
部局名 設置場所 ホスト名
キャンパスライフ健康⽀援センター 保健センター吹⽥分室1階 事務室 cmcs-127w
キャンパスライフ健康⽀援センター キャンパスライフ健康⽀援センター1階 ホール health-101w
サイバーメディアセンター 豊中教育研究棟1階 フリーメディアスペース agrt-102w
サイバーメディアセンター 豊中教育研究棟7階 会議室 cmct-101w
サイバーメディアセンター 豊中教育研究棟2階 フリーメディアスペース cmct-103w
サイバーメディアセンター 豊中教育研究棟3階 フリーメディアスペース cmct-104w
サイバーメディアセンター 豊中教育研究棟4階 フリーメディアスペース cmct-105w
サイバーメディアセンター 豊中教育研究棟1F 事務室 cmct-131wac
サイバーメディアセンター 豊中教育研究棟5F ⽵村研究室 cmct-132wac
サイバーメディアセンター 豊中教育研究棟5F セミナー室 cmct-133wac
サイバーメディアセンター 豊中教育研究棟6F セミナー室 cmct-134wac
サイバーメディアセンター 研究講義棟 4F 情報推進部事務室前 minoh-210w
サイバーメディアセンター 研究講義棟 4F クリエイティブワークショップ2 minoh-272w
サイバーメディアセンター（ODINS事務担当直轄） ネットワーク棟1階 cmcs-101w
サイバーメディアセンター（ODINS事務担当直轄） サイバーメディアセンター吹⽥本館 1Fサイバーコモンズ ホール cmcs-135wac
サイバーメディアセンター（ODINS事務担当直轄） サイバーメディアセンター吹⽥本館 1Fサイバーコモンズ フリースペース cmcs-136wac
サイバーメディアセンター（ODINS事務担当直轄） サイバーメディアセンター吹⽥本館 2F⼩会議室 cmcs-137wac
サイバーメディアセンター（ODINS事務担当直轄） サイバーメディアセンター吹⽥本館 2F⼤会議室 cmcs-138wac
サイバーメディアセンター（ODINS事務担当直轄） サイバーメディアセンター吹⽥本館 2F中会議室 cmcs-139wac
サイバーメディアセンター（ODINS事務担当直轄） サイバーメディアセンター吹⽥本館 1F事務室 cmcs-140wac
サイバーメディアセンター（ODINS事務担当直轄） サイバーメディアセンター 2F 秘書室 cmcs-141w
⽇本語⽇本⽂化研究センター 研究講義棟 7F 715研究室前 minoh-225w
⽇本語⽇本⽂化研究センター 研究講義棟 7F 706研究室前 minoh-226w
⽇本語⽇本⽂化研究センター 研究講義棟 7F 図書室前 minoh-227w
⽇本語⽇本⽂化研究センター 研究講義棟 7F 726講義室前 minoh-228w
⽇本語⽇本⽂化研究センター 研究講義棟 7F 732講義室前 minoh-229w
⽇本語⽇本⽂化研究センター 研究講義棟 7F センター⻑室前 minoh-230w
レーザー科学研究所 研究棟4F ⼤ホール ile-101w
レーザー科学研究所 研究棟3F ⼤会議室（R302） ile-102w
レーザー科学研究所 慣性核融合実験棟3F 実験統括室E306 ile-103w
レーザー科学研究所 慣性核融合実験棟1F 爆縮計測室（E113） ile-104w
レーザー科学研究所 21世紀プラザ3F 会議室（T320） ile-105w
レーザー科学研究所 R215 センター⻑室 ile-106wn
医学系研究科 銀杏会館3Fホール前 med-103w
医学系研究科 銀杏会館3F ⼤会議室内 med-104w
医学系研究科 講義棟1階（Ａ講義室） med-105w
医学系研究科 講義棟2階（Ｂ講義室） med-106w
医学系研究科 講義棟2階（Ｃ講義室） med-107w
医学系研究科 保健学科1階 第1講義室 med-109w
医学系研究科 講義棟3階（D講義室） med-110w
医学系研究科 講義棟3階（E講義室） med-111w
医学系研究科 保健学科2階 第5講義室 med-112w
医学系研究科 保健学科1階 第2講義室 med-113w
医学系研究科 保健学科1階 第3講義室 med-114w
医学系研究科 保健学科2階 第6講義室 med-117w
医学系研究科 保健学科2階 第8講義室 med-118w
医学系研究科 保健学科1階 視聴覚室（A104） med-119w
医学系研究科 臨床研究棟1階 21世紀適塾 学⽣⾃習室 med-120w
医学系研究科 基礎研究棟5階 21世紀適塾 学⽣グループ学習室B med-121w
医学系研究科 銀杏会館3F ⼩会議室 med-126w
医学系研究科 共通棟（事務棟，管理棟）3階 会議室 med-127w
医学系研究科 医学部共通棟３階研究科⻑室 med-128wn
医学系研究科 最先端イノベーション棟B1階 med-139ws
医学系研究科 最先端イノベーション棟1階 med-140ws
医学系研究科 最先端イノベーション棟2階 med-141ws
医学系研究科 最先端イノベーション棟3階 med-142ws
医学系研究科 最先端イノベーション棟4階 med-143ws
医学系研究科 最先端イノベーション棟5階 med-144ws
医学系研究科 最先端イノベーション棟6階 med-145ws
医学系研究科 最先端イノベーション棟7階 med-146ws
医学系研究科 最先端イノベーション棟8階 med-147ws
医学系研究科 最先端イノベーション棟9階 med-148ws
医学系研究科 基礎研究棟 med-149wn
医学系研究科 最先端医療イノベーションセンター棟8階打ち合わせスペース med-152wac
医学系研究科 最先端医療イノベーションセンター棟9階打ち合わせスペース med-153wac
医学系研究科 最先端医療イノベーションセンター棟7階共通機器室 med-154wac
医学系研究科 最先端医療イノベーションセンター棟4階会議室B med-156wac
医学系研究科 最先端イノベーションセンター棟 3F 演習室1・2 med-165w
医学系研究科 最先端イノベーションセンター棟 3F ⻄側廊下 med-166w
医学系研究科 医学部管理棟 3F ⼤会議室 med-167w
医学系研究科 医学部管理棟 3F ⼤会議室 med-168w
医学系研究科 医学部管理棟 3F ⼩会議室2 med-169w
医学系研究科 医学部講義棟1F A講堂 med-170w
医学系研究科 医学部講義棟1F A講堂 med-171w
医学系研究科 医学部講義棟1F A講堂 med-172w
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医学系研究科 医学部講義棟1F A講堂 med-173w
医学系研究科 医学部講義棟2F B講堂 med-174w
医学系研究科 医学部講義棟2F B講堂 med-175w
医学系研究科 医学部講義棟2F B講堂 med-176w
医学系研究科 医学部講義棟2F C講堂 med-177w
医学系研究科 医学部講義棟2F C講堂 med-178w
医学系研究科 医学部講義棟2F C講堂 med-179w
医学系研究科 医学部講義棟3F D講堂 med-180w
医学系研究科 医学部講義棟3F D講堂 med-181w
医学系研究科 医学部講義棟3F D講堂 med-182w
医学系研究科 医学部講義棟3F E講堂 med-183w
医学系研究科 医学部講義棟3F E講堂 med-184w
医学系研究科 医学部講義棟1F 講義室(1) med-185w
医学系研究科 医学部講義棟1F セミナー室(2) med-186w
医学系研究科 医学部講義棟2F 演習室 med-187w
医学系研究科 医学部講義棟2F 視聴覚室 med-188w
医学系研究科 医学部講義棟2F 講義室(2) med-189w
医学系研究科 医学部講義棟2F 講義室(2) med-190w
医学系研究科保健学科 2F⼩会議室 med-129wn
医学系研究科保健学科 保健学科 第4講義室（B棟2階） med-133ws
医学系研究科保健学科 保健学科 第7講義室（B棟2階） med-134ws
医学系研究科保健学科 保健学科 ⼤会議室 （C棟3階） med-135ws
医学系研究科保健学科 保健学科 フリースペース（C棟1階） med-136ws
医学系研究科保健学科 保健学科 ラーニングリソースセンター（C棟2階） med-137ws
医学系研究科保健学科 保健学科 コミュニケーションスペース（C棟3階） med-138ws
医学系研究科保健学科 保健学科5階 成⼈・⽼⼈・精神看護学資料室 (B521) med-164w
医学部附属病院 医学部共通棟３階⼊札室 med-130wn
医学部附属病院 病棟14階会議室 med-155wac
外国語学部 研究講義棟 1F ⼤講義室 南廊下 minoh-201w
外国語学部 研究講義棟 3F 中央部廊下 minoh-202w
外国語学部 研究講義棟 3F ⾃販機横廊下 minoh-203w
