び方は、こ

に興味を持っていることについての情報ばかりが集まり

深め、医療現場での人との関わり方を見直す機会になっ

れからの授業でもぜひ活かしてほしいと思います。

がちです。それが視野を狭めることにもなっています。

たようです。看護業界では劇団のリアルな演技を用いて

ストリートビューを事前学習に活用

オンライン授業で教員が点滴を実演

理論だけでは説明できないことにも
目を向けてみよう
オンラインでの情報収集は便利です。ただ、単に知識を
得るだけで満足せず、物事の本質を理解するよう心がけ
てほしいと思います。リアルな実験を通して自分の目で事
実を確かめて、噛み砕いて説明ができるくらいまで深く学
ぶ習慣を身につけてください。研究は正解のない問いと
向き合っていくもの。教員も一緒に悩んだり、言葉や数値
だけでは説明できないこともたくさんあります。身振り手
振りを使ったり、わかりやすい例を引用したり、時には教
員と学生が議論をしながら答えを見出していきます。そう
やって、今持っている知識を活かしつつ、別の角度から物
事を見つめて新たな視点を取り入れていくことで思考力
を育んでいくことができるのです。

なさんの財産となって今後の看護に活きてくると思いま

心を持ってまちを見てください。普段、疑問にも思わずに

ただ、便利ではありますがオンラインでの調査や交流に

大学院工学研究科 電気物性工学専攻 助
教。電力エネルギーシステムや医療システム
への制御応用を中心に研究。コロナ禍で研
究室での実験ができなくなったことをきっか
けに、シミュレータを活用し、オンライン実
験を取り入れた授業を行った。

実験でのリアルな体験が

実習が行われるなど、コロナ禍だからこその新しい学び

もあります。でも、それが大切で、自身の視野を広げるこ

ようになったし、その重要性に気付くことになりました。

ね。社会に出ると言うと、1年生にとってはまだまだ先のことのよ

さんがともに新しい時代の学び方をつくっていくことがとても大事

看護学部 看護学科 小児看護学領域 准教
授。看 護 師 、神戸大学での教員を経て、
2019年より兵庫県立大学に着任。一貫して
小児看護学・家族看護学の研究を行う。全
国に先駆けてオンラインでの看護実習を実
施した。

初めての完全オンライン看護実習に

把握するのがフィールドワーク。ただ、下調べなしに訪

興味を持てば発見がある

で企業も若い人のアイデアや意見を何よりも求めていますから

本田順子

実習編

本学の実習には看護学部の実習の他に、教育実習や環

制限されましたが、だからこそ、事前準備に力を入れる

くる側」になる機会を面白がってください。その姿勢は、いずれ

オンラインも対面も両方がある現在において、教員と学生のみな

しんでください。もちろん我々教員の努力は当然として「こんな勉強

実際のフィールドワークでは、想定外のことや意外なこと

自分の住んでいるまちに、
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思いますが、大学では受け身にならないこと。自分が「学びをつ
社会に出て行く際にも役立ちます。社会が高齢化していくなか

さい。まずは積極的に活用しましょう。
「ユニバーサルパスポート」

が飛び込んできて、そこに驚きがあり、時には戸惑うこと

ます。コロナ禍では、フィールドワークの機会が非常に

新しい授業のあり方を楽しんで、

に考えて取り組むことができます。むしろ新しいものを積極的に楽

まちや自然の中に実際に出向いて、その実態や課題を

などの基本的な知識があると調査すべきものが見えてき

ビデオ通話での学びやコミュニケーションが身近に

ています。高校生までは勉強する内容が与えられるだけだったと

オンラインでのやりとりに慣れていなくても過度に恐れないでくだ

太田尚孝
環境人間学部 環境人間学科 社会環境部門
社会デザイン系 准教授。専門分野は都市計
画。持続可能な発展につながるための都市
や地域の計画システム等について研究。ま
た、姫路・播磨の地域で学生とともに地域課
題に取り組むプロジェクトを行っている。

3

オンライン活用の取り組み

がしたい」
「この内容の講義をしてほしい」といった提案を待っ

ニューノーマルな学び方について

自ら学び方をつくっていこう

様々なシステムやアプリを使っていくことになりますが、これらは
との連絡や、趣味の集まりでの活用など）でも使ってみて操作に

フィールドワーク編

3

2

にもQ＆A機能があるし、SNSにアカウントを持つ教員もいます。

オンラインでの実験を可能にしたアプリ「Virtual Robotics Toolkit」
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教えて先輩！

