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７．学生相談 

理学部・理学研究科では、学生の皆さんが大学生活を送る中で抱える様々な悩みや疑問などに対

して、気軽に相談できるよう複数の相談窓口を設置しています。例えば、その悩みは、学業のこと

や大学の手続きのことであったり、あるいは、将来の進路のこと、健康のこと、友人関係のことで

あったり、もしかしたら、１人で解決できない困難な悩みを抱えてしまうこともあるかもしれませ

ん。そんなとき、家族、友人、身近な教員等に相談する方法以外に、理学部・理学研究科には、悩

みの解決に向けたサポートを行う相談窓口として、下記１）～６）があることを知っておいてくだ

さい。どうしたらよいのかわからない、そう思ったときは気軽に相談してみましょう。なお、どの

窓口にどんな相談をしても適切な対応が行われますので、相談する内容に関わらず、相談しやすい

窓口、相談しやすい方法で相談してみてください。また、理学部・理学研究科の相談窓口のほか、

全学の相談窓口として、下記７）～９）もあります。 

下記のすべての相談窓口は、秘密厳守で相談に応じています。 

※電子メールアドレスは「＠」を「[at]」に読替、末尾が「osaka-u.ac.jp」の場合は省略しており

ます。 

 

１）学生相談員（理学部・理学研究科） 

理学部・理学研究科の学生の皆さんが抱える修学面、生活面、健康面等の日常における様々な悩

みに対して、担当教員が学生相談員として、解決のためのアドバイスやサポートを行っています。

学生相談員は、所属学科・専攻関連の相談内容に限らず対応することになっていますので気軽に何

でも相談してみてください。相談は電話でもよいですがＥメールでも受け付けています。悩みごと

があれば、どんな小さなことでも構いませんので、とにかく一度メールしてみてください。 

メールアドレス：sodan[at]sci. （全学科・専攻共通） 

理学部・理学研究科学生相談員 平成29年 4月現在 

学科 専攻 職名 氏名 連絡先 

数学 数学 
教授 大鹿 健一 06-6850-5724 

准教授 落合 理 06-6850-5711 

物理学 

物理学 
教授 黒木 和彦 06-6850-5738 

教授 阿久津 泰弘 06-6850-5348 

宇宙地球科学 
教授 佐々木 晶 06-6850-5800 

准教授 湯川 諭 06-6850-5491 

化学 

化学 
教授 水谷 泰久 06-6850-5776 

准教授 樺山 一哉 06-6850-5391 

高分子科学 
教授 今田 勝巳 06-6850-5455 

准教授 岡村 高明 06-6850-5451 

生物科学 生物科学 
准教授 大岡 宏造 06-6850-5424 

准教授 加納 純子 06-6879-4328 
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２）なんでも相談室（理学部・理学研究科） 

理学部・理学研究科の学生の皆さんが、気軽になんでも相談できるように、学生相談員の他に「な

んでも相談室」を理学研究科内に設置しています。勉学や学問の内容に限らず、対人関係のほか、

学生生活全般に関するものや「漠然とした相談」「誰に聞いたらいいかわからない質問」など、担

当者が文字通りなんでも相談にのってくれます。相談は基本的に、授業開講日（金曜日を除く）に

相談時間枠を設けてあり、場所は、理学研究科Ｅ棟２階（Ｅ２１７）の「なんでも相談室」です。

悩みがあれば気軽に相談しに来てください（場合によっては、他の場所で相談を受け付けることも

あります。）。なお、Ｅメールによる相談や予約も受け付けています。 

メールアドレス：nandemo[at]sci. 
理学部・理学研究科なんでも相談室担当者 平成29年 4月現在 

職名 氏名 連絡先 

教授 阿久津 泰弘 06-6850-5348 

 

