2012 年 8 月 31 日

プレスリリース
大阪大学・科学記者クラブ

御中
公立大学法人大阪市立大学

平成２４年度 大阪市立大学公開授業
経済学部企画講座（経友会講座）産業経済論特殊講義３
大阪市立大学経済学部では、平成 24 年 10 月 4 日（木）から平成 25 年 1 月 17 日（木）の期間、
経済学部企画講座（経友会講座）産業経済論特殊講義 3 を開催します。
経済学部および経済学研究科の同窓会組織・経友会による公開企画講座も、今年で 8 回目。本年度は
経済学部と他学部の卒業生をお招きして、産業界などでの実体験を語っていただきます。
製造業はもとより、電力、金融、新聞、観光など多様な分野から、さらに自治体首長にも講義をして
いただきます。
多数の方々のご参加をお待ちしています。
＜経友会とは＞
記念事業を興し合せて経済学部のさらなる発展のために側面的な支援を行うことを目的として、平成９年に
経済学部卒業生の多くの人たちと教員がたが一体的な協力を重ね、熱い思いをもって設立された同窓会です。
当会はその成り立ちの経緯から、ユニークな活動を続ける同窓会として知られており、現在では歴史と伝統
のある文科系同窓会「有恒会」傘下の学部同窓会として位置づけられて様々の活動を続けています。

記
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日時・テーマ・講師
日

時

10 月 4 日（木）
16:20～17:50

テーマ
生き残れるサラリーマンになれ
―グローバル経営と超円高時代―

講

師

仲元俊二 （S40 経）
小説家(ペンネーム仲俊二郎)
元川崎重工業㈱

10 月 11 日（木） ものづくりの大切さ

髙橋孝三 （S32 経）

16:20～17:50

元西陣織工業組合

10 月 18 日（木）
16:20～17:50

―京都の伝統産業から―
職業としての銀行員

10 月 25 日（木）
16:20～17:50

森定 学 （S44 経）
元第一勧業銀行
坂本昌彦 （S37 法）

企業体質と信用

元蝶理㈱
全日本能率連盟認定
マネジメント・コンサルタント

11 月 8 日（木）

電気事業を取り巻く情勢の変化

間場壽之 （S62 法）

16:20～17:50

―変わらぬ使命のために、変わり続ける関

関西電力㈱

西電力―
11 月 15 日（木） 我が国の交通インフラについて

川本 清 （S49 工院）

16:20～17:50

阪神高速道路㈱ 元大阪市港湾局

―特に高速道路、港湾整備―

11 月 22 日（木） 和泉市の産業とまちづくり

辻 宏康 （H16 法院）

16:20～17:50

和泉市長

―地域行政の責任者として―

11 月 29 日（木） クラボウ人生半世紀

釜谷昌宏 （S39 経）

16:20～17:50

㈱クラボウインターナショナル

―雑学 繊維業界興亡史 東レ・伊藤忠商事
からユニクロまで―

12 月 6 日（木）
16:20～17:50

髙田雄司 （H9 経院）
ギリシャの金融危機とＥＵ経済の今後

大阪経済法科大学客員教授
元パナソニック

12 月 13 日（木）
16:20～17:50
12 月 20 日（木）
16:20～17:50

知財とは～キヤノンの知財戦略について
化学産業と技術革新

玉利真人 （S57 工）
キヤノン㈱
竹内敝夫 (経院後期 H9）
元住友化学㈱

1 月 10 日（木）

旅行業とはどういうビジネスか？

伏田昌義 （S53 経）

16:20～17:50

―ロシア専門旅行社としての経験から―

ジェーアイシー旅行センター㈱

1 月 17 日（木）
16:20～17:50

前田隆司 （S49 法）
報道の矛盾とジレンマ

関西外国語大学教授
元毎日新聞記者

（注） 講師および内容・日時は変更する場合があります。
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場
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申込方法

受講資格 18 歳以上の方で、全期間通じて受講可能な方
受講料
無料（※ただし、資料代として 2,000 円）
定 員
100 名（申し込み多数の場合抽選）
締 切
平成 24 年 9 月 20 日（木） 消印有効
往復ハガキに住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、返信用ハガキに
宛名を記入の上、下記申込先まで郵送ください。
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申込先

