この度、田中研究所に配
属になりました、安達靖太
（あだちやすた）と申しま
す。出身は岡山市です。趣
味は卓球、旅行などです。
卓球は小学校４年生のころ
からクラブに通っており、
大学まで続け、現在も体育
会卓球部に所属していま
す。旅行は国内、国外問わ

ず様々なところに行くのが
好きです。
高校時代には太陽光発電
の効率を向上させる研究を
しており分野は全く違いま
すが田中研究室での卒業研
究などに少しでも活かして
いければ良いと思っていま
す。田中研究室の配属にな
ったきっかけは三年生前期
の授業で田中研究室に訪問
したことです。そこで田中
先生の研究内容をお聞き
し、Ｋｉｎｅｃｔを応用し
た画像認識などを学びをＫ
ｉｎｅｃｔを用いたプログ
ラミングを作ることの面白
さを知りました。私はまだ
まだプログラミングが苦手
ですがしっかり勉強して卒
業研究に備えていこうと思
います。これから一年半宜
しくお願いいたします。

後期から田中研究室に入
ります片桐蕗乃です。
この研究室を選んだきっ
かけは、ゼミ見学をしたと
きＫｉｎｅｃｔを使ってい
ろいろなことをしていて面
白そうだと思ったからで
す。まだ、何をしたいかは
決まっていませんが、頑張
ります。
大学では部活やサークル
に入っていませんが、中学
と高校は吹奏楽部で、トラ
ンペットを吹いていまし
た。私はソロで吹くときだ
け緊張してしまうので、ソ
ロコンテストのときは緊張
で音が震えて勝手にビブラ
ートが付きました。
大学で行っているＩＴ人
材育成プロジェクトに参加
しており、そこでは、フィ
ギュアのモデリングをした
ものを３Ｄプリンターで出
力しています。
虫は苦手ですが、動物は
好きで、大学受験が終わっ
てからハムスターを飼い始
めました。飼う前は家族に
反対されましたが、今では
みんなハムスターに癒され
ており、飼ってよかったで
す。
人見知りで口下手です
が、ゼミの皆様と仲良くな
りたいです。よろしくお願
いします。

初めまして、このたび田
中研究室に配属になりまし
た。
３回生の小池琢也です。
趣味は、バスケ、サバイバ
ルゲーム、ゲームです。中
学の頃、バスケ部に所属し
ていたので、バスケや体を
動かすことが好きですが、
スポーツが好きというわけ

ではありません。サバイバ
ルゲームは、最近やること
にはまっています。山の中
などを駆け回って汗をかく
ことは爽快でとても気持ち
良いです。ゲームは、色々
なものをしますが、特にＲ
ＰＧ系が好きで、ドラクエ
やＦＦや軌跡シリーズなど
やっていて、最近は、携帯
ゲームのＦＧＯなどをやっ
ています。
やりたい研究など決まっ
ていませんがこの研究室で
様々なことを学び、得るこ
とが出来ればと思います。
誰かと話すことが好きなの
で気軽に話しかけてほしい
です。これからよろしくお
願いします。

この度、田中研究室に配
属になった３回生の小篠舜
太郎です。趣味はアニメ鑑
賞、アニメ関連のイベント
参加、ゲーム、そして１人
旅です。アニメを本格的に
はまったのは中学３年の時
に友人から勧められたのが
きっかけで、ゲームと共に
どんどんのめりこんでいき
ました。はまった時期はあ
まりよくありませんでした
が受験期でもアニメなどの
娯楽と試験勉強をうまく両
立できたのはいい経験で
す。１人旅は大学に入って
から始めて、主に春休みや
夏休みなどの長期休みの時
8きっぷを使って
期に青春1
いて主に関東圏に旅行にい
8きっぷを使う日
きます。1
0時間以上電車に乗
は１日1
っているので普段の生活の
中での多少の待ち時間が苦
ではなくなり、忍耐力が鍛

