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大阪成蹊
大学

お問合せ先

● 阪急京都線「相川」駅 東改札口を出て徒歩約5分（約300m）
● JR京都線「吹田」駅からスクールバスで7分、
   「相川」駅降車 徒歩約5分（約300m）
● 大阪メトロ今里筋線「井高野」駅からスクールバスで5分
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卒業後の進路

公務員をめざす！ 公共性の高い仕事をめざす！ 公共サービスにかかわる
幅広い進路

公務員

都道府県

国

警察 消防

市町村

大きく広がる活躍の
場

　充実した公務員試験対策、少人数教育の
きめ細かい指導により、公務員試験合格を
めざします。地方公務員（都道府県、市町村
など）、国家公務員、警察官、消防士などのほ
か、独立行政法人、国立大学法人などの準
公務員にも対応します。

　地域の現場での実践・学びを通じて、公共
人財に求められるマインドを習得し、公共
サービスにかかわる仕事、公共性の高い仕
事を幅広く目指します。（信用金庫、JA、交通
機関、商工会議所、企業のCSR部門のほか、
公益法人、NPOなどの非営利組織など。）
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経営学部  経営学科

公共政策コース
Faculty of Management, Department of Management

Public Management Course  

　公共政策コースでは連携協定を結ん
でいる自治体や公的機関へのインター
ンシップを実施しています。2021年度
は5団体へ学生を派遣しました。イン
ターンシップ期間中、参加学生は、秘書、
広報、経営計画業務の経験など独自の
プログラムにより、地方公務員への職業
理解や就業意欲を高めます。

経営計画に関するプレゼン 市長へのインタビュー

コース紹介の記事と動画を　
　見ることができます。▶



未来を築く「公共人財」となる公共政策×ＳＤＧs～持続的な
SDGsと豊かな地域を 公共政策で達成する

社会を支え、安全・安心を 守り、生活を豊かにする!

■ 多彩な活躍の場

■ 公共政策コースの学びの特徴

社会を支える 安全・安 心を守る 生活を豊かにする

市町村　都道府県　国　警察　消防　
海上保安　警備業　医療・福祉・介護施設　など

［ 主な活躍の場 ］
警察　防犯　消防　救急救命　防災・減災
復旧・復興　医療　福祉　介護 など

［ 主な業務内容 ］
市町村　都道府県　国　建設業　製造業　
情報通信業　運輸業　金融業　など

［ 主な活躍の場 ］
まちづくり　道路　河川　港湾　公園　
上下水道　住宅　電気・ガス　建設　製造
情報・通信　交通・運輸　銀行　信用金庫　
信用組合　自然環境保全　など

［ 主な業務内容 ］
市町村　都道府県　国　商工会議所　ＪＡ　
サービス業　卸売・小売業　宿泊業　
製造業　情報通信業　運輸業　金融業　など

［ 主な活躍の場 ］
まちづくり　教育　観光　産業振興　農業振興
商店街活性化　企業誘致　文化振興　
スポーツ推進　余暇活動　国際協力　卸売・小売
ホテル　レストラン　各種サービス　など

