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学校法人学校法人学校法人学校法人常翔学園常翔学園常翔学園常翔学園のののの３大学で学長改選３大学で学長改選３大学で学長改選３大学で学長改選    

大阪大阪大阪大阪工業工業工業工業大は大は大は大は西村泰志西村泰志西村泰志西村泰志、、、、    

摂南大摂南大摂南大摂南大はははは八木紀一郎八木紀一郎八木紀一郎八木紀一郎、、、、    

広島国際大は広島国際大は広島国際大は広島国際大は焼廣益秀焼廣益秀焼廣益秀焼廣益秀をををを選任選任選任選任    

    

    

学校法人常翔学園学校法人常翔学園学校法人常翔学園学校法人常翔学園＜＜＜＜理事長理事長理事長理事長    久禮哲郎（くれ・てつお）＞久禮哲郎（くれ・てつお）＞久禮哲郎（くれ・てつお）＞久禮哲郎（くれ・てつお）＞はははは、、、、学園が設置・運営学園が設置・運営学園が設置・運営学園が設置・運営

すすすする３大学のる３大学のる３大学のる３大学の学長の学長の学長の学長の任期満了に伴う改選手続きを行い、任期満了に伴う改選手続きを行い、任期満了に伴う改選手続きを行い、任期満了に伴う改選手続きを行い、１０月２１０月２１０月２１０月２２２２２日開催の理事日開催の理事日開催の理事日開催の理事

会会会会でででで、、、、次の通り選任しましたのでお知らせします。次の通り選任しましたのでお知らせします。次の通り選任しましたのでお知らせします。次の通り選任しましたのでお知らせします。    

    

大阪工業大学大阪工業大学大阪工業大学大阪工業大学    学長学長学長学長        西村西村西村西村    泰志泰志泰志泰志    （（（（新任新任新任新任））））                

摂南大学摂南大学摂南大学摂南大学    学長学長学長学長                八木八木八木八木    紀一郎紀一郎紀一郎紀一郎（（（（新任新任新任新任））））                

広島国際大学広島国際大学広島国際大学広島国際大学    学長学長学長学長        焼廣焼廣焼廣焼廣    益秀益秀益秀益秀    （（（（新任新任新任新任））））                

    

＜任期＞いずれも２０１＜任期＞いずれも２０１＜任期＞いずれも２０１＜任期＞いずれも２０１５５５５年１年１年１年１１１１１月１日～２０１月１日～２０１月１日～２０１月１日～２０１７７７７年１０月３１日年１０月３１日年１０月３１日年１０月３１日    

    

    つきましては、本件にかかる資料を別添のつきましては、本件にかかる資料を別添のつきましては、本件にかかる資料を別添のつきましては、本件にかかる資料を別添のとおとおとおとおりりりりおおおお届け届け届け届けいたいたいたいたしますので、報道しますので、報道しますので、報道しますので、報道

いただきたく、いただきたく、いただきたく、いただきたく、よろしくよろしくよろしくよろしくご配慮ご配慮ご配慮ご配慮をお願いをお願いをお願いをお願い申し上げます。申し上げます。申し上げます。申し上げます。    

 

 

 

 

＊本件発信部署・お問い合わせ先＊ 

学 校 法 人 常 翔 学 園  広 報 室 

■ 担 当： 板谷、西田  

 TEL. ０６－６９５４－４０２６（直通） 

大阪市旭区大宮５－１６－１ 



大阪工業大学、摂南大学大阪工業大学、摂南大学大阪工業大学、摂南大学大阪工業大学、摂南大学、広島国際大学、広島国際大学、広島国際大学、広島国際大学の学長についての学長についての学長についての学長について    

    

１１１１．．．．就就就就    任任任任    者者者者    

大阪工業大学大阪工業大学大阪工業大学大阪工業大学    学長学長学長学長        西村西村西村西村    泰志泰志泰志泰志（（（（にしむらにしむらにしむらにしむら・・・・やすしやすしやすしやすし））））    

                                        〔〔〔〔１１１１２２２２代学長代学長代学長代学長、、、、１１１１期目期目期目期目〕〕〕〕    
                                                    出出出出    身身身身        愛媛県愛媛県愛媛県愛媛県    

                                                    年年年年    齢齢齢齢        ６５６５６５６５歳【１９歳【１９歳【１９歳【１９５０５０５０５０（昭和（昭和（昭和（昭和２５２５２５２５）年）年）年）年１１１１月月月月１０１０１０１０日生まれ】日生まれ】日生まれ】日生まれ】    

