
職名 氏名 研究室 メールアドレス 職名 氏名 研究室 メールアドレス

学部長・教授 岡村　浩嗣 Ｂ108 okamura@ouhs.ac.jp 教授 土屋　裕睦 Ｂ328 tsuchiya@ouhs.ac.jp

教授 浅井　正仁 Ｂ230 asai@ouhs.ac.jp 教授 堤　裕之 Ｂ403 tsutsumi@ouhs.ac.jp

准教授 足立　哲司 Ｂ225 adachi@ouhs.ac.jp 教授 手塚　洋介 Ｂ319 tezuka@ouhs.ac.jp

准教授 有吉　晃平 Ｂ129 ariyoshi@ouhs.ac.jp 講師 徳田　真彦 Ｂ305 tokuda@ouhs.ac.jp

教授 池島　明子 Ｂ109 ikeshima@ouhs.ac.jp 准教授 徳山　友 Ｂ304 tokuyama@ouhs.ac.jp

講師 石居　宜子 B215 n-ishii@ouhs.ac.jp 教授 冨山　浩三 Ｂ309 tomiyama@ouhs.ac.jp

教授 石川　昌紀 Ｒ108 masaki@ouhs.ac.jp 講師 友金　明香 Ｂ114 sayakat@ouhs.ac.jp

准教授 伊原　久美子 Ｂ310 ihara@ouhs.ac.jp 講師 長江　晃生 Ｂ318 nagae-a@ouhs.ac.jp

教授 Julian Wayne Ｂ411 wayne@ouhs.ac.jp 准教授 中尾　豊喜 Ｂ402 tnakao@ouhs.ac.jp

教授 梅垣　明美 Ｂ233 umegaki@ouhs.ac.jp 教授 長尾　佳代子 Ｂ406 nagao@ouhs.ac.jp

教授 梅林　薫 Ｂ140 umebayas@ouhs.ac.jp 准教授 中井　俊行 Ｂ219 nakai@ouhs.ac.jp

准教授 尾関　一将 Ｂ232 ozeki@ouhs.ac.jp 准教授 中房　敏朗 Ｂ237 nakafusa@ouhs.ac.jp

教授 壁谷　一広 Ｂ405 kabeya@ouhs.ac.jp 講師 中村　健 Ｂ407 nakamura@ouhs.ac.jp

准教授 川島　康弘 Ｂ223 ykawasim@ouhs.ac.jp 准教授 中山　健 Ｂ302 takeshin@ouhs.ac.jp

教授 神﨑　浩 Ｂ236 kanzaki@ouhs.ac.jp 教授 　 川　恒弘 Ｂ404 niekawa@ouhs.ac.jp

講師 貴嶋　孝太 Ｒ109 kkijima@ouhs.ac.jp 教授 浜田　拓 Ｂ113 hamada@ouhs.ac.jp

准教授 楠本　繁生 Ｒ201 kusumoto@ouhs.ac.jp 講師 比嘉　靖 Ｂ229 y-higa@ouhs.ac.jp

教授 工藤  俊郎 Ｂ410 kudo@ouhs.ac.jp 教授 平川　武仁 Ｂ321 hirakawa@ouhs.ac.jp

准教授 熊川　剛久 B401 kumakawa@ouhs.ac.jp 教授 福田　芳則 Ｂ307 fukuda@ouhs.ac.jp

講師 熊﨑　敏真 Ｂ116 tkumaza@ouhs.ac.jp 教授 藤井　均 Ｂ130 fujii614@ouhs.ac.jp

教授 栗山  佳也 Ｂ222 kuriyama@ouhs.ac.jp 教授 藤本  淳也 Ｂ308 fujimoto@ouhs.ac.jp

准教授 小菅　萌 Ｂ317 machidam@ouhs.ac.jp 准教授 藤原　敏行 Ｂ217 fujihara@ouhs.ac.jp

准教授 小林　博隆 Ｒ203 koba@ouhs.ac.jp 教授 淵本  隆文 Ｒ102 futimoto@ouhs.ac.jp

准教授 佐々木　義卓 Ｂ413 ysasaki@ouhs.ac.jp 教授 前島　悦子 Ｄ113 etsukom@ouhs.ac.jp

講師 下川　真良 Ｂ224 shimo3@ouhs.ac.jp 助教 松尾　元太 Ｂ216 gmatsuo@ouhs.ac.jp