外国語学部 研究講義棟 3F 厨房2 北 minoh-204w
外国語学部 研究講義棟 3F ⾷堂 北東 minoh-205w
外国語学部 研究講義棟 3F ⾵除１ 南東 minoh-206w
外国語学部 研究講義棟 4F アクティブラーニングスクエア 北 minoh-207w
外国語学部 研究講義棟 4F アクティブラーニングスクエア 南 minoh-208w
外国語学部 研究講義棟 4F HALC 前廊下 minoh-209w
外国語学部 研究講義棟 5F 508講義室前 minoh-211w
外国語学部 研究講義棟 5F 中講義室（天井裏 南⻄） minoh-212w
外国語学部 研究講義棟 5F 504講義室前 minoh-213w
外国語学部 研究講義棟 5F 学⽣交流スペース ⻄ minoh-214w
外国語学部 研究講義棟 5F 中講義室（天井裏 北東） minoh-215w
外国語学部 研究講義棟 5F 515講義室前 minoh-216w
外国語学部 研究講義棟 5F 519講義室前 minoh-217w
外国語学部 研究講義棟 5F 学⽣交流スペース 東 minoh-218w
外国語学部 研究講義棟 6F 613講義室前 minoh-219w
外国語学部 研究講義棟 6F 609講義室前 minoh-220w
外国語学部 研究講義棟 6F 604講義室前 minoh-221w
外国語学部 研究講義棟 6F 620講義室前 minoh-222w
外国語学部 研究講義棟 6F 624講義室前 minoh-223w
外国語学部 研究講義棟 6F 629講義室前 minoh-224w
外国語学部 研究講義棟 8F 822研究室前 minoh-231w
外国語学部 研究講義棟 8F 815研究室前 minoh-232w
外国語学部 研究講義棟 8F 808研究室前 minoh-233w
外国語学部 研究講義棟 8F 834研究室前 minoh-234w
外国語学部 研究講義棟 8F 842共同研究室前 minoh-235w
外国語学部 研究講義棟 8F 847研究室前 minoh-236w
外国語学部 研究講義棟 9F 924研究室前 minoh-237w
外国語学部 研究講義棟 9F 917研究室前 minoh-238w
外国語学部 研究講義棟 9F 909研究室前 minoh-239w
外国語学部 研究講義棟 9F 936研究室前 minoh-240w
外国語学部 研究講義棟 9F 944共同研究室前 minoh-241w
外国語学部 研究講義棟 9F 949研究室前 minoh-242w
外国語学部 研究講義棟 10F 1024研究室前 minoh-243w
外国語学部 研究講義棟 10F 1017研究室前 minoh-244w
外国語学部 研究講義棟 10F 1010研究室前 minoh-245w
外国語学部 研究講義棟 10F 1036研究室前 minoh-246w
外国語学部 研究講義棟 10F 1045研究室前 minoh-247w
外国語学部 研究講義棟 10F もみじラウンジ前 minoh-248w
外国語学部 研究講義棟 2F ⼤講義室 東 minoh-264w
外国語学部 研究講義棟 2F 中会議室前 minoh-265w
外国語学部 研究講義棟 2F 学術交流室 minoh-266w
外国語学部 研究講義棟 2F ⼤講義室 ⻄ minoh-267w
外国語学部 研究講義棟 2F ⼤阪外国語⼤学記念ホール ⻄ minoh-268w
外国語学部 研究講義棟 2F ⾔社専攻⻑室前 minoh-269w
外国語学部 研究講義棟 2F ⼤阪外国語⼤学記念ホール 中央 minoh-270w
外国語学部 研究講義棟 2F ⼤阪外国語⼤学記念ホール 東 minoh-271w
核物理研究センター 本館１階ネットワーク機器室 rcnp-101w
核物理研究センター ＡＶＦサイクロトロン棟2階会議室 rcnp-102wn



基礎⼯学研究科 A棟1階 正⾯⽞関横ホール es-101w
基礎⼯学研究科 C棟4階 セミナー室 es-102w
基礎⼯学研究科 G棟4階 G406PBLセミナー室1 es-103w
基礎⼯学研究科 G棟5階 G516講義室 es-104w
基礎⼯学研究科 国際棟1階 シグマホール南東側 es-105w
基礎⼯学研究科 国際棟1階 ホワイエ es-106w
基礎⼯学研究科 B棟1階 B103講義室 es-107w
基礎⼯学研究科 B棟2階 B205講義室 es-108w
基礎⼯学研究科 B棟3階 B300⼤講義室 es-109w
基礎⼯学研究科 B棟4階 B401講義室 es-110w
基礎⼯学研究科 B棟1階 B102講義室 es-111w
基礎⼯学研究科 B棟2階 B201講義室 es-112w
基礎⼯学研究科 B棟2階 B203講義室 es-113w
基礎⼯学研究科 B棟3階 B301講義室 es-114w
基礎⼯学研究科 B棟3階 B302講義室 es-115w
基礎⼯学研究科 B棟1階 B105講義室 es-116w
基礎⼯学研究科 A棟3階 A304講義室 es-117w
基礎⼯学研究科 G棟4階 G422PBLセミナー室H es-118w
基礎⼯学研究科 G棟5F G509講義室 es-119w
基礎⼯学研究科 G棟4階 情報科学科教員控室1 es-120w
基礎⼯学研究科 B棟1階 B101⾃習室 es-121w
基礎⼯学研究科 B棟2階 B104講義室 es-122w
基礎⼯学研究科 B棟2階 B202講義室 es-123w
基礎⼯学研究科 B棟2階 B204講義室 es-124w
基礎⼯学研究科 国際棟1階 セミナー室 es-125w
基礎⼯学研究科 国際棟2階 会議室 es-126w
基礎⼯学研究科 J棟1階 J120共⽤セミナー室 ⻄側 es-127w
基礎⼯学研究科 D棟4階 D404-408セミナー室 es-128w
基礎⼯学研究科 D棟1階 ラウンジ es-129w
基礎⼯学研究科 B棟3階 B303講義室 es-130w
基礎⼯学研究科 A棟4階 A403講義室 es-131w
基礎⼯学研究科 国際棟1階 シグマホール 北⻄側 es-132w
基礎⼯学研究科 G棟5階 G508講義室 es-133w
基礎⼯学研究科 G棟5階 G516講義室 es-134w
基礎⼯学研究科 G棟4階 G411-413情報科学科教員控室2 es-135w
基礎⼯学研究科 G棟4階 G412PBLセミナー室4 es-136w
基礎⼯学研究科 G棟4階 G415PBLセミナー室A es-137w
基礎⼯学研究科 A棟2階 A202-208会議室 es-138w
基礎⼯学研究科 J棟1階 J120共⽤セミナー室 東側 es-139w
基礎⼯学研究科 D棟4階 D421北川研究室 es-140w
基礎⼯学研究科 F棟3階 F324電⼦光会議室 es-141w
基礎⼯学研究科 研究科⻑室（基礎⼯学Ａ棟２階） es-142wn
基礎⼯学研究科 研究科⻑室（基礎⼯学２階名誉教授室） es-143wn
基礎⼯学研究科 D326 セミナー室 es-144wn
基礎⼯学研究科 A217 学部事務室 会計係 es-145wn
基礎⼯学研究科 A220 学部事務室 ⼤学院係 es-146wn
基礎⼯学研究科 極限科学研究棟 2F 会議室 207 es-147wn
基礎⼯学研究科 I棟204号室 es-148w
基礎⼯学研究科 保管(F棟326号室) es-149w
基礎⼯学研究科 保管(F棟326号室) es-150w
基礎⼯学研究科 保管(F棟326号室) es-151w
基礎⼯学研究科 G棟2階 オープンラボ10 es-152w
基礎⼯学研究科 G棟2階 通路 es-153w
基礎⼯学研究科 基礎⼯学部A棟3F留学⽣相談室 es-154w
共創機構 産学共創A棟B1F 会議室 cmcs-107w
共創機構 産学共創A棟1F セミナー室 cmcs-108w
共創機構 産学共創D棟2F 会議室 cmcs-109w
共創機構 B棟 1F 会議室 cmcs-128ws
共創機構 C棟 2F 多⽬的⼯作室 １ cmcs-129wn
共創機構 C棟 2F 多⽬的⼯作室 ２ cmcs-130wn
共創機構 C棟 3F 多⽬的実習室 １ cmcs-131wn
共創機構 C棟 3F 多⽬的実習室 2 cmcs-132wn
共創機構 D棟 6F 会議室 cmcs-133ws
共創機構 テクノアライアンス棟Bブロック2階 B204会議室 techno-101w
共創機構 テクノアライアンス棟Bブロック2階 B205セミナー室 techno-102w
共創機構 テクノアライアンス棟Aブロック1階 交流サロン techno-103w
共創機構 テクノアライアンス棟Aブロック1階 アライアンスホール techno-104w
共創機構 テクノアライアンス棟Aブロック2階 A201総合受付 techno-105w
共創機構 テクノアライアンス棟Aブロック9階 A901会議室 techno-106w
共創機構 テクノアライアンス棟3階 交流ロビー techno-107w
共創機構 テクノアライアンス棟4階 交流ロビー techno-108w
共創機構 テクノアライアンス棟5階 交流ロビー techno-109w