特集 2

転部に３度の留学、
目標に向かって
悔いなくやり切った4年間が
かけがえのない成長
小林卓大

経済学部国際経済学科 2021 年 3月卒業

パイロットになる目標に
必要な学びを留学で積み重ねた
パイロットになること。それが私の目標でした。祖父がパ
イロットで両親も姉も航空業界で働く家に生まれ、私自
身もその道に憧れを抱いていたので、パイロットになるた
めに必 要な知 識を得ようと理 学 部に入 学しました。た
だ、1 年生の夏休みにフィリピンに語学留学した際に異文
化をまたぐ国際経済に関心を持つようになったんです。こ
れをしっかり学んでパイロットを目指そうと2 年進級時に
経済学部に転部しました。

未来のつかみ方 2

ゼミ研究で肥やした
「企業を見る目」を活かし、
オンライン就活を乗り越えた
木村円香

経営学部組織経営学科 2021 年 3月卒業

21

面接の延期を追い風に変えた！
自粛期間の自主研究が
農機メーカーの扉を開く
小南泰斗

工学部機械・材料工学科 2021 年 3月卒業

やりがいを持って働き、
余暇も充実させるための研究

目標を意識し、
苦手科目を自分の強みに変えた

人の日常生活を支える仕事に関心があり、ゼミにおいても

奥村なぎさ・毛利美咲

大学院 物質理学研究科博士前期課程 2021 年 3月修了

環境人間学部環境人間学科 2021 年 3月卒業

組み」について研究をしています。プログラミングを使った

ました。ワークライフバランスは、仕事もプライベートもどち

制御の仕組みの研究なので、自動車や船など、ドローン以

中高生の頃から数学や物理が好きで、理学部に進学しまし

奥村：私たちは合同で、小学生向けに「歯と栄養」につい

らも充実させる働き方・生き方をするために、とても重要な

外のものを動かすことにも活用できます。

た。数式の明確な答えがあるところや、誰もが納得する答えが

ての食育の研究をしてきました。研究室の取り組みとして

あるところが好きなんです。私の研究内容は、温度や磁場が

モンゴルの小学校で実習する予定が、コロナの影響で行

低い中で特異な物性を示す2つの物質をさまざまな環境下で

けなくなってしまったため、急遽自分たちで受け入れ先を

観測すること。この2つの物質は未だ解明されていない点が多

探し、近隣の小学校で実習をしました。

ものです。単に、休みがしっかり取れる環境をつくることだ
けではなく、家庭と仕事を両立することや、多様な人材が
活躍することが、企業の業績とも関係しているからこそ、両

いため、世界初の観測ができる可能性があり、
「成功したら大

立支援や働き方改革などの政策を行っている、という背景

きなやりがいが感じられそうだ！」と思って研究を進めました。

の部分を学びました。実際に、いろんな企業の従業員にア

研究では「どう本質を探っていくか」
「課題にどうアプローチ
してどう解決していくか」という力が問われ、データの解釈方
法など自分の力量の及ばないところは先生や先輩に相談し
ながら進めていく日々でした。考え抜いたアプローチで観測
しても、なかなか上手くいかないこともありましたが、博士前

きました。緊張が絶えませんでしたが、私の考えたワークラ

期課程 1 年生の時についに世界で初めて、ゼロ磁場下であ

イフバランスについての仮説を皆さん真剣に聞いてくださり
嬉しかったです。3年生の時から、企業の社員さんとともに
「働く」ことについて議論ができたことで、社会人経験のな
い私も日本の就労環境の現状や、自分らしい働き方に意識
的になることができました。

