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大学統合特集

⚫ 新大学の学域・学部
⚫ キャンパスについて
⚫ 自治会の取り組み
etc…

大学統合特集
⚫ 前書き
学生自治会では、自治会広報誌 NASCA を用いて定期的に情報を提供しています。
今回の内容は、大阪府立大学とあの大阪市立大学が統合してできる大阪公立大学（令和
3 年 8 月 31 日に認可書（8 月 27 日付）を受領）についてです。
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目次見出しの順番・下線の色は、各ページ上部にあるツメの順番・色と一致してい
ます。
例：「府大高専の移転」の下線は水色、順番は 4 番目なのでツメは以下の通り
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大阪府立大学・市立大学と新大学の学域・学部
ここでは、大阪府立大学における学域、大阪市立大学における学部、そして新大学である
大阪公立大学で設立予定の学域及び学部について紹介します。
また、新大学における現代システム科学域の構成についても紹介します。

①現在の大阪府立大学における学域
現代システム科学域 ～College of Sustainable System Sciences～
工学域 ～College of Engineering～
生命環境科学域 ～College of Life, Environment, and Advanced Sciences～
地域保健学域 ～College of Health and Human Sciences～

②現在の大阪市立大学における学部
大学ウェブサイト上での表示に倣い、医学部のみ、医学科と看護学科を分けています。ま
た各学部 2 行目の文章は、いずれも大学ウェブサイト上で公開されているものです。
商学部 ～Faculty of Business～
・
「考える実学」を基礎に、時代を見抜く力を養う
経済学部 ～Faculty of Economics～
・全学年での少人数教育を通して、グローバル・プラクティカル・エコノミストを育てる
法学部 ～Faculty of Law～
・法と政治の視点から、現代社会を考える
文学部 ～Faculty of Literature and Human Sciences～
・文化を知り社会を知り「人間学」の探究者となる
理学部 ～Faculty of Science～
・自然の何故を問う―地の底から宇宙の彼方まで―
工学部 ～Faculty of Engineering～
・未来をみつめるテクノロジー 若い好奇心とたゆまぬ努力が新時代を拓く
医学部医学科 ～Faculty of Medicine～
・最新・最高の医療現場を目のあたりにして全人的な医療人を育成する
医学部看護学科 ～School of Nursing～
・看護のコンピテンシーと社会の期待に挑む
生活科学部 ～Faculty of Human Life Science～
・21 世紀型ヒューマン・ライフをトータルに考え、科学的に研究する
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③大阪公立大学における学域及び学部
大学ウェブサイト上での表示に倣い、医学部のみ、医学科とリハビリテーション学科を分
けています。また各学部・学域 2 行目の文章は、いずれも大学ウェブサイト上で公開されて
いるものです。
現代システム科学域 ～College of Sustainable System Sciences～
・No one will be left behind 誰一人取り残さない。
文学部 ～School of Literature and Human Sciences～
・文化を知り、人を知る。その先に何を描くか。
法学部 ～School of Law～
・社会のさまざまな問題と向き合い、困っている人たちに寄り添う。
経済学部 ～School of Economics～
・世界や、日本の動向分析から何が見えるか。
商学部 ～School of Business～
・現代社会の中にある未来の兆しを掴むには何が必要か。
理学部 ～School of Science～
・知的好奇心の先に生まれるものは何か。
工学部 ～School of Engineering～
・イノベーションを起こすのは人か、機械か。
農学部 ～School of Agriculture～
・分子から生命・環境まで、広がる無限の可能性。
獣医学部 ～School of Veterinary Science～
・動物と人、環境の共存・共栄が未来に与えるインパクトとは。
医学部 医学科 ～School of Medicine /Department of Medical Science～
・変革する医療の姿を捉え、リードできるか。
医学部 リハビリテーション学科
～School of Medicine / Department of Rehabilitation Science～
・新たなリハビリテーションが創造する社会とは。
看護学部 ～School of Nursing～
・人間を看る、その言葉の本質とは。
生活科学部 ～School of Human Life and Ecology～
・日常生活に科学が見出す幸福とは。
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④新大学における現代システム科学域
現在中百舌鳥キャンパスおよびりんくうキャンパスを利用している学域・学類のうち、現
代システム科学域、教育福祉学類については新大学で大きく改編されます。
・知識情報システム学類
新大学でもそのまま現代システム科学域の中に置かれます。
・環境システム学類
環境共生科学課程と社会共生科学課程が新大学では環境社会システム学類を構
成し、人間環境科学課程が心理学類として独立します。
・マネジメント学類
生産システム系、政策科学系の各分野は、それぞれ知識情報システム学類、環境
社会システム学類に移り、法学系、経済系、経営系の各分野は、それぞれ法学部、
経済学部、商学部に移ります。
・地域保健学域教育福祉学類
新大学では現代システム科学域の中の教育福祉学類となります。
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各学域・学部が使用するキャンパス
どこのキャンパスでだれが学ぶ？
2022 年４月より大阪府立大学、大阪市立大学が統合し大阪公立大学が誕生します。新大学の学域・学部生が学
ぶキャンパスは大阪市立大学の杉本・阿倍野キャンパス、大阪府立大学の中百舌鳥・羽曳野・りんくうキャンパ
スのほか、2025 年開設予定の森之宮キャンパスを含めた６キャンパスです。大阪公立大学でどの学域・学部生が
どこのキャンパスで学ぶのかまとめました。
キャンパスの学域・学部配置