３）就職担当教員（理学部・理学研究科） 

就職に関する相談は、各学科、専攻の就職担当教員にお問い合わせください。学科・専攻ごとに

就職担当教員の任期が異なるため、 新の情報は理学部・理学研究科ホームページでご確認くださ

い。 

理学部・理学研究科就職担当教員 平成29年 4月現在 

学科 専攻 職名 氏名 連絡先 E-mail 居室 

数学 数学 教授 後藤 竜司 06-6850-5318 goto@math.sci. B424 

物理学 
物理学 

教授 芝井  広 06-6850-5501 shibai@ess.sci. F315 
宇宙地球科学 

化学 化学 教授 水谷 泰久 06-6850-5776 mztn@chem.sci. B205 

－ 高分子科学 教授 橋爪 章仁 06-6850-8174 hashidzume@chem.sci. G713 

生物科学 生物科学 講師 伊藤 一男 06-6850-5807 itokazuo@bio.sci. C205 

理学部・理学研究科ホームページ 

http://www.sci.osaka-u.ac.jp/ja/campuslife/studentsupport/ 
 

４）キャリア支援室（理学部・理学研究科） 

第二・第四月曜日の１６：００－２０：００に開設しています。就職活動のエントリーシートの

チェック、模擬面接、将来の進路相談を実施しています。 

就職等進路相談担当  平成29年4月現在 

ＣＤＡ（キャリア・デベロップメント・アドバイザー）産業カウンセラー 

氏名 事務室 連絡先 

野村 文子 理学研究科Ｂ棟２階Ｂ２２４ 06-6850-5303 
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５）留学生相談室（理学部・理学研究科） 

理学部・理学研究科の留学生の皆さんが、日本で大学生活を送る中で抱える修学面、生活面、健

康面等の様々な悩みを英語により相談できるように、「留学生相談室」を理学研究科内に設置して

おり、担当の留学生専門相談員が、解決のためのアドバイスやサポートを行っています。「留学生

相談室」の場所は、理学研究科Ｂ棟２階（Ｂ２２４）です。相談したいことがあれば、どのような

ことでもよいので一人で悩まずに遠慮なく相談してください。Ｅメールや電話の相談はもちろんの

こと、相談室で直接相談にのることもできます。相談室で相談したいときは、Ｅメールで予約を行

ってください。 

また、各学科、専攻には留学生担当教員がいますので、そこでも相談ができるほか、留学生相談

室担当職員が、生活相談に対応しています。 

メールアドレス：foreign [at] sci. 
理学部・理学研究科留学生専門相談員 平成29年４月現在 

職名 氏名 連絡先 

講師 卓 妍秀 06-6850-8169 

留学生相談室担当職員 平成29年４月現在  

氏  名 事 務 室 

網 ひとみ 理学研究科本館Ｄ棟２階Ｄ２０１国際交流サロン内 

理学部・理学研究科留学生担当教員 平成29年４月現在 

学科 専攻 職 名 氏 名 連絡先 

数学 数学 准教授 大川 新之介 06-6850-5310 

物理学 物理学 教授 久野 良孝 06-6850-5565 

 宇宙地球科学 准教授 植田 千秋 06-6850-5798 

化学 化学 教授 小川 琢治 06-6850-5392 

 高分子科学 講師 浦川 理 06-6850-5458 

生物科学 生物科学 准教授 大岡 宏造 06-6850-5423 

 

６）ハラスメント相談員（理学部・理学研究科） 

ハラスメントの防止等に関する取り組みの一環として、ハラスメントに関する苦情や相談に対応

するため、理学部・理学研究科にハラスメント相談員を置いています。学生の皆さんが、不幸にし

てハラスメントの被害に遭ったときには、一人で悩まず、まずは家族や友人など信頼できる人に相

談し、必要に応じて理学部・理学研究科のハラスメント相談員に相談してください。相談があった

場合、ハラスメント相談員は真摯に話を聞いて問題解決にあたります。下記９）の専門相談員のい

る全学の相談室での対応がより適切であると判断される場合には、相談者本人の了解を得た上でそ

ちらへ連絡することもあります。相談は、学科・専攻に関わらず、誰にしてもらっても構いません。 
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理学部・理学研究科ハラスメント相談員 平成29年 4月現在 

学科（専攻） 職名 氏名 連絡先 

数学 教授 後藤 竜司 06-6850-5318 

物理学・宇宙地球科学 准教授 小田原 厚子 06-6850-5745 

化学・高分子科学 准教授 寺尾 憲 06-6850-5459 

生物科学 助教 山川 智子 06-6850-5805 

※事務部にも相談員がいます（相談員名等は、理学部・理学研究科のホームページに掲載） 

 http://www.sci.osaka-u.ac.jp/inside/opinion/harrasment/（内部専用ページ） 

 

