
大阪府立大学・大阪公立大学　 就職担当教員一覧

大阪府立大学 大阪公立大学

現代システム科学域 現代システム科学域 研究科 就職担当教員 連絡先 研究室

知識情報システム学類 知識情報システム学類 情報学研究科※ 太田　正哉 教授 電話番号 072-254-9374 中百舌鳥

学際情報学専攻 おおた　まさや E-mail ota[at]omu.ac.jp B4-W412

知識情報システム学類 知識情報システム学類 森田　裕之 教授 電話番号 072-254-9586 中百舌鳥

もりた　ひろゆき E-mail hiro[at]omu.ac.jp B1-317

環境システム学類 環境社会システム学類 興津　健二 教授 電話番号 072-254-9506 中百舌鳥

　環境共生科学課程 おきつ　けんじ E-mail okitsu[at]omu.ac.jp A6-227

環境システム学類 環境社会システム学類 酒井　隆史 教授 電話番号 072-254-9884 中百舌鳥

　社会共生科学課程 さかい　たかし E-mail x21945t[at]omu.ac.jp A15-209

環境システム学類 川原　稔久 教授 電話番号 072-254-9165 中百舌鳥

かわはら　としひさ E-mail kawahara[at]omu.ac.jp A15-125

マネジメント学類 新井　康平 准教授 電話番号 072-254-7361 中百舌鳥

あらい　こうへい E-mail sss-job-mgt[at]ml.omu.ac.jp B1-125

マネジメント学類 住田　守道 准教授 電話番号 072-254-7361 中百舌鳥

すみだ　もりみち E-mail sss-job-mgt[at]ml.omu.ac.jp B1-320

メールアドレスは、[at]の部分を@に差し替えてお送りください。

2022年度
大学 大学院

学部/学域 研究科（前期） 研究科（後期）

学年 1年 2年 3年
4年

※獣医除く
5年 6年 1年 2年 1年 2年 3年

大阪府立大学 ●25卒 ●24卒 ●23卒 ●24卒 ●23卒 ●23卒 ●24卒 ●23卒

大阪公立大学 ●26卒 ●24卒 ●25卒

2023年度
大学 大学院

学部/学域 研究科（前期） 研究科（後期）

学年 1年 2年 3年
4年

※獣医除く
5年 6年 1年 2年 1年 2年 3年

大阪府立大学 ●25卒 ●24卒 ●25卒 ●24卒 ●24卒

大阪公立大学 ●27卒 ●26卒 ●25卒 ●24卒 ●26卒 ●25卒



大阪府立大学・大阪公立大学　 就職担当教員一覧

大阪府立大学 大阪公立大学

2022年度
大学 大学院

学部/学域 研究科（前期） 研究科（後期）

学年 1年 2年 3年
4年

※獣医除く
5年 6年 1年 2年 1年 2年 3年

大阪府立大学 ●25卒 ●24卒 ●23卒 ●24卒 ●23卒 ●23卒 ●24卒 ●23卒

大阪公立大学 ●26卒 ●24卒 ●25卒

2023年度
大学 大学院

学部/学域 研究科（前期） 研究科（後期）

学年 1年 2年 3年
4年

※獣医除く
5年 6年 1年 2年 1年 2年 3年

大阪府立大学 ●25卒 ●24卒 ●25卒 ●24卒 ●24卒

大阪公立大学 ●27卒 ●26卒 ●25卒 ●24卒 ●26卒 ●25卒

工学域 工学研究科 工学部 工学研究科 就職担当教員 連絡先 研究室

機械系学類　航空宇宙工学課程 航空宇宙海洋系専攻 航空宇宙工学科 航空宇宙海洋系専攻 岩佐　貴史 教授 電話番号 072-254-9238 中百舌鳥

　航空宇宙工学分野 　航空宇宙工学分野 いわさ　たかし E-mail iwasa.takashi[at]omu.ac.jp B6-209

機械系学類　海洋システム工学課程 航空宇宙海洋系専攻 海洋システム工学科 航空宇宙海洋系専攻 中谷　直樹 教授 電話番号 072-254-9335 中百舌鳥

　海洋システム工学分野 　海洋システム工学分野 なかたに　なおき E-mail nakatani.marine[at]omu.ac.jp B4-E219

機械系学類　機械工学課程 機械系専攻 機械工学科 機械系専攻 大久保　雅章 教授 電話番号 072-254-9230 中百舌鳥

　機械工学分野 　機械工学分野 おおくぼ　まさあき E-mail mokubo[at]omu.ac.jp B4-E118

電気電子系学類　電子物理工学課程 電子物理系専攻 電子物理工学科 電子物理系専攻 岡本　晃一 教授 電話番号 072-254-9263 中百舌鳥

　電子物理工学分野 　電子物理工学分野 おかもと　こういち E-mail OkamoT[at]omu.ac.jp B4-W205

電気電子系学類　情報工学課程 電気情報系専攻 情報工学科 情報学研究科※ 能島　裕介 教授 電話番号 072-254-9350 中百舌鳥

　知能情報工学分野 学際情報学専攻 のじま　ゆうすけ E-mail eng-csis-careers_office[at]ml.omu.ac.jp B4-E410

電気電子系学類　電気電子ｼｽﾃﾑ工学課程 電気電子系専攻 電気電子システム工学科 電気電子系専攻 山田　誠 教授 電話番号 072-254-9254 中百舌鳥