「大阪公立大学（仮称）学びのキャンパス」より作成
https://www.upc-osaka.ac.jp/new-univ/admissions/ug/exam_info/pdf/qa/manabinocampus.pdf
※１ 詳細は不明

※２ 後期は週２日中百舌鳥キャンパスでも学ぶ

※３ 前期は杉本キャンパス、後期は中百舌鳥キャンパスで学ぶ

※４ 後期は週１日りんくうキャンパスで学ぶ

※５ 前期は週１日、後期は週２日阿倍野キャンパスで学ぶ
※６ 週２日程度羽曳野キャンパス、週１日程度阿倍野キャンパスで学ぶ
※７ どちらになるかは入試の型による。羽曳野キャンパス配属時は２年次の前期・後期に週１日杉本キャンパスで学ぶ
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現代システム科学域、農学部、一部学科を除く工学部
中百舌鳥キャンパスで４年間学びます。
文学部
2024 年度まで杉本キャンパスで、2025 年度から森之宮キャンパスで学びます。
法学部、経済学部、商学部、生物化学科以外の理学部
基本杉本キャンパスで学びます。2024 年度入学者のみ２年次は森之宮キャンパス（法学部は杉本・森之宮両キ
ャンパス）で学びます。
理学部生物化学科
2023 年度までの入学生は 1 年次に杉本キャンパスで学び、2 年次後期は週 2 日中百舌鳥キャンパスでも学び
ます。3 年次からは中百舌鳥キャンパスで学びます。2024 年度入学生は 1、4 年次については同様で、2 年次
は森之宮キャンパス（後期は週 2 日中百舌鳥キャンパスでも）
、3 年次は前期に杉本キャンパス、後期に中百舌
鳥キャンパスで学びます。
工学部の建築学科、都市学科、化学バイオ工学科
基本杉本キャンパスで学びますが、2024 年度入学者は 4 年次のみ中百舌鳥キャンパスで学びます。
獣医学部
１年次に中百舌鳥キャンパス（後期は週１日りんくうキャンパスでも）、２年次からはりんくうキャンパスで
学びます。
医学部医学科
１年次に杉本キャンパス（前期は週１日、後期は週２日阿倍野キャンパスでも）
、２年次以降は阿倍野キャンパ
スで学びます。
医学部リハビリテーション学科
１年次は基本杉本キャンパスで学びつつ、週２日程度羽曳野キャンパス、週１日程度阿倍野キャンパスでも学
びます。２年次以降は、2024 年度までは羽曳野キャンパスで、2025 年度以降は森之宮キャンパスで学びます。
看護学部
１年次に中百舌鳥キャンパス、２年次は羽曳野キャンパス、３年次以降は阿倍野キャンパスで学びます。2024
年度入学生のみ２年次も阿倍野キャンパスで学びます。
生活科学部食栄養学科
１年次は杉本キャンパスで学びます。２年次以降、2024 年度までは入試の型によって、杉本キャンパスのみで
学ぶか、もしくは羽曳野キャンパスと週１日杉本キャンパスの両方で学ぶかのどちらかになります。2025 年
度以降は全員森之宮キャンパスで学ぶことになります。
食栄養学部以外の生活科学部の学科
４年間杉本キャンパスで学びます。
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府大高専の移転
大阪公立大学の誕生に際して、2022 年度より大阪府立大学工業高等専門学校（府大高専）が大阪公立大学工業
高等専門学校（仮称）へと名称変更します。また、2026 年度より場所が寝屋川市から新大学中百舌鳥キャンパス
内の堺市中区へと移転します。

