１００号記念と言って
も、そもそも田中研新聞と
は何か知らないかたもある
でしょうから、そこから話
をしましょう。
田中研新聞を発行するこ
とにしたのは、院の集中講
義で、神戸大の塚本先生の
ところに行った大畔君が、
「うちでも新聞を発行しま
しょう」と言ったのがきっ
かけです。塚本先生のとこ
ろの新聞がどんなものか見
ることなく、私の考える形
で発行に踏み切ったのが２
０１３年９月でした。

当初は、研究室内の学生
のいろいろな動向をまさに
新聞形式で発行したいと思
っていました。例えば、う
ちの猫が子供を産んだと
か、どこそこに旅行をした
とか。しかし、なかなか記
事が自動的に集まることは
ありませんでした。
そこで、
研究室らしく、昨今は、学
校行事、研究室行事、学会
参加、その他、まじめに？
研究活動を主体に記事にし
てきました。
そうやって、田中研新聞
を創刊してから８年を超え

ました。毎月、少なくとも
１回発行することを目標と
して、ともかくここまで続
けてきたことは、特筆すべ
きことと考えています。
当初は、毎月１日として
きましたが、編集委員を学
生さんにしてもらっていた
ことも影響し、月初めはい
1号か
ろいろ予定が多く、3
0日としました。
らは毎月1
２０１７年頃からは、発行
日を特に決めず、毎月前半
発行を目標として、発行の
プレッシャーを軽減するこ
とにしました。
コロナ禍においては、授
業もＷｅｂを使ったオンラ
インになったりもし、なか
なか新聞のネタになるよう
なことが少なくなり苦労し
ましたが、最悪１ページに
することで、何とか危機を
乗り越えました。ここまで
0年、そして、
来たら、刊行1
定年直前まで続けることが
できればとおもっていま
す。

員

紙面は、朝刊太郎という
フリーソフトを使ってきま
した。新聞のような紙面が
作りやすいので重宝しまし
たが、横書きが不便なのが
欠点かと思います。
以下の諸君には、記事の
収集や紙面の作成をお願い
しました。
編 集 委

9号）
①大畔裕（第４号～1
0号～第4
8
②岡田航大（第2
号）
③小篠舜太郎、片桐蕗乃
（第
8号～第6
4号）
5
以上の学生諸君に担当し
てもらいました。それ以外
の期間は、私田中が行って
います。
昔は、連載をよくやって
いました。以下は主な連載
です。
主 な 連 載
私のコンピュータ体験史
（田中）（第３号～第８号）
私は、大学に入って初めて
触ったコンピュータ、大型
計算機、Ｕｎｉｘマシン、
パソコンを経て現在に至る
までのコンピュータを解説
しています。
私の訪れた町（田中）（第
3号）
９号～第2
出張などで訪れた外国の町
を、私の視点から解説して
います。
気になる便利グッズ（岡田）
2号～第2
9号）
（第2
私の専門分野（田中）（第
4号～第3
7号）
3
教員の専門分野は、学生は
あまり知らないものです。
これを公開するのは、皆さ
んが私を理解するのに有益
と考えました。
日本酒再発見（橋本）（第
4号～第3
9号）
3
私のアルバイト史（岡田）

0号～第4号）
（第4
4

この新聞を編集すること
で、私自身、縦書きの新聞
特有の、数字の書き方があ
ることも、知りました。ま
た、寄稿文を見ると、編集
委員だった大畔君などは完
全にそのルールで文章を書
いて寄稿していただいてお
り、無駄ではなかったと痛
感します。
それでは、１００号にい
ただいた、ＯＢの方々の寄
稿文を掲載していきます。
なお、掲載順は、ある程
度卒業（終了）の年を考慮
していますが、紙面の都合
から順序が変わっていると
ころがあります。ご了承く
ださい。