共創機構 テクノアライアンス棟6階 交流ロビー techno-110w
共創機構 テクノアライアンス棟7階 交流ロビー techno-111w
共創機構 テクノアライアンス棟8階 交流ロビー techno-112w
共創機構 テクノアライアンス棟9階 交流ロビー techno-113w
共創機構 テクノアライアンスC棟 1F techno-114w
共創機構 テクノアライアンスC棟 1F techno-115w
共創機構 テクノアライアンスC棟 7F techno-116w



共創機構 テクノアライアンスC棟 7F techno-117w
共創機構 テクノアライアンスC棟 9F techno-118w
共創機構 テクノアライアンスC棟 9F techno-119w
共創機構 テクノアライアンスC棟8F廊下 techno-120w
共創機構 テクノアライアンスC棟8F廊下 techno-121w
共創機構社学共創本部 待兼⼭修学館3F多⽬的ルーム agrt-101wac
共創機構社学共創本部 ⼤学会館３階（302） 総合学術博物館 図書資料室 cep1-105wn
共創機構社学共創本部 ⼤学会館４階（403） 総合学術博物館 館⻑室 cep1-106wn
経済学研究科 ⽂経中庭会議室 econ1-101w
経済学研究科 ⽂法経本館 経済資料室 econ1-102w
経済学研究科 ⽂法経講義棟3階 第5演習室 econ1-103w
経済学研究科 ⽂法経本館２階 経済学研究科⻑室 econ1-104wn
経済学研究科 法経研究棟1階 ラウンジ econ2-101w
経済学研究科 法経研究棟5階 廊下 econ2-102w
経済学研究科 法経研究棟6階 廊下 econ2-103w
経済学研究科 法経研究棟7階 廊下 econ2-104w
経済学研究科 法経講義棟1階 ホール law-101w
⾔語⽂化研究科 ⾔語⽂化A棟204 ⼤会議室 lang-101w
⾔語⽂化研究科 ⾔語⽂化A棟2階２１０号 研究科⻑室 lang-108wn
⾔語⽂化研究科 B棟⼩会議室B（B106） lang-109wn
⼯学研究科 RIセンター本館1階⼤講義室 cmcs-106w
⼯学研究科 ⼯学AR棟7階 722講義室 engele-101w
⼯学研究科 低温センター吹⽥分室1F 共同利⽤第1実験室 engele-102w
⼯学研究科 低温センター吹⽥分室1F 共同利⽤第2実験室 engele-103w
⼯学研究科 低温センター低温脆性実験室 共同利⽤第3実験室 engele-104w
⼯学研究科 低温センター低温脆性実験室 研修室 engele-105w
⼯学研究科 E1棟1階 E1 メモリアルホール engele-106w
⼯学研究科 P1棟2階 211講義室 engele-107w
⼯学研究科 A1棟1階 113講義室 engele-108w
⼯学研究科 E3棟1階 E3-116 セミナー室A engele-109w
⼯学研究科 E3棟1階 E3-113 会議室A engele-110w
⼯学研究科 E3棟2階 E3-212 セミナー室B engele-111w
⼯学研究科 E3棟2階 E3-213（1） セミナー室C engele-112w
⼯学研究科 E3棟2階 E3-215 会議室B engele-113w
⼯学研究科 E3棟2階 E3-216 会議室C（1） engele-114w
⼯学研究科 E1棟2階 E1-217 engele-115w
⼯学研究科 R1棟2階 R1-215 engele-116w
⼯学研究科 C1棟1階 C1-111 engele-117w
⼯学研究科 P1棟1階 ラウンジ engele-118w
⼯学研究科 E6棟1階 E6-112講義室 engele-119w
⼯学研究科 福利厚⽣棟(新棟1F ⾷堂) engele-123wac
⼯学研究科 福利厚⽣棟(新棟3F センテラスサロン) engele-124wac
⼯学研究科 U1M棟3階 303会議室 enggse-101w
⼯学研究科 C3棟5階 C3-531メモリアルホール enggse-102w
⼯学研究科 C3棟4階 C3-432⼤会議室 enggse-103w
⼯学研究科 U1W棟1階 ギャラリー enggse-104w
⼯学研究科 U1E棟1階 ロビー enggse-105w
⼯学研究科 ⽣物⼯学国際交流センターα棟5階 セミナー室 α502 enggse-106w
⼯学研究科 R1棟3階 R1-314 enggse-107w
⼯学研究科 ⽣物⼯学国際交流センターβ棟1階 国際交流スペース enggse-108w
⼯学研究科 ⽣物⼯学国際交流センターα棟1階 エントランスホール enggse-109w
⼯学研究科 ⽣物⼯学国際交流センターα棟4階 セミナー室 enggse-110w
⼯学研究科 R1棟3階 R1-312 enggse-111w
⼯学研究科 C1棟3階 C1-311 enggse-112w
⼯学研究科 R1-311 enggse-113w
⼯学研究科 U1m棟2階 総務課(U1m-201) enggse-126w
⼯学研究科 U1m棟3階 経理課(U1m-301) enggse-127w
⼯学研究科 U1m棟1階 教務課事務室 enggse-128w
⼯学研究科 U1w棟2階講義室（U1W-211） enggse-129w
⼯学研究科 U1w棟2階講義室（U1W-212） enggse-130w
⼯学研究科 R1棟2階講義室（R1-213） enggse-131w
⼯学研究科 U3棟2階 講義室（U3-211） engmech-101w
⼯学研究科 U3棟2階 講義室（U3-211） engmech-102w
⼯学研究科 U3棟2階 講義室（U3-211） engmech-103w
⼯学研究科 U3棟3階 講義室（U3-311） engmech-104w
⼯学研究科 U3棟3階 講義室（U3-311） engmech-105w
⼯学研究科 U2棟3階 講義室（U2-311） engmech-106w
⼯学研究科 U2棟3階 講義室（U2-312） engmech-107w
⼯学研究科 U2棟2階 講義室（U2-211） engmech-108w
⼯学研究科 U2棟2階 講義室（U2-212） engmech-109w
⼯学研究科 U2棟2階 講義室（U2-213） engmech-110w
⼯学研究科 U2棟2階 講義室（U2-214） engmech-111w
⼯学研究科 M4棟2階 201講義室 engmech-112w
⼯学研究科 M4棟1階 101講義室 engmech-113w
⼯学研究科 M1棟2階 214講義室 engmech-114w
⼯学研究科 M1棟2階 230セミナー室 engmech-115w
⼯学研究科 M1棟3階 311講義室 engmech-116w
⼯学研究科 M1棟5階 526会議室 engmech-117w
⼯学研究科 S1棟3階 311講義室 engmech-118w



⼯学研究科 S1棟3階 312講義室 engmech-119w
⼯学研究科 S1棟5階 513講義室 engmech-120w
⼯学研究科 S1棟9階 製図室 engmech-121w
⼯学研究科 21世紀プラザ(R5-1)5F南側 engmech-130w
⼯学研究科 21世紀プラザ(R5-1)5F北側 engmech-131w
⼯学研究科 S1棟5階 S1-511 講義室 engmech-132w
⼯学研究科 ⾷堂 med-115wac
⼯学研究科 吹⽥福利会館 ⾷堂ファミール med-162w
⼯学研究科 吹⽥福利会館 ⾷堂ファミール med-163w
⼯学研究科 GSE C1棟211講義室（C1-211） enggse-114ws
⼯学研究科 GSE C1棟112講義室（C1-112） enggse-115ws
⼯学研究科 GSE R1棟211講義室（R1-211） enggse-116ws
⼯学研究科 GSE R1棟214講義室（R1-214） enggse-117ws
⼯学研究科 GSE U1e棟5階会議室2（U1e-503 or 504） enggse-118ws
⼯学研究科 GSE U1m棟2階 会議室2（U1m-204） enggse-119ws
⼯学研究科 GSE U1w棟1階会議室（U1w-112） enggse-120ws
⼯学研究科 GSE フロンティア研究棟2号館棟3階EPS enggse-121wac
⼯学研究科 GSE フロンティア研究棟2号館棟3階EPS enggse-122wac
⼯学研究科 GSE C1棟312号室 共通化講義室（応⽤化学専攻） enggse-123wac
⼯学研究科 GSE R1棟111号室 共通化講義室（マテ⽣産科学専攻マテ科学コース） enggse-124wac
⼯学研究科 GSE U1E GSEコモンイースト 15Fラ・シェーナ enggse-125wac
⼯学研究科 機械 M4棟3階会議室（M4-301）M4棟3階会議室（M4-301） engmech-122ws
⼯学研究科 機械 M1棟-221室 engmech-123wac
⼯学研究科 機械 M3棟-214室 engmech-124wac
⼯学研究科 機械 M1棟-313室 共通化講義室（機械⼯学専攻） engmech-125wac