之
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森之宮新キャンパスに関する地区計画原案
2021 年 5 月 26 日に大阪市が森之宮北地区の地区計画の原案を発表しまし
た。この一部に大阪公立大学のキャンパスが整備されます。
場所は大阪市城東区森之宮一丁目及び二丁目地内で、最寄り駅は大阪城公
園駅（JR）、森ノ宮駅（大阪メトロ）です。また、一部の路線からは京橋駅
（JR・京阪）、鴫野駅（JR・大阪メトロ）も利用できます。
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今回の地区計画で対象となるのは第二寝屋川の南側の地域で、都市計画道路
豊里矢田線の東側を A 地区、D 地区、西側を B 地区、C 地区に分け、それぞ
れ北側の第二寝屋川沿いの地区を D 地区、C 地区としています。

大阪市「報道発表資料

地区計画原案の公衆縦覧及び意見書の受付を実施します」説明図

A 地区では、大学施設関連機能を中心に業務、商業機能の複合的な機能の導
入を、B 地区では A 地区との連携を図りながら、業務、商業、宿泊、移住・健
康医療機能等を中心に産学連携等の多様な交流を生み出す複合的な機能の導入
を図るとしています。また、C 地区、D 地区では北側の第二寝屋川との親水性
を確保するとともに、C 地区では業務、商業機能の導入を図り、D 地区では都
市施設の機能更新を図りながら、現在存在している下水処理場の上部利用等を
行うことにより、立体的な土地の高度利用を図るとしています。
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また、「令和３年度 公立大学法人大阪 工事等予定表（大阪公立大学(仮称)学
舎整備関係）
」によると、森之宮キャンパスに建つ学舎は、12 階（一部 13 階）
建て、延床面積 77100m2 となる予定です。そのほか、既存のキャンパスにも学
舎の整備が行われます。
・阿倍野キャンパス看護学舎：18 階建て、延床面積 17600m2
・杉本キャンパス理学系学舎：6 階建て、延床面積 8500m2
・中百舌鳥キャンパス工学系学舎：7 階建て、延床面積 14400m2
・中百舌鳥キャンパス工学系学舎：2 階建て、延床面積 4500m2
・中百舌鳥キャンパス工学系学舎：1 階建て、延床面積 1700m2
・中百舌鳥キャンパス B16 棟：1 階建て、延床面積 480m2
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森之宮新キャンパスへのアクセス
このページでは、森之宮キャンパス（以下新キャンパス）への現段階でのアクセスについ
て記載します。なお、現時点では大学から公式に発表された情報はないため、当自治会が独
自に調査した内容となります。また、2025 年度の供用開始までに情勢が変化する可能性も
あります。

