工 学 部

●機械工学科 ●応用化学科 ●都市基盤工学科 ●情報工学科
●電気工学科 ●建築学科

都市基盤技術を幅広く学び、
高度な専門性を身につけて、
研究成果を国の発展に
活かしたいと思っています。
工学部

都市基盤工学科 4回生

横尾 俊宏 さん
国の基盤整備にかかわる大規模施設の工事
に携わりたいと思い、
この学科
この学科を志望しました。
学科を志望
志望しました。
特定の分野だけでなく、構造・橋梁・計画・地盤・

●応用物理学科

●知的材料工学科

Faculty of Engineering

●バイオ工学科 ●環境都市工学科

http://www.eng.osaka-cu.ac.jp/
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多様なニーズに応える10学科

ぶことができるのも魅力です。今は安心・安
全な都市づくりをテーマとする土木計画学研
究室で学んでいますが、将来的には高度な専
門性を有する都市基盤技術者を目指し、国の
発展に活かしていきたいと考えています。
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都市で学び 夢をつかむ。

こんな学生を求めています！

「工学」とは安全で快適な暮らしや人々の夢
豊かな社会を創造する工学の原点は、若さ溢れる君

を実現するための原理や技術を創造する学問

の知的好奇心と飽くなき探究心にあります。工学部で

です。ITやバイオテクノロジーに代表される今日

は科学技術の未来に夢と希望を持ち、共に歩んでく

の輝かしい科学技術の多くは工学の中で開花し、

れる学生を求めています。君も21世紀を担う最新の

社会と産業に飛躍的な発展をもたらし、
私たちの

テクノロジーに挑戦してみませんか！

生活に多大な恩恵を与えてきました。一方、
21世
紀を迎えた今、
人類は地球環境問題など、
かつ
て経験したことのない幾多の難問に直面し、
自
然との調和をめざしたソフトテクノロジーヘの新
たな挑戦が求められています。本学部では、多
様化・高度化するこのような時代の要請に的確
に対応できる人材を育成するため、精選された
10学科を持つ全国屈指の教育体制を整備しま
した。多彩な専門領域を持つ工学部で君のやり
たい分野を見つけてください。

充実したカリキュラムと少人数教育
多様化する最先端の科学技術の研究には豊
かな教養と複数の専門分野におよぶ知識が必
要です。そのため、
総合大学の特色を活かした
幅広い全学共通科目と充実した専門科目が４年
間を通じて履修できる教育カリキュラムを用意し
ました。専門教育では、学科の枠組みを越えた
科目編成によって確かな基礎学力と広範な専門
知識が身につくよう細かな配慮がなされています。
１〜３年生で習得した基礎知識をベースとして４
年次には大学生活の総決算となる卒業研究を
履修します。最新の研究設備と少人数制による
きめ細かな研究指導のもと、
昼夜の区別を忘れ
るほどの素晴らしい体験が君を待っています。

電子情報系専攻
※2

機械物理系専攻

前期博士課程（標準2年） 後期博士課程（標準3年）

※2

高度情報化社会を支える物理学的基盤と先端技術を創製する
※1

▲
電気工学科

※2

前期博士課程（標準2年） 後期博士課程（標準3年）

▲
応用物理学科

▲
情報工学科

前期博士課程（標準2年） 後期博士課程（標準3年）
ものづくりの基盤となる機械工学とその基礎領域を強化する

▲
機械工学科

※1

化学生物系専攻

河海など多様な講義を受けることができ、そ
のなかから興味を持った分野の研究室
のなかから興味を持った分野の研究室を選
研究室を選

工学部

都市系専攻
※2

環境調和型の次世代物質創製技術を志向する
※1

▲
応用化学科

▲
知的材料工学科

▲
バイオ工学科

前期博士課程（標準2年） 後期博士課程（標準3年）
成熟都市における社会基盤と生活環境づくりを支援する

※1

▲
都市基盤工学科

▲
建築学科

▲
環境都市工学科

市立研究機関との連携大学院
（工業研究所・環境科学研究所）
※１
：飛び級入学制度＝成績優秀者は、学部３年次終了後に大学院を受験することができます。
※２
：年限短縮制度＝成績優秀者は、前期博士課程の在学期間（標準２年）
を１年短縮して後期博士課程に進学することができます。
また、後期博士課程の成績優秀者は、在学期間（標準3年）
を1〜2年短縮して修了することができます。