                                                    学学学学    位位位位        博士博士博士博士（工学）（工学）（工学）（工学）＜＜＜＜京都京都京都京都大＞大＞大＞大＞    

                                                    専専専専    攻攻攻攻        建築構造建築構造建築構造建築構造    

    

    

        摂摂摂摂    南南南南    大大大大    学学学学    学長学長学長学長            八木八木八木八木    紀一郎紀一郎紀一郎紀一郎（（（（やぎやぎやぎやぎ・・・・きいちろうきいちろうきいちろうきいちろう））））    

                                        〔〔〔〔１０１０１０１０代学長代学長代学長代学長、、、、１１１１期目期目期目期目〕〕〕〕    
                                                    出出出出    身身身身        山口山口山口山口県県県県    

                                                    年年年年    齢齢齢齢        ６８６８６８６８歳【１９歳【１９歳【１９歳【１９４４４４７７７７（昭和（昭和（昭和（昭和２２２２２２２２）年）年）年）年２２２２月月月月１１１１１１１１日生まれ】日生まれ】日生まれ】日生まれ】    

                                                    学学学学    位位位位        経済学経済学経済学経済学博士＜博士＜博士＜博士＜京都京都京都京都大＞大＞大＞大＞    

                                                    専専専専    攻攻攻攻        経済思想史、社会経済学経済思想史、社会経済学経済思想史、社会経済学経済思想史、社会経済学    

    

    

広島国際大学広島国際大学広島国際大学広島国際大学    学長学長学長学長        焼廣焼廣焼廣焼廣    益秀益秀益秀益秀（（（（やけひろやけひろやけひろやけひろ・・・・ますひでますひでますひでますひで））））    

                                        〔〔〔〔５５５５代学長代学長代学長代学長、、、、１１１１期目期目期目期目〕〕〕〕    
                                                    出出出出    身身身身        広島広島広島広島県県県県    

                                                    年年年年    齢齢齢齢        ５６５６５６５６歳【１９歳【１９歳【１９歳【１９５８５８５８５８（昭和（昭和（昭和（昭和３３３３３３３３）年）年）年）年１２１２１２１２月月月月３１３１３１３１日生まれ】日生まれ】日生まれ】日生まれ】    

                                                    学学学学    位位位位        博士博士博士博士（医学）（医学）（医学）（医学）＜＜＜＜広島広島広島広島大＞大＞大＞大＞    

                                                    専専専専    攻攻攻攻        細胞電気生理学細胞電気生理学細胞電気生理学細胞電気生理学    

    

    

    

２．就２．就２．就２．就    任任任任    日日日日                        ＜＜＜＜３学長とも＞３学長とも＞３学長とも＞３学長とも＞２０２０２０２０１１１１５５５５年１年１年１年１１１１１月月月月１１１１日日日日    

                                                        （任期は２０１（任期は２０１（任期は２０１（任期は２０１７７７７年年年年１０１０１０１０月月月月３１３１３１３１日まで日まで日まで日までの２年間の２年間の２年間の２年間））））    

    

    

    

３．３．３．３．大学大学大学大学本部本部本部本部のののの所在地所在地所在地所在地        大阪工業大学大阪工業大学大阪工業大学大阪工業大学    大阪市旭区大宮大阪市旭区大宮大阪市旭区大宮大阪市旭区大宮 5555----16161616----1111【大宮キャンパス】【大宮キャンパス】【大宮キャンパス】【大宮キャンパス】    

                                摂摂摂摂    南南南南    大大大大    学学学学    大阪府大阪府大阪府大阪府寝屋川市池田中町寝屋川市池田中町寝屋川市池田中町寝屋川市池田中町 17171717----8888【寝屋川キャンパス】【寝屋川キャンパス】【寝屋川キャンパス】【寝屋川キャンパス】    

                                    広島国際広島国際広島国際広島国際大学大学大学大学    広島県広島県広島県広島県東広島市黒瀬学園台東広島市黒瀬学園台東広島市黒瀬学園台東広島市黒瀬学園台 555555555555----36363636【東広島キャンパス】【東広島キャンパス】【東広島キャンパス】【東広島キャンパス】    

    

６－２ 



西村泰志西村泰志西村泰志西村泰志大阪工業大学学長の略歴大阪工業大学学長の略歴大阪工業大学学長の略歴大阪工業大学学長の略歴    

    