田中研新聞１００号おめ
でとうございます！最初は
どこまで続くか未知数だっ
たので、こうして文化が続
いていることを嬉しく思い
ます。
卒業後しばらくはオープ
ンキャンパスなどのタイミ
ングで研究室を訪れていま
したが、直接面識がある後
輩が卒業したのに加え、コ
ロナ禍となったことで、最
近は明確な用事でもない限
りあまり行かないほうがい
いのかなと思い、ご無沙汰
となっていました。そんな
状況でも、田中研新聞とい
う形で発信し続けてくださ
っているおかげで田中研の
近況を知ることができるた
め、今でも研究室が懐かし
くなったときに読ませてい
ただいています。
私が編集長をやっていた
当時、記事の依頼、不足分
の補填、
取りまとめて編集、
という作業を研究の合間に
やる必要があり、大変さを

感じることもありました。
しかし、号数が増えていく
につれて、きちんとやりき
れた自分に対する自信にも
つながったので、とても良
い経験だったなと思ってい

7年1
0
ます。（経緯や詳細は1
0号で書い
月１日発行の第5
ていたので、そちらもご覧
ください。）

私個人の近況ですが、新
卒で入社した企業で最初に
配属された京都の事業所
に、変わらず現在も勤めて
います。組み込みソフト開
発がメインの会社で、私自
身も空調機器の組み込みソ
フト開発を３年ほど続けて
います。組み込みソフトっ
て知っていますか？田中研
ではＯＳ上で動かすプログ
ラムが多かった印象です
が、組み込みソフトウェア
はマイコンの上で直接動作
します。
エアコンや冷蔵庫、
電子レンジなど家電製品を
想像してもらえたらわかり
やすいでしょうか。そのほ
か、自動車機器や産業機器
など、現実の物を動かす場
合にはもれなく必要になる

技術です。現物であるゆえ
にややこしい部分が多く、
未だに勉強の日々ですが、
多くの人が使うものですか
らやりがいのある仕事で
す。
仕事以外だと、学生時代
から乗っていたバイクに加
え、車も乗るようになりま
3年落
した。入社２年目で1
ちのヴィッツを買ったのに
続き、５年目の一昨年に、
新車でＢＲＺを買いまし
た。四国の山の中や静岡の
海沿いなど公共交通機関で
行きづらいところも手軽に
行けますし、乗り物を通じ
て友人ができたりするので
楽しいです。

今回記事を書くに当た
り、先生からは写真もあっ
たほうがいいとのことだっ
たので探したんですが、最
近の妥当なのがなかったの
で、車が納車されたときに
ディーラーのお姉さんが撮
ってくれたのを出します。
納車当日でウキウキのはず
なのに、このときは連日の
仕事の疲れで顔が微妙でし
た（笑）

変化を楽しむ
田中研ＯＢの高浜です。
田中研究室では進化的アル
ゴリズムと画像処理につい
て研究していました。現在
は自動車の排ガス分析機器
メーカーに勤めています。
今回は近年日々を過ごして
いて感じる「変化」につい
てお話してみたいと思いま
す。

ます。そのため「自動車の
排ガス分析」を生業として
いた私達は業界に生き残る
ため、大きな変化が求めら
れ、日々苦悩しています。
変化はとても難しいこと
です。今まで積み上げてき
た知識や経験を一度崩さな
いとできないことです。未
知に挑戦しないと得られな
いことです。これは日々の
悩みの種ですが、一方、楽
しいと感じる私がいます。
少し思い返せば、研究室
を卒業してからも変化して
よかったと思うことばかり
思い浮かびます。①転職
計量器を使ったシステム開
発の会社に勤めていました
が、個人塾の講師とフリー

ランスエンジニアに転向し
ました。その後今の会社に
転職しました。②結婚 女
性へのお付き合い経験の無
い私が、入社した同僚にた
またま変わろうと声をかけ
た所ご縁に繋がりました。
③コスプレ いつしか趣味
になり、今では人気Ｔｗｉ
ｔｔｅｒユーザー、Ｉｎｓ
ｔａｇｒａｍｅｒへ…変化
前の私には想像の付かない
ことばかりで、よく実現で
きたのだと感動を覚えま
す。
これからの時代はもっと
変化が加速すると確信して
います。私達の当たり前は
すぐに変わります。どうか
変化を楽しんでクリエイテ
ィブな日々を過ごして行け
ることを願っています。