教授 下河内　洋平 Ｂ141 yshimoko@ouhs.ac.jp 准教授 松田　基子 Ｂ138 matsuda@ouhs.ac.jp

准教授 生田　秀和 Ｂ235 hshoda@ouhs.ac.jp 講師 村上　なおみ R204 n-murakami@ouhs.ac.jp

准教授 白井　麻子 Ｂ320 shirai@ouhs.ac.jp 講師 村上　雷多 Ｂ234 raita12@ouhs.ac.jp

准教授 菅沼　德夫 Ｂ228 suganuma@ouhs.ac.jp 教授 三島　隆章 Ｂ115 t-mishima@ouhs.ac.jp

准教授 菅生　貴之 Ｂ326 sugo@ouhs.ac.jp 教授 宮地　弘太郎 Ｂ220 kmiyachi@ouhs.ac.jp

教授 曽根　純也 Ｂ414 j-sone@ouhs.ac.jp 教授 森北　育宏 Ｄ109 sportsdr@ouhs.ac.jp

准教授 髙本　恵美 Ｒ103 megu@ouhs.ac.jp 講師 森田　玲子 Ｂ318 morita@ouhs.ac.jp

講師 田原　宏晃 Ｂ218 tawara@ouhs.ac.jp 講師 吉沢　一也 Ｂ408 kyoshi@ouhs.ac.jp

体育学部　教員名簿（五十音順）

職名 氏名 研究室 メールアドレス

学部長・教授 植木　章三 Ｑ３１１ s-ueki@ouhs.ac.jp

教授 荒井　紀子 家庭科準備室 embow0201@ouhs.ac.jp 

教授 石塚　真子 Ｑ２０７ m-ishizuka@ouhs.ac.jp

准教授 岡崎　均 Ｑ２０９ h-okazaki@ouhs.ac.jp

准教授 加藤　良徳 Ｑ１０６ yykatoy@ouhs.ac.jp

准教授 金子　勝司 Ｑ３０６ s-kaneko@ouhs.ac.jp

講師 神山 真一 Ｑ２０６ s-kamiyama@ouhs.ac.jp

准教授 岸田　正幸 Ｑ１０７ kishida@ouhs.ac.jp

准教授 上月　敏子 Ｑ１０４ kouduki@ouhs.ac.jp

准教授 曽根　裕二 Ｑ１１０ sone51@ouhs.ac.jp

准教授 髙宮　正貴 Ｑ２１０ takamiya@ouhs.ac.jp

准教授 竹内　亮 Ｑ３０５ takeuchi@ouhs.ac.jp

講師 陳　洋明 Ｑ３０３ y-chin@ouhs.ac.jp

准教授 土田　幸男 Ｑ１０９ tsuchida@ouhs.ac.jp

准教授 内藤　久仁子 Ｑ２０５ naitoku@ouhs.ac.jp

講師 浜上　洋平 Ｑ３０９ hamagami@ouhs.ac.jp

教授 藤井　茂樹 Ｑ１０８ s-fujii@ouhs.ac.jp

准教授 藤原　彰子 Ｑ１０５ afujiwara@ouhs.ac.jp

教授 八木　秀文 Ｑ３０８ h-yagi@ouhs.ac.jp

講師 吉田　雅子 Ｑ２０８ myoshida@ouhs.ac.jp

講師 吉美　学 Ｑ２０３ manabu443@ouhs.ac.jp

連絡先

072-453-7022

072-453-7023

学生支援担当 072-453-7024

072-453-7070

072-453-7025

072-479-3916

072-453-7026

社会貢献センター 072-453-8866

スポーツ局

図書館

庶務部

入試・広報部

大阪体育大学事務局

教育学部　教員名簿（五十音順）

教職支援センター

部署名

教学部
教務担当

キャリア支援センター

－ 229 －－ 228 －



職名 氏名 研究室 メールアドレス 職名 氏名 研究室 メールアドレス

学部長・教授 岡村　浩嗣 Ｂ108 okamura@ouhs.ac.jp 教授 土屋　裕睦 Ｂ328 tsuchiya@ouhs.ac.jp