鉄道での最寄り駅
キャンパスと駅の距離は Google マップで調査しました。な
お、駅構内などの誤差により、実際の距離とは異なることがあ
ります。
JR 環状線：大阪城公園駅
新キャンパスの西にあり、道のり約 800m です。駅からキ
ャンパス予定地のある東側に直接向かうことはできません
が、川の北岸に歩行者用のトンネル（右図）があり、線路をくぐ
って向かうことができます。
なお、
「第２回大阪城東部地区まちづくり検討会」によると、
2025 年の大阪万博終了後に、現地下鉄車庫の土地を用いて、
駅から東に直接向かえるデッキを整備する構想があります。
大阪メトロ中央線・長堀鶴見緑地線：森ノ宮駅
地下鉄利用時の最寄り。新キャンパスの南西にあり、道のり約 1.0km、14 分ほど。4 号
出口から東に向かい、信号を渡ったところで北に向かいます。また、信号が赤で交差点を渡
れない場合は、一旦北に向かい歩道橋を渡ることも可能です。
京阪電車・JR 学研都市線：京橋駅
新キャンパスの北にあります。JR の南口から約 1.2km、京阪の中央改札口からはおそら
く 1.5km ほど。駅から東に向かい、大通りを南下します。
JR 学研都市線・おおさか東線・大阪メトロ今里筋線：鴫野（しぎの）駅
新キャンパスの北東にあり、JR の東口・地下鉄の 2 号出口から約 1.0km です。道が狭
く、経路も複雑です。新キャンパスには東側から入っていく形となります。なお、JR の快
速・区間快速・直通快速は停車しません。
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新キャンパス 通学時間はどうなる？
ここでは、現行の中百舌鳥キャンパスと新キャンパスで、1 限に間に合うためには何時の
電車に乗ればよいのかを現在のダイヤで調査しました。ただし、新キャンパスの時程は公表
されていないため、中百舌鳥キャンパスと同じ午前 9 時開始と仮定します。
なお、運賃や乗り換え回数は考慮せず、最も遅く出発するときの時刻を記載しています。

調査の結果、多くの地域で通学時間が短くなっています。特に鶴橋駅や京橋駅に乗り入れ
る近鉄、京阪、学研都市線（大和八木駅、枚方市駅、四条畷駅など）が顕著です。一方、南
大阪や和歌山では通学時間が長くなっています。特に中百舌鳥キャンパスの近くを通る高
野線、泉北線や、環状線との乗り継ぎが悪い阪和線（日根野駅など）が顕著です。
・Google マップ（一部各交通機関のウェブサイト）を用いて 2021 年 8 月 26 日（平日ダイヤ）に調査
・中百舌鳥キャンパス：目的地を B3 棟手前の（34.54555,135.50507）
、到着時刻を 8 時 58 分（棟内 2 分）とする
・新キャンパス：目的地を沿道上の（34.68697,135.53811）、到着時刻を 8 時 50 分（キャンパスの端まで碁盤状に動
いて約 370m≒5 分、上下移動にエレベーターの混雑を考慮して 5 分）とする
・追加料金の必要な列車（JR、近鉄の特急など）は除外
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訪問記

2021 年 6 月 30 日、森之宮キャンパス（以下新キャンパス）の現状と、中百舌鳥キャン
パスからの交通アクセスを調査するため、新キャンパス予定地へ向かいました。

