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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 (23 年向け夏季 )

GSUM 都市経営

大阪公立大学大学院

Graduate School of
Urban Management

研究科

都市経営研究科 （社会人大学院） の２０２３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 @omu.ac.jp をつけたアドレスで担当教員にご連絡下さい。
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/3HiYFyP8Nq
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木 ネスコー

「創業 200 億円ビジネスとその後の発展」

都市ビジ

【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
（梅田サテライト１０１教室にて開催予定 問合アドレス chika）
18:30 ス①
都市ビジ 「地方にお金が落ちる仕組みを構築する」
【基調講演】 芝先恵介氏 （㈱トラベルテックラボ 代表取締役）
ネスコー
【司会】 小関珠音
18:30 ス②
（梅田サテライト１０１教室にて開催予定 問合アドレス tamane.ozeki）
都市政策 「エネルギー自治と地域の持続可能性」
・ 地域経
【基調講演】 諸富徹氏 （京都大学大学院経済学研究科教授）
（梅田サテライト１０１教室にて開催予定 問合アドレス endonhd）
18:30 済コース① 【司会】 遠藤尚秀

「社会保障制度の利用申請におけるデジタル活用の可能性－支援現場からみえる
課題を通して－」 【基調講演】 横山北斗氏 （NPO 法人 Social Change Agency 代表理事、 内閣官房 孤独 ・ 孤立対策担当

都市行政
コース①

18:30

室 HP 企画委員会 委員） 【コメンテータ】 林佐和子 （修了生、 大阪国税局職員）、 大塚文彦 （修了生、 大阪府職員）
【司会】 五石敬路
（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

都市ビジ
ネスコー
18:30 ス③
都市行政
コース②
18:30
都市ビジ
ネスコー
18:30 ス④
都市政策
・ 地域経
18:30 済コース②

「社会の壁に穴をあける -MOMADO がつくる新たな関係デザイン -」
【基調講演】 竹林謙氏 （X Designer, ツナガル㈱）
【司会】 小関珠音
（梅田サテライト１０１教室にて開催予定

goishi）

問合アドレス tamane.ozeki）

「海洋プラスチックごみ対策に関する現状と政策・法制度」
【基調講演】 宗像優氏 （九州産業大学 地域共創学部教授）
【司会】 髙野恵亮
（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 k-takano）

「生体情報で、人間の道を編みとく」
【基調講演】 三寺歩氏 （ミツフジ株式会社 代表取締役社長）
【司会】 小関珠音
（梅田サテライト１０１教室にて開催予定

問合アドレス tamane.ozeki）

「危機に直面する橋梁と橋梁マネジメント」
【基調講演】 植野芳彦氏 （植野インフラマネジメントオフィス 代表）
【司会】 佐野修久
（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）

15:30

第１回入試説明会

（博士前期課程） 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/D3zYQRqGcw

18:30

第２回入試説明会

（博士前期課程） 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/9hs0G21QHy

都市政策 「2025 年 日本国際博覧会（大阪・関西万博）にむけて」
・ 地域経
【基調講演】 森栄子氏 （２０２５年日本国際博覧会協会 機運醸成局 地域観光部 審議役）
18:30 済コース③ 【司会】 佐藤道彦
（梅田サテライト１０１教室にて開催予定 問合アドレス michihiko.sato）
都市行政 「演劇 × 中小企業－エデュテイメントの試み－」
コース③
【基調講演】 本多哲夫氏 （大阪公立大学経営学研究科教授）
【司会】 久末弥生
18:30
（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 hisasue）
都市行政 「人口減少と全世代型社会保障」
コース④
【基調講演】 山崎史郎氏 （内閣官房参与）
（オンライン 問合アドレス goishi）
【司会】 五石敬路
18:30
14:00

15:30

医療 ・ 福祉イノベーション
経営コース 入試説明会

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

第３回入試説明会

（博士前期課程） 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/uFRC05jViU

都市政策 「構想４０年、大阪の宝、大阪中之島美術館ついに開館」
・ 地域経
【基調講演】 菅谷富夫氏 （大阪中之島美術館 館長） 【ご挨拶】 遠藤尚秀 【司会】 小長谷一之
（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）
18:30 済コース④
都市ビジ 「フリーズドライの可能性を追求して」
ネスコー
【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
（梅田サテライト１０１教室にて開催予定 問合アドレス umehara）
18:30 ス⑤
14:00

医療 ・ 福祉イノベーション
経営コース 入試説明会

都市ビジ
ネスコー
18:30 ス⑥

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

「中小企業ＤＸをＡＩでひらく（※１）」 「教育機関で拡がるデータサイエンス教育（※２）」
「社会人大学院の中のデータサイエンスの意義と課題（※３）」
【基調講演】 （１） 廣見剛利氏 （株式会社マーケティングデザイン代表取締役 CEO）、 （２） 金野和弘 （都市経営研究科教授）、
（３） 近勝彦 （都市経営研究科教授）
（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 chika）

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

詳細は

https://www.omu.ac.jp/gsum/