都市で学び 夢をつかむ。
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21世紀の暮らしを築く10学科

都市基盤工学科

バイオ工学科

グローバリゼーションが進む技術環境の中で、あらゆ

道路、河川、鉄道、橋梁、
トンネル、
ダム、海岸構造物、

バイオ工学科は、生物・生命システムを理解すると共に、

る産業の技術基盤を支えているのが機械工学です。

ライフライン等は、私たちの生活と社会を支える基盤

生物・生命システムに関わる新しい工学の創造に必

物理学や数学に基礎を置く工学的基礎学力と応用

施設です。本学科では、
これらを計画的、建設、管理し、

要な化学・生物の知識や手法を持つ研究者や技術

力を礎に技術社会を支える自立的技術者の育成を目

安全・快適な生活を実現するための技術について研

者を育成します。環境保全・有用物質生産・材料開発・

指しています。演習や実験・実習を十分に盛り込んだ

究、教育しています。また、高齢化や環境にも配慮し

生体類似物質合成など様々な研究を行っています。

カリキュラムに沿い、活き活きした教育・研究活動を行

た持続可能な都市・社会を目指しています。

機械工学科

構造およびコンクリート工学／応用構造工学／
熱工学／流体工学／機械力学／生産加工工学／

地盤工学／都市基盤計画／

動力システム工学

建設材料および河海工学

工学部はやわかり

Q1 他大学の工学部と比べてどんな特徴がありますか？
10学科を擁する本工学部では、幅広い専門領域の中から、本当に

生物分子工学／生物化学工学／生体機能工学／

っています。

工学部

生体材料工学／生物情報工学

勉強してみたい分野を選ぶことができます。また、教員１人あたり
の学生数が、学部平均で約２人と少ないため、担当の先生からマン
ツーマンに近い、
きめ細かな指導が受けられることも魅力的な点です。さらに、

知的材料工学科

複数学科の協力のもと、幅広い教養と確かな基礎学力が身につけられるよう
に工夫されたカリキュラムも特徴のひとつです。

知的材料とはセンサ（検知機能）、
プロセッサ（考えて

電気工学科

応用物理学科

判断する機能）、そしてアクチェータ
（行動機能）の三

電磁気現象の応用として誕生した電気工学は、今日

当学科では、幅広い物理学的な基礎知識の修得と、

つをもつ次世代の材料です。本学科は、
ミクロの材料

ではコンピュータを中心とした高度技術社会を支えて

その工学への応用に関する教育が展開されています。

物性や結晶工学からマクロな最先端の応用まで、学

我が国最大の公立大学に設置された本学部は全国的にも高い知名

います。本学科は電気、電子、光エレクトロニクス、材料

研究室では、物質の光機能性、結晶成長による物性

際的でユニークな教育と研究を行う学科です。

度をもち、
創設時から基礎と応用の結合を重んじる教育理念のもと、

などの基礎と応用を含む幅広い分野を有し、電気自動

制御、光エレクトロニクス、極限レーザー・スピン源開発、

Q2 卒業後はどのような進路がありますか？
社会の急激な変化にも対応できる優秀な人材を多数育成してきま

車、三次元計測と立体表示、光機能デバイス、
マイクロ

物質の非線形性・非平衡状態の理論などの先端的

材料知能工学／材料数理工学／材料機能工学／

磁気デバイスなどの研究を行っています。これらの最

研究が行われています。

量子物性工学

した。このような実績は産業界からも高く評価されており、本学部の卒業生は
製造業を中心に各方面で活躍しています。また充実した博士課程大学院をも
ち、進学の機会も大きく開かれています。

先端技術に精通した技術者・研究者を育成します。
光物性工学／物性制御工学／電子物理工学／
電磁気学／電子回路学／材料計測工学／

応用分光計測学／数理工学

環境都市工学科
都市の便利さと豊かさはとても魅力的です、21世紀は、

光電子工学／電磁機器工学

資源・エネルギーの有効利用とリサイクルを進め、大

情報工学科

Q3 どのような資格が取得できますか？
全学科で教職免許（高校１種・工業）が取得できます。また、危険物
取扱者（応化）、
２級建築士（建築、都基、環境）の受験資格が、
さらに