⼯学研究科 機械 M1棟212号室 共通化講義室（精密科学・応⽤物理学専攻） engmech-126wac
⼯学研究科 機械 M3-211 講義室 engmech-128wac
⼯学研究科 機械 M3-212 講義室 engmech-129wac
⼯学研究科 電気 E1棟216講義室（E1-216） engele-120ws
⼯学研究科 電気 P1棟311講義室（P1-311） engele-121ws
⼯学研究科 電気 A1棟-111室 engele-122wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 4階 401講義室（インターナショナルカレッジ） iai-101wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 5階 501講義室（インターナショナルカレッジ） iai-102wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 ５階 ５０６（学⽣ラウンジ） iai-103wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 ⽂理融合棟1階 素粒⼦実験物理学研究室 101 iai-104wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 ⽂理融合棟1階 機械⼯作Ⅰ 103 iai-105wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 ⽂理融合棟1階 エントランスホール廊下 iai-106wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 ⽂理融合棟2階 化学分析Ⅲ  201-3 iai-107wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 ⽂理融合棟2階 副センター⻑室  202 iai-108wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 ⽂理融合棟2階 材料室 205 iai-109wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 ⽂理融合棟3階 分析機器測定室 NMR-MS室 301 iai-110wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 ⽂理融合棟3階 ナノプログラム事務局  303 iai-111wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 ⽂理融合棟3階 ナノセミナー室  305-1 iai-112wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 ⽂理融合棟4階 講義室 402 iai-113wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 ⽂理融合棟4階 グローバルアドミッションズオフィス 403 iai-114wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 ⽂理融合棟4階 研究室Ⅲ 407 iai-115wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 ⽂理融合棟4階 研究室 Ⅱ 406 iai-116wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 ⽂理融合棟4階 研究室 Ⅰ 405 iai-117wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 ⽂理融合棟5階 CBCMP共通実験室  502 iai-118wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 ⽂理融合棟5階 CBCMP機器分析室 504 iai-119wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 ⽂理融合棟5階 助教室 508 iai-120wac
国際共創⼤学院学位プログラム推進機構 ⽂理融合棟5階 事務室 511 iai-121wac
国際教育交流センター ICホール2階 国際教育共通事務室 jimu-101w
国際教育交流センター ICホール2階 第2講義室前廊下 jimu-113w
国際教育交流センター ICホール3階 教員室5前廊下 jimu-114w
国際教育交流センター 学⽣会館2階 国際教育交流センター豊中分室 lang-107w
国際教育交流センター  ICホール3階 教員室3前廊下 jimu-144w
国際公共政策研究科 国際公共政策研究科棟会議室 agrt-103wn
国際公共政策研究科 OSIPP棟 2F 講義シアター econ3-101w
国際公共政策研究科 OSIPP棟 3F マルチメディア演習室 econ3-102w
国際公共政策研究科 OSIPP棟 3F 演習室A econ3-103w
国際公共政策研究科 OSIPP棟 4F 演習室B econ3-104w
国際公共政策研究科 OSIPP棟 5F 演習室C econ3-105w
国際公共政策研究科 OSIPP棟 6F 演習室D econ3-106w
産業科学研究所 管理棟2階 図書室 sanken-101w
産業科学研究所 第2研究棟1階 109号室（共同プロジェクト室） sanken-102w
産業科学研究所 第2研究棟3階 セミナー室前廊下 sanken-103w
産業科学研究所 第1研究棟2階 228号室（セミナー室） sanken-104w
産業科学研究所 インキュベーション棟1階 I-117号室（講義室） sanken-105w
産業科学研究所 管理棟1階 講堂 sanken-106w
産業科学研究所 第1研究棟3階 386号室（3Fセミナー室） sanken-107w
産業科学研究所 第1研究棟5階 546号室（5Fセミナー室） sanken-108w
産業科学研究所 楠本会館2階 廊下 sanken-109w
産業科学研究所 管理棟2階 所⻑室 sanken-110wn
産業科学研究所 管理棟2階 ⼤会議室 sanken-111w
産業科学研究所 管理棟2階 中会議室 sanken-112w
産業科学研究所 管理棟2階 ⼩会議室 sanken-113w
産業科学研究所 インキュベーション棟3階 会議室 sanken-114w
産業科学研究所 ナノテクノロジー棟3階 ⼩会議室 sanken-115w



⻭学研究科 D棟3階 登院学⽣⾃習室 dent-101w
⻭学研究科 B棟4階 臨床実習⽣⾃習室 dent-102w
⻭学研究科 D棟4階 学⽣控室 dent-103w
⻭学研究科 D棟4階 ⼤講義室 dent-104w
⻭学研究科 F棟5階 サーバー室前廊下 dent-105w
⻭学研究科 研究科⻑室 dent-106wn
⻭学研究科（⻭学部附属病院） 中会議室 dent-107wn
⻭学研究科（⻭学部附属病院） 病院⻑室 dent-108wn
社会経済研究所 A棟4階 セミナー室（409号室） cmcs-102w
社会経済研究所 A棟5階 セミナー室（509号室） cmcs-103w
社会経済研究所 B棟2階 会議室（215号室） cmcs-104w
情報科学研究科 A棟1階 中演習室(A110) ist-101w
情報科学研究科 A棟2階 210〜212会議室 ist-102w
情報科学研究科 A棟1階 ⼩演習室(A101) ist-103w
情報科学研究科 B棟1階 事務室 ist-104w
情報科学研究科 B棟1階 中講義室 ist-105w
情報科学研究科 B棟1階 コミュニケーションラウンジ ist-106w
情報科学研究科 B棟5階 511 ist-107w
情報科学研究科 B棟7階 715 ist-108w
情報科学研究科 A棟3階 A308 ist-109w
情報科学研究科 A棟4階 A408 ist-110w
情報科学研究科 B棟2階211 ist-111w
情報科学研究科 B棟3階311 ist-112w
⼈間科学研究科 東館 ユメンヌホール hus-101w
⼈間科学研究科 本館5階 51講義室 hus-102w
⼈間科学研究科 本館3階 33講義室 hus-103w
⼈間科学研究科 本館2階 会議室 hus-104w
⼈間科学研究科 東館2F リフレッシュコーナー hus-105wn
⼈間科学研究科 東館3F 303講義室 hus-106wn
⼈間科学研究科 東館4F 404講義室 hus-107wn
⼈間科学研究科 東館5F 516講義室 hus-108wn
⼈間科学研究科 東館1F 105講義室 hus-109wn
⼈間科学研究科 東館1F 106講義室 hus-110wn
⼈間科学研究科 北館2F 図書室 hus-111wn
⼈間科学研究科 本館1F インターナショナルカフェ hus-112wn