［ 主な業務内容 ］

1 2幅広く学ぶ 地域と交流
しながら学ぶ 3 経験豊富な

教授陣から学ぶ 4 強力な
キャリアサポート

経営学、ビジネス会計、地域経営
公共経営、ソーシャルビジネス等

公共政策、公共データ、公法
政治学、公会計、自治体経営等

公共経済、財政
地域経済、応用経済等

公共社会、地域協働、公共哲学
公共リスクマネジメント等

経営学

経済学

社会学

法・行政・政策学

(茨木市/IBALAB＠広場)
公園でのまちづくりを考える

(吹田市/旭通商店街)
商店街に若者を呼び込む

人口が減少していく中、少子高齢化に伴う医療や福祉サービスの問題、空き家や空き地の増加、中心市街地の衰退などが、日本各地で

発生しています。また、自然災害への備えや復旧・復興などさまざまな場で、住民が主体的に地域に関わっていく必要性が高まっています。

このような状況において、子どもから高齢者まで、安心して暮らすことのできる社会を作るためには、これまで行政が提供してきた公共サー

ビスだけでなく、住民や事業者などの参加による「新しい公共」を実現することが必要です。そのために、国や地域の課題を経営的な視

点で捉え、多様な人 と々協働してよりよい公共サービスを実現できる人財を育成します。

■ SDGsとつながる地域の課題
国連が定める「持続可能な開発目標（SDGs）」とは、すべての

人々にとってより良い・持続可能な未来を築くための世界共通

の「設計図」です。SDGsは遠い世界の話ではなく、その対象

は貧困、健康、教育、まちづくり、環境など私たちの身の回りに

あります。こうした身近な社会にある課題を発見し解決していく

ことが、SDGs達成のための一歩となります。公共政策コースで

は、ＳＤＧsを学びの目標の中心に置き、フィールドを舞台に経験

豊かな専門教員から学び、多彩な進路に進むことができます。

あなた自身が持続的な未来を築く「公共人財」となる夢を実現

しませんか。

地域課題

環境問題

経済の
停滞

犯罪空き家

人口減少

高齢化

自然災害

貧困

経営的な学び + 協働手法の学び

地域の課題を解決できる人財の育成！

豊富な指導経験・実務経験を
持つ教員による充実した
少人数教育

主な指導経験・実務経験

環境 交通 まちづくり
（彩都開発）

NPO・
NGO活動

防災（阪神
大震災時）

自治体運営
（副市長）

文化 医療・介護
研究 上下水道

講座費 無料
※大学が負担。教材費のみで受講可能

学内･昼間に受講
※授業、サークルと無理なく両立可能

充実したプログラム
※１年生からスタート。基礎～試験対策まで！

大阪成蹊大学公務員
Passプログラム
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未来を築く「公共人財」となる公共政策×ＳＤＧs～持続的な
SDGsと豊かな地域を 公共政策で達成する

社会を支え、安全・安心を 守り、生活を豊かにする!

■ 多彩な活躍の場

■ 公共政策コースの学びの特徴

社会を支える 安全・安 心を守る 生活を豊かにする
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海上保安　警備業　医療・福祉・介護施設　など

［ 主な活躍の場 ］
警察　防犯　消防　救急救命　防災・減災
復旧・復興　医療　福祉　介護 など

［ 主な業務内容 ］
市町村　都道府県　国　建設業　製造業　
情報通信業　運輸業　金融業　など

［ 主な活躍の場 ］
まちづくり　道路　河川　港湾　公園　
上下水道　住宅　電気・ガス　建設　製造
情報・通信　交通・運輸　銀行　信用金庫　
信用組合　自然環境保全　など

［ 主な業務内容 ］
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公共マインドと実践力を身につけ地域で活躍する。

公共政策コースに入学した先輩の声

まちを
元気にしたい

地理・歴史
が好き

地域活動
の経験

政治・経済
に関心

地域・社会に
貢献したい

入門
［フィールドワーク］

地域課題を知る
公共マインドの育成

専門
［事業体験・インターンシップ］
課題解決の知識と
スキルを学ぶ
実践力の育成

多彩な進路

公共人財

公務員（市役所、警察など）
各種公益事業団体
企業（金融、交通など）

﹇ 

学
び
の
ス
テ
ッ
プ 

﹈

STEPHOP JUMP

公共政策コースを
選んだきっかけは？

地域に関わるために幅広く学びたい！

公共政策コースは
期待に応えます！自治体・企業・団体の方々とも交流したい！

公務員など地域に関わる仕事がしたい！

地域社会、NPO、事業者、自治体による
協働のまちづくりを進める地域協働論

本学は、地域課題を協働で解決するために多くの自治体等と包括連携協定を結んでい
ます。その一環として、公共政策コースでは自治体から課題の提示を受けて、学生が
データ分析やフィールドワーク等を行って「政策提案」を実施しています。

