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入試説明会のお問合せは　大阪公立大学大学院 都市経営研究科 事務室 （杉本キャンパス） 

gr-kyik-gsum-apply@omu.ac.jp 

都市経営研究科 （社会人大学院） の２０２３年度向け冬季入試のための入試説明会および各コースの教育研究に関連したシンポ
ジウムは、 今秋は以下の予定で行います。 ここで研究科や各コースの内容の説明を聞き、 また各教員に質問していただくことが
できます。 入試をお考えの方は１０月からの公開シンポ ・ 説明会等に是非出席ください （一般参加可 ・ 事前申込制 ・ 参加無料）
★全て無料ですが完全申し込み制です。 開催形態は、 事前の感染症の状況によりオンライン開催に切り替える可能性があります。
このため必ず申し込みお願いします。 公開シンポジウムの申込みアドレス＝＞https://forms.office.com/r/HuvGZFJtq1　　　　
公開シンポのご質問 ・ お問合せは、 問合アドレスに @omu.ac.jp をつけたアドレスで担当教員にご連絡下さい。
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詳細は

土 第２回入試説明会
15:30

金
18:30

都市政策 ・
地域経済
コース①

都市政策 ・
地域経済
コース②

都市政策 ・
地域経済
コース③

【基調講演】 大内裕史氏 （（株） ZMP 姫路所長）
【司会】 小長谷一之

「自動運転車ラクロによるスマートシティへの挑戦」

都市ビジ
ネスコー
ス①

（博士前期 ・ 後期） 梅田サテライト文交センターホールにて開催予定、
申込みアドレス＝＞　https://forms.office.com/r/jcyvnsvtjd

土 第１回入試説明会15:30

（博士前期 ・ 後期） オンライン。
申込みアドレス＝＞　https://forms.office.com/r/Wvq169KAtx

日
第１回入試説明会14:00

医療 ・ 福祉イノベーション経営
　コース

杉本キャンパス学術情報総合センター１F 文化交流室を予定。 オンラインになる場合もあ

り必ず申し込みしてください※申込みは kawamurat@omu.ac.jp までご連絡ください

（梅田サテライト文化交流センターにて開催予定
　問合アドレス　konagaya）

10/7

木
18:30

【基調講演】 志村駿介氏 （（株） Lean on Me 代表取締役）
【司会】 梅原清宏

「インクルーシブ × テクノロジー × きょうだい」
（梅田サテライト文化交流センターにて開催予定
　問合アドレス　umehara）

10/20

都市ビジ
ネスコー
ス②

木
18:30

【基調講演】 大場正樹氏 （（株） ゼロプラス代表取締役）
【司会】 金野和弘

「インフレ時代を生き残る下請製造業のための劇的価格交渉術」
（梅田サテライト文化交流センターにて開催予定
　問合アドレス　konnok）

11/10

都市行政
コース①金

18:30

【基調講演】 東克宏氏 （大東市政策推進部長） 【司会】 五石敬路、 元吉由紀
子 （NPO 法人自治体改善マネジメント研究会理事長、 本研究科博士後期課程）「公民連携事業による都市経営」

（梅田サテライト文化交流センターホールにて開催予定　問合アドレス goishi　※オンラインでも参加
可能です。 日が近づきましたら zoom の URL をお送りします）

11/18
都市行政
コース②

都市行政
コース③

金
18:30

【基調講演】 生水裕美氏 （一般社団法人生活困窮者自
立支援全国ネットワーク理事） 【司会】 五石敬路「コロナ禍の自治体現場に何が求められたか」

（梅田サテライト文化交流センターホールにて開催予定　問合アドレス goishi　※オンラインでも参加
可能です。 日が近づきましたら zoom の URL をお送りします）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（梅田サテライト文化交流センターホールにて開催予定　問合

アドレス goishi　※オンラインでも参加可能です。 日が近づきましたら zoom の URL をお送りします）

11/25

火
18:30

【基調講演】 柴田智之氏 （敦賀市都市整備部都市政策課課長補佐）、 鈴木康
友氏 （丸善雄松堂株式会社 Research & Innovation 本部長） 【司会】 佐野修久