際しまして記事を寄稿させ
ていただいたわけなのです
が、相変わらず面白い話が
中々ないので最近の休日の
過ごし方の話をしたいと思
います。昨年末頃から、私
は休日の早朝から一時間の
ウォーキングを行っていま
す。学生時代からあまり運
動らしい運動をしてこなか
ったのですが、三十代に入
り僅かながら体力の減少を
感じ始め、少しでも抵抗
を！と初めました。実際に
はウォーキング以上ジョギ
ング未満、競歩くらいの感
覚で近くの公園のコースを
ひたすらぐるぐる回り続け

私は２０１４年学部卒、
２０１６年院卒の吉岡一樹
です。簡単に私を紹介しま
す。

と、その前に、田中研新
聞の１００号発刊、おめで
とうございます。懐かしい
ですね（笑）。田中研新聞
は私が在学中に連載を開始
しました。当時は自己紹介
や研究テーマを記事にして
いましたね。いや～懐かし
い
（ ）

懐かしむついでに、私の
学生時代の研究内容を紹介
します。私はレーザレンジ
スキャナとカメラを使用し
て、人物検知や人物追跡の
研究をしていました。人物
検知はレーザレンジスキャ
ナから取得した距離データ
を基に、周囲にいる人物を
検知する研究です。人物追
跡は、検知した人物を 名選
択して、レーザレンジスキ
ャナとカメラを使用して、
追跡する研究です。人物検
知、人物追跡の研究は主に
「ＫｏＲｏ」で活躍しまし
た。人物検知は、図書館の
利用者が入退館したときの
挨拶システムで活躍しまし
た。人物追跡はオープンキ
ャンパスに来てくれた高校
生との鬼ごっこで活躍しま
した。今思えば、両研究と
も学校に関わるイベントで
活躍できたので、非常に嬉
しく思っています。

^
^

仕事の話を例にすると、
自動車業界は「ゼロエミッ
ション」への変化が求めら
れています。今までのガソ
リン車からは排ガスが出て
おり大気汚染の原因となっ
ていました。
ハイブリット、
電動車、水素カーなどの手
段が考案され、排気ガスゼ
ロが実現されようとしてい

田中研究室２０１５年大
学院卒の郭哲史です。田中
研新聞１００号刊行おめで
とうございます。私が修士
課程在籍の時に始まった新
聞発行、在籍中は私個人と
しては他の人と比べて提供
できるネタが中々なくあま
り貢献できませんでした
が、こうして新聞が今も続
いていること、とてもうれ
しく思います。
この度、１００号記念に

てます。些細な習慣ではあ
りますが、塵も積もれば何
とやら。これからも続く人
生歩んでいくためにも地道
に続けていく所存です。
せっかくですので田中研
同期生の現在の代理報告も
させていただきます。今年
８月、私と同期の河内君の
結婚式が執り行われまし
た。当日は台風の影響もあ
って朝から悪天候でした
が、披露宴が始まる頃には
天気が一転、空に晴れ間が
見え、屋外からの新郎新婦
の入場演出が印象深い最高
のものとなりました。世間
はまだまだ大変な状況が続
いておりますが、そんな中
で一緒になることを決めた
河内君と奥さんに多くの幸
せが訪れることを切に願い
ます。（河内君の写真掲載
は、郭君を通じて了承済
み）。

1

ｅｂアプリを作成していま
す。私はシステムの基盤部
分の設計、製造を多く担当
しています。自慢ですが、
入社５年で、基盤部分の設
計、製造をしているのは、
会社内では私だけです
（笑）。技術力が高いと評
価されております（笑）。使
用言語は、Ｃ＃、Ｊａｖａ、
Ｊａｖａｓｃｒｉｐｔ、Ｐ
ｙｔｈｏｎ、ＳＱＬなど、
幅広く扱っております。余
談ですが、最近はＰｙｔｈ
ｏｎとＮｏＳＱＬの組み合
わせが最高に楽しいです（
）。ただ、仕事で使うこと
）。自身
はありません
（
の遊びで使用しています。