〒558-8585
大阪市住吉区杉本 3-3-138
大阪市立大学 学生サポートセンター内 経済学部教務担当
大阪市立大学公開授業 経済学部 企画講座（経友会講座）係

所

大阪市立大学 田中記念館大会議場（※ 履修状況によっては教室変更あり）
JR 阪和線「杉本町（大阪市立大学前）
」駅より徒歩約 10 分
地下鉄「あびこ」駅より徒歩約 20 約

以上

【本件に関する問合せ先】
大阪市立大学 学生サポートセンター 経済学部教務 担当：岸本、髙井
TEL：06-6605-2251/2252

FAX：06-6605-3065

※問合せ可能日、可能時間（土・日・祝を除く 9:00～17:00）

平成24年度 大阪市立大学公開授業
経済学部 企画講座（経友会講座）

産業経済論特殊講義３

担当 経済学部 教授 福原 宏幸
実施期間
平成２４年１０月４日（木）～平成２５年１月１７日（木）
講義時間
午後４時２０分～午後５時５０分
会
場
田中記念館大会議場(履修状況によっては教室変更あり)
【講義内容】
経済学部および経済学研究科の同窓会組織・経友会による公開企画講座も、今年で８回目。本年度も経
済学部と他学部の卒業生をお招きして、産業界などでの実体験を語っていただきます。製造業はもとより、
電力、金融、新聞、観光など多様な分野から、さらに自治体首長にも講義をしていただきます。
日程
10月4日

10月11日
10月18日

内容（テーマ）
生き残れるサラリーマンになれ
―グローバル経営と超円高時代―
ものづくりの大切さ
―京都の伝統産業から―
職業としての銀行員

講師
仲元俊二 （S40経）
小説家(ペンネーム仲俊二郎)
元川崎重工業㈱
髙橋孝三 （S32経）
元西陣織工業組合
森定 学 （S44経）
元第一勧業銀行

10月25日

企業体質と信用

坂本昌彦 （S37法）
元蝶理㈱
全日本能率連盟認定
マネジメント・コンサルタント

11月8日

電気事業を取り巻く情勢の変化
―変わらぬ使命のために、変わり続ける関西電力―

間場壽之 （S62法）
関西電力㈱

11月15日

我が国の交通インフラについて
―特に高速道路、港湾整備―

川本 清 （S49工院）
阪神高速道路㈱ 元大阪市港湾局

和泉市の産業とまちづくり

辻 宏康 （H16法院）

11月22日

―地域行政の責任者として―

和泉市長

11月29日

クラボウ人生半世紀
―雑学 繊維業界興亡史 東レ・伊藤忠商事からユニクロまで―

釜谷昌宏 （S39経）
㈱クラボウインターナショナル

12月6日

ギリシャの金融危機とＥＵ経済の今後

髙田雄司 （H9経院）
大阪経済法科大学客員教授
元パナソニック

12月13日

知財とは～キヤノンの知財戦略について

12月20日

化学産業と技術革新

1月10日

旅行業とはどういうビジネスか？
―ロシア専門旅行社としての経験から―

1月17日

報道の矛盾とジレンマ

玉利真人 （S57工）
キヤノン㈱
竹内敝夫 (経院後期H9）
元住友化学㈱
伏田昌義 （S53経）
ジェーアイシー旅行センター㈱
前田隆司 （S49法）
関西外国語大学教授

元毎日新聞記者
（注） 講師および内容・日時は変更する場合があります。
【申し込み方法】
（１）受講資格 １８歳以上の方で、全期間通じて受講可能な方
（２）募集人員 １００名（応募者多数の場合抽選）
（３）受講料
無料（ただし、資料代 として２，０００円）
（４）会場へは JR阪和線『杉本町（大阪市立大学前）』駅より徒歩約１０分
地下鉄『あびこ』駅より徒歩約２０分
（５）応募方法 往復ハガキに住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、返信用ハガキに宛名を記入の
うえ申込み下さい。
（６）締め切り 平成２４年９月２０日（木）消印有効
（７）申込及び 〒558-8585 大阪市住吉区杉本３－３－１３８
問合せ先 大阪市立大学 学生サポートセンター 経済学部 教務担当
℡06-6605-2252