「地域の「血」となる「知」の拠点の形成－福井県敦賀市における公民連携 (PPP) による

駅前開発事業 otta「ちえなみき」の挑戦－」11/29

金
18:30

【基調講演】 金丸弘美氏 （内閣官房地域活性化応援隊地域活
性化伝道師、 総務省地域力創造アドバイザー） 【司会】 小長谷一之

「自然な食と農による地域活性化」 （梅田サテライト文化交流センターにて開催予定
　問合アドレス　konagaya）10/28

10/15

10/22
水 第３回入試説明会
18:30

（博士前期 ・ 後期） 梅田サテライト文交センターホールにて開催予定、
申込みアドレス＝＞　https://forms.office.com/r/g2E6BMWFu210/26

土 第４回入試説明会
15:30

（博士前期 ・ 後期） 梅田サテライト文交センターホールにて開催予定、
申込みアドレス＝＞　https://forms.office.com/r/BAsRZ39qLE11/12

11/6

日
第２回入試説明会14:00

医療 ・ 福祉イノベーション経営
　コース

杉本キャンパス学術情報総合センター１F 文化交流室を予定。 オンラインになる場合もあ

り必ず申し込みしてください※申込みは kawamurat@omu.ac.jp までご連絡ください11/27

（梅田サテライト文化交流センターにて開催予定　問合アドレス　nosano）

金
18:30

都市政策 ・
地域経済
コース④

【基調講演】 船田学氏 （日本総研シニアマネージャー）
【司会】 永田潤子

「２０３０年のスマートシティとは」 （梅田サテライト文化交流センターにて開催予定
　問合アドレス　jnagata）

（梅田サテライト文化交流センターにて開催予定
　問合アドレス　yoshida）

12/2
水

19:00
【基調講演】 石井光太氏 （ノンフィクション作家） 【司会】 五石敬路

「困難にある子供たちが抱える問題と、セーフティーネットのあり方」12/7

都市ビジ
ネスコー
ス④

木
18:30

【基調講演】 松村雄太氏 （Web3 総合
研究所） 【司会】 小関珠音

「NFT/ メタバースがよくわかる（仮）」12/15
金

18:30
【基調講演】 林曉甫 （NPO 法人インビジブル理事長）
【司会】 吉田隆之

「アートを触媒に新たな状況を育み続けていくための実践」12/16
都市政策 ・
地域経済
コース⑤

都市行政
コース④金

18:30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ディスカッサント】 山崎史郎氏 （内閣官房参与）、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関口昌幸氏 （横浜市政策局共創推進課）、 岩田千
栄美氏 （桃山学院大学講師、 本研究科修了生）、 海老名ゆりえ氏 （大阪府内保育園園長、 本研究科修了生）、 塩川悠氏 （社会福
祉士、 本研究科修了生）、 小田美奈子 （認定こども園園長、 本研究科修了生） 【司会】 五石敬路

「山崎史郎氏と「人口戦略法案」を議論する！」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （梅田サテライト１０１教室にて
開催予定　問合アドレス goishi　※オンラインでも参加可能です。 日が近づきましたら zoom の URL をお送りします）

12/16

都市ビジ
ネスコー
ス③

木
18:30

【基調講演】 菱沼一郎氏 （菱沼貿易
( 株 ) 代表取締役） 【司会】 小関珠音

「日本の中小企業１万社で年間売上１兆円を目指す（仮）」12/8

都市ビジ
ネスコー
ス⑤

木
18:30

【基調講演】 松本修吉氏 （（公社 ) 島根県観光連盟専務理事） 【司会】 近勝彦「島根県の観光政策とその展開」
（梅田サテライト１０１教室にて開催予定問合アドレス　chika）1/12

金
18:30

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【講演者】 （１） 「メタバースの市場分析」 林浩一 （大阪公立大学大学院都市経営研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　科博士後期課程） （２） 「仮想経済圏の社会経済的意義」 金野和弘 （大阪公立大学大
学院都市経営研究科教授 （３） 「仮想経済圏の発展可能性」 近勝彦 （大阪公立大学大学院都市経営研究科教授） （４） 「Local to 
Global のビジネスモデル」 杉原佳尭氏 （Netflix 合同会社 ディレクター） 【司会】 梅原清宏 （梅田サテライト文化交流センターホール
にて開催予定　問合アドレス konnok）

「仮想経済圏の現在と未来」

1/27
都市ビジ
ネスコー
ス⑥

（梅田サテライト文化交流センターホールにて開催予定　問合アドレス tamane.ozeki
※オンラインでも参加可能です。 日が近づきましたら zoom の URL をお送りします）

（梅田１０１教室にて開催予定　問合アドレス tamane.ozeki　※オンラインでも参加可能
です。 日が近づきましたら zoom の URL をお送りします）