;
^
_
^

以上が私の紹介でした。
田中研新聞の１００号発
刊、
おめでとうございます。
田中研新聞、
研究内容共に、
私が在籍したころよりさら
なる進化を遂げているでし
ょう。これからも楽しみで
すね！

^

ここからは、プライベー
トの話になります。現在、
結婚して子供もいます。子
供は一人で男の子です。今
年の５月に生まれました。
最近はよく笑うようになり
ました
（ ω ）。休みの日
は、フットサルをしていま
す。社会人になると、自分
から行動しないと運動する
機会が無いため、週２回ほ
ど、フットサルをしていま
す。

^
_

ここからは、院卒業後の
仕事の話になります。
現在、
ＳＥ（プログラマ）
をしております。新卒で入
った会社に、まだお世話に
なっております。仕事内容
は、企業の業務システムを
開発しております。主にＷ

^
^

まずは、田中研新聞１０
０号おめでとうございま
す。製作から約７年経過し
た今、未だに続いているこ
とに驚きを感じています。
教授には学院卒業後でも仕
事の関係でお会いする機会
が何度かありましたが、コ
ロナ時代の今、研究室の後
輩に会いに行く機会もなく
なってしまい寂しく思いま
す。
田中研究室ではラジオ体
操の自動評価システムを開
発していました。個人的に
は大層なことはしてきたつ
もりではなかった（アルゴ
リズムも難しいものも使っ
ていない）のですが、出来る
ことはやろうと言う気持ち
は忘れないようにしてきた
つもりです。卒業直前に意
外と人気になり新聞やテレ
ビに出るまでになるとは思
っても見なかったです。
現在はＭＥＬＣＰ（旧Ｍ
ＥＬＰＡＣ）の社員して継
電器盤の設計業務をしてお
ります。（どんな製品か、詳
細についてはインターンシ
ップ体験やパンフレットを
参照いただければと思いま
す。
） 職場でも毎朝、昼に
ラジオ体操をやっていま
す。当時は試験のため複数

回体操出来ていましたが、
最近は職場での体操にキレ
がなくなったと先輩方に言
われるようになり、年の経
過を感じます。
記事を書くにあたりいい
感じの写 真がなかったの
で、旅行に行った際に撮っ
た写真を載せたいと思いま
す。

1月で
田中研究室新聞が1
１００号を迎えるというこ
とで、記事を投稿させてい
ただくことになりました。
２０１５年４月～２０１７
年８月から２年４か月の間
9号に渡って編集長を
の計2
務めておりました岡田で
す。そんな私もかれこれ社
会人４年目となり、田中研
究室でゼミ生として過ごし
た日々よりも、今の職場で
の生活の方が長くなってき
ているにも関わらず、当時
のことをすぐに思い出せる
のは、やはり研究室での日
々は充実した生活だったの
だと振り返っています。さ
て、今回記事を投稿するに
あたって、２点の話題を持
ち込んでいますので、そち
らについて記載していこう
と思います。

１点目ですが、このご時
世なのでコロナについての
話題です。この記事を書い
0月の頭の時点では
ている1
緊急事態宣言やそれに付随
している宣言、措置などは
解除されていますが、未だ
に余談を許さない状態とは
なっています。会社での働
きかたも大きく変わり、コ
ロナ初期のころ「在宅勤務
なんて絶対無理じゃな
い？」と思っていたウチの
部門も、１週の内４日が在
宅勤務とすることも不可能
ではありませんでした。
私自身は在宅勤務でもあ
まり仕事の効率が変わるほ
うではなく、むしろ効率が
良い方なのですが、世の中
では在宅勤務での効率も問
題視されています。自分自
身なぜ在宅のほうがやりや
すいのかと言えば、まずマ
ウスやキーボードなどの周
辺環境が使い慣れているも
のであり、ストレスフリー
なことが挙げられます。大
学生以降、プライベートで
はトラックボールマウスし
か使ってきていないのもあ
り、そこは社内の環境も選