⼈間科学研究科 本館2F リフレッシュコーナー hus-113wn
⼈間科学研究科 本館3F リフレッシュコーナー hus-114wn
⼈間科学研究科 本館1F 計算機室 hus-115wn
⼈間科学研究科 本館1F 12講義室 hus-116wn
⼈間科学研究科 本館1F プレゼンテーションルーム hus-117wn
⽣命機能研究科 ナノバイオロジー棟1階 エントランスホール med-102w
⽣命機能研究科 ナノバイオロジー棟２階 研究科⻑室 med-131wn
⽣命機能研究科 ⽣命機能研究科新棟8F 会議室 med-132wn
⽣命機能研究科 ナノバイオロジー棟 3F 会議室 med-157ws
⽣命機能研究科 ⽣命システム棟 2F ホール med-158ws
⽣命機能研究科 ⽣命システム棟 2F 講義室北側 med-159ws
⽣命機能研究科 ⽣命システム棟 2F 講義室南側 med-160ws
接合科学研究所 荒⽥記念館1階 多⽬的ホール jwri-101w
接合科学研究所 接合研実験研究棟 1F jwri-102w
接合科学研究所 接合研実験研究棟 2F jwri-103w
接合科学研究所 接合研実験研究棟 2F jwri-104w
接合科学研究所 接合研実験研究棟 2F jwri-105w
接合科学研究所 接合研実験研究棟  2F jwri-106w
接合科学研究所 本館2F 来客控室 jwri-107w
接合科学研究所 本館3F 図書室(閲覧） jwri-108w
接合科学研究所 本館3F 図書室(書庫） jwri-109w
接合科学研究所 連携研究棟1F 9105室 jwri-110w
接合科学研究所 共通研究棟2F ミーティングルーム211 jwri-111w
接合科学研究所 荒⽥記念館 1F Studio jwri-112w
接合科学研究所 連携研究棟2F 廊下 jwri-113w
全学教育推進機構 E教室前廊下 cep1-107ws
全学教育推進機構 全学教育実験棟II（物理棟） 5階（560号室） cep1-108ws
全学教育推進機構 共通教育実験棟II 4階 453号室と457号室の間の廊下 cep1-109wac
全学教育推進機構 共通教育実験棟II 5階 557号室ドア付近 cep1-110wac
全学教育推進機構 サイエンスコモンズ サイエンススタジオA cep1-111wac
全学教育推進機構 サイエンスコモンズ サイエンススタジオA cep1-112wac
全学教育推進機構 サイエンスコモンズ サイエンススタジオB cep1-113wac
全学教育推進機構 サイエンスコモンズ サイエンススタジオB cep1-114wac
全学教育推進機構 全学教育実験棟Ⅱ3Fマルチラボ cep1-115w
全学教育推進機構 全学教育実験棟Ⅱ3Fマルチラボ・ミニ cep1-116w
全学教育推進機構 全学教育総合棟I(⼈⽂社会棟) 1階プロジェクトルーム cep2-101ws
全学教育推進機構 総合棟内2F セミナー室3 cep2-102wac
全学教育推進機構 全学教育総合棟I(⼈⽂社会棟)1階 スチューデント・コモンズ cep2-103wac
全学教育推進機構 全学教育総合棟I(⼈⽂社会棟)1階 スチューデント・コモンズ cep2-104wac
全学教育推進機構 全学教育総合棟I(⼈⽂社会棟)1階 スチューデント・コモンズ cep2-105wac
全学教育推進機構 全学教育総合棟I(⼈⽂社会棟)1階 スチューデント・コモンズ cep2-106wac
全学教育推進機構 全学教育総合棟I(⼈⽂社会棟)1階 スチューデント・コモンズ cep2-107wac
全学教育推進機構 全学教育総合棟I(⼈⽂社会棟)1階 スチューデント・コモンズ cep2-108wac
全学教育推進機構 全学教育総合棟I(⼈⽂社会棟)1階 スチューデント・コモンズ cep2-109wac



全学教育推進機構 全学教育総合棟I 2階 セミナー室A cep2-110wac
全学教育推進機構 全学教育総合棟I(⼈⽂社会棟)1階 スチューデント・コモンズ cep2-111wac
全学教育推進機構 全学教育総合棟I(⼈⽂社会棟)1階 スチューデント・コモンズ cep2-112wac
全学教育推進機構 全学教育総合棟I(⼈⽂社会棟)1階 スチューデント・コモンズ cep2-113wac
全学教育推進機構 全学教育総合棟I(⼈⽂社会棟)1階 スチューデント・コモンズ cep2-114wac
全学教育推進機構 ⼤講義室 cep3-101w
全学教育推進機構 管理・講義A棟2階 ⾮常勤講師室 cep3-102w
全学教育推進機構 管理・講義A棟6階 会議実 cep3-103w
全学教育推進機構 管理・講義A棟1階 ホール cep3-104w
全学教育推進機構 管理・講義A棟1階 A101講義室 cep3-105w
全学教育推進機構 管理・講義A棟1階 A102講義室 cep3-106w
全学教育推進機構 管理・講義A棟1階 A103講義室 cep3-107w
全学教育推進機構 管理・講義A棟1階 A104講義室 cep3-108w
全学教育推進機構 講義B棟1階 ホール cep3-109w
全学教育推進機構 講義B棟1階 B107講義室 cep3-110w
全学教育推進機構 講義B棟1階 B108講義室 cep3-111w
全学教育推進機構 講義B棟1階 B118講義室 cep3-112w
全学教育推進機構 講義C棟2階 C101講義室 cep3-113w
全学教育推進機構 講義C棟2階 C104講義室 cep3-114w
全学教育推進機構 講義C棟2階 C105講義室 cep3-115w
全学教育推進機構 講義C棟2階 C107講義室 cep3-116w
全学教育推進機構 講義C棟2階 C201講義室 cep3-117w
全学教育推進機構 講義C棟2階 C202講義室 cep3-118w
全学教育推進機構 講義C棟2階 C203講義室 cep3-119w
全学教育推進機構 講義C棟2階 C205講義室 cep3-120w
全学教育推進機構 講義C棟2階 C206講義室 cep3-121w
全学教育推進機構 講義C棟3階 C301講義室 cep3-122w
全学教育推進機構 講義C棟3階 C303講義室 cep3-123w
全学教育推進機構 講義C棟3階 C305講義室 cep3-124w
全学教育推進機構 講義C棟3階 C307講義室 cep3-125w
全学教育推進機構 講義C棟4階 C401講義室 cep3-126w
全学教育推進機構 講義C棟4階 C403講義室 cep3-127w
全学教育推進機構 講義C棟4階 C405講義室 cep3-128w
全学教育推進機構 講義C棟4階 C408講義室 cep3-129w
全学教育推進機構 豊中総合学館3階 301講義室 cep3-130w
全学教育推進機構 豊中総合学館4階 401講義室 cep3-131w
全学教育推進機構 多⽬的室（整備予定） ※廊下に設置 cep3-132wn
全学教育推進機構 共通教育B棟 218教室 cep3-133wac
全学教育推進機構 共通教育A棟3F 廊下 cep3-134wac
全学教育推進機構 共通教育A棟3F A301 cep3-135wac
全学教育推進機構 共通教育A棟3F A302 cep3-136wac
全学教育推進機構 共通教育A棟3F A303 cep3-137wac
全学教育推進機構 共通教育A棟2F 廊下 cep3-140wac
全学教育推進機構 共通教育A棟2F A201 cep3-141wac
全学教育推進機構 共通教育A棟2F A202 cep3-142wac
全学教育推進機構 共通教育A棟2F A203 cep3-143wac
全学教育推進機構 共通教育A棟2F A204 cep3-144wac
全学教育推進機構 共通教育A棟2F A205 cep3-145wac
全学教育推進機構 共通教育B棟3F 廊下 cep3-146wac
全学教育推進機構 共通教育B棟3F B306 cep3-147wac
全学教育推進機構 共通教育B棟3F B307 cep3-148wac
全学教育推進機構 共通教育B棟2F 廊下 cep3-149wac
全学教育推進機構 共通教育B棟2F B206 cep3-150wac
全学教育推進機構 共通教育B棟2F B207 cep3-151wac
全学教育推進機構 共通教育B棟2F B208 cep3-152wac
全学教育推進機構 全学教育推進機構 B1F A001 cep3-153w
全学教育推進機構 全学教育推進機構 B1F A001 cep3-154w
全学教育推進機構 全学教育推進機構 B1F A002 cep3-155w
全学教育推進機構 全学教育推進機構 B1F A001 cep3-156w
全学教育推進機構 全学教育推進機構 3F A304 cep3-157w
全学教育推進機構 共通教育A棟3F A304 cep3-158w
全学教育推進機構 全学教育推進機構 3F A305 cep3-159w
全学教育推進機構 共通教育A棟3F A305 cep3-160w
全学教育推進機構 全学教育推進機構 3F A315 cep3-161w