えられました。
将来のことや研究したい
ことはまだ決めていません
が、これからの残り少ない
大学生活の中でじっくり考
えていきたいと思います。
これから１年半よろしくお
もと生協食堂や部活の部
ねがいします。
室などがあったところに、
とても素晴らしいｉＣｏｍ
ｍｏｎｓができました。地
初めまして。この度、田 上４階、地下１階で、広い
中研究室に配属されました 敷地に一杯に建てられまし
峯岡郁弥
（みねおかいくみ） た。最近、大学の建物も、
です。出身は大阪で、実家 ラーニングコモンズや、さ
から片道約１時間半ほどか らにはこのように、いろい
けて来ています。田中研究 ろなことが自由にできるよ
室を選んだ理由は、田中研 うにと、多目的のきれいな
新聞を読んで、アクティブ 場所が作られてきています
に活動しているゼミだと感 が、甲南のｉＣｏｍｍｏｎ
じたからです趣味としては ｓも、大変先端的です。
スポーツや遊び、ゲームと
これの建設中は、仮設食
いった様々なことに関心を 堂だったりして、大変不便
持っています。大学では部 でしたが、これは、「待っ
活 等 に 入 っ て い な い で す た甲斐がある」といえる建
が、中学生高校生時代はラ 物です。左の写真は、入口
グビーをしてよく骨を折っ を入ったところのＡｇｏｒ
てしまうほど熱中していま ａの風景です。Ａｇｏｒａ
した。
は吹き抜けで、奥に向けて
そして、私は思いつきで 階段が設けられており、こ
行動することも多く、最近 のように下でイベントを行
0 ったときに、階段に座って
では３ヶ月ほどで体重を1
キロ落としたり、３日間の
断食をしたりしました。
そして、私は今現在、ア
ルバイトで塾の講師をして
おり、そこで小中高校生を
教えています。
これからいろいろご迷惑
をおかけしますが１年半ほ
どよろしくお願いします。

みることができます。昔の
円形劇場などを想像する構
造です。
この階段の上には、
Ａｇｏｒａ Ｗｅｓｔとい
う、平らな部分があり、今
回、オープンキャンパスで
は、ロボットたちはそこで
活躍しました。入口の真上
には、大きなディスプレイ
があります。甲南大学の中
の設備は、一貫したポリシ
ーがなくてばらばらの投資
が目につきましたが、これ
こそは、全学の学生に有効
に寄与しそうです。
飲食店、食堂、レストラ
ン、茶室、トレーニングル
ーム、その他、たくさんの
ものがあり、また、いろい
ろな目的に使えるガラス張
りの部屋やオープンスペー
スもたくさんあります。
次号からも、ｉＣｏｍｍ
ｏｎｓをもっと紹介してい
きたいと思います。

ので３回目の参加です。泣
いても笑っても、今回で今
年のオープンキャンパスは
最後なので、悔いのないよ
うに取り組みました。
今回のオープンキャンパ
スは、新しくできた校舎の
ｉＣｏｍｍｏｎｓのＡｇｏ
ｒａ Ｗｅｓｔ（多目的ス
ペース）
で行いました。前回
までの図書館横の広場より
もスペースが狭くなり、お
客さんとの距離が小さくな
ったのはよかったのです
が、前回までのオープンキ

習で数社受ける程度でし
た。しかし、そのときは志
望理由や自己アピールがあ
りきたりで薄く、書類選考
が通らないまま終わってし
まったのです。このことか
ら、企業の採用活動が始ま
る前からしっかりとした準
備が必要であることを実感
し、次の就活が始まる１年
以上前から少しずつ企業や
業界の研究をはじめまし
た。
企業研究をするにあたっ
て私が重視したのは、「一

ャンパスよりお客さんは少
ない印象を受けました。こ
れは、甲南大学へ来られた
方が必ず通るルートではな
い場所にｉＣｏｍｍｏｎｓ
があることが影響している
と思いました。また、今回
のオープンキャンパスでは
スタンプラリーを行ってい
たようで、道を聞かれるこ
とがありました。しかし、
私もｉＣｏｍｍｏｎｓへは
２回ほどしか訪れておら
ず、わからなかったので、
一緒に探すという事態にな

0月１日の日曜日
私は、1
に行われた甲南大学のオー
プンキャンパスで、田中研
究室から出展した、ＫｏＲ
ｏの疑似対話システムを担
当しました。私がこの疑似
対話システムの研究に取り
掛かって、ＫｏＲｏを運用
する側になってからのオー
プンキャンパスは、早いも