教授 浅井　正仁 Ｂ230 asai@ouhs.ac.jp 教授 堤　裕之 Ｂ403 tsutsumi@ouhs.ac.jp

准教授 足立　哲司 Ｂ225 adachi@ouhs.ac.jp 教授 手塚　洋介 Ｂ319 tezuka@ouhs.ac.jp

准教授 有吉　晃平 Ｂ129 ariyoshi@ouhs.ac.jp 講師 徳田　真彦 Ｂ305 tokuda@ouhs.ac.jp

教授 池島　明子 Ｂ109 ikeshima@ouhs.ac.jp 准教授 徳山　友 Ｂ304 tokuyama@ouhs.ac.jp

講師 石居　宜子 B215 n-ishii@ouhs.ac.jp 教授 冨山　浩三 Ｂ309 tomiyama@ouhs.ac.jp

教授 石川　昌紀 Ｒ108 masaki@ouhs.ac.jp 講師 友金　明香 Ｂ114 sayakat@ouhs.ac.jp

准教授 伊原　久美子 Ｂ310 ihara@ouhs.ac.jp 講師 長江　晃生 Ｂ318 nagae-a@ouhs.ac.jp

教授 Julian Wayne Ｂ411 wayne@ouhs.ac.jp 准教授 中尾　豊喜 Ｂ402 tnakao@ouhs.ac.jp

教授 梅垣　明美 Ｂ233 umegaki@ouhs.ac.jp 教授 長尾　佳代子 Ｂ406 nagao@ouhs.ac.jp

教授 梅林　薫 Ｂ140 umebayas@ouhs.ac.jp 准教授 中井　俊行 Ｂ219 nakai@ouhs.ac.jp

准教授 尾関　一将 Ｂ232 ozeki@ouhs.ac.jp 准教授 中房　敏朗 Ｂ237 nakafusa@ouhs.ac.jp

教授 壁谷　一広 Ｂ405 kabeya@ouhs.ac.jp 講師 中村　健 Ｂ407 nakamura@ouhs.ac.jp

准教授 川島　康弘 Ｂ223 ykawasim@ouhs.ac.jp 准教授 中山　健 Ｂ302 takeshin@ouhs.ac.jp

教授 神﨑　浩 Ｂ236 kanzaki@ouhs.ac.jp 教授 　 川　恒弘 Ｂ404 niekawa@ouhs.ac.jp

講師 貴嶋　孝太 Ｒ109 kkijima@ouhs.ac.jp 教授 浜田　拓 Ｂ113 hamada@ouhs.ac.jp

准教授 楠本　繁生 Ｒ201 kusumoto@ouhs.ac.jp 講師 比嘉　靖 Ｂ229 y-higa@ouhs.ac.jp

教授 工藤  俊郎 Ｂ410 kudo@ouhs.ac.jp 教授 平川　武仁 Ｂ321 hirakawa@ouhs.ac.jp

准教授 熊川　剛久 B401 kumakawa@ouhs.ac.jp 教授 福田　芳則 Ｂ307 fukuda@ouhs.ac.jp

講師 熊﨑　敏真 Ｂ116 tkumaza@ouhs.ac.jp 教授 藤井　均 Ｂ130 fujii614@ouhs.ac.jp

教授 栗山  佳也 Ｂ222 kuriyama@ouhs.ac.jp 教授 藤本  淳也 Ｂ308 fujimoto@ouhs.ac.jp

准教授 小菅　萌 Ｂ317 machidam@ouhs.ac.jp 准教授 藤原　敏行 Ｂ217 fujihara@ouhs.ac.jp

准教授 小林　博隆 Ｒ203 koba@ouhs.ac.jp 教授 淵本  隆文 Ｒ102 futimoto@ouhs.ac.jp

准教授 佐々木　義卓 Ｂ413 ysasaki@ouhs.ac.jp 教授 前島　悦子 Ｄ113 etsukom@ouhs.ac.jp

講師 下川　真良 Ｂ224 shimo3@ouhs.ac.jp 助教 松尾　元太 Ｂ216 gmatsuo@ouhs.ac.jp

教授 下河内　洋平 Ｂ141 yshimoko@ouhs.ac.jp 准教授 松田　基子 Ｂ138 matsuda@ouhs.ac.jp