TOPICS

連携協定先：
大阪市（東淀川区・東成区）、茨木市、
豊中市、池田市、箕面市、吹田市、島本町、
豊能町、川西市、長岡京市、茨木商工会議所

公共政策コースの学生が構成する「地域研究グループ」（指導担当 大島博文教
授）が、本学と包括連携協定を結ぶ川西市役所において、越田謙治郎市長など市
幹部に対して、「かわにし幸上（こうじょう）プラン」を提案しました。「地域研究グ
ループ」は、学生8名が自主的に立ち上げた研究グループで、川西市をフィールド
として約３ヵ月間の調査・研究を行い、その内容を報告しました。

報告に臨む地域研究グループの学生

川西市長へ政策提案　～人口減少対応やまちづくりに挑む!

第5回「おおい町まちづくり政策コンテスト」政策発表会にて、公共政策コースの
チームが特別賞を受賞しました。コンテストではウィズコロナの時代を見据えた地
域観光の資源として、サイクリングやロングトレイルやハイキングといったスポー
ツツーリズムに着眼し、特定競技の愛好者に対するSNSでの発信の具体的施策
について提言を行い、特別賞を受賞しました。

1･2年生によるチームでの特別賞受賞

おおい町まちづくり政策コンテスト特別賞

授業ピックアップ

地域から学び、「地域の課題」を知る地域経営入門
私たちにとって、もっとも身近な「地域」について、基本的なしくみや市町村
などの行政、各種団体、企業、住民などの役割などを学びます。また、実際
に地域で活躍する方々の話を聞いたり、活動の場を見学して、地域の現状
や課題について理解を深めたり、フィールドワークの手法を学びながら課
題解決に向けた糸口を探ります。

公共的な問題や課題の解決は、国や地方自治体だけで進めることはできま
せん。社会に関わる様々な人、団体が、目標を共有し連携して取り組むこと
がますます重要になってきています。住民やNPOの計画づくりへの参加
や、実際のまちづくり活動の様子を学びながら、それぞれの特色を活かした
協働のまちづくりを進めていくために必要なことなどを考えていきます。

地域を歩きながら学ぶ公共政策フィールドワークⅠ
自治体、NPO法人など実務担当者からの講義、定量データによる地域分
析、フィールドワークなどを通じて、地域の課題を把握します。その後、地域
の課題解決に向けて、インタビュー調査や事例研究を行い、グループワーク
活動を通じて施策を検討します。検討して施策を関係者の方々に発表して、
評価を受けるなど、地域課題に実践的に取り組みます。

自治体とともに課題を解決する地域連携PBL
私たちが暮らす地域、社会には、環境改善、地域活性化など、福祉の充実
などさまざまな課題があります。地域連携PBL（課題解決型学修）は、この
ような地域や公共団体が解決すべき課題について、グループ活動による
協働の重要性を体験しながら、問題の理解、原因・課題の発見、解決策の
検討、自治体等への提案を行い、実社会での公共的課題解決の進め方に
ついて学びます。

公務員になって地域と関わる仕事がしたいと考え、地域や公共について学ぶことができる本コースを志望しまし
た。公務員や地域に詳しい先生方が多く、困った時や将来の方針などについても教えてくださるなど、サポートが
充実しているのが魅力です。実際にまちを歩き、自分で課題を考えて解決策を提案する授業や、インターンシップ
で市役所を訪問し、業務体験をして職員の方にヒアリングをしたりと、就職後に役立つ経験も多くできます。授業
を通じて、地域に対する見方や考え方が変わり、未来の自分のイメージを明確に持てるようになりました。

自分で見て、体験することで地域に対する意識が変わりました。

橋本 真虎さん

学生
の声

 大阪府立旭高等学校出身

私はまちづくりに関心があり、また地域の活性化の担い手として携わりたいことから、地域の人との繋がりを大
切にするような地方公務員を志望しています。公共政策フィールドワークの授業では、学生でありながら地域の
方々に話を聞きながら改善案を提案できたことは、その為のいい学びになりました。加えて、１年次から公務員
Passプログラムに参加し、公務員試験に向けての意識も高めています。高校の時の漠然とした公務員への意識
が、授業や公務員Passプログラムを通じて、より強くなっていくのを感じています。