　電気情報システム工学分野 　電気電子システム工学分野 やまだ　まこと E-mail gr-eng-ees_job[at]omu.ac.jp B4-W409

物質化学系学類　応用化学課程 物質化学生命系専攻 応用化学科 物質化学生命系専攻 池田　浩 教授 電話番号 072-254-9289 中百舌鳥

　応用化学分野 　応用化学分野 いけだ　ひろし E-mail hiroshi_ikeda[at]omu.ac.jp B5-6C68

物質化学系学類　化学工学課程 物質化学生命系専攻 化学工学科 物質化学生命系専攻 岩﨑　智宏 教授 電話番号 072-254-9307 中百舌鳥

　化学工学分野 　化学工学分野 いわさき　ともひろ E-mail tomohiro.iwasaki[at]omu.ac.jp B5-5B40

物質化学系学類　マテリアル工学課程 物質化学生命系専攻 マテリアル工学科 物質化学生命系専攻 中平　敦 教授 電話番号 072-254-9315 中百舌鳥

　マテリアル工学分野 　マテリアル工学分野 なかひら　あつし E-mail nakahira[at]omu.ac.jp B5-2A-16

－ 量子放射線系専攻 － 量子放射線系専攻 宮丸　広幸 教授 電話番号 072-254-9850 中百舌鳥

－ 　量子放射線工学分野 － 　量子放射線工学分野 みやまる　ひろゆき E-mail miyamaru[at]omu.ac.jp C14-311

メールアドレスは、[at]の部分を@に差し替えてお送りください。
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大阪府立大学 大阪公立大学

2022年度
大学 大学院

学部/学域 研究科（前期） 研究科（後期）

学年 1年 2年 3年
4年

※獣医除く
5年 6年 1年 2年 1年 2年 3年

大阪府立大学 ●25卒 ●24卒 ●23卒 ●24卒 ●23卒 ●23卒 ●24卒 ●23卒

大阪公立大学 ●26卒 ●24卒 ●25卒

2023年度
大学 大学院

学部/学域 研究科（前期） 研究科（後期）

学年 1年 2年 3年
4年

※獣医除く
5年 6年 1年 2年 1年 2年 3年

大阪府立大学 ●25卒 ●24卒 ●25卒 ●24卒 ●24卒

大阪公立大学 ●27卒 ●26卒 ●25卒 ●24卒 ●26卒 ●25卒

生命環境科学域 生命環境科学研究科 農学部 農学研究科 就職担当教員 連絡先 研究室

応用生命科学類　植物ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽ課程 応用生命科学専攻 応用生物科学科 応用生物科学専攻 小泉 　望 教授 電話番号 072-254-9424 中百舌鳥

こいずみ　のぞむ E-mail nkoizumi[at]omu.ac.jp C17-303

応用生命科学類　生命機能化学課程 応用生命科学専攻 生命機能化学科 生命機能化学専攻 川口  剛司 教授 電話番号 072-254-9465 中百舌鳥

かわぐち　たかし E-mail takashi[at]omu.ac.jp C17-216

緑地環境科学類 緑地環境科学専攻 緑地環境科学科 緑地環境科学専攻 平井　規央 教授 電話番号 072-254-9413 中百舌鳥

ひらい　のりお E-mail hirai[at]omu.ac.jp B11-430

生命環境科学域 生命環境科学研究科 獣医学部 獣医学研究科 就職担当教員 連絡先 研究室

獣医学類 獣医学専攻 獣医学科 獣医学専攻 杉浦　喜久弥 教授 電話番号 072-463-5374 りんくう

すぎうら　きくや E-mail q21329i[at]omu.ac.jp C411

生命環境科学域 理学系研究科 理学部 理学研究科 就職担当教員 連絡先 研究室

理学類　数理科学課程 数理科学専攻 数学科 数学専攻 今野　良彦 教授 電話番号 072-254-9357 中百舌鳥

こんの　よしひこ E-mail konno[at]omu.ac.jp A14-401

理学類　物理科学課程 物理科学専攻 物理学科 物理学専攻 飯田　琢也 教授 電話番号 072-254-8132 中百舌鳥

いいだ　たくや E-mail t-iida[at]omu.ac.jp C10-401

理学類　分子科学課程 分子科学専攻 化学科 化学専攻 松坂　裕之 教授 電話番号 072-254-9696 中百舌鳥

まつざか　ひろゆき E-mail matuzaka[at]omu.ac.jp A13-406

理学類　生物科学課程 生物科学専攻 生物学科 生物学専攻 江副　日出夫 准教授 電話番号 072-254-9182 中百舌鳥

えぞえ　ひでお E-mail h_ezoe[at]omu.ac.jp A13-302

理学類　生物科学課程 生物科学専攻 生物化学科 生物化学専攻 原　正之 教授 電話番号 072-254-9842 中百舌鳥

はら まさゆき E-mail hara[at]omu.ac.jp C10-619

地球学専攻 地球学専攻 奥野　充 教授 電話番号 072-252-6382 中百舌鳥

おくの　みつる E-mail okuno326[at]omu.ac.jp A13-219

メールアドレスは、[at]の部分を@に差し替えてお送りください。