ばせてほしいとは思ってい
ます。
コロナで行くと、私は自
分自身が陽性になったこと
はなかったのですが、社内
の周りの感染者が多く、出
張族でもないのに抗原検査
は３回、ＰＣＲ検査を３回
と計６回の検査を受けてい
ました。個人的にはかなり
慎重に行動していたのと、
姫路は当時感染者数が多く
なかったので恐らく大丈夫
だろうと思っていたのです
が、初回のＰＣＲ検査はも
し私もなっていたらどうし
よう？と緊張していた記憶
があります。３回目のＰＣ
Ｒ検査は、指導係をしてい
る後輩が陽性で、前日も会
議室で打ち合わせもあった
ため、３度目の正直を疑い
ましたが、幸い社内で広が
ることはありませんでし
た。その後輩は感染経路が
非常に良くないもので、部
署内でもかなり批判の声も
多く、指導係である私もそ
れなりの諸先輩方に小言を
言われました。私自身も後
輩に対して、業務以外の面
の一人の社会人として想像
力が必要だということはま
だ伝えきれていなかったの
で、反省すべき点もありま
した。後輩に対しては正直
に経路を話し、検査を受け
たことは素直に評価して、
行動については警告、それ
で私からは終わらせ、他の
周りからの批判に関しては
一度私が全部受けた上で、
本人を守ることにしまし
た。一番辛かったのは本人
なのは間違いないので、そ
の選択自体は今も良かった
と思っています。
色々なテクノロジーがコ
ロナを機に利用されるよう
になっているのもあって、
必ずしも全てが悪いわけで
はなかったのも事実ではあ
ると思います。戦争もそう
ですが、こういった有事へ
の適応力が大事であると改
めて痛感したコロナ禍では
ありました。実は卒業後に
も訳あって甲南大学に行く
用事があったのですが、コ
ロナ禍以降はほぼ中止とな
り、最後に行ったのは２年
以上も前になっていると思
います。研究室は勿論です
が、摂津本山付近の変わり
ようもまた見てみたいとは
思ってはいるのですが、も
うしばらく我慢が必要では
あります。
さて２点目、こちらは完
全にプライベートの話にな
ります。私事にはなります
が、この６月より学生時代
よりお付き合いしていた人
と私の勤め先がある姫路で
同棲を始め、もう間もなく
入籍することになりまし
た。元々姫路出身の方です
ので、地元も近い（むこう
0分程度）
の実家まで車で2
こともあり、環境の変化と
いう意味でのストレスは今
のところは少なそうで安堵
しています。こういったご
時世ということもあり、結
婚休暇をとったところで旅
行にも行けないということ
もあり、伸ばしていました
が、この世の中がまだまだ

続くと判断して、旅行は一
旦諦めて籍を入れることに
しました。これこそ写真付
きで投稿すべきだとは思い
ますが、ちょっと許可が下
りなかったので、コロナ前
に二人で行った思い出深い
場所の写真を載せておきま
す。とあるお城跡の写真で
はありますが、どのお城か
わかる方、いるでしょう
か？
投稿の最後に答えを記載
しますが、ヒントは堀が有
名なお城ということでしょ
うか。
最後になりましたが、改
めて田中研新聞１００号お
めでとうございます。世の
中は非常に暗い情勢で１年
先のことも見えなくなって
しまいましたが、また直接
田中先生や、同じ研究室Ｏ
Ｂの皆様に「直接」お会い
できる日を楽しみに待って
います。
※写真は山口県萩城跡