自治体や地域の方との交流や提案の中で、将来の目標がはっきりとしました。

奈須 恵美理さん

学生
の声

熊本マリスト学園高等学校出身
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公共マインドと実践力を身につけ地域で活躍する。

公共政策コースに入学した先輩の声

まちを
元気にしたい

地理・歴史
が好き

地域活動
の経験

政治・経済
に関心

地域・社会に
貢献したい

入門
［フィールドワーク］

地域課題を知る
公共マインドの育成

専門
［事業体験・インターンシップ］
課題解決の知識と
スキルを学ぶ
実践力の育成

多彩な進路

公共人財

公務員（市役所、警察など）
各種公益事業団体
企業（金融、交通など）

﹇ 

学
び
の
ス
テ
ッ
プ 

﹈

STEPHOP JUMP

公共政策コースを
選んだきっかけは？

地域に関わるために幅広く学びたい！

公共政策コースは
期待に応えます！自治体・企業・団体の方々とも交流したい！

公務員など地域に関わる仕事がしたい！

地域社会、NPO、事業者、自治体による
協働のまちづくりを進める地域協働論

本学は、地域課題を協働で解決するために多くの自治体等と包括連携協定を結んでい
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TOPICS

連携協定先：
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報告に臨む地域研究グループの学生

川西市長へ政策提案　～人口減少対応やまちづくりに挑む!
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私はまちづくりに関心があり、また地域の活性化の担い手として携わりたいことから、地域の人との繋がりを大
切にするような地方公務員を志望しています。公共政策フィールドワークの授業では、学生でありながら地域の
方々に話を聞きながら改善案を提案できたことは、その為のいい学びになりました。加えて、１年次から公務員
Passプログラムに参加し、公務員試験に向けての意識も高めています。高校の時の漠然とした公務員への意識
が、授業や公務員Passプログラムを通じて、より強くなっていくのを感じています。

自治体や地域の方との交流や提案の中で、将来の目標がはっきりとしました。
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公務員をめざす人を応援します
教員紹介

公務員になるために
必要な勉強

私たちが全力で学びをサポートします。

公務員になるには公務員試験に合格し

なければなりません。多くの公務員試験

は、①数的処理、文章理解など教養試験

と専門試験（筆記試験）、②地域課題に

関する論作文試験、③面接試験に分か

れます。

公共政策コースには、自治体や企業・公共的な団体等での豊富な指導経験や実務経験を持つ教員による実践的

かつ少人数での教育が充実しています。将来の進路に向けて私たち教員がみなさんを全力でサポートします。

3つのポイント

公務員合格をめざす仕組み

資格などの取得も応援します !

大阪成蹊大学公務員Passプログラム

担当教員によるきめ細かな個別サポート
学生一人ひとりに担当教員が対応し、学習相談や進路相談に応じます。

時間も費用も節約できる学内ダブルスクール（大阪成蹊大学公務員Passプログラム）
・外部専門業者（LEC）の講座を学内で受けられます。
・通常の授業時間帯に実施するので、時間を有効活用。
・受講料は無料で教材の費用のみで受講可能。