    

１９７３年３月１９７３年３月１９７３年３月１９７３年３月                                大阪工大阪工大阪工大阪工業大学工学部建築学科卒業業大学工学部建築学科卒業業大学工学部建築学科卒業業大学工学部建築学科卒業    

１９７６年３月１９７６年３月１９７６年３月１９７６年３月                                    同同同同                大学院工学研究科建築学専攻修士課程修了大学院工学研究科建築学専攻修士課程修了大学院工学研究科建築学専攻修士課程修了大学院工学研究科建築学専攻修士課程修了    

１９７６年４月～８３年３１９７６年４月～８３年３１９７６年４月～８３年３１９７６年４月～８３年３月月月月     大阪工業大学工学部助手大阪工業大学工学部助手大阪工業大学工学部助手大阪工業大学工学部助手    

１９８３年４月～９２年３月１９８３年４月～９２年３月１９８３年４月～９２年３月１９８３年４月～９２年３月            同同同同                            講師講師講師講師    

１９９２年４月～９９年３月１９９２年４月～９９年３月１９９２年４月～９９年３月１９９２年４月～９９年３月            同同同同                            助教授助教授助教授助教授    

１９９９年４月～現在に至る１９９９年４月～現在に至る１９９９年４月～現在に至る１９９９年４月～現在に至る            同同同同                            教授教授教授教授    

    

学園内での主な役職経歴学園内での主な役職経歴学園内での主な役職経歴学園内での主な役職経歴    

２００７２００７２００７２００７年年年年４４４４月～月～月～月～１０１０１０１０年３月年３月年３月年３月        大阪工業大学大阪工業大学大阪工業大学大阪工業大学八幡工学実験場長八幡工学実験場長八幡工学実験場長八幡工学実験場長    

２０２０２０２０１０１０１０１０年４月～年４月～年４月～年４月～１３年３月１３年３月１３年３月１３年３月            同同同同                学生学生学生学生部長部長部長部長    

２０２０２０２０１３１３１３１３年４月～年４月～年４月～年４月～現在に至る現在に至る現在に至る現在に至る            同同同同                工学工学工学工学部長部長部長部長    

    

学外の主な活動学外の主な活動学外の主な活動学外の主な活動    

１９９２年４月～９６年３月１９９２年４月～９６年３月１９９２年４月～９６年３月１９９２年４月～９６年３月        日本建築学会鉄骨鉄筋コンクリート構造運営委員会委員日本建築学会鉄骨鉄筋コンクリート構造運営委員会委員日本建築学会鉄骨鉄筋コンクリート構造運営委員会委員日本建築学会鉄骨鉄筋コンクリート構造運営委員会委員    

１９９６年４月～１９９６年４月～１９９６年４月～１９９６年４月～２０１５２０１５２０１５２０１５年年年年３月３月３月３月        日本建築学会鋼コンクリート合成構造運営委員会委員日本建築学会鋼コンクリート合成構造運営委員会委員日本建築学会鋼コンクリート合成構造運営委員会委員日本建築学会鋼コンクリート合成構造運営委員会委員    

１９９７年４月～１９９７年４月～１９９７年４月～１９９７年４月～２００１年２００１年２００１年２００１年３月３月３月３月        日本建築総合試験所日本建築総合試験所日本建築総合試験所日本建築総合試験所建築技術安全審査委員会委員建築技術安全審査委員会委員建築技術安全審査委員会委員建築技術安全審査委員会委員    

２００１年４月～０２年３月２００１年４月～０２年３月２００１年４月～０２年３月２００１年４月～０２年３月        日本建築総合試験所日本建築総合試験所日本建築総合試験所日本建築総合試験所評価員・認定員評価員・認定員評価員・認定員評価員・認定員    

２００２年６月～０９年３月２００２年６月～０９年３月２００２年６月～０９年３月２００２年６月～０９年３月        日本建築総合試験所評議員日本建築総合試験所評議員日本建築総合試験所評議員日本建築総合試験所評議員    

２００４年１月～１３２００４年１月～１３２００４年１月～１３２００４年１月～１３年年年年１２月１２月１２月１２月        大阪府建築士審査会委員大阪府建築士審査会委員大阪府建築士審査会委員大阪府建築士審査会委員    

    

    