７）学生相談室（全学） 

 大阪大学には、学生相談室が設置されています。本学の学生は誰でも、経験豊かな相談相手（カ

ウンセラー）に相談することができます。何か相談したいことがあれば、電話で相談日と時間を予

約し相談してください。学生相談室は、どんな相談も受け付けています。相談は１回だけでも結構

ですし、継続して何回でも相談することができます。詳細は下記ホームページを参照してください。 

○予約方法 

電話予約：０６－６８５０－６０１４ 

            （受付時間 ９：３０～１２：００ １３：００～１６：００） 

   窓口での予約：豊中学生相談室窓口 

            （受付時間 ９：３０～１２：００ １３：００～１６：００） 

   メールでの予約：メールアドレス gakusou[at]wellness.hss 

            アドレスは予約専用です。メールでの相談は一切受け付けていません。 

 ○相談時間：月曜日～金曜日 ９：００～１７：００ 

○相談場所：豊中本室  保健センター豊中本室建物東側２階 

吹田分室  保健センター吹田分室２階 

※相談曜日および時間帯などの詳細はホームページでご確認ください。 

http://www.healthcarecenter.osaka-u.ac.jp/3_stu.html 
 

８）キャンパスライフ支援センター（全学） 

 キャンパスライフ支援センターでは学生の人間的な成長を総合的に支えるため、障害学生支援ユ

ニット、学生生活支援ユニット、進路相談ユニットの3つのユニットが協力して活動しています。 

場所は各キャンパスの学生センターに隣接しています。 

 （豊中地区：学生交流棟２階、吹田地区：ＩＣホール１階） 

 

 ○障害学生支援ユニット 

  障害等のある学生の支援に関する相談を受け付けています。ファックス、電子メールによる相

談も受け付けています。 

 【時 間】10：00～17：00 

 【曜 日】（吹田）火～金、（豊中）月～金 
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 【連絡先】電話・FAX：06-6850-6107 

メールアドレス：campuslife-sds[at]office. 

 
 ○学生生活支援ユニット 

  学業、進路、人間関係の悩みのほか、カルト団体・消費者トラブル・サークル活動や経済上の

問題など、学生生活上の様々な問題について相談に応じています。 

   あらかじめ電話またはメールで予約していただくこともできます。また、電話による相談も受

け付けています。 

 【時 間】13：00～17：00 

 【曜 日】（吹田）金、（豊中）月、水、金 

 【連絡先】電話：06-6850-6651 

メールアドレス：campuslife-sccs[at]office. 
 

 ○キャリア支援ユニット 

  キャリアアドバイザーに就職相談（進路相談）ができます。 

予約システム（進路・就職相談予約管理システム）で希望日時・キャンパスの予約をして、相

談開始時刻に来室してください。予約せずに直接来室をして相談することもできますが、予約優

先のため、相談枠が空いている場合のみ先着順で受け付けます。 

 【時 間】10：30～17：00 

 【曜 日】（吹田・豊中）月～金 

 【連絡先】電話：06-6850-5023 

 進路・就職相談予約管理システム：https://cs-web.osaka-u.ac.jp/soudan/student/ 
 

※相談曜日および時間帯などの詳細は、ホームページでご確認ください。 

 http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/student/support_st 
 

９）ハラスメント関連相談室（全学） 

大阪大学では、ハラスメントのない大学を目指し、その発生の防止や解決に取り組んでいます。

その一環として、各キャンパスに全学の相談室を設置しており、上記６）のハラスメント相談員と

は別に、専門相談員が問題の解決にあたっています。ハラスメントの被害に遭ったときや周囲の人

が被害に遭って困っているときは、勇気を出して相談しましょう。 

 相談をご希望の場合は、事前に電話予約を行ってください。 

 

〔セクシュアル・ハラスメント豊中相談室〕 

場所：保健センター豊中本室建物東側階段の２階（入口は保健センターとは別です） 

電話：06-6850-5029 

〔セクシュアル・ハラスメント吹田相談室〕 

場所：工学研究科Ｒ４棟２階 
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電話：06-6879-7169 

〔アカデミック・パワー等ハラスメント豊中相談室〕 

場所：保健センター豊中本室建物東側階段の２階（入口は保健センターとは別です） 

電話：06-6850-6006 

〔アカデミック・パワー等ハラスメント吹田相談室〕 

場所：工学研究科Ｒ４棟２階 

電話：06-6879-7169 

※相談曜日および時間帯などの詳細はホームページでご確認ください。 

http://www.osaka-u.ac.jp/ja/guide/student/prevention_sh 
 
 

８．理学研究科建物への入館 

 理学研究科、理学部の建物の外部に通じる玄関、通用口等は平日夜間時間及び休業日終日、入館

が規制されます。 

 入館する場合は、磁気カードが必要です。但し、大学院正規生については、学生証により入館が

可能です。 

 大学院非正規生（研究生）については、研究のため夜間入館が必要な場合は、庶務係（Ａ棟1階Ａ

123）で磁気カードの申請手続きをしてください。 

 科目等履修生については、磁気カードの発行は認めません。 

曜 日 開 閉 時 間 

平日（月～金） 

正 面 玄 関：６：00～23：00 

（23：00～６：00はカード入館） 

学生通用口：７：00～19：00 

（19：00～７：00はカード入館） 

土・日・祝祭日 全館終日閉鎖（カード入館のみ可） 

年末・年始 全館終日閉鎖（カード入館のみ可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