当日の移動記録
14:07

なかもず駅 6 号入口から入る

14:11

御堂筋線なかもず駅ホームに到着

14:13

御堂筋線なかもず駅から乗車

14:33

動物園前駅（御堂筋線ホーム）で下車

14:36

堺筋線ホームに到着、すぐ出発

14:42

堺筋本町駅（堺筋線ホーム）で下車

14:44

中央線生駒方面ホームに到着

14:46

堺筋本町駅（中央線生駒方面ホーム）から乗車

14:50

森ノ宮駅で下車

15:06

予定地に到着（写真撮影を行ったため通常より 2 分ほど遅く到着）

その後、散策しながら大阪城公園駅に向かう

15:29

大阪城公園駅から乗車

15:41

JR 天王寺駅で下車

15:47

御堂筋線天王寺駅に到着

15:51

御堂筋線天王寺駅から乗車

16:08

御堂筋線なかもず駅に到着

16:21

府大中百舌鳥門に到着

大阪城公園駅を北から撮影。現在は駅から直接東側に出ること
はできない。奥には地下鉄の車庫が見えるが、このスペースを
キャンパスと駅との通路とする構想がある。
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乗り換え時は乗る位置に注意！
地下鉄だけで新キャンパスへ移動する場合は、天王寺駅で谷町線に乗り換えるか、動物園
前駅で堺筋線に乗り換える必要があります。どちらも千里中央方面に乗り換え口があるの
で、なかもず駅では前の車両に陣取りましょう。我々は動物園前駅で 3 分乗り継ぎを失敗
しかけました。
その他の場所でも、乗り継ぎ時間が短い場合は大阪メトロ公式サイトの乗降位置案内図
を見ておいた方がよいでしょう。

キャンパスへの通学路を歩く
2 つの最寄り駅、森ノ宮駅と大阪城公園駅からのアクセスを確かめるため、行きは森ノ宮
駅から新キャンパス予定地に向かい、帰りはそこから大阪城公園駅に向かうことにしまし
た。
最寄り駅からのアクセスについては、先に述べた通りです。森ノ宮駅からだと、現在のな
かもず駅からの距離と同じくらいになります。
気になった点として、沿道の歩道はそれなりの幅がありますが、現在の「小林ロード」と
異なり車道としっかり区分されているため、ラッシュ時には歩道がやや手狭になりそうで
す（下写真）。
また、近隣は住宅地で、現時点では学生向けの飲食店などが近くに見当たりません。地区
計画原案によると、新キャンパス建設と並行して近隣に商業機能の導入を行うそうですの
で、期待したいところです。

右に見えるのは UR 賃貸住宅、その奥の白い壁がキャンパス予
定地。歩道は比較的広いが、通学時間帯には手狭となる可能性
もある。
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中百舌鳥キャンパスとの距離
行きはなかもず駅 6 号入口から地下鉄のみの利用で 59 分（写真撮影除けば 57 分）
、帰
りは大阪城公園駅から府大中百舌鳥門まで、環状線も利用して 52 分かかりました。それぞ
れ測定していない部分を足すと、府大中百舌鳥門から新キャンパス入口までは、地下鉄のみ
だと 1 時間 10 分以上、環状線も利用すると 1 時間 2 分程度となり、かなり時間がかかり
ます。
また運賃は、地下鉄のみで 330 円、環状線も利用すると 440 円となります。
一方、現在の中百舌鳥・羽曳野間のように、新キャンパスへのシャトルバスが開設される
可能性もあります。しかしその場合も最短で 17.1km ほどの距離があり、信号待ちや渋滞
を考慮する必要があるため、かなり時間がかかるとみられます。

りんくうキャンパスとの距離
現在、りんくうタウン駅から白鷺駅までは 830 円、42～53 分です。一方、大阪城公園駅
からりんくうタウン駅までは阪和線経由 930 円、南海線経由 920 円で、阪和線経由で 58
～61 分です。
また、白鷺駅から B3 棟までは約 1.0km、大阪城公園駅から新キャンパスの東端までは
約 1.2km であることを考慮すると、授業を受ける教室の場所によっては 20 分ほど移動時
間が長くなる場合があります。
※駅間の時間は 12 時台出発の場合です。また、一部の便はこの限りではありません。