特特特特    記記記記    事事事事    項項項項    

特になし特になし特になし特になし    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

６－３ 



八木紀一郎八木紀一郎八木紀一郎八木紀一郎摂南大摂南大摂南大摂南大学学長の略歴学学長の略歴学学長の略歴学学長の略歴    

    

    

１９１９１９１９７１７１７１７１年年年年６６６６月月月月                                東京大学文学部社会学科卒業東京大学文学部社会学科卒業東京大学文学部社会学科卒業東京大学文学部社会学科卒業    

１９１９１９１９７５７５７５７５年３月年３月年３月年３月                                名古屋大学名古屋大学名古屋大学名古屋大学大学院大学院大学院大学院経済学研究科経済学研究科経済学研究科経済学研究科修士課程修士課程修士課程修士課程修了修了修了修了    

１９１９１９１９７８年３７８年３７８年３７８年３月月月月                                    同同同同                                                博士後期課程単位取得退学博士後期課程単位取得退学博士後期課程単位取得退学博士後期課程単位取得退学    

１９７１９７１９７１９７８８８８年年年年４４４４月～月～月～月～８０８０８０８０年年年年３３３３月月月月        岡山大学法文学部講師岡山大学法文学部講師岡山大学法文学部講師岡山大学法文学部講師    

１９１９１９１９８８８８０年４０年４０年４０年４月～月～月～月～８１８１８１８１年年年年９９９９月月月月            同同同同        経済学部講師経済学部講師経済学部講師経済学部講師    

１９８１９８１９８１９８１年１年１年１年１０月１０月１０月１０月～～～～８８８８５５５５年年年年３３３３月月月月            同同同同                        助教授助教授助教授助教授    

１９８４１９８４１９８４１９８４年年年年４４４４月～月～月～月～８８８８８８８８年年年年７７７７月月月月        京都大学経済学部助教授京都大学経済学部助教授京都大学経済学部助教授京都大学経済学部助教授    

（岡山大学との兼任期間＜１年＞を含む）（岡山大学との兼任期間＜１年＞を含む）（岡山大学との兼任期間＜１年＞を含む）（岡山大学との兼任期間＜１年＞を含む）    

１９８８１９８８１９８８１９８８年年年年８８８８月～月～月～月～９７年９７年９７年９７年３３３３月月月月            同同同同                        教授教授教授教授    

１９９７年４月～１９９７年４月～１９９７年４月～１９９７年４月～２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年３月３月３月３月            同同同同        大学院経済学研究科教授大学院経済学研究科教授大学院経済学研究科教授大学院経済学研究科教授    

１９９１９９１９９１９９９９９９年年年年10101010 月月月月～～～～２００２年２００２年２００２年２００２年３月３月３月３月            同同同同        評議員評議員評議員評議員    

２００９年４月～１０年３月２００９年４月～１０年３月２００９年４月～１０年３月２００９年４月～１０年３月            同同同同        大学院経済学研究科長・大学院経済学研究科長・大学院経済学研究科長・大学院経済学研究科長・経済学部長経済学部長経済学部長経済学部長    

２０１０年４月～現在に至る２０１０年４月～現在に至る２０１０年４月～現在に至る２０１０年４月～現在に至る        摂南大学教授摂南大学教授摂南大学教授摂南大学教授    

    

    

学園内での主な役職経歴学園内での主な役職経歴学園内での主な役職経歴学園内での主な役職経歴    

２０２０２０２０１０１０１０１０年４月～年４月～年４月～年４月～現在に至る現在に至る現在に至る現在に至る        摂南摂南摂南摂南大学大学大学大学経済学部長経済学部長経済学部長経済学部長    

２０２０２０２０１１１１１１１１年年年年１１１１１１１１月月月月～～～～現在に至る現在に至る現在に至る現在に至る            同同同同        副学長副学長副学長副学長    

２０１２０１２０１２０１５５５５年４月～現在に至る年４月～現在に至る年４月～現在に至る年４月～現在に至る            同同同同        地域総合研究所所長地域総合研究所所長地域総合研究所所長地域総合研究所所長    

    

    

学外の主な活動学外の主な活動学外の主な活動学外の主な活動    

２０２０２０２００３０３０３０３年年年年４４４４月～月～月～月～０５０５０５０５年３月年３月年３月年３月        経済学史学会代表幹経済学史学会代表幹経済学史学会代表幹経済学史学会代表幹事事事事    

