
●各学部・研究科への求人依頼については、該当する学部・研究科へ記載の電話もしくはメール宛にご連絡ください。

文学部 （令和5年4月1日現在）

就職担当事務窓口 教育支援室 TEL：

就職担当教員 TEL：

外国語学部 （令和5年4月1日現在）

就職担当事務窓口 学生支援係 TEL：

就職担当教員 E-mail：

人文学研究科・文学研究科・言語文化研究科

◯人文学研究科（人文学専攻/日本学専攻基盤日本学コース/芸術学専攻）・文学研究科 （令和5年4月1日現在）

就職担当事務窓口 教育支援室 TEL：

就職担当教員 芸術学専攻 古後　奈緒子（准教授） TEL：

◯人文学研究科（言語文化学専攻）・言語文化研究科（言語文化専攻） （令和5年4月1日現在）

就職担当事務窓口 豊中事務部学務係 TEL：

就職担当教員 言語文化学専攻 霜鳥　慶邦（准教授） TEL：

◯人文学研究科（外国学専攻/日本学専攻応用日本学コース）・言語文化研究科（言語社会専攻/日本語・日本文化専攻） （令和5年4月1日現在）

就職担当事務窓口 箕面事務部学生支援係 TEL：

就職担当教員 外国学専攻 福田　義昭（准教授） E-mail：

人間科学部・人間科学研究科 （令和5年4月1日現在）

就職担当事務窓口 学生支援室 TEL：

法学部・法学研究科 （令和5年4月1日現在）

就職担当事務窓口 学生支援室 TEL：

就職担当教員 TEL：

経済学部・経済学研究科 （令和5年4月1日現在）

就職担当事務窓口 教務係 TEL：

就職担当教員 TEL：

理学部・理学研究科 （令和5年4月1日現在）

就職担当事務窓口 学務係 TEL：

数学科・数学専攻 E-mail：

物理学科・物理学専攻 E-mail：

TEL：

TEL：

生物科学科・生物科学専攻 E-mail：

高分子科学専攻 TEL：

宇宙地球科学専攻 E-mail：

医学部（医学科）・医学系研究科（医学専攻、医科学専攻） （令和5年4月1日現在）

就職担当事務窓口 学生支援係 TEL：

医学部（保健学科）・医学系研究科（保健学専攻） （令和5年4月1日現在）

就職担当事務窓口 教務係 TEL：

看護学

放射線技術科学

検査技術科学

歯学部・歯学研究科 （令和5年4月1日現在）

就職担当事務窓口 教務係 TEL：

薬学部・薬学研究科 （令和5年4月1日現在）

就職担当事務窓口 教務係 TEL：

福田　義昭（准教授） jinbun-minoh-shien@office.osaka-u.ac.jp

06-6850-6048 〒560-8532　豊中市待兼山町1-5

06-6850-6048 （教育支援室）

06-6850-5856 〒560-0043　豊中市待兼山町1-8

大阪大学　各学部・研究科の就職担当事務窓口・就職担当教員

06-6850-6048 〒560-8532　豊中市待兼山町1-5

古後　奈緒子（准教授） 06-6850-6048 （教育支援室）

072-730-5069 〒562-8678　箕面市船場東3-5-10

就職担当教員
岡部　美香（教授）

TEL： 06-6879-4043 （学生支援室）
松井　智子（助教）

06-6850-6942 〒560-0043　豊中市待兼山町1-6

06-6850-5856 （豊中事務部学務係）

072-730-5069 〒562-8678　箕面市船場東3-5-10

jinbun-minoh-shien@office.osaka-u.ac.jp

06-6879-4043 〒565-0871　吹田市山田丘1-2

就職担当教員

※お問い合わせは右記まで！ shushoku@math.sci.osaka-u.ac.jp

青木　正治（教授） shuushoku@phys.sci.osaka-u.ac.jp

化学科・化学専攻 奥村　光隆（教授）
06-6850-5404 （直通）

福井　康太（教授） 06-6850-6942 （学生支援室）

06-6850-5204 〒560-0043　豊中市待兼山町1-7

松井　博史（講師） 06-6850-5204 （教務係）

06-6850-5437 （秘書）

長尾  恒治（准教授） shushoku@bio.sci.osaka-u.ac.jp

山口　浩靖（教授） 06-6850-5460 （直通）

青木　正治（教授） shuushoku@phys.sci.osaka-u.ac.jp

06-6850-5282 〒560-0043　豊中市待兼山町1-1

06-6879-3340 〒565-0871　吹田市山田丘2-2

06-6879-2513 〒565-0871　吹田市山田丘1-7

就職担当教員

清水　安子（教授）

TEL： 06-6879-2513 （教務係）山崎　明日美（助教）

高橋　正紀（教授）

06-6879-2835 〒565-0871　吹田市山田丘1-8

06-6879-8147 〒565-0871　吹田市山田丘1-6

就職担当教員
小比賀　聡（教授）

TEL： 06-6879-8147 （教務係）
堤　康央（教授）
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●各学部・研究科への求人依頼については、該当する学部・研究科へ記載の電話もしくはメール宛にご連絡ください。