学習スペース

受講者の声

公務員Passプログラムの
高い評価

学習室には参考書・問題集が完備され、静かな環境で勉強に集中できます。

Point

1

Point

2

Point

3

※公務員試験対策など実績豊富な東京リーガルマインドと提携

100点～
81点

42％

35％

18％

2％

80点～61点

60点～
41点

40点～
21点

3％
20点～
0点

（問）
この講座に
点数を

つけてください

●対面講義に参加できない時でも、
　オンデマンド配信があるので
　自分の都合に合わせて受講できます。

●わからない問題は、講師の先生に
　直接質問できるので助かりました。

●数学が苦手でしたが、動画で
　わかりやすく説明を受け、
　チェック問題を自力で
　解けるようになりました。

受講者83名（公共政策コース36％ 他学科・コース64％）
2020年度入門講座受講者へのアンケート結果より

めざす資格など 取得可能な教員免許状・資格
□ 中学校教諭一種免許状（社会）
□ 高等学校教諭一種免許状（公民）

□ 高等学校教諭一種免許状（商業）
□ 学校図書館司書教諭資格（※1・2）

※1 小・中・高等学校教諭一種免許状いずれかの取得者に限ります。
※2 コースで定める必修および選択の授業科目を修得した上で、かつ資格取得に必要な授業科目を修得する
　　ことにより取得できます。

□ ビジネス実務法務検定Ⓡ２級･３級
□ リテールマーケティング（販売士）２級･３級

□ 行政書士
□ 宅地建物取引士
□ 日商簿記２級･３級

公共
関連科目

社会科学系科目
（筆記試験対策）

基礎を固める 基礎知識の習得 実践・応用 直前対策
法律
政治
経済

地域経営入門 地域協働論 公共データ分析 公共リスクマネジメント
公共経営論Ⅰ 公共政策フィールド

ワークⅠ ワークⅡ
専門演習3専門演習１ 専門演習2

法学概論
現代社会と政治

公法Ⅰ

現代社会と経済　
現代社会と公共哲学
経済学概論

公共経営論Ⅱ 公共政策フィールド

専門演習4 専門演習5 専門演習6

自治体経営論

公法Ⅱ
政治学

民法Ⅰ
公共政策論Ⅰ

公共経済学 財政学

ビジネス法学
公共政策論Ⅱ　
地域経済学　

民法Ⅱ

応用経済学

地域経営系科目
地域課題を知る・体験
論作文・面接対策

大阪成蹊大学
公務員Pass
プログラム

1年次 2年次 3年次 4年次

個別カウンセリング就職・公務員試験入門講座 全18回（数的処理の基礎・現代文）

数的処理の基礎 数的処理 数的処理演習
文章理解演習

時事

人文科学演習

論作文・面接対策

ガイダンス①
【ガイダンスの説明】職種紹介、選考方法、講座の中身、公平な試験、アンケート

【ミニテストの説明】高卒レベルの判断推理

ガイダンス②

相談会① 相談会②

ミニテスト① ミニテスト② 文章理解

人文科学
自然科学演習自然科学

社会科学演習社会科学

学修サークル

大島博文 教授

専門分野：公共経営
　　　　　都市政策
　　　　　地域防災

専門分野は公共経営、都市政策、地域防災です。銀行勤務の後、神戸市役所に入り、阪
神・淡路大震災時に防災担当職員として災害対応、復旧・復興業務や人口減少時代の
総合計画づくり等に携わり、現在の研究対象にもつながっています。学生の皆さんとは
大学内だけでなく一緒に外に出かけて様々な調査を行い、実際に地域や社会に役立つ
ことを自治体や住民の皆さんに提案できたらと思います。

大塚康央 教授

専門分野：都市政策
　　　　　まちづくり
　　　　　地方自治

本学に来る前は、茨木市副市長でした。昭和50年代後半から関わった彩都、安威川ダム
に始まって、平成時代は、住民参加のまちづくりを推進し、市職員生活の終盤は工場移
転跡地の利用（立命館大学大阪いばらきキャンパスやJR総持寺駅の開設）に取り組み
ました。研究の主たる関心は、このような経験もあり、住民の合意形成です。暮らしやす
い街、地域をつくり育てていくために、みなさんと一緒に考えていきたいと思います。