２０２０２０２０００００５５５５年年年年４４４４月～月～月～月～０８０８０８０８年３月年３月年３月年３月        進化経済学会会長進化経済学会会長進化経済学会会長進化経済学会会長    

２００８年２００８年２００８年２００８年１０１０１０１０月月月月～１４年９月～１４年９月～１４年９月～１４年９月        日本学術会議連携会員日本学術会議連携会員日本学術会議連携会員日本学術会議連携会員    

２０１０年４月～現在に至る２０１０年４月～現在に至る２０１０年４月～現在に至る２０１０年４月～現在に至る        経済理論学会代表幹事経済理論学会代表幹事経済理論学会代表幹事経済理論学会代表幹事    

２０１５年９月～現在に至る２０１５年９月～現在に至る２０１５年９月～現在に至る２０１５年９月～現在に至る        Evolutionary and Institutional EconomicsEvolutionary and Institutional EconomicsEvolutionary and Institutional EconomicsEvolutionary and Institutional Economics    

Review(Springer)Review(Springer)Review(Springer)Review(Springer)    編集長編集長編集長編集長    

    

特特特特    記記記記    事事事事    項項項項    

    

特になし特になし特になし特になし    
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焼廣益秀焼廣益秀焼廣益秀焼廣益秀広島国際大学学長の略歴広島国際大学学長の略歴広島国際大学学長の略歴広島国際大学学長の略歴    

    

    

１９８３年３月１９８３年３月１９８３年３月１９８３年３月                                広島大学医学部医学科卒業広島大学医学部医学科卒業広島大学医学部医学科卒業広島大学医学部医学科卒業    

１９８３年４月～１９８３年４月～１９８３年４月～１９８３年４月～９２年９２年９２年９２年１１月１１月１１月１１月        広島大学医学部助手広島大学医学部助手広島大学医学部助手広島大学医学部助手    

１９９２年１９９２年１９９２年１９９２年１２月１２月１２月１２月～９８年～９８年～９８年～９８年３月３月３月３月            同同同同                    講師講師講師講師    

１９９８年４月～現在に至る１９９８年４月～現在に至る１９９８年４月～現在に至る１９９８年４月～現在に至る        広島国際大学教授広島国際大学教授広島国際大学教授広島国際大学教授    

    

    

学園内での主な役職経歴学園内での主な役職経歴学園内での主な役職経歴学園内での主な役職経歴    

２０１１年４月～１１年２０１１年４月～１１年２０１１年４月～１１年２０１１年４月～１１年１０月１０月１０月１０月        広島国際大学総合教育研究機構長広島国際大学総合教育研究機構長広島国際大学総合教育研究機構長広島国際大学総合教育研究機構長        

２０１１年２０１１年２０１１年２０１１年１１月１１月１１月１１月～１３年３月～１３年３月～１３年３月～１３年３月            同同同同                学生支援センター長学生支援センター長学生支援センター長学生支援センター長        

２０１３年４月～現在に至る２０１３年４月～現在に至る２０１３年４月～現在に至る２０１３年４月～現在に至る            同同同同                教務部長教務部長教務部長教務部長    

２０１４年２０１４年２０１４年２０１４年１１月１１月１１月１１月～～～～現在に至る現在に至る現在に至る現在に至る            同同同同                副学長副学長副学長副学長    

    

    

学外の主な活動学外の主な活動学外の主な活動学外の主な活動    

１９９３年４月～１９９３年４月～１９９３年４月～１９９３年４月～現在に至る現在に至る現在に至る現在に至る            日本生理学会評議員日本生理学会評議員日本生理学会評議員日本生理学会評議員    

２００１年５月～０２年４月２００１年５月～０２年４月２００１年５月～０２年４月２００１年５月～０２年４月        呉市市民科学技術セミナー運営委員会幹事呉市市民科学技術セミナー運営委員会幹事呉市市民科学技術セミナー運営委員会幹事呉市市民科学技術セミナー運営委員会幹事    

２０１３年３月～現在に至る２０１３年３月～現在に至る２０１３年３月～現在に至る２０１３年３月～現在に至る        臨床情報医工学プログ臨床情報医工学プログ臨床情報医工学プログ臨床情報医工学プログラムラムラムラム評価委員評価委員評価委員評価委員    

２０１３年４月～現在に至る２０１３年４月～現在に至る２０１３年４月～現在に至る２０１３年４月～現在に至る        教育教育教育教育ネッネッネッネットトトトワワワワーク中国運営委員ーク中国運営委員ーク中国運営委員ーク中国運営委員    

