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大学コンソーシアム大阪では、グローバルに活躍できる人材の育成
を目指して、2011年よりグローバル人材育成事業を行っており、
会員大学の学生を対象に大阪を中心に幅広い大学の知的資源を
活用し、関係各所と協力し合い、その活動と連携することによって、
グローバル人材としての基礎力向上を目指したプログラムを実施し
ています。

大学コンソーシアム大阪会員大学の学生、大学院生および留学生
※グローバル人材育成講座は、留学生の場合、講座受講に支障がない程度の日本語能力を有すること

「将来世界を舞台に活躍できる力を身につける」そのためには何が
必要か、大学や学部の枠を超えて学びます。この講座が自分の未
来を切り拓くための第一歩となるはず！

●自分には社会に出る前に、まだまだやらなくては
ならないことが多いように感じた。語学力はもち
ろんのこと、日本についてももっと知らなくてはと
思った。【基礎編受講者】

●知識的なものから体験を通して学ぶスキルなど、
幅広く学ぶことができていい刺激となりました。
【実践編受講者】

F R OM

グローバル人材育成講座
（基礎編・実践編）

会員大学（42大学）

グロ ーバ ル人 材 育 成 講 座

│ 受講対象 │

国内学生・留学生が「大阪」をキーワードに、大阪のまちやもの
づくりの現場を訪問し、グローバルなアイデアを考えます。夏休
みに一緒に「大阪」を堪能しよう！

国内学生・留学生 国際交流イベント
「学生からはじまる国際交流 in Osaka」
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特定非営利活動法人 大学コンソーシアム大阪
〒530-0001　大阪市北区梅田1-2-2-400　大阪駅前第2ビル4階
TEL：06-6344-9560　 FAX：06-6344-9561　 HP：http://www.consortium-osaka.gr.jp コンソ大阪　G人材

参加した学生の声
（2017年度　受講者アンケートより抜粋）

受講者の満足度

受講者満足度

100％！

●他大学や留学生の人たちと交流する場がいままで
なかったので、とても良い機会だった。アイデア
ソンとか積極的に発言できるようになったかなと
感じました。

●発表を聞いていて皆さんの発想がおもしろかった。
また、自分の考え、想いを伝えやすい環境がすば
らしかった。 

●ものづくりに触れる機会が今まであまりなかった
ので、製造過程など見学できてよかったです。

国 際 交 流 イベ ント

参加者のグローバル活動への興味

62％

23％

15％

プログラムをきっかけに
世界を舞台に活躍する

イメージが膨らんでいます！

社会に出て
グローバルな分野で
活動してみたいグローバルな分野ではないが、

社会に出て活動したいイメージができた

社会における
グローバルな活動を
もっと知りたいと思った

大阪大学
大阪教育大学
大阪市立大学
大阪府立大学
藍野大学
追手門学院大学
大阪青山大学

大阪医科大学
大阪音楽大学
大阪学院大学
大阪観光大学
大阪経済大学
大阪経済法科大学
大阪工業大学

大阪国際大学
大阪産業大学
大阪樟蔭女子大学
大阪商業大学
大阪女学院大学
大阪成蹊大学
大阪総合保育大学

大阪体育大学
大阪電気通信大学
大阪人間科学大学
大阪薬科大学
大手前大学
関西大学
関西医科大学

関西医療大学
関西外国語大学
関西福祉科学大学
近畿大学
四條畷学園大学
四天王寺大学
摂南大学

千里金蘭大学
相愛大学
帝塚山学院大学
梅花女子大学
阪南大学
東大阪大学
森ノ宮医療大学



グローバル人材育成講座
（基礎編・実践編）

プログラムの詳細は、必ずホームページで確認してください。 プログラムの詳細は、必ずホームページで確認してください。

基礎編

定員：基礎編・実践編　各コース…20名

「将来世界を舞台に活躍できる力を身につける」、そのためには何が必要か、大学や学部の枠を超えた
仲間とともに、一緒に考えてみませんか？この講座が自分の未来を切り拓くために第一歩となるはず！

国内学生・留学生 国際交流イベント
「学生からはじまる 国際交流 in Osaka」
International Exchange 3days program in Osaka

定員：30名　※国内学生・留学生あわせて

国内学生、留学生が一緒になって、大阪のまちやものづくりの現場を訪問、グローバルな企画を考えます。
異文化交流を通じて、様々な価値観に触れ、新しい自分を発見しよう！
This program is an international exchange event organized by the Consortium of Universities in Osaka aiming to let the 
students experience new aspects of Osaka and enjoy the workshop to create unique business services by exchanging ideas 
and opinions with many friends. Let’s have fun!

「グローバルをキーワードに、国際ビジネス、国際協力の側面からグローバル人材像を学び、考える！」
マクロな視点から日本経済のグローバル化と日本の国際貢献についての基礎知識を講義とワークショップで学びます。

DAY 1 大阪のまちあるき OSAKA DOWNTOWN TOUR

キタやミナミだけが大阪のまちじゃない！大阪のサブカルチャーを発信してきた「ニシの下町」を歩こう。個人では
なかなか訪れる機会のない場所を練り歩く盛りだくさんのツアーです！
This tour focuses on Kujo Area,which covers downtown and old town.It is different from Umeda,which is mainly 
business area.Let’ s experience “real Osaka culture” that you have never seen before!

