
過去問題（参考問題）の請求方法（郵送希望者）                   

本学あての封筒（サイズ不問）に「工学研究科資料請求」と赤色で明記し、（a）（b）の 2点を同封のうえ、下記お問
い合わせ先に請求してください。 

＜本学あての封筒に同封するもの＞ 
（a）返信用封筒（角形 2 号 24.0 センチメートル×33.2 センチメートル）…送付時は折り曲げ可  

※送り先（郵便番号・住所・氏名（氏名には「様」を付けてください。））を記入し、下記に記載している
金額分の切手を貼ってください。 

※切手を貼った封筒の代わりにレターパックプラス（又はライト）でも可（お届け先を記入したもの）。 
（b）以下を記載したメモ  

1. 希望する分野名又は下記資料番号 1～11 
2. 日中に連絡がとれる携帯電話番号又は電子メールアドレス 

過去問題（参考問題）【過去 3年分】（博士前期課程 一般選抜・外国人留学生特別選抜・社会人特別選抜） 
※複数の分野を同梱で送付希望の場合は、切手の金額が変わる可能性があるため、請求前に下記お問い合わせ先にご確認
ください。 
博士前期課程（推薦入学）と博士後期課程の過去問題については 3 ページ目をご確認ください。 

提供資料は 2022年 8 月と 2022年 2月に実施した大阪公立大学での入学試験の過去問題に加え、以下に記載の過去問題です。 

専攻 分野 過去問題 切手の
金額 

速達希望の
場合の切手
の金額 

資料番号 

航空宇宙海
洋系専攻 

航空宇宙工学分野 ▪大阪府立大学 大学院工学研究科 航空宇
宙海洋系専攻（航空宇宙工学分野） 210 円 470 円 1 

海洋システム工学分野 

2022年8月実施の問題が一部非公開 
▪大阪府立大学 大学院工学研究科 航空宇
宙海洋系専攻（海洋システム工学分野） 210 円 470 円 2 

機械系専攻 機械工学分野 

▪大阪府立大学 大学院工学研究科 機械系
専攻（機械工学分野） 

▪大阪市立大学 大学院工学研究科 機械物
理系専攻 

250 円 510 円 3 

都市系専攻 建築学分野・都市学分野 ▪大阪市立大学 大学院工学研究科 都市系
専攻 次ページ参照 

電子物理系
専攻 

電子物理工学分野 
[電子物性コース] 

▪大阪府立大学 大学院工学研究科 電子・
数物系専攻（電子物理工学分野） 210 円 470 円 4 

電子物理工学分野 
[電子材料コース] 

▪大阪市立大学 大学院工学研究科 電子情
報系専攻 第１類(電子物理系) 210 円 470 円 5 

電気電子系
専攻 電気電子システム工学分野 ▪大阪府立大学 大学院工学研究科 電気・

情報系専攻（電気情報システム工学分野） 210 円 470 円 6 

物質化学生
命系専攻 

応用化学分野 ▪大阪府立大学 大学院工学研究科 物質・
化学系専攻（応用化学分野） 250 円 510 円 7 

化学工学分野 ▪大阪府立大学 大学院工学研究科 物質・
化学系専攻（化学工学分野） 250 円 510 円 8 

マテリアル工学分野 

2022年2月実施の問題が一部非公開 
▪大阪府立大学 大学院工学研究科 物質・
化学系専攻（マテリアル工学分野） 390 円 740 円 9 

化学バイオ工学分野 ▪大阪市立大学 大学院工学研究科 化学生
物系専攻 250 円 510 円 10 

量子放射線
系専攻 

量子放射線工学分野 
2020年8月実施の問題が一部非公開 

▪大阪府立大学 大学院工学研究科 量子放
射線系専攻（量子放射線工学分野） 210 円 470 円 11 

・灰色マーカーは著作権法により、著作権者の許諾を得る必要のある部分があり、一部非公開です。 
・非公開部分を含む問題の全文は閲覧のみ可能（私費でコピー等可）です。閲覧を希望する方は、平日の 9 時以降 17
時までに中百舌鳥キャンパス 入試課（A3 棟 3 階）にお越しください。 