著書に、『参加と福祉のまちづくり』（共著、2005年）、『新しい公共経営の実践』（共著、2006年）、『自治体財政
のムダを洗い出す』（共著、2014年）など

博士（創造都市）、技術士（建設部門：都市及び地方計画）。2011年度日本都市計画学会年間優秀論文賞受賞

池田千恵子 准教授

専門分野：観光政策
　　　　　都市政策

広告会社勤務後、大学院で衰退した地域の再生について研究を行ってきました。
現在は、観光需要の拡大による地域の変容について調査・研究を行っています。分野
は、観光地理学ならびに都市地理学です。地域に出かけ、地域の課題を見出し、地域の
人々に提案する。そんな活動を皆さんと一緒にしたいと考えています。みなさんとお会
いできるのを楽しみにしています。

博士（創造都市）。著書に『創造社会の都市と農村』（共著、2019年）、『入門観光学』（共著、2018年）など

佐野淳也 准教授

専門分野：地域デザイン
　　　　　コミュニティ政策
　　　　　NPO・市民活動

専門分野はソーシャル・イノベーション。阪神・淡路大震災での被災地支援、インド現地
NGOインターン、国際環境NGOスタッフ、東京学芸大学、立教大学大学院21世紀社
会デザイン研究科、徳島大学地域創生センター、同志社大学政策学部教員などを経て
現在に至っています。みなさんと社会活動やまちづくりの現場を巡り、多くの実践者に
出会い、これからの世界のありようを一緒に描いていきたいです。

博士（ソーシャル・イノベーション）。著書に『ソーシャル・イノベーションの理論と実践』（共著、2022年）など

山岡　淳 准教授

専門分野：社会政策
　　　　　社会保障

私の専門領域は社会政策・社会保障です。そういうと堅苦しそうに聞こえるかもしれま
せんが、医療や介護の制度を利用しながらどうすれば健康に楽しく生活できるか、どん
な制度が必要かを考えることが自分の研究テーマです。皆さんは、ぜひ一人でも多くの
人と出会い、話し、ともに汗を流す経験を積み重ねてもらいたいです。その経験が人生
の推進力になります。私も全力でサポートします。

博士（経済学）。著書に『経済社会学キーワード集』（共著、2015年）
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公務員をめざす人を応援します
教員紹介

公務員になるために
必要な勉強

私たちが全力で学びをサポートします。

公務員になるには公務員試験に合格し

なければなりません。多くの公務員試験

は、①数的処理、文章理解など教養試験

と専門試験（筆記試験）、②地域課題に

関する論作文試験、③面接試験に分か

れます。

公共政策コースには、自治体や企業・公共的な団体等での豊富な指導経験や実務経験を持つ教員による実践的

かつ少人数での教育が充実しています。将来の進路に向けて私たち教員がみなさんを全力でサポートします。

3つのポイント

公務員合格をめざす仕組み

資格などの取得も応援します !

大阪成蹊大学公務員Passプログラム

担当教員によるきめ細かな個別サポート
学生一人ひとりに担当教員が対応し、学習相談や進路相談に応じます。

時間も費用も節約できる学内ダブルスクール（大阪成蹊大学公務員Passプログラム）
・外部専門業者（LEC）の講座を学内で受けられます。
・通常の授業時間帯に実施するので、時間を有効活用。
・受講料は無料で教材の費用のみで受講可能。

学習スペース

受講者の声

公務員Passプログラムの
高い評価

学習室には参考書・問題集が完備され、静かな環境で勉強に集中できます。
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●対面講義に参加できない時でも、
　オンデマンド配信があるので
　自分の都合に合わせて受講できます。

●わからない問題は、講師の先生に
　直接質問できるので助かりました。

●数学が苦手でしたが、動画で
　わかりやすく説明を受け、
　チェック問題を自力で
　解けるようになりました。

受講者83名（公共政策コース36％ 他学科・コース64％）
2020年度入門講座受講者へのアンケート結果より

めざす資格など 取得可能な教員免許状・資格
□ 中学校教諭一種免許状（社会）
□ 高等学校教諭一種免許状（公民）

□ 高等学校教諭一種免許状（商業）
□ 学校図書館司書教諭資格（※1・2）

※1 小・中・高等学校教諭一種免許状いずれかの取得者に限ります。
※2 コースで定める必修および選択の授業科目を修得した上で、かつ資格取得に必要な授業科目を修得する
　　ことにより取得できます。