2 年生からは約 1 年間、兵庫県立大学が提携している中国
の曁南大学国際学院に留学しました。中国と日本の経済

る信号の観測に成功しました。

私の研究知識やプログラミングスキルが活かせる自動制御

振り返ると、研究生活のなかで自分自身が大きく変われた

の分野では、今、農業機械への活用が注目されています。

ことが成功の要因です。研究に対して受け身だった姿勢

人間にとって不可欠な食料を作る農業の担い手がいなく

が、
「世界初の観測を達成する」という目標に突き動かされ

なったら人は生きていけません。これから世界中に役立つ

るように、自発的に向き合い、周りの協力を取り付けながら

技術であり、
「農業の自動化には大きな需要がある」と確

課題を解決する、主体的な姿勢に変わっていったと実感し

信しています。

ています。

績はあまり良くなく、かなりの苦手意識がありました。自動

カーを教える活動にも参加して、コミュニケーション力を

制御の分野に進むには不可欠なものです。何が何でも苦

磨きました。4年生の4月から、今度はアメリカに語学留学

手意識を克服しようと特に集中して勉強しました。今で

し、ビジネス英語のスキルアップに挑戦しました。いろい

は、この制御工学のプログラミングスキルは自信を持って

ろなことにトライしましたが、4 年間で自分の目標を叶える

「得意なこと」だとアピールできるものになっています。自

ために必要と思うことはやり切りました。

分で具体的な目標や目的を定めることで、成長のスピード
は何倍にもなります。

ワークライフバランスの
視点を持って就活

があり、貿易に関係した仕事にも関心があったので、ボス

3 年生の秋からワンデーインターンに参加するなど就活の
準備を進めていて、本格的に動き出したのが3月でした。

トンで開催された留学生向け就職フォーラムで商社にエ

ところが、コロナ禍で大きな説明会は全て中止になり個

ントリーしたんです。その中で、内定をいただいたのが4月

別説明会が中心に。6月頭までは、説明会も面接もオン

から働いている会社です。パイロットを目指していること

ラインばかりでした。そのため、大学のキャリアセンター

を伝えた上で内定をいただきました。一方でパイロットの

を活用して、面接本番の数日前に職員の方を相手に、企

就活はというと、残念なことにコロナ禍が航空業界を直

業に合わせた面接練習に取り組みました。オンライン面

撃したこともあり、採用枠が縮小されるなかで選考に残る

接は熱意が伝わりにくいので、なるべくカメラを見るよう

ことができませんでした。進路変更を迫られ、気持ちが沈

に意識するなど、本番に向けてコツも掴めましたね。

みかけた時期に支えになったのは、内定をいただいた商

上司や人事部の人が従業員一人ひとりと面談する制度

社の方が私の「 夢 」への挑 戦を応 援して承 諾の返 事を

や、社員の子どもの体調が悪い時にすぐに帰宅できる制

待ってくださったことでした。今度はここで目標を持って

度など、実際の企業が行っている取り組みを学んだこと

社会に貢献していく決心がつきました。パイロットへの挑

で、「自分はどんな職場にいれば仕事へのモチベーショ

戦に後悔はありません。数カ国で学び、様々な文化と価

ンを持ち続けられるのだろう」と現実的に考え、いざ就

値観を持った人と出会えたことが、自信になっています。

活をする時には「働く環境や社風を重要視しよう」と自

この 4 年間は、自分から行動を起こすたびに、先生、友

分なりの視点を持つことができました。そのような目線で

人、家族など、協力してくれる人が増えていき、
「恐れず

企業を見ていたので、創意工夫して会社の特色を出した

にアクティブに行動する」大切さを教わりました。

動画配信や学生目線の質問を紹介している説明会に共
感でき、企業を比較する際にとても役に立ったと思って
います。

※経済学部・経営学部は再編により、国際商経学部・社会情報科学部となりました。

毛利：日本の小学生向けに実習内容を変更するのは大変

「何がわかったか」、よりも
「どう研究したか」が大事

病気を予防する仕事がしたい。
全国各地を回る
民間保健師に
奥田由希乃

看護学部看護学科 2021 年 3月卒業

病気を予防する保健師に
なろうと決めた
病気にならないための食生活や運動を指導する「予防医
学」という分野があります。この分野に興味を抱いた大きな
きっかけは、病院実習でした。生活習慣病から半身不随に
なった患者さんの辛そうな姿を目の当たりにしました。同じ
頃、がんを患っていた祖母の容体が悪化したことも重なり、
「多くの人に自分らしく長く生きてほしい！」
「“そもそも病
気にならないための指導ができる予防医学の保健師さん”
になりたい」と思うようになりました。

でした。2 人でよく考えて、自粛生活で子どもたちは家で
過ごす時間が長くなり、自分でお菓子や飲み物を選択す
る機会が増えたことでむし歯のリスクが高まると想定し、
むし歯にならないための飲み物の飲み方を子ども自身が
考えて実践できるような授業をすることにしました。
奥村：毛利さんが低学年、私が高学年を受け持ちました。
授業をする時期や学年のレベルに合わせて、話す内容や
板書の書き方などを工夫する必要がありましたが、普段
児童と関わっていないなかで、やりとりをイメージするの
が大変で、とても苦労しました。
毛利：実際に小学校で授業を8 回も体験できたのはすごく
為になったんです。教員採用試験の二次試験で模擬授業

ただ、機械を思い通りに操る仕組みをつくる制御工学の成

のあり方の違いを学び、他にも現地の子どもたちにサッ
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生活に大きく影響するワークライフバランスの研究をしてい