まとめ
この章では、森之宮新キャンパスへのアクセスについて調査しました。自宅からの通学時
間は一部地域を除き良好なものになると考えられます。ただし、新キャンパス学舎は 12～
13 階建ての建物となるため、主な授業に使われる教室の場所や、エレベーターなどの基数
によっては上下移動に時間を要します。
また、既存のキャンパスとは離れているため、交通手段、および授業構成の工夫により往
来を減らすなどの点が検討されなければなりません。
当自治会では、これらの点も含め、新大学の様々な課題について要望を行います。
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大学統合に対する当自治会の取り組み
昨年度の大学統合アンケート
当自治会では、昨年度の 2020/9/16～9/23 に「大学統合に関するアンケート」を行いま
した。その結果、
「府市大統合には賛成ですか」という説問に対し「どちらでもよい」とい
う回答が 64%と多数を占めました。そのため、当自治会は大学統合に関して特定の立場を
とらないこととしました。一方、大学統合への理解度については、0～4 の 5 段階評価のう
ち 3 と 4、つまりよく理解しているという意見は少なく、学生への周知不足が目立ちまし
た。
このアンケートをもとに「大阪府立大学・大阪市立大学統合に関する要望書」を作成し、
2020/10/14 に大学に提出しました。
府市大統合に対する理解度を評価してください。
（グラフ右側の 4 が高評価です）

統合後の学生団体
府大中百舌鳥・りんくうキャンパス、羽曳野キャンパス、市大の学生団体の構造は大きく
異なります。例えば、大阪府立大学中百舌鳥・りんくうキャンパスでは学生自治会が「学生
とともによりよい学生生活を実現する」ための活動を行っているのと同時に、当自治会・友
好祭実行委員会・白鷺祭実行委員会・生協学生委員会・白鷺音響企画共同体 S.T.A.F.-1・体
育会・文化部連合・外国人留学生総会（ISA）からなる学生団体連絡会議を主催し、学生団
体を取りまとめています。一方、大阪市立大学には学生自治会の役割を果たす団体はなく、
応援団・体育会・文化系サークル連合・音楽系サークル協議会からなる四者連絡協議会（四
者協）が学生団体を取りまとめています。
また、学生団体や学祭の収入源、構成員の確保方法なども異なります。
そのため、両大学の職員および各学生団体の代表者により「カウンターパートミーティン
グ」を開催し、統合後の学生団体のあり方を協議しています。
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リンク集
・令和 4 年度開設予定の大学等の設置に係る答申について（令和 3 年 8 月 27 日）
：文部科学省
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/daigaku/toushin/attach/1420729_00007.htm
・Q&A｜入試情報｜大阪公立大学（仮称）入試情報サイト
https://www.upc-osaka.ac.jp/new-univ/admissions/ug/exam_info/qa.html
・大阪府立大学工業高等専門学校（府大高専）の改革案公表について - プレスリリース｜公立大学法人
大阪
https://www.upc-osaka.ac.jp/press/201120/
・大阪市：報道発表資料 地区計画原案の公衆縦覧及び意見書の受付を実施します
https://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/toshikeikaku/0000534994.html
・工事予定表｜建設工事等｜公立大学法人大阪｜入札・調達情報｜公立大学法人大阪
https://www.upc-osaka.ac.jp/tender/upc_tender/construction/const_schedule/
・大阪市：第 2 回大阪城東部地区まちづくり検討会を開催しました （…>事業別計画、指針・施策>都市
再生）
https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000494118.html

18

2021年 9月12日 初版 第1刷発行
発行
大阪府立大学中百舌鳥・りんくうキャンパス学生自治会
大阪府堺市中区学園町 1－1 大阪府立大学中百舌鳥キャンパス
B12 棟(学生会館)2 階 学生自治会室

学生自治会ウェブサイト
ＱＲコード

連絡先
TEL

： 072-257-4301（内線 2745）

FAX

： 072-257-4301

E メール

： St.council.osakafu.u@gmail.com

ウェブサイト

： http://zichikai.ehoh.net/

Twitter 自治会公式アカウント： @opu_zichikai
代表者

： 加藤 鉄馬

学生自治会 Twitter
ＱＲコード

