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  公益社団法人日本工学教育協会 関西工学教育協会 第６４回年次大会プログラム 

「理工系人材育成のための工学教育」 

日  時: 平成２８年９月５日（月）～７日（水） 
会  場: 〒565-0871吹田市山田丘 2-1 大阪大学大学院工学研究科講義室等（吹田キャンパス） 電話 06-6879-7204 
主  催: 日本工学教育協会 関西工学教育協会 
後  援: 文部科学省，経済産業省 

 
第１日目(９月５日(月)) 
 受付 (8:30～17:30)  
 工学教育研究講演会Ⅰ 
 会場:工学研究科各講義室 

開会挨拶 (8:55～9:00) 各室座長 
 講 演 会 (9:00～12:15) 

 
 年次大会開会式(13:00～13:30) 

 会場: 工学研究科Ｕ３棟 211講義室  
  司会：年次大会実行委員長 山中 伸介 
  開会の辞 関西工学教育協会会長 大隈 信幸 
  会長挨拶 日本工学教育協会会長 小豆畑 茂 
  祝  辞 文部科学大臣 馳   浩 

大阪府知事 松井 一郎  
大阪大学総長 西尾章治郎           

 
  表彰式(13:30～14:15) 

 会場 : 工学研究科Ｕ３棟 211講義室 
  工学教育賞選考委員長経過報告 森口 泰孝 
  表彰式及び受賞代表挨拶 
 
 特別講演Ⅰ(14:30～16:30) 

 会場: 工学研究科Ｕ３棟 211講義室 
司会:年次大会実行委員長 山中 伸介 

 (1) 演題「高等教育を取り巻く最近の状況について（仮題）」 
    講師: 文部科学省高等教育局専門教育課長 浅野 敦行 
 (2) 演題「産業界の求める理工系人材ニーズと大学教育の現状につ

いて（仮題）」 
       講師: 経済産業省産業技術環境局大学連携推進室長 
 宮本 岩男 
 (3) 演題「価値創出に向けたエンジニアリングデザイン教育の課題」 

講師: 大阪大学大学院工学研究科教授  藤田喜久雄 
 (4) 演題「心理学的アプローチによるイノベーション創出とプロジ

ェクト活性化」 
講師:大阪大学大学院工学研究科教授  森  勇介 

 
 工学教育研究講演会Ⅱポスターセッション 
 会場: 工学研究科Ｕ３棟 311講義室 

開会挨拶(16:45～16:50)工学教育研究講演会委員長 野口  博 
講演会(16:50～17:45) 

 
 交流会(18：00～19:30) 
 会場: ポプラ通り福利会館２階食堂  

司会:年次大会実行委員長 山中 伸介 
開会挨拶 関西工学教育協会副会長 田中 敏宏 

  挨  拶 日本工学教育協会会長 小豆畑 茂 
   〃   関東工学教育協会副会長  三木 千壽 
  乾  杯 関西工学教育協会副会長 北村 隆行 
  閉会挨拶 日本工学教育協会 ○○ ○○ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２日目(９月６日(火)) 
受付 (8:30～17:00) 

 工学教育研究講演会Ⅲ(9:00～12:15) 
 会場: 工学研究科各講義室 
 国際セッションⅠ(8:55～12:00)  
 会場: 工学研究科Ｕ３棟 211講義室 
 特別講演Ⅱ(13:00～14:00) 

 会場: 工学研究科Ｕ３棟 211講義室 
  司会:国際委員長 米田 隆志 
  (1) 演題「Approaching 100 years of the American Association of 

Engineering Education」 
講師: アメリカ工学教育協会副会長 Catherine SKOKAN 

  (2) 演題「International Research Collaboration Activities in Photonics 

Center of Osaka University」 
講師: 大阪大学大学院工学研究科教授 Prabhat VERMA 

国際セッションⅡ(14:20～16:40) 
 会場: 工学研究科Ｕ３棟 211講義室 
工学教育研究講演会Ⅳ(14：15～17:15) 
 会場: 工学研究科各講義室 
 
教育力向上セッション(14:20～16:00)  

 会場: 工学研究科Ｃ１棟 211講義室 
 
 企業技術者教育委員会企画・特別セッション（15：00～17：00） 

会場: 工学研究科Ｒ１棟 312講義室 
  司会：企業技術者教育委員会  
  パネリスト： 日本工学教育協会会長 小豆畑 茂 
 （他，調整中） 
 
第３日目(９月７日(水)) 
 受付 (8:30～14:30) 
 工学教育研究講演会Ⅴ(9:00～12:30) 
 会場: 工学研究科各講義室 
 
 シンポジウム (13:00～15:00) 
 「理工系人材育成のための工学教育 －大阪大学大学院工学研究科

共同研究講座・協働研究所による産学共創－」 
会場: 工学研究科Ｕ３棟 211講義室 

  司会：年次大会副実行委員長           田中 敏嗣 
  パネリスト： 
  大阪大学ダイキン協働研究所招へい教授 三木  淳 
  大阪大学マイクロ波化学共同研究講座特任准教授 塚原 保徳 

コマツ ＣＴＯ室室長 石野  力 
日立造船株式会社常務取締役 清水  徹 
大阪大学 Hitz(バイオ)協働研究所所長／特任教授 中澤 慶久 
大阪大学核酸制御(陽進堂)共同研究講座特任教授 和田 忠士 

 

 閉会式(15:00～15:10) 
 会場: 工学研究科Ｕ３棟 211講義室 

閉会司会:年次大会実行委員長 山中 伸介 
  JSEE研究講演会発表賞・ポスター発表賞結果報告 
     工学教育研究講演会委員長 野口  博 

閉会の辞 関西工学教育協会会長 大隈 信幸 
 
展示 ９月５日(月)9:00～９月７日(火)13：30 
 会場: 工学研究科Ｕ２棟 211講義室 
企業ランチョンセッション ９月６日（火）12：30～13：00 

会場: 工学研究科各講義室 
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第 64回年次大会参加料金表（税込．参加費に資料代が含まれます） 

         料金項目 
日工教及び関
西工教所属の
個人正会員 

日工教・関西工教
の団体会員に所属
する非会員の個人 

非会員 学生 

事前振
込※1 

参加費 10,000 15,000 15,000 5,000 

登壇料※2 2,000 2,000 3,000 1,000 

当日支
払 

参加費 12,000 17,000 17,000 5,000 

登壇料※2 2,000 2,000 3,000 1,000 

交流会参加費※3 

 
3,000 3,000 3,000 3,000 

 

※1 事前振込申込はHPから．7月 15日（金）締切です． 
※2 登壇料は，件数に関わらず一人あたりの金額をお支払
いいただきます． 

※3 交流会の当日キャンセルの場合は返金しません． 
 
注意）今後、行事、催事内容、時間帯等は、変更・更新さ
れます．詳細・お申込は，日工教 HPのイベントページよ
りお願いいたします． 

 


