
■ JR東西線「北新地」駅、JR環状線「京橋」駅から学研都市線で「住道」駅下車、
　駅南の大学専用シャトルバスターミナルから大学直通シャトルバスで約15分
■ JR東西線「北新地」駅、JR環状線「京橋」駅から学研都市線で「野崎」駅下車、南へ徒歩で15分
■ 近鉄けいはんな線「新石切」駅下車。近鉄バス「住道駅前」行、「四条畷駅」行または「産業大学前」行で約20分
■ 近鉄奈良線「東花園」駅下車、近鉄バス「住道駅前」行、「四条畷駅」行または「産業大学前」行で約30分
■ 近鉄京都線「新田辺」駅、JR学研都市線「京田辺」駅から「野崎」駅または「住道」駅下車

■ 京阪電車「関目」下車、徒歩東へ約15分
■ 地下鉄谷町線「関目高殿」下車、
　徒歩東へ約20分
■ 地下鉄鶴見緑地線「今福鶴見」下車、
　徒歩北へ約７分
■ 地下鉄今里筋線「新森古市」下車、
　徒歩南へ約７分

■ JR「大阪駅」徒歩約７分
■ JR東西線「北新地駅」徒歩約５分
■ 地下鉄谷町線「東梅田駅」徒歩約３分

　本学の資格サポートセンターでは、資格取得を目的としている一般市民の方
を対象に、在学生に開講している講座の一部を受講していただくことができま
す。（原則オンライン・e-learning）

　英語、中国語、ドイツ語、フランス語、朝鮮語、及び日本語（留学生用）
のネイティブ・スピーカーが在駐しており、親切に応対してくれます。室内には
飲み物の自動販売機も設置していますので、例えばコーヒーを飲みながらネイ
ティブ・スピーカーとの会話を楽しみ、生きた外国語に触れることが可能です。
　本学の学生なら、どの学部（大学院も含む）・学年の人でも入室できます。
もちろん、無料です。

ランゲージ・カフェ

【通常運営時間】
平日／12：00～17：00（学期中）
※曜日によって在室する外国語のネイティブ・スピーカーが変わりますので
　注意してください。

資格サポートセンター
中央キャンパス 本館2階
072-875-3001（代）
Mail：shikaku@cnt.osaka-sandai.ac.jp

〒536-0001
大阪市城東区古市1-20-26
TEL：06-6939-1491

〒530-0001
大阪市北区梅田1-1-3
大阪駅前第３ビル19F
TEL：06-6442-5522
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法人本部／大阪産業大学
〒574-8530 大阪府大東市中垣内3-1-1  TEL：072-875-3001（代）
大阪桐蔭中学校／大阪桐蔭高等学校
〒574-0013 大阪府大東市中垣内3-1-1  TEL：072-870-1001（代）
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学生支援施設のご紹介

　大学生活での困りごとの相談・支援の窓口です。友だちができない、仲間
との関係がうまくいかないなど、コミュニケーションを中心に修学上の悩みを
軽減・解消していくための支援窓口です。

【利用可能時間】平日／9：00～17：00

コミュニケーションラウンジ

　延床面積6,625㎡、座席数942席、蔵書冊数（図書）約550,000冊を誇る図書館
です。
　本学の学生（学部生、大学院生）及び学園教職員はもちろん、本学の卒業
生及び大学院修了者や市民講座受講生、他大学図書館及び公共図書館から
の紹介者などが利用可能となります。

【通常開館日】9：00～21：40（窓口業務 9：30～21：00）
【短縮開館日】9：30～18：00（窓口業務 9：30～17：30）
【休　館　日】日曜日・祝日・本学園創立記念日（11月１日）、
　　　　　　　夏期及び冬期休暇中の一定期間、館内整理日