10/13（土）　13：00-16：00

実践編
［国際協力コース・経済活動コース］
「世界を舞台に活躍するプロや専門家から現場を学び、グローバルなアタマで課題を考える！」
ミクロな視点から企業の海外進出や国際協力の具体例についてケーススタディを通じて学びます。

10/24（水） 18：00-21：00 　① 2025年大阪・関西万博について　 ② SDGｓとは（ゲスト講師）
　  　　　　　　　　　　　③ グループワーク
10/25（木） 18：00-21：00 　① 業種の垣根を越えた企業間SDGs課題解決プログラムについて
　  　　　　　　　　　　　② 具体的な取組みの紹介（ゲスト講師）　③ グループワーク

10/26（金） 18：00-21：00 　① 海外でのSDGｓ課題解決に向けた提案プログラムについて
　  　　　　　　　　　　　② 具体的な取組みの紹介（ゲスト講師）　③ グループワーク

10/27（土） 13：00-16：30 　① ケース「あなたならどうする？」～グローバルビジネスの戦略決定～
　  　　　　　　　　　　　② ワーク「グローバルビジネスの創造」～計画立案による思考・行動力の発揮～

10/28（日） 13：00-16：30 　① ケース「グローバル・コミュニケーションの成功と失敗の分岐点」
　  　　　　　　　　　　　② ワーク「グローバル人材のキャリアアップ」～講師の体験・講義を参考に考察する～

11/3（土・祝） 13：00-16：30 　① ワーク「わたしたちの考える（目指す）グローバル人材とは」～定義、素養の発見、将来展望～
　  　　　　　　　　　　　② プレゼンテーションと全体総括

国際協力コース 仲谷 元伸 氏（2025日本万国博覧会誘致委員会事務局　参事/大阪府政策企画部万博誘致推進室　事業推進グループ長）他

経済活動コース 有岡 義洋 氏（株式会社ジームス・アソシエイツ代表取締役社長）　　　　　協力：（公財）太平洋人材交流センター

│ 会　場 │ キャンパスポート大阪
大阪市北区梅田1-2-2-400
大阪駅前第2ビル4階

│ 場　所 │ 西九条～大阪ドーム界隈

DAY 2 大阪の企業訪問～工場見学～ FACTORY TOUR IN OSAKA

留学生と国内学生がグループになって、元気な大阪の企業を訪問し、ものづくりの現場を見学します。
「身近なアレを作っているのは、この会社だったんだ！」と新たな発見があること間違いなし！
【訪問先企業】
■ 10月16日（火）　カワソーテクセル株式会社（Kawaso Texcel Co., Ltd.）
■ 10月17日（水）　株式会社光製作所（Hikari Industries, Ltd.）
■ 10月18日（木）　株式会社丸ヱム製作所（Maruemu Works Co., Ltd.）

10/16（火）・17（水）・18（木）のうちの希望日　13：30～17：00 │ 場　所 │ 訪問先企業

DAY 3 学生企画～アイデアソン～ Idea＋Marathon = IDEATHON

「アイデアソン」とはアイデア＋マラソンの造語。
留学生と国内学生が一緒になって、専門家の助言を受けながら、大阪発の「あったらいいな」と思うグローバルなサー
ビスを考えます。また、そのアイデアをグループの仲間と一緒にスキット（寸劇）形式で発表。大阪ならではのワク
ワク楽しいサービスをクリエイトしてみよう！
Let’ s brainstorm new business ideas from Osaka with your friends!

10/20（土）　13：00-17：00 │ 場　所 │ キャンパスポート大阪 （アクセスは本誌2ページを参照）

JR ■ 東西線「北新地駅」より200M
 ■ 各　線「大阪駅」より650M
地下鉄 ■ 四つ橋線「西梅田駅」より300M
 ■ 谷町線「東梅田駅」より400M
 ■ 御堂筋線「梅田駅」より650M
私鉄 ■ 阪神電鉄「梅田駅」より300M
 ■ 阪急電鉄「梅田駅」より950M

ACCESS

受講料
無料

参加無料
（Free Event）
※国際交流イベントは現地
で行いますので、自宅～
現地までの往復交通費
は自己負担になります。

わたしたち

ヨドバシカメラ
HEP Five

大阪駅前第1ビル

E-maヒルトン

大丸

大阪駅前第2ビルHERBIS PLAZA ENT

●阪急梅田駅

●御堂筋線梅田駅

●
東西線北新地駅

●
四つ橋線西梅田駅

JR大阪駅●

阪神梅田駅●
谷町線東梅田駅
●

協力：（公財） 関西経済連合会

6/16（土） 13：00-16：30 国際協力プロジェクトのつくり方～SDGsの視点から
　　　　　　　　　　　　　白井 宏明 氏（JICA関西 市民参加協力課 主任調査役）
国際協力は、どこか海外で実施されている縁遠いものというイメージをお持ちかもしれませんが、実はとても身近なものです。その概要を簡単
に紹介するとともに、ワークショップをとおして、どのように活動を形成していくかを具体的に考えていきます。また、2015年9月の国連総会で
定められた世界共通の開発目標である「持続可能な開発目標（SDGs）」に関する視点についても、この講座をとおして理解できるようにします。

6/17（日） 13：00-16：30 グローバル化する経済活動　安孫子 勇一 氏（近畿大学 経済学部 教授）
日本経済は、高度経済成長期には発展しましたが、1990年代以降、グローバル化や世界一の少子高齢化の進行により、従来の方式が通じなく
なっています。グローバルな視点から考えることが大切な時代になってきたことを、経済面から理解できるようにします。