２０１４年４月～現在に至る２０１４年４月～現在に至る２０１４年４月～現在に至る２０１４年４月～現在に至る        日本日本日本日本高等高等高等高等教育評価機構教育評価機構教育評価機構教育評価機構評価員評価員評価員評価員    

    

    

特特特特    記記記記    事事事事    項項項項    

１９９５年１９９５年１９９５年１９９５年１０月１０月１０月１０月～９６年３月～９６年３月～９６年３月～９６年３月        文部文部文部文部省省省省在在在在外外外外研究員（研究員（研究員（研究員（アメアメアメアメリリリリカカカカ・・・・ベイラベイラベイラベイラー医科大学）ー医科大学）ー医科大学）ー医科大学）    
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学校法人常翔学園について 
 
 大阪工業大学をはじめ、摂南大学、広島国際大学、常翔学園中学校・高等学校、常翔啓光学園

中学校・高等学校の７学校を擁する学園です。２０２２年の学園創立１００周年に向けた「学園

のシンボリック拠点」として、２０１６年秋には「梅田キャンパス」の竣工を予定しています。

また、２０１５年５月１日現在、全体で約２万３千人の学生・生徒が在籍しています。 

組織の概要は下記の通りです。 
 

◆法 人 本 部 大阪市旭区 
 
◆大阪工業大学 大阪市旭区、大阪府枚方市      ＜学生数 7,274 人＞ 
 ■大学院 工学研究科（博士前期・後期課程） 
      情報科学研究科（博士前期・後期課程） 

知的財産研究科（専門職学位課程） 
       

●学 部 工学部（都市デザイン工学科、空間デザイン学科、建築学科、機械工学 
         科、ロボット工学科、電気電子システム工学科、電子情報通信 

工学科、応用化学科、環境工学科、生命工学科） 
情報科学部（コンピュータ科学科、情報システム学科、情報メディア学 
      科、情報ネットワーク学科） 
知的財産学部（知的財産学科） 

 
◆摂 南 大 学 大阪府寝屋川市、枚方市        ＜学生数 8,293 人＞ 
 ■大学院 薬学研究科（博士課程）＜４年制＞ 
      理工学研究科（社会開発工学専攻、生産開発工学専攻＜博士前期課程＞、 
             生命科学専攻＜修士課程＞、創生工学専攻＜博士後期課 

程＞） 
      経済経営学研究科（修士課程） 
      経営情報学研究科（博士後期課程） 
      法学研究科（修士課程） 
      国際言語文化研究科（修士課程） 
 
 ●学 部 理工学部（生命科学科、住環境デザイン学科、建築学科、機械工学科、 

電気電子工学科、都市環境工学科） 
      外国語学部（外国語学科） 
      経営学部（経営学科、経営情報学科） 
      薬学部（薬学科＜６年制＞） 

法学部（法律学科） 
経済学部（経済学科） 

      看護学部（看護学科） 
 
◆広島国際大学 広島県東広島市、呉市、広島市    ＜学生数 4,567 人＞ 
 ■大学院 看護学研究科（博士前期・後期課程） 

医療・福祉科学研究科（医療工学専攻＜博士前期・後期課程＞、医療 
福祉学専攻、医療経営学専攻＜修士課程＞）  

      心理科学研究科（臨床心理学専攻＜博士後期課程＞、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学専攻 
      ＜修士課程＞、実践臨床心理学専攻＜専門職学位課程＞） 

      工学研究科（修士課程） 
薬学研究科（博士課程＜４年制＞） 

  
 ●学 部 保健医療学部（診療放射線学科、医療技術学科） 
      総合リハビリテーション学部（リハビリテーション学科、リハビリ 

テーション支援学科） 
医療福祉学部（医療福祉学科） 
医療経営学部（医療経営学科） 
心理学部（心理学科） 

      看護学部（看護学科） 
      薬学部（薬学科＜６年制＞） 
      医療栄養学部（医療栄養学科） 
 

□専攻科 助産学専攻科（助産学専攻） 
 
◆常翔学園中学校・高等学校 大阪市旭区        ＜生徒数 2,052 人＞ 
 
◆常翔啓光学園中学校・高等学校 大阪府枚方市  ＜生徒数 1,330 人＞ 
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７学校全体の学生・生徒数は約２万３千人 

３大学では、１８学部３８学科１４研究科 
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