大阪産業大学綜合図書館

　学生、教職員、地域住民へのサービス向上の一環として、大学中央キャン
パス12号館１階に「OSU トラベルセンター」を開設しています。同センター
は（株）南海国際旅行の協力を得て①JRや航空券の販売と予約。②国内や海
外宿泊施設の予約。③旅行の企画とパッケージ旅行の販売など、一般旅行業
務全てを取り扱っています。どうぞ、ご利用ください。

【営業時間】平日／ 9：30～17：30
【　TEL　】072-870-1601

OSUトラベルセンター

梅田サテライトキャンパス

法人本部／大阪産業大学／大阪桐蔭中学校／大阪桐蔭高等学校

大阪産業大学附属高等学校

お問い合わせ先

　本学では、地域に開かれた大学づくりと生涯学習の場を提供する事を目的
として、地域市民の方々を対象に市民講座を開催しております。
　皆様のご参加をお待ちしております。

https://www.osaka-sandai.ac.jp/cms/society_le
※各詳細につきましてはWebサイトをご参照ください。

　綜合図書館１階に開設するラーニング・コモンズは、グループワークやディ
スカッション、ゼミ発表等の事前準備やプレゼンテーションなど、さまざまな
学習形態に対応する各種エリアを設置しています。ノートパソコンの貸し出し
やプロジェクター、大型スクリーンなども整備されており、学生主体の教育環
境と学習支援の場を提供しています。

【受付時間】平日／ 9：00 ～ 19：00

ラーニング・コモンズ
お問い合わせ先 産業研究所事務室

中央キャンパス本館（11号館）8階
072-875-3001（代）
shi-kouza@cnt.osaka-sandai.ac.jp

ACCESS GUIDE

市民も資格講座が受講可能

市民講座（受講料無料）

中央キャンパス

中央キャンパス

中央キャンパス

中央キャンパス12号館１階

中央キャンパス綜合図書館１階
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　学園創立90周年記念事業の一環として誕生したワーキングコモンズは、学生同士
のグループワークや学生と教員がディスカッションする場として活用していただけるコ
モンズスペースと、プライバシーに配慮した個室スペースも整っています。
　また、隣接するキャリアセンターによる就活イベントも開催しており、将来
の‘働く（ワーク）’を考えるスペースとして活用できます。

【受付時間】平日／ 9：00 ～ 17：00

Working Commons（ワーキングコモンズ）東キャンパスクリスタルテラス１階

　新しいスタイルの「交流の場」として誕生した90Hall は、各所にコミュニケ
ーションスポットが配置されており、友人同士が集い語り合える空間や一人の
時間をゆったりと過ごせる環境が整っています。
　セミナー、会議、交流会などといった多種多様なイベントにも対応可能な施設です。

【利用可能時間】平日／ 9：00 ～ 1７：00　土曜日／ 9：00 ～ 1２：00

90Hall（ナインティホール） 中央キャンパス16号館3階

　東キャンパス８号館２階クリエイトセンター（8201教室）内には、旋盤やボー
ル盤等の工作機械を初め3DCAD、3D積層機、3Dプリンタ一、A/0対応大型プ
リンター他の設備があり、授業や実習内容に沿ったサポートをしています。

【通常運営時間】平日／ 9：00 ～ 21：00

クリエイトセンター 東キャンパス8号館2階

ホームページはこちら
https://www.osaka-sandai-shikaku.com/

【発 行】総務部 総務・企画課（2022.4）



大阪産業大学キャンパスマップ

グラウンド

１Ｆ

1階　ランゲージ・カフェ
2階　コミュニケーションラウンジ

1階
入試課、高大連携課
入試広報課
学習支援センター

Ｂ１　ぷろーじっと！（学生食堂）
1 階　非常勤講師控室
　　　教務課、学生生活課
　　　ATM（三井住友銀行）、多目的ホール
2階　就職支援課、資格サポートセンター、国際交流課
5階　情報科学センター
6階　経済学研究科長兼経済学部長室
　　　経済学研究科事務室、経済学部事務室
　　　アジア共同体研究センター

