
杉本・阿倍野キャンパス学生自治会 友好祭実行委員会
中百舌鳥りんくうキャンパス学生自治会 杏樹祭
羽曳野キャンパス学生自治会 体育会
杉本キャンパス大学祭実行委員会 文化系委員会
白鷺祭実行委員会 音楽系委員会

Forca RINKU 柔道部
Russian 女子ソフトボール部
アメリカンフットボール部 女子バスケットボール部
ゴルフ部 女子ラクロス部
サイクリング部 女子合気道部
杉本キャンパス男子バレーボール部 少林寺拳法部
ソフトテニス部 杉本キャンパス準硬式野球部
体育会合気道部 杉本キャンパス馬術部
男子ハンドボール部 ※６月統合 杉本ワンダーフォーゲル部
ダンス部 杉本男子バスケットボール部
テコンドー部 漕艇部 ※10月統合
中百舌鳥キャンパス男子バレーボール部 体育会アーチェリー部
バドミントン部 体育会アイスホッケー部
フィギュアスケート部 体育会サッカー部
ボクシング部 体育会フットサル部
ボッチャ部 体育会ユースホステル部
レスリング部 体育会ヨット部
医学部ゴルフ部 体育会ラグビー部
医学部サッカー部 体育会弓道部杉本支部
医学部バスケットボール部 体育会航空部
医学部バドミントン部 体育会自動車部OMUAC
医学部ラグビー部 体育会女子ハンドボール部
医学部競技スキー部 体育会水泳部
医学部硬式テニス部 体操部
医学部準硬式野球部 卓球部

課外活動団体一覧
＜学生団体＞

＜公認団体＞
体育会所属



医学部女子バスケットボール部 男子ソフトボール部
医学部水泳部 男子バスケットボール部 中百舌鳥
医学部軟式テニス部 男子フィールドホッケー部
応援団 男子ラクロス部
弓道部 中百舌鳥キャンパス準硬式野球部
競技スキー・スノーボード部 中百舌鳥キャンパス男子バレーボール部
競技ダンス部 中百舌鳥キャンパス馬術部
空手道部 中百舌鳥ワンダーフォーゲル部
剣道部 軟式野球部
硬式庭球部 二輪愛好会
硬式野球部 日本拳法部（なかもず）
合氣道部 日本拳法部杉本支部
山岳部 陸上競技部

ESS 混声合唱団EWA CHOR
F-enigma 写真部杉本
HAT 写真部中百舌鳥
HRDP 社会科学研究サークル 学生ゼミナール
SHK大阪公立大学放送研究会 手話サークルふぁいたーず
WindMill Club 手話サークル亜飛夢
アイセック大阪公立大学委員会 書道篆刻研究会(書道部）
アカペラサークル ONE BEENS 将棋部
アニメ・声優同好会 聖書研究会
アニメーション研究会 茶道部
アプリNavi 茶道部利休会
コンピュータ ハウス ランダム 中百舌鳥ギターマンドリンクラブ
シネマクラブ 朝鮮文化研究会
セツルメント部 鉄道研究部
なかもず軽音楽部 天文部杉本キャンパス
ひと☆ねこ 天文部中百舌鳥キャンパス
マイコン研究会 美術部
まんが研究会 美術部青桃会
ラブライブ!スクールアイドル研究部 文化創作団体「文紡」
ロボットコンテストクラブ 文学研究会
囲碁部 文芸部ことのは
映画研究会 勉強サークル センターわけ
海外農業研究会 邦楽部

＜文化系委員会所属＞



海洋探検部 漫画研究会
学術探検部 民族舞踊部
環境部エコロ助 野鳥の会
奇術部Jenga 落語研究会
競技かるたサークル 里環境の会OMU
劇団カオス 旅行愛好会
古都散策有史会 料理サークルcoctione
交響楽団中百舌鳥

