
令和4年度 役職者等一覧

          　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (令和4年4月1日現在)

　　　　　氏　名

山　口　直　範

麻　生　哲　男

藤　井　重　喜

小　野　幸　男

春　田　政　幸

　学科長

経営学科 高橋　泰代 心理ｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝ学科

戸口　愛泰 国際ｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝ学科

岩崎　真哉 ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ
総合学科

坂井　　孝

経済学科 外島　健嗣 人間健康科
学科

後和　美朝 国際観光学
科

久保 由加里 栄養学科 坂井　　孝

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈ
ｽ学科

安高　真一郎 スポーツ行
動学科

田中　　淳 ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝ
学科

平田　祐子

幼児保育学
科

久保田健一郎

経営経済学部 グローバルビジネス学部 人間科学部 国際教養学部 短期大学部

教授 佐藤　智明 教授 植松　康祐 教授 青野　明子 講師 奥島 　大 教授 多田　昌夫 教授 坂井　　孝

教授 近藤　浩章 教授 三木　　英 教授 小牧　一裕 講師 堀込　孝二 教授 瀬島　　誠 教授 久木 久美子

教授 高橋　泰代 教授 西岡　敦子 講師 尾添　侑太 教授 下條　善史 教授 平田　祐子

教授 田窪　美葉 教授 後和　美朝 講師 飯田　香織 教授 岡本　容典 教授 前川　　武

教授 藤澤　宜広 教授 柴嵜　雅子 講師 寺田　進志 教授 宮﨑　哲也 教授 久保田健一郎

教授 堀　　　要 教授 眞鍋　　昇 教授 小瀬木えりの 教授 古海　　忍

教授 外島　健嗣 教授 山口　直範 32 名 教授 佐々木　一雄 教授 阪口　葉子

教授 三輪　淳之 教授 小倉　幸雄 教授 長谷川順一郎 教授 杉山　維彦

教授 村上　敬進 教授 久保田 豊司 教授 韓　　尚秀 教授 福井 真裕子

教授 横 山 　誠 教授 髙見　　彰 教授 村田　　隆志 教授 松木　宏史

准教授 青木　  崇 教授 中村　浩子 教授 久保 由加里 准教授 能瀬　陽子

准教授 安高 真一郎 2 名 教授 田中  　淳 教授 岩崎　真哉 准教授 角地　佳子

准教授 早川  　公 教授 有田　　亘 准教授 董　玉婷 准教授 吉田　貴子

准教授 山本　誠一 准教授 戸口　愛泰 准教授 岸脇　　誠 准教授 織田　恵輔

准教授 出野　和子 准教授 林　　幸史 准教授 森田　浩司 准教授 森田　篤司

講師 望月　拓実 准教授 喜多野 宣子 准教授 五月女　賢司 准教授 玉井 久実代

講師 湯浅　孝康 准教授 竹端　佑介 講師 A. Leon 准教授 渡邊　詩子

講師 川波　竜三 准教授 新村　由恵 講師 D. Hicks 講師 海老澤　薫

講師 花木　完爾 准教授 西岡 ゆかり 講師 加藤　淳一

准教授 東　　亜弓 講師 木下 佳代子

准教授 岸本　恵一 講師 黒川　麻里

准教授 藤田　　了 講師 中原　亜紀美

准教授 津吉　哲士 講師 北村　麻樹

19 名 講師 上原 健太郎 講師 大塚　穂波

講師 高山　昌子 18 名 講師 朝野　美穂

講師 長野　　崇 講師 笠間　基寛

講師 谷川　哲朗 助教 光本　諭史

27 名

大阪国際大学　国際関係研究所 大阪国際大学短期大学部　国際関係研究所

研究員
（教授）

市川　直樹

1 名 0 名

教授 森上　幸夫 （学務部 課外教育センター） (学生総合支援部 学生相談室）

教授 村田 菜穂子 教授 髙橋　広明 教授 青砥　正壽 講師 西村 真由子 准教授 木村　真人

教授 Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｈａｔｔｉｎｇｈ 准教授 森本 康太郎 教授 中村　昌子

教授 安達　康生 講師 山本　幸一

准教授 山本　明志 12 名 111 名

職　名 氏　名 職　名 氏　名 職　名

学　　長
短期大学部学長 宮　本　郁　夫 人権教育センター長 入試・広報部長 貞　光　啓　史

副学長（学務・人権担当）
(兼）学務部長(兼）人権委員長 久保田  豊 司 事 務 局 長 学修支援室長 青　砥　正　壽

副学長（学事・国際・就職・地域
協働・入試広報担当）
(兼)学長室長

伊　藤　省　二 事務局次長 学修支援室副室長 中　村　昌　子

学長補佐
（学術・産学連携担当） 眞　鍋　　　 昇

学長室（ＩＲ・教学企画担当部長
相当）

学生総合支援部長
(兼)健康管理室長 青　野　明　子

大学院経営情報学研究科長 (兼)
留学生別科長 植　松　康　祐 キャリアサポートセンター長 髙　橋　広　明 学生相談室長 木　村　真　人

国際教養学部長
(兼)国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部長 瀬　島　　　 誠

キャリアサポートセンター
副センター長 柴　嵜　雅　子 情報教育部会長 安　達　康　生

経営経済学部長(兼)グローバルビジネス学

部長 佐　藤　智　明 国際交流センター長 田　中　 さゆり 語学教育部会長 Ｓ．Ｈａｔｔｉｎｇｈ

人間科学部長 小　倉　幸　雄 地域協働センター長 冨加見　　　隆 日本語教育部会長 村　田　菜穂子

基幹教育機構長
森　上　幸　夫 地域協働センター副センター長 眞　鍋　　　 昇 教養教育部会長 山　本　明　志

短期大学部長 前　川　　　 武 地域協働センター副センター長 横　山　 　　誠 キャリア教育部会長 森　本　康太郎

学務部副部長（学生担当） 山　口　直　範 課外教育センター長 入試委員長 安　達　康　生

学務部副部長（教務担当） 岡　本　容　典 教職課程センター長 中  村　浩　子 就職委員長

（キャリアサポートセンター） （学務部 学修支援室）

基幹教育機構

下　條　善　史

学務部副部長（短大担当） 久　木　久美子 ＦＤセンター長 早　川　  　公 高大連携推進室長 中　村　昌　子

国際関係研究所長
(兼)図書館長 植　松　康　祐 ＦＤセンター副センター長 古　海　　　忍 高大連携推進室　副室長 青　砥　正　壽