□ ビジネス実務法務検定Ⓡ２級･３級
□ リテールマーケティング（販売士）２級･３級

□ 行政書士
□ 宅地建物取引士
□ 日商簿記２級･３級

公共
関連科目

社会科学系科目
（筆記試験対策）

基礎を固める 基礎知識の習得 実践・応用 直前対策
法律
政治
経済

地域経営入門 地域協働論 公共データ分析 公共リスクマネジメント
公共経営論Ⅰ 公共政策フィールド

ワークⅠ ワークⅡ
専門演習3専門演習１ 専門演習2

法学概論
現代社会と政治

公法Ⅰ

現代社会と経済　
現代社会と公共哲学
経済学概論

公共経営論Ⅱ 公共政策フィールド

専門演習4 専門演習5 専門演習6

自治体経営論

公法Ⅱ
政治学

民法Ⅰ
公共政策論Ⅰ

公共経済学 財政学

ビジネス法学
公共政策論Ⅱ　
地域経済学　

民法Ⅱ

応用経済学

地域経営系科目
地域課題を知る・体験
論作文・面接対策

大阪成蹊大学
公務員Pass
プログラム

1年次 2年次 3年次 4年次

個別カウンセリング就職・公務員試験入門講座 全18回（数的処理の基礎・現代文）

数的処理の基礎 数的処理 数的処理演習
文章理解演習

時事

人文科学演習

論作文・面接対策

ガイダンス①
【ガイダンスの説明】職種紹介、選考方法、講座の中身、公平な試験、アンケート

【ミニテストの説明】高卒レベルの判断推理

ガイダンス②

相談会① 相談会②

ミニテスト① ミニテスト② 文章理解

人文科学
自然科学演習自然科学

社会科学演習社会科学

学修サークル

大島博文 教授

専門分野：公共経営
　　　　　都市政策
　　　　　地域防災

専門分野は公共経営、都市政策、地域防災です。銀行勤務の後、神戸市役所に入り、阪
神・淡路大震災時に防災担当職員として災害対応、復旧・復興業務や人口減少時代の
総合計画づくり等に携わり、現在の研究対象にもつながっています。学生の皆さんとは
大学内だけでなく一緒に外に出かけて様々な調査を行い、実際に地域や社会に役立つ
ことを自治体や住民の皆さんに提案できたらと思います。

大塚康央 教授

専門分野：都市政策
　　　　　まちづくり
　　　　　地方自治

本学に来る前は、茨木市副市長でした。昭和50年代後半から関わった彩都、安威川ダム
に始まって、平成時代は、住民参加のまちづくりを推進し、市職員生活の終盤は工場移
転跡地の利用（立命館大学大阪いばらきキャンパスやJR総持寺駅の開設）に取り組み
ました。研究の主たる関心は、このような経験もあり、住民の合意形成です。暮らしやす
い街、地域をつくり育てていくために、みなさんと一緒に考えていきたいと思います。

著書に、『参加と福祉のまちづくり』（共著、2005年）、『新しい公共経営の実践』（共著、2006年）、『自治体財政
のムダを洗い出す』（共著、2014年）など

博士（創造都市）、技術士（建設部門：都市及び地方計画）。2011年度日本都市計画学会年間優秀論文賞受賞

池田千恵子 准教授

専門分野：観光政策
　　　　　都市政策

広告会社勤務後、大学院で衰退した地域の再生について研究を行ってきました。
現在は、観光需要の拡大による地域の変容について調査・研究を行っています。分野
は、観光地理学ならびに都市地理学です。地域に出かけ、地域の課題を見出し、地域の
人々に提案する。そんな活動を皆さんと一緒にしたいと考えています。みなさんとお会
いできるのを楽しみにしています。