Accord ミュージックサークルたんぽぽ
FOLK SONG CLUB 音楽集団雑草
Jazz研究会 軽音楽部（杉本キャンパス）
MusicBox 飛行船 交響楽団杉本
POPCHAPS 合唱団いちこん
アコースティックギター部 合唱団フリーデ
アンサンブル部「tutti*」 市大テクノ部
グリークラブ 吹奏楽部
はびきの軽音 杉本ギターマンドリンクラブ
ピアノ部 邦楽くらぶ

Adapted Sports Club ぶら土木
AVICAN ボードゲーム同好会
BOKIKEN ボランティアサークルFlower
CHOVORA!! ライトノベル研究会
F.C.PIEDE ライフサポートクラブ
foot!! ランニングサークルMetra
HOOPS 医学部ギターマンドリン部
IRC（イチダイライダースクラブ） 医学部クライミング部
OMU-Gaming 大阪公立大学E-Sportsサークル 医学部スポーツ医学サークル
pocket's 医学部バレーボール部
SetUp 医学部軽音楽部
WINGS 医学部剣道部
アイドルコピーダンスサークル 医学部交響楽団
アジア経済経営研究会 医学部小児科ﾍﾞｯﾄﾞｻｲﾄﾞﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙ
エラオマッセ 医学部陸上競技部
お笑いﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｻｰｸﾙﾀﾞﾝﾃﾞﾗｲｵﾝ 医療×IT研究会

＜その他＞

＜音楽系委員会所属＞



クイズ研究会 羽曳リテーションclub
クラシックギター部 現代音楽研究会
サイエンスボランティアサークルOMULabo 硬式テニスサークル まつぼっくり
スカッシュサークル 硬式庭球同好会ラバーズ
ストリートダンスサークルSPLASH 国際交流サークル
ストロベリー 国際地域経済研究会
ソフトテニス同好会 ハミデント 子ども関連ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙ「ｺﾉﾕﾋﾞﾄﾏﾚ」
チーム朱蘭 小児科病棟ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙあそぴーす
にぶじゅん 大阪公立大学新聞Hijicho
バスケットボール同好会ユニコーンズ 中百舌鳥レーシング
バレーボールサークル Lapin 排球クラブ
フタマル～TFT大阪公立大～ 物理学研究会
フットサルサークル “Cherish” 法学研究会
フライングパンダ 臨床手技サークル

Bye-Bye-Blue プロレス同好会
Goose ポーカーサークル【Double Belly】
K.P.S.A ポーカーサークルALL-IN
K-POPカバーダンスサークルSOL×HWA ボートレースサークル舟遊会
Mirrors ポケモンサークルP2ラボ
NPO法人すーみん ポケモンサークルこがね
OMUBEAT ぼれぼれ
OMU世界史同好会 ラーメンサークルSOUPS
OPUTC 異文化交流会
Rakuda 一番☆
Rush-Up 映画鑑賞サークル
Sparrows 英語学習サークルString
SPOC 援農サークルcrops
STUDY FOR TWO 演劇系サークルWithsome
TEXAS 基礎理系ゼミサークル
University Studios 起業部
Victorys 吉蔵
VOLKS 恐竜愛好会ジェラシックパー君
いなせもん 筋トレサークルPump Uｐ!
お散歩サークル歩大 作問サークル

＜登録団体＞



お笑いサークル～居笑屋～ 写真サークル「こねくと」
カードゲームサークル 手芸サークルCotten
キャップ野球サークルCOMUC 人狼サークル
スピエル 生協学生委員会
ダンスサークル舞士 生物研究会
チャレンジサークルTobe 税務・エスペラント研究会
テニスサークルSMASH 卓球サークル シーラカンス
なぎなた同好会 俳句同好会
ハムダイバーシティプロジェクト 民族舞踊部フロイント
ハム大バイクサークル 粒たっぷり
ハング・パラグライダーサークルP.F.C. 颯和（アルティメットサークル）