大学時代の思い出

9年卒の小篠です。気が
1
付けば卒業してからはや２
年と半年ほど、世間的には
この間に元号が変わりコロ
ナが大流行して生活スタイ
ルが変わり首相も２回変わ
りました。コロナは感染者
数だけみれば落ち着いてき
ているように見えますがま
だまだ油断はできません。
個人的なことでいえば転職
したことでしょうか。新卒
ではいった会社に３年はい
るつもりでいましたが続き
ませんでした。今は転職先
で出張は多いですがのんび
りやっています。
さて、大学時代もとい研
究室時代の思い出は研究と

新聞編集の２つです。ここ
数年は田中研の中で卒業研
究に機械学習や深層学習を
利用している人が数人いま
すが同期の中では私 人だ
けでした。卒論テーマを決
めるのも一番遅く、内容も
そこまで簡単ではなかった
のでほぼ毎日研究室に通う
生活をしていました。今思
うと少し背伸びして深層学
習に手を出したのは失敗だ
ったかもしれません
（笑）。
さらに新聞の編集まであ
ったのでとても苦労したの
をよく覚えています。研究
が遅れていたので最後の方
は先生がやってくださいま
したが。新聞の編集自体は
面白かったのですが記事が
集まらなかったり、依頼し
ていた文字数の半分にも満
たない文量のものが送られ
てきたり、私が覚えている
限り予定通りに編集が進め
られた月はほとんどありま
せんでした。新聞を作成す
るソフトの都合上自宅で作
業が出来なかったのもつら
かったです。また当時は就
活にも苦戦していたので、
時間の余裕がなく大変でし
たが今となっては良い思い
出です。
バックナンバーを見た限
り、私が編集に携わった最
4号。そしてこ
後の新聞は6
の度大台の１００号になる
ということで時間の流れの
早さを感じます。気になる
ことがあるとすれば、この
新聞がどこまで続くのか、
この新聞が終わるまでにコ
ロナが収束しているのか、
そして先生の採点作業は楽
になったのかの３つです。
なぜ採点作業について気に
なるのかは私の卒論テーマ
が理由です。
最後になりますが、コロ
ナ対策が必要な生活がまだ
まだ続きますが、コロナや
体の健康だけではなく心の
健康にも気を付けながら日
々を過ごしていきましょ
う。

0
1月６日は、近畿大学工
学部竹田研究室の招へいに
より、竹田研所属学生の出
張指導をおこなった。研究
の様子については、田中研
でのセミナーなどで、話し
ている。当研究室において
も、他研究室の様子を私が
伝えれば、自分を振り返っ
て、研究を進める体制をと
ることが必要である。
８日は、明石コミュニテ
ィ懇話会主催による、ホテ
ルキャッスルプラザで「迫
りくる人工知能の時代」と
いうタイトルで、講演をお
こなった。現在のＡＩの様
子をお話し、高評価を得た
ということだった。
今後も、１月に外部講演
の予定がある。

0 9
月
日
修
士論文中間
1
2
0月3
0日 確率シ
発表会▼1
ステムシンポジウム（立命
館）で、荻野、英語発表▼
1月６日 研究成果発表会
1
1月
（張、荻野、岸篤）▼1
９日 ＭＯＢＩＯシーズ
（東大阪）発表会にて、大
西氏の研究を中心とした、
深度センサーの応用の発表
2月1
5日～1
7日 ＳＩＣ
▼1
ＥーＳＩ発表（張、荻野、
岸）

1

大西智也と申します。現
在、宝塚医療大学で教員と
して勤務しています。
田中研新聞１００号おめ
でとうございます。研究室
の様子をコンスタントに記
事にするという偉業に感銘
を受けています。
私は２０１７年四月から
２０２０年３月に博士後期
課程に属していました。
私が研究室に入った経緯
について書きたいのです
が、私のことを書きます。
本職は理学療法士で、以前
はリハビリ現場に働いてい
ました。そこでは、目視や
経験による身体運動評価が
多く行われていました。そ
の評価は不思議と正確なの
ですが、データで示すこと
ができない現状です。計測
機器を使った評価方法もあ
りますが、準備や設置に時
間を要するなどの問題があ

