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都市経営研究科
入試説明会 ・ 公開シンポ
ジウム案内 (22 年向け夏季 )

入試説明会のお問合せは　大阪市立大学大学院 都市経営研究科 事務室 

gsum-apply@list.osaka-cu.ac.jp 

都市経営研究科 （社会人大学院） の２０２２年度向け夏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、 今夏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、 この夏季は４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） 公開シンポのご質問 ・ お問合せは、 問合アドレスに @osaka-cu.ac.jp をつけたアドレスで担当教員にご連絡
下さい。 開催形態の 「リアル※オンライン」 は事前の感染症の状況判断でオンライン開催に切り替える可能性があるものです。
必ず申し込みお願いいたします。 公開シンポジウム申込みアドレス＝＞　https://forms.office.com/r/6UpgLRNygJ
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詳細は

6/26 土 第１回入試説明会

4/30金18:30

都市政策
・ 地域経
済コース①

【基調講演】 梨岡英理子氏 （株式会社　環境管理会計研究所代表取締役）
【司会】 遠藤尚秀

15:30

（オンライン、 問合アドレス　endonhd）

7/7 水 第２回入試説明会18:30

7/17土 第３回入試説明会15:30

7/10土 入試説明会19:00
都市行政コース

「環境会計を使った資源生産性向上－ゴミとコストを削減する中小企業の管理
会計」

5/14金18:30

都市政策
・ 地域経
済コース②

【基調講演】 中村郁博 氏 （前 株式会社　価値総合研究所執行役員経営企画部長）

【司会】 佐野修久 （オンライン、 問合アドレス　nosano）

「地域商社と都市経営－地域の稼ぐ力と価値を高める仕組みづくり」

5/14金18:30

都市行政
コース① 【基調講演】 山田昌邦 氏 （共同通信社福島支局支局長）

【司会】 髙野恵亮 （オンライン、 問合アドレス　takano）

「震災後 10 年のフクシマ」

5/20木18:30

都市ビジ
ネスコー
ス①

【基調講演】 東忠男 氏 （イーベルスベルク株式会社代表取締役）

【司会】 梅原清宏
（オンライン、 問合アドレス　umehara）

「フリーズドライの可能性を追求して」

5/28金18:30

都市行政
コース②

【基調講演】 谷口仁史 氏 （NPO スチューデント ・ サポート ・ フェイス 代表理事）　【司会】 五石敬路

（オンライン、 問合アドレス　goishi）

「不登校、ひきこもり、非行、ニート等アウトリーチ（訪問支援）と重層的な
支援ネットワークを活用した多面的アプローチ」

6/4 金
18:30

都市行政
コース③ 【基調講演】 伊集守直 氏 （横浜国立大学大学院国際社会科学研究院 教授）

【司会】 水上啓吾 （オンライン、 問合アドレス　mizukami）

「スウェーデンにおける生活保障と地方税」

6/10木
18:30

都市ビジ
ネスコー
ス②

【基調講演】 三寺歩 氏 （ミツフジ株式会社　代表取締役）
【司会】 小関珠音 （リアル※オンライン ( リアルの場合 101 教室を予定 ) 問合アドレス　ozeki）

「ウェアラブルのその先へ－「SMALL GIANTS」ミツフジが切り拓く未踏の
道（仮）」

6/18金
18:30

都市政策
・ 地域経
済コース③

【基調講演】 中崎透 氏 （アーティスト）
【司会】 吉田隆之 （オンライン、 問合アドレス　yoshida）

「現代アート入門」

6/19土
15:30

都市行政
コース④

【報告者】 能島裕介 氏 （尼崎市理事 ・ 修了生）、 塩川悠 氏 （社会福祉士 ・ 修了生）、 畑中久代 氏 （cocokara 代表 ・
元自治体職員 ・ 修了生） 【コメンテータ】 埋橋孝文 氏 （同志社大学教授）
【司会】 五石敬路

（オンライン、 問合アドレス　goishi）

「自治体における子ども支援とコミュニティ施策」

6/29火18:30

都市行政
コース⑤ 【基調講演】 金田裕樹 氏 （ガラス作家、 paraglass）

【司会】 久末弥生 （リアル※オンライン ( リアルの場合文交センターホールを予定 ) 問合アドレス　hisasue）

「大阪のガラス作家とガラスペンの世界」

6/30水
18:30

都市政策
・ 地域経
済コース④

【基調講演】 永平寺町担当課長補佐 ・ 係長様、 河内長野市担当課長様、 Willer( 株 ) 担当マネージャー様
【ご挨拶】 遠藤尚秀、 【司会】 小長谷一之

「自動運転とスマートシティによる地域課題解決をめざして」

7/15木
18:30

都市ビジ
ネスコー
ス③

【基調講演】 吉田博高 氏 （ユメノソラホールディングス株式会社　代表取締役）
【司会】 近勝彦

「新しいポップカルチャービジネスの創造と展開」

7/30金18:30

都市ビジ
ネスコー
ス④ 【基調講演】 阪神阪急グループ　勝山浩子氏、 公文塾　鈴木康宏氏、 大阪日本語アカデミー理事長 ・ 新田悟朗氏

【趣旨説明】 近勝彦、 【司会】 梅原清宏

「中小企業 DX の未来の人材を創る－こどものロボット・プログラミング教育
からデータマイニングビジネスまで」

（オンライン、 問合アドレス konagaya）

（リアル※オンライン ( リアルの場合文交センターホールを予定 ) 問合アドレス　chika）

（リアル※オンライン ( リアルの場合文交センターホールを予定 ) 問合アドレス　chika）

オンライン　入試説明会申込みアドレス
　　　　　　　　＝＞https://forms.office.com/r/Kc5kpPdwPD

オンライン　入試説明会申込みアドレス
　　　　　　　　＝＞https://forms.office.com/r/Kc5kpPdwPD

オンライン　入試説明会申込みアドレス
　　　　　　　　＝＞https://forms.office.com/r/Kc5kpPdwPD

オンライン
　※参加申込みは goishi@osaka-cu.ac.jp までご連絡ください

7/11日 入試説明会14:00

医療 ・ 福祉イノベーション
経営コース

リアル※オンライン ( リアルの場合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）※参加申込みは kawamurat@osaka-cu.ac.jp までご連絡ください

7/12月 入試説明会19:00

都市行政コース オンライン
　※参加申込みは goishi@osaka-cu.ac.jp までご連絡ください