全学教育推進機構 全学教育推進機構 3F A315 cep3-162w
全学教育推進機構 管理・講義A棟1F A114講義室 cep3-163w
全学教育推進機構 管理・講義A棟2F A212講義室 cep3-164w
全学教育推進機構 管理・講義A棟2F A214講義室 cep3-165w
全学教育推進機構 管理・講義A棟3F A311講義室 cep3-166w
全学教育推進機構 管理・講義A棟3F A312講義室 cep3-167w
全学教育推進機構 管理・講義A棟3F A313講義室 cep3-168w
全学教育推進機構 講義B棟3F B316講義室 cep3-169w
全学教育推進機構 講義B棟3F 図学CAD室（前⽅） cep3-170w
全学教育推進機構 講義B棟3F 図学CAD室（後⽅） cep3-171w
全学教育推進機構 講義C棟1F C102講義室 cep3-172w
全学教育推進機構 講義C棟1F C106講義室 cep3-173w
全学教育推進機構 講義C棟1F S1室 cep3-174w
全学教育推進機構 講義C棟2F C204講義室 cep3-175w
全学教育推進機構 講義C棟2F C207講義室 cep3-176w



全学教育推進機構 講義C棟2F C208講義室 cep3-177w
全学教育推進機構 講義C棟2F S2室 cep3-178w
全学教育推進機構 講義C棟3F C302講義室 cep3-179w
全学教育推進機構 講義C棟3F C304講義室 cep3-180w
全学教育推進機構 講義C棟3F C306講義室 cep3-181w
全学教育推進機構 講義C棟3F C308講義室 cep3-182w
全学教育推進機構 講義C棟3F S3室 cep3-183w
全学教育推進機構 講義C棟4F C402講義室 cep3-184w
全学教育推進機構 講義C棟4F C404講義室 cep3-185w
全学教育推進機構 講義C棟4F C406講義室 cep3-186w
全学教育推進機構 講義C棟4F C407講義室 cep3-187w
全学教育推進機構 講義C棟4F C409講義室 cep3-188w
全学教育推進機構 講義C棟4F S4室 cep3-189w
全学教育推進機構 豊中総合学館3F_講義室302 cep3-190w
全学教育推進機構 豊中総合学館4F 講義室402 cep3-191w
全学教育推進機構 豊中総合学館5F_講義室501 cep3-192w
全学教育推進機構 豊中総合学館3F 講義室301 cep3-193w
全学教育推進機構 豊中総合学館3F 講義室301 cep3-194w
全学教育推進機構 豊中総合学館3F 講義室302 cep3-195w
全学教育推進機構 豊中総合学館3F 講義室302 cep3-196w
全学教育推進機構 豊中総合学館4F 講義室401 cep3-197w
全学教育推進機構 豊中総合学館4F 講義室401 cep3-198w
全学教育推進機構 豊中総合学館4F 講義室402 cep3-199w
全学教育推進機構 豊中総合学館4F 講義室402 cep3-200w
全学教育推進機構 講義C棟1F C102講義室 cep3-201w
全学教育推進機構 講義C棟1F C102講義室 cep3-202w
全学教育推進機構 講義C棟1F C202講義室 cep3-203w
全学教育推進機構 講義C棟1F C202講義室 cep3-204w
全学教育推進機構 講義C棟1F C302講義室 cep3-205w
全学教育推進機構 講義C棟1F C302講義室 cep3-206w
全学教育推進機構 講義C棟1F C402講義室 cep3-207w
全学教育推進機構 講義C棟1F C402講義室 cep3-208w
全学教育推進機構 ⼤講義室 cep3-209w
全学教育推進機構 ⼤講義室 cep3-210w
蛋⽩質研究所 本館1階 講堂2 protein-101w
蛋⽩質研究所 事務⻑室 protein-102wn
蛋⽩質研究所 蛋⽩質研究所中会議室 protein-103wn
微⽣物病研究所 本館1階 微研ホール biken-101w
微⽣物病研究所 最先端感染症研究棟1階 Kitchen BISYOKU biken-102w
微⽣物病研究所 南館2階 共同利⽤機器室 biken-103w
微⽣物病研究所 融合型⽣命科学総合研究棟1階 ⾕⼝記念講堂 biken-104w
微⽣物病研究所 本館2階 第⼀会議室 biken-105w
微⽣物病研究所 融合型⽣命科学総合研究棟1階 サーバー室 biken-106w
微⽣物病研究所 免疫学フロンティア研究センター棟2階 会議室1 biken-107w
微⽣物病研究所 免疫学フロンティア研究センター棟4階 404(空き部屋) biken-108w
微⽣物病研究所 免疫学フロンティア研究センター棟7階 セミナー室 biken-109w
微⽣物病研究所 本館2階 第⼆会議室 biken-110w
微⽣物病研究所 事務⻑室 biken-111wn
附属図書館 理⼯学図書館東館3階 南側 cmcs-110w
附属図書館 理⼯学図書館東館2階 北側 cmcs-111w
附属図書館 理⼯学図書館東館1階 北側 cmcs-112w
附属図書館 理⼯学図書館⻄館1階 ラウンジ cmcs-113w
附属図書館 理⼯学図書館⻄館1階 ラーニングコモンズ（渡廊下側） cmcs-114w
附属図書館 理⼯学図書館⻄館1階 ラーニングコモンズ（WC側） cmcs-115w
附属図書館 理⼯学図書館⻄館2階 会議室・研修室 cmcs-116w
附属図書館 理⼯学図書館⻄館2階 書庫 cmcs-117w
附属図書館 理⼯学図書館⻄館2階 ⻄階段付近 cmcs-118w
附属図書館 理⼯学図書館⻄館2階 グループ学習室１ cmcs-119w
附属図書館 理⼯学図書館⻄館2階 閲覧室 cmcs-120w
附属図書館 理⼯学図書館東館1階 窓側 cmcs-121w
附属図書館 理⼯学図書館東館2階 窓側 cmcs-122w
附属図書館 理⼯学図書館東館3階 WC側 cmcs-123w
附属図書館 理⼯学図書館⻄館3階 図書館ホール北側 cmcs-124w
附属図書館 理⼯学図書館⻄館3階 図書館ホール⻄側 cmcs-125w
附属図書館 理⼯学図書館⻄館3階 図書館ホール南側 cmcs-126w
附属図書館 理⼯学図書館東館（1階） 閲覧室 cmcs-134wn
附属図書館 理⼯学図書館 ⻄館1F 事務室 cmcs-142w
附属図書館 総合図書館A棟5階 研究個室北側 cmct-102w
附属図書館 総合図書館C棟2階 グローバルコモンズ cmct-106w
附属図書館 総合図書館C棟2階 ⼊⼝ラウンジ cmct-107w
附属図書館 総合図書館A棟4階 学習図書閲覧室 cmct-108w
附属図書館 総合図書館A棟2階 ラウンジ cmct-109w
附属図書館 総合図書館A棟6階 図書館ホール cmct-110w
附属図書館 総合図書館A棟3階 学習図書閲覧室 cmct-111w
附属図書館 総合図書館A棟5階 研究個室 cmct-112w
附属図書館 総合図書館A棟2階 ラーニングコモンズ cmct-113w
附属図書館 総合図書館A棟3階 リフレッシュロビー cmct-114w
附属図書館 総合図書館A棟3階 学習図書閲覧室北側 cmct-115w
附属図書館 総合図書館A棟4階 学習図書閲覧室北側 cmct-116w



附属図書館 総合図書館A棟4階 ネットワーク端末コーナー cmct-117w
附属図書館 総合図書館A棟5階 ⽂系雑誌閲覧室 cmct-118w
附属図書館 総合図書館A棟6階 第3貴重図書室 cmct-119w
附属図書館 総合図書館A棟6階 図書館ホール cmct-120w
附属図書館 総合図書館 2F グローバルコモンズ cmct-121w
附属図書館 総合図書館B棟3階 ネットワーク端末コーナー cmct-122w
附属図書館 総合図書館B棟3階 フリーゾーン cmct-123w
附属図書館 総合図書館B棟3階 グループ学習室 cmct-124w
附属図書館 総合図書館B棟1階 図書館下⾷堂 cmct-125w
附属図書館 総合図書館B棟1階 図書館下⾷堂 cmct-126w
附属図書館 総合図書館C棟2階 グローバルコモンズ cmct-127w
附属図書館 総合図書館C棟3階 閲覧室 cmct-128w
附属図書館 豊中総合図書館A棟 ６F cmct-129wn
附属図書館 豊中総合図書館C棟 LF 企画室 cmct-130wn
附属図書館 総合図書館2F 情報端末ゾーン cmct-135w
附属図書館 総合図書館2F フリーゾーン cmct-136w
附属図書館 総合図書館3F マルチメディアネットワークコーナー 端末ゾーン cmct-137w
附属図書館 ⽣命科学図書館3階 南側閲覧室 med-101w
附属図書館 ⽣命科学図書館3階 北側閲覧室 med-108w
附属図書館 ⽣命科学図書館1階 ブラウジングコーナー med-122w
附属図書館 ⽣命科学図書館1階 閲覧室⼊⼝付近（階段北側奥、閲覧机配置スペース） med-123w
附属図書館 ⽣命科学図書館2階 南側閲覧室 med-124w