りました。より簡単に正確
に評価するシステムを自ら
開発できればいいなと思う
ようになりました。
ある日、
ラジオ体操採点システムを
開発している研究室がある
ことを知人から聞き、問い
合わせました。それが田中
研究室との出会いでした。
知能情報に関する知識・技
術は全くなく、「Ｃ＋＋、
Ｋｉｎｅｃｔ、ＯｐｅｎＣ
Ｖ、なんじゃそれ？」から
始まり、大きな不安を抱え
たまま入学したことを今で
も覚えています。
不安ばかり抱えていても
何も始まらないので、テー
マを決め、ほぼ毎週の研究
指導を受けました。とりあ
えず、毎週成果を見せるこ
とを目標に励みました。徹
夜が数日続くこともありま
した。また、学会発表や国
際会議を経験できたことも
非常に良かったと思ってい
ます。
当時を振り返りますと、
その３年間は人生において
貴重な時間になったと思っ
ています。特に印象に残っ
ているのが、毎週の研究指

導です。途中体調を崩して
数回飛ぶこともありました
が、コンスタントに継続で
きたことは今でも誇りに思
えます。それと、田中先生
の的確なコメントは、支え
になり、励みにもなりまし
た。気がつきますと、Ｃ＋
＋、Ｋｉｎｅｃｔなど動か
せるようになっていまし
た。
また、家族ぐるみもお付
き合いいただきました。当
時小学生だった息子、娘は
シンガポールや泉佐野（大
阪）での食事したことを今
でも覚えています。
先日、この分野で有名な
某大学の教授が学会の講演
で『このままだと理学療法
士は淘汰される、評価の標
準化、デジタル化が必須』
とおっしゃっていました。
現在は、宝塚医療大学の和
歌山キャンパスで理学療法
士養成校の一教員として、
情報処理、データ解析の重
要さを学生に訴え続けてお
り、田中先生に教わった内
容が我々の分野で必須にな
ってくることを思うと、こ
の３年間と田中研究室との
出会いは、私にとって間違
いなくプラスに働いていま
す。
最後になりますが、田中
研新聞の１００号発刊本当
におめでとうございます。
継続する大切さを教えられ
ます。真似したいと思って
もできることではありませ
ん。それでもいつかは追い
つくように努力していきた
いと思います。

甲南大学卒業生の竹谷で
す。現在は 企業で働いて
おります。私は、４〜７月
の４ヶ月間、東京で新人研

修を受けており、先日兵庫
県に帰ってきました。職場
から少し遠いので、一人暮
らしをするかどうか悩んで
いるところです。
社会人になると学生時代
に学んだことは、本当に役
に立つのか、という疑念が
ありました。しかし、私の
場合は、学生時代の経験が
活きる場面が多いです。プ
ログラミング経験だけでは
なく、自身で考え行動する
習慣が、田中研究室で身に
付いたと感じています。研
究の他にも、部活動やアル
バイトなどに取り組んでい
ましたが、無駄だったと感
じるような経験は一つもあ
りません。卒業する前は、
社会で自分が通用するの
か、うまくやっていけるの
か、という不安が大きかっ
たですが、現在私は、職場
の環境にも非常に恵まれ、
健全に過ごすことができて
います。もちろんうまくい
くことばかりではありませ
んが、今までの積み重ねを
信じ、一歩ずつ前進できて
います。また、大学時代に
できた友人は、私の人生に

おいて、大きな財産になり
ました。このように、学生
時代を振り返り、価値を感
じることができるのは、幸
せなことだと思います。
先日、大阪などで緊急事
態宣言が発令され、気が抜
けない状況が続きますが、
また機会があれば、田中先
生や田中研究室の同期とお
会いすることができたらと
思います。

甲南大学を卒業し、社会
人として働き始めてから早
くも半年の月日が過ぎまし
た。今では研修を終え、ソ
フトウェア開発業務や運用
業務等に携わっています。
テレワークも積極的に行わ
れておりワークライフバラ
ンスの取れた生活を送れて
います。
２０２０年から始まった
コロナ禍も後少しで２年に