大阪大学　各学部・研究科の就職担当事務窓口・就職担当教員

工学部 （令和5年4月1日現在）

TEL：

松﨑　典弥（教授） 06-6879-7356 m-matsus@chem.eng.osaka-u.ac.jp

藤内　謙光（教授） 06-6879-7404 tohnai@chem.eng.osaka-u.ac.jp

事務担当 chemoff@chem.eng.osaka-u.ac.jp

内山　進（教授） 06-6879-7441 suchi@bio.eng.osaka-u.ac.jp

森川　良忠（教授）

事務担当 pstsec@prec.eng.osaka-u.ac.jp

井上　康志（教授） 06-6879-4615 ya-inoue@ap.eng.osaka-u.ac.jp

高谷　裕浩（教授） mech-recruit@mech.eng.osaka-u.ac.jp

荒木　秀樹（教授） 06-6879-7490 araki@mat.eng.osaka-u.ac.jp

小泉　雄一郎（教授） 06-6879-7477 ykoizumi@mat.eng.osaka-u.ac.jp

事務担当 morioka@mat.eng.osaka-u.ac.jp

福本　信次（教授） 06-6879-7549 fukumoto@mapse.eng.osaka-u.ac.jp

事務担当 maki.kai@mapse.eng.osaka-u.ac.jp

井上　　恭（教授） 06-6879-7732

三浦　典之（教授） 06-6879-7810 nmiura@ist.osaka-u.ac.jp

事務担当

小島　一信（教授） 06-6879-7786

池　道彦（教授） 06-6879-7672 ike@see.eng.osaka-u.ac.jp

事務担当 see-jim-M3@see.eng.osaka-u.ac.jp

北田　孝典（教授） ene-career@see.eng.osaka-u.ac.jp

事務担当 ene-career@see.eng.osaka-u.ac.jp

鈴木　博善（教授） 06-6879-7589 suzuki_h@naoe.eng.osaka-u.ac.jp

事務担当 naoe-jimu@naoe.eng.osaka-u.ac.jp

　乾　徹（教授） 06-6879-7623 inui@civil.eng.osaka-u.ac.jp

事務担当 civil-jimu@civil.eng.osaka-u.ac.jp

真田　靖士（教授） 06-6879-7637

工学研究科 （令和5年4月1日現在）

TEL：

松﨑　典弥（教授） 06-6879-7356 m-matsus@chem.eng.osaka-u.ac.jp

藤内　謙光（教授） 06-6879-7404 tohnai@chem.eng.osaka-u.ac.jp

事務担当 chemoff@chem.eng.osaka-u.ac.jp

生物工学専攻 内山　進（教授） 06-6879-7441 suchi@bio.eng.osaka-u.ac.jp

森川　良忠（教授）

事務担当 pstsec@prec.eng.osaka-u.ac.jp

井上　康志（教授） 06-6879-4615 ya-inoue@ap.eng.osaka-u.ac.jp

高谷　裕浩（教授） mech-recruit@mech.eng.osaka-u.ac.jp

荒木　秀樹（教授） 06-6879-7490 araki@mat.eng.osaka-u.ac.jp

小泉　雄一郎（教授） 06-6879-7477 ykoizumi@mat.eng.osaka-u.ac.jp

事務担当 morioka@mat.eng.osaka-u.ac.jp

福本　信次（教授） 06-6879-7549 fukumoto@mapse.eng.osaka-u.ac.jp

事務担当

兒玉　了祐（教授） 06-6879-7800 densys@eie.eng.osaka-u.ac.jp

井上　　恭（教授） 06-6879-7732 kyo@comm.eng.osaka-u.ac.jp

小島　一信（教授） 06-6879-7786 kojima@sfm.eei.eng.osaka-u.ac.jp

池　道彦（教授） 06-6879-7672 ike@see.eng.osaka-u.ac.jp

事務担当 see-jim-M3@see.eng.osaka-u.ac.jp

北田　孝典（教授） ene-career@see.eng.osaka-u.ac.jp

事務担当 ene-career@see.eng.osaka-u.ac.jp

　鈴木　博善（教授） 06-6879-7589 suzuki_h@naoe.eng.osaka-u.ac.jp