季節が秋になり、多くの を問うと「大変だった」と
４回生は就活が終わり研究 い う 声 が よ く 聞 か れ ま す
に集中していることかと思 が、私は楽しんで就活をし
います。皆さんは、自身で ていたので、あまりそうい
思い描いていた就活をする った感想はありませんでし
ことができたでしょうか。 た。比較的スムーズに決ま
今の時期は３回生がゼミ配 り余裕があったということ
属され、数カ月後には就活 もありますが、企業研究や
を控えているかと思います 会社見学で様々な企業が担
ので、私自身が行った就活 う社会の役割を知ることに
について記事を書かせてい とても面白みを感じていま
ただきます。なにか参考に した。
なれば幸いです。
私は学部生のとき、就活
シーズンには既に進学の方
就活が終わった人に感想 針で考えていて、就活は練

ってしまいました。
疑似対話システムについ
ては、反省点がいくつかあ
り、まず１つ目は準備がう
まくいかず、時間がかかっ
てしまったことです。とい
うのも、ピンマイクを研究
室に忘れるという失態を演
じてしまい、１日がスター
トしました。そして、いつ
もであれば問題なくつなが
るコンポーネントが、何故
かつながらないという原因
不明のトラブルが起きまし
た。しかし、ｉＣｏｍｍｏ
ｎｓでの予行演習が十分に
できていなかったので、起
こるべくして起こったこと
だと思います。そして２つ
目は操作側のパソコンのキ
ーボードがいきなりうんと
もすんとも言わなくなった
ことです。再起動すれば直
るかもしれませんが（終わ
ってから再起動したら直っ
た）
、１つ目のトラブルのこ
ともあり、それは避けて大
塚君に研究室までキーボー
ドを取りに行ってもらいま
した。このようにトラブル
はありましたが、軌道に乗
ってからは問題なく動かす
ことができたので、よかっ
たです。今回もＫｏＲｏに
興味を持って接してくださ
いました。これらを基準に
絞り込むと総合電機、産業
機器、工作機械、自動車関
連メーカーを中心に数十社
が抽出され、就活サイトの
エントリーが開始するまで
に志望企業リストが完成し
ていました。これだけ期間
をかけて調査していると、

0月１日の甲南大学
先日1
オープンキャンパスで、自
作のプリクラシステムの運
用に携わりました。これま
では図書館の屋内で行って
いたのですが、今回は今年
の９月に新設されたｉＣｏ
ｍｍｏｎｓの２ＦにあるＡ
ｇｏｒａと呼ばれる吹き抜
けの大きな広場で出展しま
した。
ｉＣｏｍｍｏｎｓとは、
食堂、書店、フィットネス
ルーム、カフェなどが入っ
た複合施設です。卒業まで
あと半年ですが、ボルダリ
ングやフィットネスルーム
で体を鍛えたり、おしゃれ
なカフェで一休みしたりす
るなどｉＣｏｍｍｏｎｓを
満喫したいと考えていま
す。
さてプリクラシステムの

る方が多く、非常にうれし
い気持ちと同時にやりがい
も感じました。
前回までのオープンキャ
ンパスとは環境が大きく変
わっていて、戸惑うことも
多かったですが、収穫の多
い１日になりました。これ
からの疑似対話システムを
どうしていくかを考えてい
きます。（中田悠貴）

定以上の規模があり安定し
ている」ことと「自分の思
想の実現につながる」とい
うことです。この「思想」
の部分について、私は「オ
ートメーション化により人
の負担や危険が減る社会の
実現」、「高効率社会の実
現」といったことを考えて