 

お問い合わせ先 

〒599-8531 大阪府堺市中区学園町 1番 1号 
大阪公立大学 入試課 工学研究科担当 
Tel 072-254-8319 



都市系専攻                                            

本学あての封筒（サイズ不問）に「工学研究科資料請求」と赤色で明記し、（a）（b）の 2点を同封のうえ、下記お問
い合わせ先に請求してください。 
※複数の科目を同梱で送付希望の場合は、切手の金額が変わる可能性があるため、請求前に下記お問い合わせ先にご確認
ください。 

＜本学あての封筒に同封するもの＞ 
（a）返信用封筒（角形 2 号 24.0 センチメートル×33.2 センチメートル）…送付時は折り曲げ可  

※送り先（郵便番号・住所・氏名（氏名には「様」を付けてください。））を記入し、下記に記載している
金額分の切手を貼ってください。 
速達を希望する場合は記載金額＋260 円分の切手を貼ってください。 

※切手を貼った封筒の代わりにレターパックプラス（又はライト）でも可（お届け先を記入したもの）。 
（b）以下を記載したメモ  

1. 基礎科目及び専門科目又は下記番号 21～35、51～65 
2. 日中に連絡がとれる携帯電話番号又は電子メールアドレス 

・灰色マーカーは著作権法により、著作権者の許諾を得る必要のある部分があり、一部非公開です。 

・非公開部分を含む問題の全文は閲覧のみ可能（私費でコピー等可）です。閲覧を希望する方は、平日の 9 時以降 17
時までに中百舌鳥キャンパス 入試課（A3 棟 3 階）又は杉本キャンパス 工学研究科教務担当（学生サポートセンター 
1 階）にお越しください。 

【提供資料】（最大 4 回分。4回分に満たない科目もあります。） 
◆大阪公立大学 大学院工学研究科 都市系専攻（建築学分野・都市学分野） 
・2023 年度入学試験（2022 年 8 月実施） 
専門科目は「05_建築環境工学」以外の 14科目が提供可。 

・2022 年度入学試験（2022 年 2 月実施） 
専門科目は「01_建築計画・建築構法」「02_建築デザイン・建築史」「04_都市基盤計画」「07_地域環境計画」「11_建築構
造学」のみ提供可。 

◆大阪市立大学 大学院工学研究科 都市系専攻 
・2022 年度入学試験（2021 年 8 月実施） 
専門科目は「06_建築情報学」「15_空間情報学」以外の 13 科目が提供可。 

・2021 年度入学試験（2020 年 8 月実施） 

希望する基礎科目と専門科目が 
交差する箇所をご確認ください。 

≪基礎科目≫ 
建築学基礎 

≪基礎科目≫ 
都市学基礎 

 希望する基礎科目と専門科目が 
交差する箇所をご確認ください。 

≪基礎科目≫ 
建築学基礎 

≪基礎科目≫ 
都市学基礎 

専門科目 切手の
金額 

資料 
番号 

切手の
金額 

資料 
番号  専門科目 切手の

金額 
資料 
番号 

切手の
金額 

資料 
番号 

01_建築計画・建築構法 210 円 21 250 円 51  09_水処理工学・廃棄物処理工学 210 円 29 210 円 59 

02_建築デザイン・建築史 210 円 22 250 円 52  10_建築防災・風工学 210 円 30 210 円 60 

03_都市計画 210 円 23 210 円 53  11_建築構造学 210 円 31 250 円 61 

04_都市基盤計画 210 円 24 210 円 54  12_構造工学・橋梁工学 210 円 32 250 円 62 

05_建築環境工学 210 円 25 250 円 55  13_地盤工学 210 円 33 210 円 63 

06_建築情報学 210 円 26 210 円 56  14_河川・海岸・水工学 210 円 34 250 円 64 

07_地域環境計画 210 円 27 250 円 57  15_空間情報学（注 1） 210 円 35 210 円 65 

08_環境生態工学 210 円 28 250 円 58  注 1： 2022 年度入試から科目名変更（2021 年度までは環境図形科学）。 

 
 