附属図書館 ⽣命科学図書館 4F 個室研究室前 med-125w
附属図書館 ⽣命科学図書館 ４F med-150wn
附属図書館 ⽣命科学図書館 ４F med-151wn
附属図書館 ⽣命科学図書館 2F 閲覧室北側 med-161wac
⽂学研究科 ⽂法経本館1階 学⽣⾃習室 let-101w
⽂学研究科 芸術研究棟1階 芸１講義室 let-102w
⽂学研究科 ⽂法経講義棟1階 ⽂13講義室 let-103w
⽂学研究科 芸術研究棟1階 芸２講義室 let-104w
⽂学研究科 ⽂法経本館4階 B41講義室 let-105w
⽂学研究科 ⽂法経講義棟1階 ⽂11講義室 let-106w
⽂学研究科 ⽂法経講義棟4階 ⼤講義室 let-107w
⽂学研究科 ⽇本学棟 クラスター室 let-108w
⽂学研究科 研究科⻑室 let-109wn
⽂学研究科 ⼤会議室 let-110wn
⽂学研究科 ⽂法経講義棟1階 let-111wn
⽂学研究科 リサーチコモンズ（⽂法経講義棟1F倉庫だった場所) let-112wn
法学研究科 豊中総合学館7階・総合セミナー室 bunkei-101wac
法学研究科 豊中総合学館6階・L7講義室 bunkei-102wac
法学研究科 総合学館3階 院⽣研究室L3 bunkei-103w
法学研究科 総合学館4階 院⽣研究室L5 bunkei-104w
法学研究科 総合学館6階 院⽣研究室L2 bunkei-105w
法学研究科 総合学館7階 院⽣研究室L3 bunkei-106w
法学研究科 総合学館7階 院⽣研究室L4 bunkei-107w
法学研究科 総合学館1階 司法研究科兼法学部 教務係 bunkei-108w
法学研究科 総合学館3階 講義室 L4 bunkei-109w
法学研究科 総合学館4階 講義室 L6 bunkei-110w
法学研究科 総合学館5階 模擬法廷 502 bunkei-111w
法学研究科 総合学館5階 総合セミナー室 509 bunkei-112w
法学研究科 総合学館6階 院⽣談話室2 611 bunkei-113w
法学研究科 総合学館6階 総合セミナー室2 609 bunkei-114w
法学研究科 法経研究棟4階 ⼤会議室 lang-102w
法学研究科 法経研究棟4階 ⼤会議室 lang-103w
法学研究科 法経研究棟4階 ⼤会議室 lang-104w
法学研究科 法経研究棟3階 学⽣⾃習室 lang-105w
法学研究科 法経研究棟3階 L1講義室 lang-106w
法学研究科 ⽂法経本館1階 セミナー室B lang-110wn
法学研究科 法経研究棟5階 ⼤会議室 lang-111w
法学研究科 総合学館7階 ローライブラリー4 712 lang-112w
法学研究科 ⽂法経講義棟4階 42講義室 law-102w
法学研究科 法経研究棟3階 L2講義室 law-103w
法学研究科 法経研究棟4階 中会議室 law-104w
法学研究科 法経研究棟4階 院⽣セミナー室D law-105w
法学研究科 ⽂法経講義棟2階 第23講義室 law-106w
法学研究科 ⽂法経本館2階 法学研究科⻑室 law-107wn
法学研究科 法経講義棟 第2講義室 law-108wn
法学研究科 法経講義棟 第3講義室 law-109wn
法学研究科 ⽂法経本館1階 事務室（法⾼等庶務・会計事務） law-110w
法学研究科 ⽂法経本館1階 セミナー室A law-111w
法学研究科 ⽂法経本館1階 コモンルーム law-112w
法学研究科 ⽂法経本館2階 研究科⻑秘書室・研究準備室兼教員控室兼法政実務連携センター law-113w
法学研究科 法経研究棟B1階 院⽣セミナー室C law-114w
法学研究科 法経研究棟2階 ローライブラリー1 law-115w
法学研究科 法経研究棟2階 ローライブラリー2 law-116w
法学研究科 ⽂法経講義棟2階 第22講義室 law-117w
法学研究科 ⽂法経講義棟2階 演習室I law-118w
法学研究科 ⽂法経講義棟2階 演習室H law-119w
法学研究科 ⽂法経講義棟2階 演習室G law-120w



法学研究科 法経講義棟1階 演習室E law-121w
法学研究科 法経講義棟3階 演習室 F law-122w
本部事務機構 ポプラ福利会館 1F レストラン「クルール」 agrs-101wac
本部事務機構 ポプラ福利会館 1F レストラン「クルール」 agrs-102wac
本部事務機構 ポプラ福利会館 2F 学⽣⾷堂 agrs-103wac
本部事務機構 ポプラ福利会館 2F 学⽣⾷堂 agrs-104wac
本部事務機構 ポプラ福利会館 2F 学⽣⾷堂 agrs-105wac
本部事務機構 ⼤学会館1階 講堂 cep1-101w
本部事務機構 ⼤学会館1階 講堂 cep1-102w
本部事務機構 ⼤学会館1階 アセンブリー・ホール cep1-103w
本部事務機構 ⼤学会館1階 21世紀懐徳堂スタジオ cep1-104w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟4階 401会議室 jimu-102w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟4階 401会議室 jimu-103w
本部事務機構 コンベンションセンター3階 MOホール 舞台上⼿ jimu-104w
本部事務機構 コンベンションセンター3階 MOホール 舞台下⼿ jimu-105w
本部事務機構 コンベンションセンター3階 ホワイエ jimu-106w
本部事務機構 コンベンションセンター2階 会議室2 jimu-107w
本部事務機構 コンベンションセンター2階 会議室3 jimu-108w
本部事務機構 コンベンションセンター2階 ロビー北側通路 jimu-109w
本部事務機構 コンベンションセンター2階 ロビー南側通路 jimu-110w
本部事務機構 コンベンションセンター1階 研修室横準備室 jimu-111w
本部事務機構 コンベンションセンター1階 会議室1 jimu-112w
本部事務機構 ICホール4階 会議室前廊下（国際企画課） jimu-115w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟1階 監査室・不正使⽤防⽌計画推進室 jimu-116w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟1階 情報公開室 jimu-117w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟1階 ⽞関ホール jimu-118w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟2階 財務部事務室 jimu-119w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟2階 財務部事務室 jimu-120w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟2階 ハラスメント対策事務室 jimu-121w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟2階 契約課 jimu-122w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟3階 総⻑室 jimu-123w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟3階 301会議室 jimu-124w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟3階 301会議室 jimu-125w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟3階 秘書室・待機室 jimu-126w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟3階 秘書室 jimu-127w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟3階 経営デザイン課事務室 jimu-128w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟3階 卒業⽣室 jimu-129w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟3階 法務室 jimu-130w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟3階 ⼈事課事務室 jimu-131w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟3階 総務課・⼈事課事務室 jimu-132w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟4階 秘書室・待機室 jimu-133w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟4階 役員会議室 jimu-134w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟4階 広報課事務室 jimu-135w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟4階 安全衛⽣管理事務室 jimu-136w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟4階 施設部事務室 jimu-137w