准教授 生田　秀和 Ｂ235 hshoda@ouhs.ac.jp 講師 村上　なおみ R204 n-murakami@ouhs.ac.jp

准教授 白井　麻子 Ｂ320 shirai@ouhs.ac.jp 講師 村上　雷多 Ｂ234 raita12@ouhs.ac.jp

准教授 菅沼　德夫 Ｂ228 suganuma@ouhs.ac.jp 教授 三島　隆章 Ｂ115 t-mishima@ouhs.ac.jp

准教授 菅生　貴之 Ｂ326 sugo@ouhs.ac.jp 教授 宮地　弘太郎 Ｂ220 kmiyachi@ouhs.ac.jp

教授 曽根　純也 Ｂ414 j-sone@ouhs.ac.jp 教授 森北　育宏 Ｄ109 sportsdr@ouhs.ac.jp

准教授 髙本　恵美 Ｒ103 megu@ouhs.ac.jp 講師 森田　玲子 Ｂ318 morita@ouhs.ac.jp

講師 田原　宏晃 Ｂ218 tawara@ouhs.ac.jp 講師 吉沢　一也 Ｂ408 kyoshi@ouhs.ac.jp

体育学部　教員名簿（五十音順）

職名 氏名 研究室 メールアドレス

学部長・教授 植木　章三 Q311 s-ueki@ouhs.ac.jp

教授 荒井　紀子 家庭科準備室 embow0201@ouhs.ac.jp 

教授 石塚　真子 Q207 m-ishizuka@ouhs.ac.jp

教授 岡崎　均 Q209 h-okazaki@ouhs.ac.jp

教授 加藤　良徳 Q106 yykatoy@ouhs.ac.jp

教授 金子　勝司 Q306 s-kaneko@ouhs.ac.jp

講師 神山 真一 Q206 s-kamiyama@ouhs.ac.jp

准教授 岸田　正幸 Q107 kishida@ouhs.ac.jp

准教授 上月　敏子 Q104 kouduki@ouhs.ac.jp

准教授 曽根　裕二 Q110 sone51@ouhs.ac.jp

准教授 髙宮　正貴 Q210 takamiya@ouhs.ac.jp

准教授 竹内　亮 Q305 takeuchi@ouhs.ac.jp

講師 陳　洋明 Q303 y-chin@ouhs.ac.jp

准教授 土田　幸男 Q109 tsuchida@ouhs.ac.jp

准教授 内藤　久仁子 Q205 naitoku@ouhs.ac.jp

講師 浜上　洋平 Q309 hamagami@ouhs.ac.jp

教授 藤井　茂樹 Q108 s-fujii@ouhs.ac.jp

准教授 藤原　彰子 Q105 afujiwara@ouhs.ac.jp

教授 八木　秀文 Q308 h-yagi@ouhs.ac.jp

講師 吉田　雅子 Q208 myoshida@ouhs.ac.jp

講師 吉美　学 Q203 manabu443@ouhs.ac.jp

連絡先

072-453-7022

072-453-7023

学生支援担当 072-453-7024

072-453-7070

072-453-7025

072-479-3916

072-453-7026

社会貢献センター 072-453-8866

072-479-3900

キャリア支援センター

スポーツ局

図書館

庶務部

入試・広報部

大阪体育大学事務局

教育学部　教員名簿（五十音順）

教職支援センター

部署名

教学部
教務担当

－ 229 －－ 228 －





Printed by KSI

学 部

学 科

コ ー ス

学籍番号

氏 名

〒590-0496  大阪府泉南郡熊取町朝代台1-1

ホ ー ム ペ ージ http://www.ouhs.jp/

TEL：072-453-7023（教務担当）
　　  072-453-7024（学生支援担当）
FAX：072-453-7028（教学部共通）
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