お問い合わせ先 

〒599-8531 大阪府堺市中区学園町 1番 1号 
大阪公立大学 入試課 工学研究科担当 
Tel 072-254-8319 

  



過去問題（参考問題）【過去 3年分】（博士前期課程 推薦入学）                        

本学あての封筒（サイズ不問）に「工学研究科資料請求」と赤色で明記し、（a）（b）の 2点を同封のうえ、下記お問
い合わせ先に請求してください。 
※複数の科目や一般選抜の過去問題も同梱で送付希望の場合は、切手の金額が変わる可能性があるため、請求前に下記
お問い合わせ先にご確認ください。 

＜本学あての封筒に同封するもの＞ 
（a）返信用封筒（角形 2 号 24.0 センチメートル×33.2 センチメートル）…送付時は折り曲げ可  

※送り先（郵便番号・住所・氏名（氏名には「様」を付けてください。））を記入し、下記に記載している金
額分の切手を貼ってください。 
速達を希望する場合は記載金額＋260 円分の切手を貼ってください。 

※切手を貼った封筒の代わりにレターパックプラス（又はライト）でも可（お届け先を記入したもの）。 
（b）以下を記載したメモ  

1. 希望する分野名及び推薦入学又は下記資料番号 100～105 
2. 日中に連絡がとれる携帯電話番号又は電子メールアドレス 

【提供資料】 
2022 年 8 月に実施（注 1）した大阪公立大学での入学試験と、下表の大阪府立大学と大阪市立大学で実施した入学試験
の過去問題です。 
注 1：下表の分野に＊印がある分野のみ提供可。 

専攻 分野 過去問題 切手の金額 資料番号 

都市系専攻 建築学分野・都市学分野＊ ▪大阪市立大学 大学院工学研究科 都市系専攻 140 円 100 

電子物理系
専攻 電子物理工学分野＊ 

▪大阪府立大学 大学院工学研究科 電子・数物系専
攻（電子物理工学分野）…1 年分 

▪大阪市立大学 大学院工学研究科 電子情報系専攻 
第１類(電子物理系) 

140 円 101 

電気電子系
専攻 電気電子システム工学分野 ▪大阪府立大学 大学院工学研究科 電気・情報系専

攻（電気情報システム工学分野）…1 年分 120 円 102 

物質化学生
命系専攻 

応用化学分野 ▪大阪府立大学 大学院工学研究科 物質・化学系専
攻（応用化学分野）…1 年分 120 円 103 

化学バイオ工学分野＊ ▪大阪市立大学 大学院工学研究科 化学生物系専攻 120 円 104 

量子放射線
系専攻 量子放射線工学分野＊ ▪大阪府立大学 大学院工学研究科 量子放射線系専

攻（量子放射線工学分野） 120 円 105 

・灰色マーカーは著作権法により、著作権者の許諾を得る必要のある部分があり、一部非公開です。 
・非公開部分を含む問題の全文は閲覧のみ可能（私費でコピー等可）です。閲覧を希望する方は、平日の 9 時以降 17
時までに中百舌鳥キャンパス 入試課（A3 棟 3 階）又は杉本キャンパス 工学研究科教務担当（学生サポートセンター 
1 階）にお越しください。 

 
 
過去問題（参考問題）【過去 3年分】（博士後期課程）                            

博士後期課程の過去問題は、航空宇宙海洋系専攻 航空宇宙工学分野（2 回分）と物質・化学系専攻 化学工学分野
（2 回分）のみ閲覧による公開を行っています（私費でコピー等可）。閲覧を希望する方は、平日の 9 時以降 17 時
までに大阪公立大学 入試課（中百舌鳥キャンパス A3 棟 3 階）にお越しください。 

 
 

お問い合わせ先 

〒599-8531 大阪府堺市中区学園町 1番 1号 
大阪公立大学 入試課 工学研究科担当 
Tel 072-254-8319 

 