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟B1階 学⽣部事務室 jimu-138w
本部事務機構 ICホール1階 事務室（学⽣・キャリア⽀援課） jimu-139w
本部事務機構 ICホール1階 ホール（国際学⽣交流課） jimu-140w
本部事務機構 ICホール1階 事務室（国際学⽣交流課） jimu-141w
本部事務機構 ICホール4階 事務室（国際企画課） jimu-142w
本部事務機構 ICホール4階 事務室（国際企画課） jimu-143w
本部事務機構 本部前福利会館2階 ⾷堂鯨屋 jimu-146w
本部事務機構 本部南棟1階 カフェテリア匠 jimu-147w
本部事務機構 吹⽥体育館（教官控室） jimu-148wn
本部事務機構 吹⽥体育館（教官控室） jimu-149wn
本部事務機構 ⼤阪⼤学本部棟3階 理事室-5 jimu-163w
本部事務機構 学⽣交流棟1階 ⾷堂内⼊⼝付近 jimu-301w
本部事務機構 学⽣交流棟1階 ⾷堂内中央部 jimu-302w
本部事務機構 学⽣交流棟1階 ⾷堂内奥 jimu-303w
本部事務機構 豊中福利会館3階 ホール jimu-304w
本部事務機構 豊中福利会館3階 ホール jimu-305w
本部事務機構 豊中福利会館4階 ホール jimu-306w
本部事務機構（連絡先：研究推進部研究機構⽀援課総務係） 共創イノベーション棟1F jimu-150wac
本部事務機構（連絡先：研究推進部研究機構⽀援課総務係） 共創イノベーション棟2F jimu-151wac
本部事務機構（連絡先：研究推進部研究機構⽀援課総務係） 共創イノベーション棟2F jimu-152wac
本部事務機構（連絡先：研究推進部研究機構⽀援課総務係） 共創イノベーション棟3F jimu-153wac
本部事務機構（連絡先：研究推進部研究機構⽀援課総務係） 共創イノベーション棟3F jimu-154wac
本部事務機構（連絡先：研究推進部研究機構⽀援課総務係） 共創イノベーション棟4F jimu-155wac
本部事務機構（連絡先：研究推進部研究機構⽀援課総務係） 共創イノベーション棟4F jimu-156wac
本部事務機構（連絡先：研究推進部研究機構⽀援課総務係） 共創イノベーション棟5F jimu-157wac
本部事務機構（連絡先：研究推進部研究機構⽀援課総務係） 共創イノベーション棟5F jimu-158wac
本部事務機構（連絡先：研究推進部研究機構⽀援課総務係） 共創イノベーション棟6F jimu-159wac
本部事務機構（連絡先：研究推進部研究機構⽀援課総務係） 共創イノベーション棟6F jimu-160wac
本部事務機構（連絡先：研究推進部研究機構⽀援課総務係） 共創イノベーション棟7F jimu-161wac
本部事務機構（連絡先：研究推進部研究機構⽀援課総務係） 共創イノベーション棟7F jimu-162wac
薬学研究科 薬学1号館2階 202B講義室 phs-101w
薬学研究科 薬学２号館２階 会議室 phs-102wn
薬学研究科 1号館 1階 コロキウム室 phs-103wac
薬学研究科 1号館 4階 沢井ホール phs-104wac



薬学研究科 1号館 2階 A講義室 phs-105wac
薬学研究科 1号館 2階 C講義室 phs-106wac
理学研究科 基礎理学プロジェクト研究センター3階セミナー室 rcnp-103wn
理学研究科 D棟5階 D501講義室 sci-101w
理学研究科 D棟4階 D304講義室 sci-102w
理学研究科 D棟4階 D404講義室 sci-103w
理学研究科 B棟2階 B208講義室 sci-104w
理学研究科 B棟3階 B302講義室 sci-105w
理学研究科 B棟3階 B308講義室 sci-106w
理学研究科 D棟2階 国際交流サロン sci-107w
理学研究科 F棟6階 F608会議室 sci-108w
理学研究科 宇宙地球棟 F棟2階 F202講義室 sci-109w
理学研究科 宇宙地球棟 F棟1階 F102講義室 sci-110w
理学研究科 H棟7階 セミナー室A sci-111w
理学研究科 H棟6階 コミュニケーションスペース sci-112w
理学研究科 H棟4階 H407物理専攻会議室(A) sci-113w
理学研究科 H棟2階 コミュニケーションスペース sci-114w
理学研究科 B棟3階 B301講義室 sci-115w
理学研究科 B棟2階 B202講義室 sci-116w
理学研究科 B棟2階 ⽣物学⽣実習室 sci-117w
理学研究科 D棟3階 D301講義室 sci-118w
理学研究科 D棟4階 D407講義室 sci-119w
理学研究科 E棟2階 E201講義室 sci-120w
理学研究科 E棟2階 E203講義室 sci-121w
理学研究科 B棟1階 B102会議室 sci-122w
理学研究科 B棟3階 B307講義室 sci-123w
理学研究科 D棟4階 D401講義室 sci-124w
理学研究科 D棟3階 D307講義室 sci-125w
理学研究科 F棟3階 F313セミナー室 sci-126w
理学研究科 H棟4階 H413⼩セミナー室 sci-127w
理学研究科 A棟4階 A427⽣物セミナー室 sci-128w
理学研究科 E棟2階 E204講義室 sci-129w
理学研究科 F棟2階 F227セミナー室 sci-130w
理学研究科 H棟1階 コミュニケーションスペース sci-131w
理学研究科 A棟5階 A522⽣物セミナー室 sci-132w
理学研究科 E棟2階 E211講義室 sci-133w
理学研究科 E棟3階 E304講義室 sci-134w
理学研究科 E棟3階 E310講義室 sci-135w
理学研究科 H棟3階 コミュニケーションスペース sci-136w
理学研究科 ラジオアイソトープ総合センター 豊中分館２階 講義室 sci-137w
理学研究科 ラジオアイソトープ総合センター 豊中分館２階 センター⻑室前廊下 sci-138w
理学研究科 J棟2階 交流サロン sci-139w
理学研究科 A棟3階 A315⽣物セミナー室 sci-140w
理学研究科 A棟1階 学部⻑室 sci-141w
理学研究科 ミーティングルーム sci-142wn
理学研究科 B棟2階 コミュニケーションスペース sci-143ws
理学研究科 H棟5階 コミュニケーションスペース sci-144ws
理学研究科 C棟3階 コミュニケーションスペース（設置場所変更） sci-145ws
理学研究科 E棟2F 講義室(E210) sci-146wac
理学研究科 B105号室（⾮常勤講師室） sci-147wac
理学研究科 E棟4F コミュニケーションスペース(E402) sci-148wac
理学研究科 C203号室（オナープログラム事務室） sci-149wac
理学研究科 E棟4F ⼤セミナー室(E403) sci-150wac
理学研究科 H棟5F H519号室（客員教員室） sci-151wac
理学研究科 H棟6F H611号室（客員教員室） sci-152wac
理学研究科 理学研究科 J棟(教育交流研究棟)2F 南部洋⼀郎ホール sci-153wac
理学研究科 理学研究科 J棟(教育交流研究棟)2F 南部洋⼀郎ホール sci-154wac
理学研究科 E棟(理学部) 5階 E505 数学専攻図書室 sci-156w
理学研究科 E棟(理学部) 4階 E416 数学会議室 sci-157w
理学研究科 B棟(理学部) 4階 B436 数学談話室 sci-158w
理学研究科 B棟(理学部) 2階 B220 技術部室 sci-159w
理学研究科 B棟(理学部) 1階 B125 コミュニケーションホール sci-160w
理学研究科 D棟(理学部) 2階 D205 情報資料室 sci-161w
理学研究科 H棟(理学部) 2階 H205 物理学⽣実験室1 sci-162w
理学研究科 B棟(理学部) 3F B342 sci-163w
理学研究科 E棟(理学部) 3F E301 sci-164w
理学研究科 B棟(理学部) 4F B446 sci-165w
理学研究科 C棟(理学部) 2F C226 sci-166w


