GSUM 都市経営

社会人向け大学院
都市経営研究科オンライン
入試説明会 ・ 公開シンポ
ジウム案内 (21 年向け冬季 )

大阪市立大学大学院

Graduate School of
Urban Management

研究科

全体入試説明会は 10 月 24 日、 11 月 7 ・ 18 日、 行政コース単独の説明会は 11 ・ 21 日に行います。 特に入試につい
て説明を聞きたい方は入試説明会に出席ください。 いずれも参加費無料オンライン、 事前に以下の申込先に連絡 （申込アド
レスＡ） gsum-apply＠list.osaka-cu.ac.jp、 （以下申込アドレスは、Ｘ＠osaka-cu.ac.jp のＸに以下の宛先入れてください）
（申込アドレスＢ） konagaya （申込アドレスＣ） umehara （申込アドレスＤ） takano （申込アドレスＥ） hisasue （申込アドレ
スＦ） shindo （申込アドレスＧ） endonhd （申込アドレスＨ） mizukami （問合アドレス I） yoshida （申込アドレス J） goishi

金

10/9
10/24 土 第１回入試説明会
10/29 木
11/6 金
11/7 土 第２回入試説明会
入試説明会
11/11 水
11/13 金
11/13 金
11/18 水 第３回入試説明会
11/19 木
11/20 金
入試説明会
11/21 土
11/24 火
12/4 金
12/11 金
12/19 土
18:30

都市政策 ・ 地域経済コースシンポジウム 「都市と商業まちづくり」
（申込アドレス Ｂ）

【基調講演】 京都府立大学教授 宗田好史氏
【司会】 小長谷一之 （都市経営研究科教授）

（申込アドレス Ａ）
（申込期間 10/7-10/21）

15:30

都市ビジネスコースシンポジウム 「『起業の科学』著者が語る新規事業７つのポ
【基調講演】 （株） ユニコーンファームＣＥＯ 田所雅之氏
（申込アドレス Ｃ）
18:30 イント」 【司会】 梅原清宏 （都市経営研究科教授）
都市行政コースシンポジウム 「事業仕分けの意義と進化」
18:30

【基調講演】 構想日本総括ディレクター ・ 理事 伊藤伸氏
【司会】 髙野恵亮 （都市経営研究科教授）

（申込アドレス Ｄ）
（申込アドレス Ａ）
（申込期間 10/22-11/4）

15:30

19:00

都市行政コース
単独 （第１回）

（※） 詳細につきましては都市行政コースホームページ
（https://www.ug.gsum.osaka-cu.ac.jp/） をご覧下さい。

都市政策 ・ 地域経済コースシンポジウム 「自然な食と農による地域活性化」

18:30

【基調講演】 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 金丸弘美氏 【司会】 小長谷一之 （都市経営研究科教授）

（申込アドレス Ｂ）

都市行政コースシンポジウム 「経営者の認知症対策」

18:30

【基調講演】 司法書士／勝司法書士法人代表社員 勝猛一氏
【司会】 久末弥生 （都市経営研究科教授）

（申込アドレス Ｅ）
（申込アドレス Ａ）
（申込期間 11/2-11/15）

19:00

都市ビジネスコースシンポジウム 「サテライトワークによるビジネス展開」

18:30

【基調講演】 （株） ブックスタンド代表取締役 笹本正明氏
【司会】 新藤晴臣 （都市経営研究科教授）

（申込アドレス Ｆ）

都市政策 ・ 地域経済コースシンポジウム 「丹鉄が目指す MaaS とは」

18:30

15:30

【基調講演】 WILLER TRAINS （株） 代表取締役社長 寒竹聖一氏
【司会】 遠藤尚秀 （都市経営研究科教授）

都市行政コース
単独 （第２回）

（申込アドレス Ｇ）

（※） 詳細につきましては都市行政コースホームページ
（https://www.ug.gsum.osaka-cu.ac.jp/） をご覧下さい。

都市行政コースシンポジウム 「都市行政の最先端と大都市制度」

18:30

【担当】 髙野恵亮 （都市経営研究科教授）、 久末弥生 （都市経営研究科教授）、
五石敬路 （都市経営研究科准教授）、 水上啓吾 （都市経営研究科准教授）

（申込アドレス Ｈ）

都市政策 ・ 地域経済コースシンポジウム 「現代アート入門－映像編」

18:30

【基調講演】 美術家 ・ 映像作家 山城大督氏
【司会】 吉田隆之 （都市経営研究科准教授）

（問合アドレス Ｉ ）

（申込ＵＲＬ） PEATIX 事前申込 https://peatix.com/event/1691789

都市行政コースシンポジウム 「日本のセーフティネットの何が問題なのか」

18:30

【基調講演】 経済学研究科教授 松本淳氏
【司会】 水上啓吾 （都市経営研究科准教授）

都市行政コースシンポジウム 「都市行政と子ども支援」

15:30

【基調講演】 社会福祉士 塩川悠氏、 大阪府内小規模保育園園長 海老名ゆりえ氏、
公立幼保連携型認定こども園 小田美奈子氏、 文学研究科准教授 森久佳氏
【司会】 五石敬路 （都市経営研究科准教授）

（申込アドレス Ｈ）
（申込アドレス Ｊ ）

お問い合わせ 〒558-8585 大阪市住吉区杉本 3-3-138 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

詳細は

https://www.gsum.osaka-cu.ac.jp/