事務担当 naoe-jimu@naoe.eng.osaka-u.ac.jp

　乾　徹（教授） 06-6879-7623 inui@civil.eng.osaka-u.ac.jp

事務担当 civil-jimu@civil.eng.osaka-u.ac.jp

　真田　靖士（教授） 06-6879-7637

中川　貴（教授） 06-6879-4454

morikawa@prec.eng.osaka-u.ac.jp

応用物理学科目

応用理工学科

機械工学科目

マテリアル科学コース

生産科学コース

就職担当事務窓口 学生支援係
06-6879－7225

〒565-0871　吹田市山田丘2-1
E-mail：kou-kyomu-gs@office.osaka-u.ac.jp

就職担当教員

応用自然科学科

応用化学科目

応用生物工学科目

物理工学科目

kojima@sfm.eei.eng.osaka-u.ac.jp
電子工学ｺｰｽ

量子情報ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ工学ｺｰｽ
(R.3年度入学生より)

通信工学コース kyo@comm.eng.osaka-u.ac.jp

情報ｼｽﾃﾑ工学ｸﾗｽ
ise3-sec@ise.ist.osaka-u.ac.jp

電子情報工学科

ｼｽﾃﾑ・制御・電力ｺｰｽ

兒玉　了祐（教授） 06-6879-7800 densys@eie.eng.osaka-u.ac.jp先進電磁ｴﾈﾙｷﾞｰｺｰｽ

電気工学ｺｰｽ

量子電子ﾃﾞﾊﾞｲｽｺｰｽ

小島　一信（教授） 06-6879-7786

電気系幹事 kojima@sfm.eei.eng.osaka-u.ac.jp

環境・エネルギー工学科

環境系

エネルギー系

地球総合工学科
社会基盤工学科目

建築工学科目 sanada@arch.eng.osaka-u.ac.jp

就職担当事務窓口 学生支援係
06-6879－7225

〒565-0871　吹田市山田丘2-1
E-mail：kou-kyomu-gs@office.osaka-u.ac.jp

船舶海洋工学科目

マテリアル生産科学専攻

マテリアル科学コース

生産科学コース
maki.kai@mapse.eng.osaka-u.ac.jp

電気電子情報通信工学専攻

電気工学ｺｰｽ

電子工学ｺｰｽ

小島　一信（教授） 06-6879-7786 kojima@sfm.eei.eng.osaka-u.ac.jp量子情報ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ工学ｺｰｽ
(R.3年度入学生より)

情報通信工学ｺｰｽ

応用化学専攻

分子創成化学コース 

物質機能化学コース 

生物工学コース

物理学系専攻
精密工学コース

morikawa@prec.eng.osaka-u.ac.jp

応用物理学コース

機械工学専攻

電気系幹事

環境エネルギー工学専攻

環境工学コース

ｴﾈﾙｷﾞｰ量子工学ｺｰｽ

地球総合工学専攻
社会基盤工学コース

建築工学コース sanada@arch.eng.osaka-u.ac.jp

就職担当教員

ビジネスエンジニアリング専攻 nakagawa@mit.eng.osaka-u.ac.jp

船舶海洋工学コース
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●各学部・研究科への求人依頼については、該当する学部・研究科へ記載の電話もしくはメール宛にご連絡ください。

大阪大学　各学部・研究科の就職担当事務窓口・就職担当教員

基礎工学部（※担当教員は毎年1月に更新予定です。） （令和5年1月1日現在）

就職担当事務窓口 大学院係 TEL： 06-6850-6138

服部　公則 (准教授）

赤羽　英夫 (准教授）

TEL：

E-mail:

中西　周次（教授） TEL：

水垣　共雄（教授） TEL：

TEL：

E-mail:

乾口　雅弘 TEL：

野村　泰伸

池田　史代

TEL：

E-mail:

基礎工学研究科（※担当教員は毎年1月に更新予定です。） （令和5年1月1日現在）

就職担当事務窓口 大学院係 TEL： 06-6850-6138

TEL：

E-mail:

中西　周次（教授） TEL：

水垣　共雄（教授） TEL：

TEL：

E-mail:

中西　周次（教授） TEL：

TEL：

E-mail:

TEL：

E-mail:

TEL：

E-mail:

野村　泰伸 TEL：

服部　公則 (准教授）

赤羽　英夫 (准教授）

乾口　雅弘 TEL：

TEL：

E-mail:

乾口　雅弘 TEL：

TEL：

E-mail:

就職担当教員

電子物理科学科

エレクトロニクスコース TEL：
06-6850-6340
（エレクトロニクスコース事務室）

物性物理科学コース 井澤　公一（教授）
06-6850-6399（物性コース事務室）

busseijimu.mp.es@office.osaka-u.ac.jp

化学応用科学科
合成化学コース 06-6850-6699（直通）

化学工学コース 06-6850-6260（直通）

〒560-8531　豊中市待兼山町1-3

システム科学科

機械科学コース 中村　篤智
06-6850-6210（機械科学事務室）

J2023.me.es@ml.office.osaka-u.ac.jp

知能システム学コース 06-6850-6350（直通）

生物工学コース TEL：
06-6850-6556
（生物工学コース事務室）

情報科学科

数理科学コース 石渡　通徳（教授）
06-6850-6476(直通）

ishiwata.michinori.es@osaka-u.ac.jp

計算機科学コース
増澤　利光 TEL： 06-6879-4115（直通）吹田C

ソフトウェア科学コース

〒560-8531　豊中市待兼山町1-3

就職担当教員

物質創成専攻

物性物理工学領域 井澤　公一（教授）
06-6850-6399（物性コース事務室）

busseijimu.mp.es@office.osaka-u.ac.jp

機能物質化学領域 06-6850-6699（直通）

化学工学領域

中村　篤智
06-6850-6210（機械科学事務室）

J2023.me.es@ml.office.osaka-u.ac.jp

06-6850-6095(専攻.領域事務室）

システム創成専攻

電子光科学領域 TEL：
06-6850-6340
（電子光科学領域事務室）

06-6850-6350（直通）

石渡　通徳（教授）
06-6850-6476(直通）

ishiwata.michinori.es@osaka-u.ac.jp

06-6850-6260（直通）

未来物質領域
井澤　公一（教授）

06-6850-6399（物性コース事務室）

busseijimu.mp.es@office.osaka-u.ac.jp

06-6850-6699（直通）

機能創成専攻

非線形力学領域 中村　篤智
06-6850-6210（機械科学事務室）

J2023.me.es@ml.office.osaka-u.ac.jp

機能デザイン領域 中村　篤智
06-6850-6210（機械科学事務室）

J2023.me.es@ml.office.osaka-u.ac.jp

生体工学領域

システム科学領域 06-6850-6350（直通）

数理科学領域 石渡　通徳（教授）
06-6850-6476(直通）

ishiwata.michinori.es@osaka-u.ac.jp

社会システム数理領域

3 / 4 ページ

mailto:j2022.me.es@ml.office.osaka-u.ac.jp
mailto:j2022.me.es@ml.office.osaka-u.ac.jp
mailto:j2022.me.es@ml.office.osaka-u.ac.jp
mailto:j2022.me.es@ml.office.osaka-u.ac.jp
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大阪大学　各学部・研究科の就職担当事務窓口・就職担当教員

国際公共政策研究科 （令和5年4月1日現在）

就職担当事務窓口 教務係 TEL：

就職担当教員 瀧井 克也（教授） TEL：

情報科学研究科 （令和5年4月1日現在）

就職担当事務窓口 大学院係 TEL：

情報基礎数学専攻
TEL：

E-mail:

情報数理学専攻 TEL：

コンピュータサイエンス専攻

情報システム工学専攻 三浦　典之（教授） E-mail:

情報ネットワーク学専攻

マルチメディア工学専攻 TEL：

バイオ情報工学専攻

生命機能研究科 （令和5年4月1日現在）

就職担当事務窓口 大学院係 TEL：

就職担当教員 廣瀬　哲郎（教授） TEL：

高等司法研究科 （令和5年4月1日現在）

就職担当事務窓口 学生支援室 TEL：

就職担当教員 松尾　健一（教授） TEL：

大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科 （令和5年4月1日現在）

医学系研究科総務課

 連合小児発達学研究科担当

就職担当教員 片山　泰一（教授） TEL：

06-6879-4421 〒565-0871　吹田市山田丘1-3

06-6850-5612 〒560-0043　豊中市待兼山町1-31

06-6850-5612 （教務係）

06-6879-4509 〒565-0871　吹田市山田丘1-5

06-6879-3026 （就職担当事務窓口）

06-6879-4421 （大学院係）

06-6850-6942 〒560-0043　豊中市待兼山町1-6

06-6850-6942 （学生支援室）

nmiura@ist.osaka-u.ac.jp

増澤　利光（教授） 06-6879-4115（増澤教授直通）

就職担当事務窓口 TEL： 06-6879-3026 〒565-0871　吹田市山田丘2-2

就職担当教員

杉山　由恵（教授）
06-6105-5902（専攻秘書室直通）
sugiyama@ist.osaka-u.ac.jp

谷田　純（教授） 06-6879-7851（谷田教授直通）
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