博士（創造都市）。著書に『創造社会の都市と農村』（共著、2019年）、『入門観光学』（共著、2018年）など

佐野淳也 准教授

専門分野：地域デザイン
　　　　　コミュニティ政策
　　　　　NPO・市民活動

専門分野はソーシャル・イノベーション。阪神・淡路大震災での被災地支援、インド現地
NGOインターン、国際環境NGOスタッフ、東京学芸大学、立教大学大学院21世紀社
会デザイン研究科、徳島大学地域創生センター、同志社大学政策学部教員などを経て
現在に至っています。みなさんと社会活動やまちづくりの現場を巡り、多くの実践者に
出会い、これからの世界のありようを一緒に描いていきたいです。

博士（ソーシャル・イノベーション）。著書に『ソーシャル・イノベーションの理論と実践』（共著、2022年）など

山岡　淳 准教授

専門分野：社会政策
　　　　　社会保障

私の専門領域は社会政策・社会保障です。そういうと堅苦しそうに聞こえるかもしれま
せんが、医療や介護の制度を利用しながらどうすれば健康に楽しく生活できるか、どん
な制度が必要かを考えることが自分の研究テーマです。皆さんは、ぜひ一人でも多くの
人と出会い、話し、ともに汗を流す経験を積み重ねてもらいたいです。その経験が人生
の推進力になります。私も全力でサポートします。

博士（経済学）。著書に『経済社会学キーワード集』（共著、2015年）
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インターンシッププログラム

大阪成蹊大学 経営学部
経営学科 公共政策コース
〒533-0007　大阪市東淀川区相川3-10-62
Tel：06-6829-2554　Fax：06-6829-2601
E-mail：nyu@osaka-seikei.ac.jp（入試統括本部）
https://univ.osaka-seikei.jp

大阪成蹊
大学

お問合せ先

● 阪急京都線「相川」駅 東改札口を出て徒歩約5分（約300m）
● JR京都線「吹田」駅からスクールバスで7分、
   「相川」駅降車 徒歩約5分（約300m）
● 大阪メトロ今里筋線「井高野」駅からスクールバスで5分

アクセス
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至 大阪梅田
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井高野小

バス乗車
位置

バス乗車
位置

バス乗車
位置
バス乗車
位置

井高野橋井高野橋

　第2
グラウンド

トロワジム

大阪成蹊大学

大阪高校大阪高校高浜神社高浜神社

済生会吹田病院

アサヒビールアサヒビール

消防署消防署

至 京都 至 京都河原町

内
環
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東
海
道
本
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）
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道
本
線（
JR
京
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卒業後の進路

公務員をめざす！ 公共性の高い仕事をめざす！ 公共サービスにかかわる
幅広い進路

公務員

都道府県

国

警察 消防

市町村

大きく広がる活躍の
場

　充実した公務員試験対策、少人数教育の
きめ細かい指導により、公務員試験合格を
めざします。地方公務員（都道府県、市町村
など）、国家公務員、警察官、消防士などのほ
か、独立行政法人、国立大学法人などの準
公務員にも対応します。

　地域の現場での実践・学びを通じて、公共
人財に求められるマインドを習得し、公共
サービスにかかわる仕事、公共性の高い仕
事を幅広く目指します。（信用金庫、JA、交通
機関、商工会議所、企業のCSR部門のほか、
公益法人、NPOなどの非営利組織など。）

交通機関

公益法人

通信

電力・
ガス

企業CSR
部門

商工会議所

地域金融機関

JA

教育機関

経営学部  経営学科

公共政策コース
Faculty of Management, Department of Management

Public Management Course  

　公共政策コースでは連携協定を結ん
でいる自治体や公的機関へのインター
ンシップを実施しています。2021年度
は5団体へ学生を派遣しました。イン
ターンシップ期間中、参加学生は、秘書、
広報、経営計画業務の経験など独自の
プログラムにより、地方公務員への職業
理解や就業意欲を高めます。

経営計画に関するプレゼン 市長へのインタビュー

コース紹介の記事と動画を　
　見ることができます。▶