8階　学長室、副学長室・学長企画室、企画・広報課
　　　庶務課、後援会事務室、内部質保証推進課
　　　社会連携・研究推進センター、産業研究所事務室
9階　内部監査室、監事室、経理課、管財課、人権推進課、管理課

10階　役員室、総務・企画課、人事課、給与課、経理課

１階　ラーニング・コモンズ
3階　図書館長室
　　　図書館事務室

１階　ラーニング・コモンズ
3階　図書館長室
　　　図書館事務室

１階　全学教育機構長室
　　　全学教育機構事務室

高等教育センター
教職教育センター

１階　全学教育機構長室
　　　全学教育機構事務室

高等教育センター
教職教育センター

1 階　テクニカルセンター
　　　非常勤講師控室

５階　NPO法人環境デザイン・
エキスパーツ・ネットワーク

４階　建築・環境デザイン学科事務室
建築・環境デザイン学科ワーク室

1階　保健管理センター、紀伊國屋書店×ヤマザキＹショップ
　　　JOLIE（ジョリー：学生食堂）
　　　フォトショップ（証明写真）　
2階　ふじカツ（学生食堂）
3階　校友会事務室、90Hall（ナインティホール）
4階　人間環境学研究科長兼人間環境学部長室
　　　人間環境学研究科事務室、人間環境学部事務室
　　　デザイン工学部長室
　　　デザイン工学部事務室
　　　デザイン工学部環境理工学科事務室

1階　保健管理センター、紀伊國屋書店×ヤマザキＹショップ
　　　JOLIE（ジョリー：学生食堂）
　　　フォトショップ（証明写真）　
2階　ふじカツ（学生食堂）
3階　校友会事務室、90Hall（ナインティホール）
4階　人間環境学研究科長兼人間環境学部長室
　　　人間環境学研究科事務室、人間環境学部事務室
　　　デザイン工学部長室
　　　デザイン工学部事務室
　　　デザイン工学部環境理工学科事務室

キャンパスキャンパス

2階　国際学部長室、国際学部事務室
3階　全学教育機構事務室
6階　経営・流通学研究科長兼経営学部長室
　　　経営・流通学研究科事務室
　　　経営学部事務室、ワークショップ

10階　アパレルルーム

1階　スポーツ健康学部事務室
スポーツ健康学科事務室

・

1 階　OSU トラベルセンター
　　　コンビナス（売店）
　　　ラ・フォーレ（学生食堂）
２階　物理実験室
３階　化学実験室
５階　学生相談室

Sky Blue（スカイブルー：学生食堂）Sky Blue（スカイブルー：学生食堂）

Grass Space
（グラススペース：
　　　　　自販機コーナー）

Working Commons（ワーキングコモンズ）
キャリアセンター

南キャンパス

中央キャンパス 東キャンパス 生駒キャンパス

グラウンド
グラウンド
グラウンド

グラウンド
グラウンド
グラウンド

グラウンド

１Ｆ

１Ｆ

１Ｆ

１Ｆ １Ｆ

１Ｆ

１Ｆ

１Ｆ

１Ｆ
１Ｆ

２Ｆ・４F（第１・第２武道場）

１Ｆ（第３武道場）

グラウンド

１Ｆ・2F
3F・4F

施　設 設置場所

おもいやり
トイレ

本館 1F 多目的ホール横
本館 3F 北側（自動扉）
本館 4F 北側（自動扉）
2 号館 4F（女子）
5 号館 1F（自動扉）
5 号館 4F
総合実験実習棟 1F（男子）
7 号館 3F（男子）（自動扉）
9 号館 1F（女子）
12 号館 1F
13 号館 1F

施　設 設置場所

おもいやり
トイレ

14 号館 1F
15 号館 1F
16 号館 1F
16 号館 4F
新産業研究開発センター 1F
図書館 2F 西側
総合体育館 1F
クリスタルテラス 1F
Wellness 20081F ～ 4F
AMC  2F