気や河川、海への汚染物の排出を最小限に抑え、人

若干の実務経験を積むことにより、ボイラー技士（機械）、
１級建築
士（建築、都基、環境）の受験資格が、安全管理者（全学科）、第１種電気主任技

応用化学科

現代社会は、高度な情報基盤技術によって支えられ

類が他の生物と共存し、活き活きと暮らせる環境都市

応用化学は基礎原料、物質、材料製造を通じ人間生

ています。本学科では、計算機の仕組みと高度な利

を目指すべきです。環境都市工学科は、
この環境都

術者（電気）、測量士（都基）などの資格が得られます。また、JABEE認定学科

活や科学技術を支え、
また地球環境保護に貢献する

用方法、生体の情報処理機能の解明とその利用、
さ

市づくりに取り組む学科です。

を卒業した場合は、技術士国家試験第一次試験を免除されます。

学問です。
「自然と調和した豊かな物質創成技術の

らに、安全・快適な情報化社会の実現へ向け、高信

確立」が現代応用化学のテーマです。整備されたカリ

頼度なネットワーク構築のための通信技術について

キュラムにより、21世紀の化学を担う人材を育成します。

研究、教育をしています。

無機工業化学／有機工業化学／高分子化学／

情報システム工学／情報処理工学／

工業物理化学／材料化学

知識情報工学／情報ネットワーク工学／

環境都市計画／地域環境計画／環境水域工学／
都市リサイクル工学

情報通信工学

大学院 工学研究科

■機械物理系専攻

■電子情報系専攻

■化学生物系専攻

■都市系専攻

技術は時代を創る

建築学科
21世紀を迎えて、建築は新しい局面を迎えています。
20世紀のようなスクラップ・アンド・ビルド
（壊して造る）
ではなく、既にあるストックを生かし、少ない資源を有効
に使うサステイナブル（持続可能）
なデザインが求めら

工学部8学科が日本技術者教育認定機構（JABEE）の認定

れています。大阪には長い歴史の中で生み出された

JABEE認定とは、認定を受けようとする学科が国際的に通用する技術者育成の教育を

壮大なストックがあります。建築学科は、そうした歴史

実際に行っているかどうかについて、
学科のカリキュラムのみならず教育方法、
教員組織、

的ストックに注目し、サステイナブル・デザインの潮流を

教育設備・環境、教育成果などを審査して認定する制度です。2005年4月に電気工学

先取りした、21世紀にふさわしいデザイナーやエンジニ
アの育成をめざします。
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科、応用化学科、建築学科、応用物理学科、知的材料工学科、環境都市工学科の6学科
が日本技術者教育認定機構(JABEE)認定を申請し、10-11月に実地審査が完了し、

建築防災／建築構造学／建築環境工学／

2006年5月にJABEEの認定を受けました。2005年に認定を受けた機械工学科、都

建築計画／建築デザイン

市基盤工学科を合わせると、8学科で認定を受けています。

都市で学び 夢をつかむ。

●工学研究科が生まれ変わりました
高度情報化社会の到来や地球環境
問題への対応など、科学技術の一層
の発展が求められています。工学研究
科では次の時代を担う高度専門職業
人と研究者の育成強化をめざして、
従
来の８専攻を４専攻に再編・統合すると
ともに、
大学院学生定員を大幅に増や
しました。

●大学院修了後の進路
●ものづくりの基盤となる機械工学とその
基礎領域を強化した機械物理系専攻

今、
工学教育の中心は大学院にあ
ります。工学研究科は全国的にも早く

●高度情報化社会を支える物理学的基盤
と先端技術を創製する電子情報系専攻

から博士課程を持ち、
徹底した少人数

●環境調和型の次世代物質創製技術を
志向する化学生物系専攻

学位取得者を社会に送り出してきました。

●成熟都市における社会基盤と生活環境
づくりを支援する都市系専攻

各種の研究機関、
官公庁で活躍して

教育と高い研究水準のもと、
数多くの

修了者は製造業を中心とする民間企業、

います。

都市で学び 夢をつかむ。
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