本の紹介紹介してほしい
と言われましたので、記載
します。
六甲道の近くにある関本
クリニックの院長が書いた
書籍になります。ご本人が
重度のがんになり余命２年
程度と宣告されたのです

なります。最初のころは「年
末ごろには収まっていると
いいなぁ」などと呑気なこ
とを考えていました。しか
し、現実では第６波が来る
かどうかの瀬戸際でまだ予
断を許さない状況です。最
近は、ワクチンの接種率の
上昇に伴い、感染者数が減
少しているように見受けら
れます。しかし、国民の大
半がワクチンを接種したイ
スラエルでも再び感染拡大
が起こっており、ワクチン
を接種が進んでも元の日常
に戻る日は遠そうです。一
方塩野義の新型コロナ治療
薬が来年１月から３月にか
けて出荷される見込等、感
染後の治療については改善
が見込まれそうです。
コロナ禍のせいもあって
この半年、大したイベント
や報告できることもありま
せんが、一点あるとすれば
健康には気を使ったほうが
良いです。オンライン授業
やテレワークで運動量も落
ちているでしょうし、生活
習慣も乱れているかもしれ

が、そんな中でも患者と向
き合い、医師として仕事と
しています。「どんな状況
であっても生き抜く大切
さ、特に変えられないこと
をそのまま受け入れること
と変えられることをすぐに
行動に移す勇気」について
書いています。なお、余談
ですが当院でのワクチン接
種１号は私です（野々口誠
人）。

ません。会社や大学の健康
診断だけでは見つからない
病気もあります。実際、個
人的にＭＲＩとＣＴを受け
た結果、肺に結節、脳に動
脈瘤の疑いが見つかり戦々
恐々としています。簡単な
検診なら２万円ほどで受け
られるので興味のある方、
健康が気になる方は受けて
みることをお勧めします。
宣伝みたいになっていしま
いましたが、コロナが収束
し、また田中研究室メンバ
ーの皆さんと会える日を楽
しみにしています。

ご寄稿いただいた方、本
当にありがとうございまし
た。また、何らかの理由で
寄稿いただけなかった方
も、この特集号に限らず、
常に投稿を歓迎しますの
で、いつでも田中までメー
ルあるいはＬＩＮＥなどで
お送りください。細かい書
式は私の方で修正します。

以前から考えていた１０
０号記念が、ここにできま
0名ものＯＢの皆さ
した。1
んの寄稿が得られるとは正
直なところ思っておらず、
大変うれしく思いました。
おかげ様で、田中研新聞で
は珍しい４ページの大部に
なりました。
卒業生は、時々ひょっこ
り顔を出してくれる人もあ
れば、メールなどで、近況
を知らせてくれる人もあり
2月になると、忘年
ます。1
会をしましょうと言ってく
る人もあり、様々ですが、
個別に連絡を取ってくれれ
ば、私もその人と正面から
対峙することになり、人間
関係が深まります。
今回、多くのＯＢの方々
との連絡が取れましたの
で、今後も田中研ＯＢのネ
ットワークを大切にして、
歳を重ねていってほしいと
思います。
といっても、個人情報が
非常に難しい昨今のこと、
名簿を発行することもまま
ならず、ＬＩＮＥやメール
でかろうじてつながってい
るような状況です。
田中が甲南大学に在籍し
ているあと３年半の間は、
田中を介して連絡が可能で
す。また、田中研新聞に寄
稿をお待ちしています。
田中研の様子は、なるべ
くタイムリーに新聞に掲載
することにしています。昨
今は、コロナでの在宅のリ
ハビリがままならず、学校
にくることを苦労する学生
も多いですが、今後の社会
は、コロナがあろうがなか
ろうが、対面での仕事とテ
レワークの仕事が混ざるこ
とは間違いありません。そ
ういうところで、自分をき
ちんとコントロールできな
いと、苦労するだろうと思
います。
T
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