話に戻ります。このシステ
ムは、カメラで写真を撮り
その画像にひと手間加えて
オシャレでかわいい写真に
仕上げるシステムです。「プ
リクラ」といっても、ゲー
ムセンターなどにあるプリ
クラ機とは少し違うところ
があり、このシステムは写
真にひと手間加えてオシャ
レにする作業をコンピュー
ターが自動で行うようにし
ています。写真に写った利
用者の顔にＫｏＲｏの顔パ
ーツ画像（ＫｏＲｏの耳や
鼻の画像）を合成します。
その時に顔の位置、大きさ
を自動で取得し適切な大き
さ位置に貼り付けます。さ
らにこの自作のシステムだ
けにある機能があり、「利
用者が笑顔になったときに
自動でシャッターを切る」
という機能で、写真を撮る
際のカウントダウンは行い
ません。
前回の８月のオープンキ
ャンパスと比べて、今回の
システムはＫｏＲｏの顔パ
ーツ画像を同時に貼り付け
られる人数を複数人（画面
に入りきる限り何人でも）
に対応することに成功し、
グレードアップした状態で
出展することができまし
志望理由やその掘り下げを
自分の中で繰り返して考え
が熟成されいるため、エン
トリーシートや面接ではそ
れほど苦労することがあり
ませんでした。
メーカーの説明会に参加
すると、工場見学させて貰
える機会がよくあります。
すると、工場見学の中で別
の志望企業の知っている製
品が使われている場面に遭
遇することがあるのです。
多関節ロボットやフォーク
リフトのようなわかりやす
いものから生産設備の部品
に組み込まれている小さな
空気圧センサーまで、見つ
けては「これはあの時の説
明にあったやつだ！」と反

た。そのため前回よりもよ
り良い反響を得ることがで
きたと思います。
今期の７月のオープンキ
ャンパスから３回続けての
オープンキャンパスで自分
のシステムを出すことがで

応するようになるわけで
す。製品が評価され、使用
されていることを実感で
き、一度の見学で複数社の
魅力を発見していました。
このように楽しんで就活
していると、比較的早い段
階で終わってしまいまし
た。これからの面接ラッシ
ュで志望動機を全力で主張
しよう！と思った矢先で
す。全然決まらないのは辛
いですが、あっさり決まる
のもまたそれはそれで寂し
く、もう少し続けたかった
という気持ちもありまし
た。
そんなこんなで内定が出
た会社に入社しました。会
社が関わっている製品の範

き、多くの方に使っていた
だいたおかげで、自分で開
発していく中では発見でき
なかったシステムの問題点
を見つけることができまし
た。また逆に自分の思った
通りの反応をもらうことが

囲が幅広いため、現在は志
望したものと少し違う製品
分野に関わっていますが、
仕事内容としては多くの製
品で必要とされる「組込み
ソフトウェア開発」です。
若手である今のうちに技術
力を向上し、少しでも早く
重要戦力となれるよう、日
々勉強しています。
（大畔裕）

0月とは思えない、長雨
1
が予報されている昨今で
す。台風まで発生し、総選
挙への影響が危惧されてい
ます。でも、臨時国会冒頭
での解散とは・・・。国会

できた部分もあり、良かっ
た部分を再確認することも
できました。オープンキャ
ンパスで実際に出展して得
られたこと、学んだことを
活かしてあともう少しです
が研究に励みたいと思いま
す。（大塚慶太）

1
1月３日～４日、田中が、
広島工業大学で行われる、
確率システムシンポジウム
（ＳＳＳ１７）に行き、論
1月0日～1日、
文発表。▼1
1
1
電気通信大学で行われる、
自動制御連合講演会に、岡
田君が参加、発表予定。▼
2 0
2
1月2日～2日、仙台国際
センターで行われる、計測
自動制御学会システムイン
テグレーション部門発表会
（ＳＩ２０１７）に、岡田
君と田中が参加、
発表予定。

は議論する場ではなくなっ
ているのでしょうかね。
今回初めて一か月の中で
２回目の新聞発行を行いま
0月１日号の予定の
した。1
記事が多くなったため、臨
時増刊的な発行です。まだ
「朝刊太郎」の扱いに戸惑
うことが多く、多くの機能
のうちのごく一部しか使え
ていないため、なかなか新
聞的らしい新聞紙面が作れ
ていません。徐々に上達す
ることを目指していきたい
と思っています。
私は、
この新聞づくりで、
日ごろから文章作成を忘れ
ないようにしようと思って
おり、よい頭への刺激にな
っています。文章にするこ
とで、頭の中で行ったり来
たりしてまとまらなかった
考えをまとめることができ
ます。
また、記事をお願いする
学生諸君も、これは私のＨ
Ｐで一般公開するものです
から、だれが読むかわから
ない新聞であることを意識
して書けば、就活にも有効
に使えると思います。