る社員さんの意見とを交換するプレゼンも経験することがで

で商社の駐在員として赴任されている方と知り合う機会

コロナ禍に自ら考えて
動いた経験、
課外ボランティア活動が
就活の大きな自信に！

4年生で研究室に入ってから、「ドローンを自動で飛ばす仕

に提案するチャンスがあり、自分の考察と現場で働いてい

的な感覚が活かせる企業にもエントリーしました。留学先

評価されたのは、
世界初の研究成果への「過程」。
開発者は、考え抜き、
行動すること

小学生に向けた「食育」の実習経験が
採用試験に活きた

な部分について回答の結果を分析した上で、改善策を企業

就活では、もちろんパイロットが第一希望でしたが、国際

大学で何を学び、それぞれがめざす未来にどうつながったのか？ 先輩たちの未来のつかみ方を紹介します。

研究への向き合い方を変え、
世界初の観測に成功

ンケート調査を行い、職場環境への不満や要望など心理的

ボストンでの就職フォーラムが
新しいチャンスにつながった

夢と目標に向かって取り組んだ7 名のチャレンジ体験記。

を行う際に、児童への話し方や授業構成などをそのまま
活かすことができました。

4年生からは、「地域看護ゼミ」に所属し、とりわけ生活習
慣病の予防を意識しておくべき20代から働き盛りの40〜50
代へ向けての保健師活動について学び、卒業研究は、コロ
ナ禍で広がった「在宅テレワーク」をテーマにインタビュー
してみると、
「運動不足で体重が増えた」という声が多く、
歩数計アプリを活用した健康づくりを提案しました。一方、

博士前期課程1年生の6月頃から、メーカーを中心に5社ほ

働く主婦からは「在宅になったことで仕事と家事の両立が

どインターンに行きました。社員の方々の話を聞いている

しやすい！」という意見も多く、仕事環境による生活や健康

と、自分の作った製品が社会で使われていることに大きな

への影響は多様だと気づかされ、個別に寄り添った提案の

やりがいを感じている印象を受けたんです。その影響で「自

必要性を感じました。

分も商品の設計や開発に携わりたい」と思うようになり、

看護師に比べて保健師は、その役割がイメージしづらいか

緊急事態宣言下の自主研究で、
面接チャンスをものに

メーカーに絞って就活をしました。

もしれません。自治体や企業に向けた予防活動を仕事とす

2021年度からは大手農業・建設機械メーカーで設計職とし

た。
「『研究内容を会社でどう活かせるのか？』という質問に

て働いています。就活当初から研究を活かせる設計職を志

対する用意をしておいた方がよい」とアドバイスを受けたの

る「保健師」を選んだ私の進路が、後輩の参考になればと

面接では自分の研究について発表する必要があったので、

思います。

大学の就職相談室の方に練習相手になっていただきまし

望していましたが、設計職の求人はプラントや工場のもの

ですが、直結する研究テーマではないので、苦労してなんと

がほとんど。僕は「自分の技術を商品に変えて暮らしの中で

か答えを捻り出しました（笑）。実際に面接で聞かれたの

評価されたい」と思っていたので、興味のある企業に出会

で、対策しておいてよかったです。

えず悩んでいました。3年生の1月に学科の就職説明会で配
布された企業リストで「農業機械の設計職」を見つけた時
は、これだ！と思いビビッときました。
推薦枠だったので、面接は1 回だけ。自分の研究内容を発
表する必要があり、4月下旬の面接に向けて3月頃から準備
を進めていたのですが、コロナの影響で1ヶ月延期に。推薦
枠で受ける人は大学院生が多いなか、4年生になったばか

子ども食堂やゼミでの活動が
面接での自信になった

募集枠がなくなっても、
諦めなかった会社探し

毛利：就活をする上で強みになると感じたのは、何か一つ

実は、選考が進んでいた企業の採用活動が、コロナ禍の影

やり切った経験があることです。私は栄養教諭を目指して

響で打ち切られてしまったんです。3日間ぐらい弱音を吐い

いたので、ボランティアの情報サイトで「子ども食堂」の

て落ち込みました。でもその後は逆に奮起！中途採用の求

募集を見つけて参加していました。活動内容は、季節や

人を見つけて「新卒採用は募集されていないと思いますが

行事をテーマにしたメニューを子どもたちと一緒に料理し

エントリーできますか？」とメールをするなど、グイグイとア

て食べるというもの。私はレシピを考えるチームの中で

ピールしました。

「どうしたら調理の段階から楽しんでくれるかな」と、子ど

4月から働いている医療系企業は、その積極性が実を結ん

も目線で考えることの大切さを学びました。調理は楽しん

で内定をつかんだ会社です。全国の自治体へ赴き、住民へ

で参加していても片付けになると遊んでしまう子がいるの

のアンケート調査や健康教室などを行う仕事内容を見て、

で、タイムアタックのようなゲーム性を取り入れるなど、ボ

各地域のノウハウや情報を全国に活かしていく仕事ができ

も、
「自宅で過ごす2ヶ月間を活用し、農業機械の技術に関

ランティアみんなの特技を活かして集中が続くよう工夫し

るので「多くの人に予防医学を」と考えていた私の想いとも

するプログラミングの研究をして面接で発表しよう」と、取

ました。

合致しました。

りでまだ自分の研究成果を持っていなかった僕は無謀に

り組むことにしたんです。

「世界初」という研究成果はもちろんアピール材料になりま

自粛期間は研究室のオンライン質問会が毎日開かれていた

したが、面接で評価されたのはその過程でした。事業に直結

ので、先生や先輩にアドバイスをもらったり、他大学の公

する研究テーマでなくても、求める結果に辿り着くために課

開オンライン授業を聴講したりと、通学できないことを逆手

題を洗い出し、一つひとつの解決策を練ってアプローチする

に取って研究に没頭。面接で成果を発表することができま

プロセスはどの分野の開発職にも活かせる経験です。そこを

した。限られた時間の中でも、何ができるのかを考え、全力

評価してもらえて内定をいただけたと思っています。目の前の

で取り組むことが自分の望む未来を引き寄せてくれる！そう

研究への向き合い方が、開発者になるための最短距離だと

実感したチャレンジになりました。

言えます。

実は私、学外の出版サークルでイラストや漫画作品を描
奥村：私はキャリアセンターで自分の強みや志望動機を深

いていたんです。面接では「仲間とオンラインで制作活動

められたので、面接中にどんな質問がきても自信を持って

をしているからICTに強いです」
「このパンフレットも私が

答えられました。
「部活でリーダーをしていました」など特

制作しました！」など、趣味の話を通じて保健師としても

別なことが言えなくても、自分が頑張ってきたことが明確

活かせる能力をアピールしました。募集枠がなくなっても

であれば強みになると思います。また、ゼミでは栄養学な

諦めずに自分からエントリー先を探したこと、プライベート

どの勉強だけでなく、プレゼン方法と人に対するコミュニ

な活動の中にも仕事に役立つスキルがあること、この2つ

ケーションの取り方を学ぶこともできたので、資料づくり

が志望を叶える結果につながり、
「保健師」として働く未

や面接でも応用することができました。

来をたぐり寄せることができました。

小林卓大（こばやし たくひろ）

木村円香（きむら まどか）

小南泰斗（こみなみ たいと）

田中太知（たなか たいち）

奥村なぎさ・毛利美咲
（おくむら なぎさ・もうり みさき）

奥田由希乃（おくだ ゆきの）

幼少からパイロットを目指し、その目標に沿った進

ゼミでは従業員が働く環境にフォーカスした分野を

知能計測制御研究室に所属し、
「平行リンク型ク

金属や半導体など物質の性質について研究を行っ

合同で小学生向けの食育研究を行い、小学校に

地域看護ゼミに所属し、保健師活動について学ん

路を選択。理学部から経済学部に転部し、国際経

研究。3年生の時には、企業を訪問し従業員を対

アッドロータの改良および垂直姿勢での飛行に関す

た。水戸研究室に所属し、世界初の観測に成功。

て「むし歯になりにくい飲み物の選び方」を指導し

だ。卒業論文ではコロナ禍で注目を集めているテレ

済を学びながら、中国への交換留学やアメリカへの

象にワークライフバランスの実態をアンケート調

る研究」というテーマで、ドローンの自動制御に関

就職活動はメーカーの開発職に絞り、大手デバイス

た。2人ともに教員採用試験に合格し、2021年度より

ワークの生活や健康への影響を調査し、保健師とし

語学留学を経験。パイロットになる夢は叶わなかっ

査。結果を分析して改善案をプレゼンするなど、

わるプログラミングの研究を行った。2021年度から

メーカーに開発設計職として勤務。趣味はサッカー

兵庫県栄養教諭として勤務。学生時代、奥村さんは

てのアプローチを模索。大学外の出版サークルに所

たが、在学中の経験を活かして2021年度より産業

企業との関わりを経験。2021年度から大手保険会

大手農業・建設機械メーカーに設計職として勤務。

で、社会人サッカーチームに所属。

幼児〜中学生向けキャンプリーダー、毛利さんは子ど

属し、オリジナルのイラストや漫画の制作、グッズ販

機械を提供するグローバル商社に勤務。

社に勤務。

も食堂のボランティア団体に所属。

売などを行った。2021年度より民間企業で保健師と
して勤務。
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