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市大の使命と戦略



人材育成については、日本を取り巻く国内外の社会情勢を踏まえて、
広く社会が求める人材を育成していく。
また、将来の大阪市や関西の社会をリードし、地域で活躍する人材を
育てる。
研究や地域貢献については、「大阪市」を核とした「関西圏」を視野に
入れ、都市の施策に貢献する。

（その前に）
⇒公立大学の試練として、大学間競争の前に、福祉や防災など他の施策
と競合して財源を獲得しなければならない制約がある。

＝すなわち、大学が市民や市政に必要であることの説明責任を果たす

必要がある。

市大の使命とは

1



・平成19年度に「英語教育開発センター」を設置、ネイティブスピーカー
による英語教育を実施。
・平成20年度より、海外短期語学研修を開始。
・毎年留学生300名以上を確保。
・ゼミ等が中心の少人数教育を行っているが、教員削減の中でその維持が課題。
・平成23年3月策定の大阪市経済成長戦略の人材育成にも反映。

使命に応じた主な取組みと現状

使命① ・社会が求める人材育成

使命② ・都市科学研究の推進と地域貢献力の強化

・平成18年度に「都市研究プラザ」を設置、都市問題研究を推進し市政課
題にも反映。海外拠点も整備。
・平成19年度に理系横断的な組織「複合先端研究機構」を設置、人工光合成
研究の実用化へ向け今後充実が必要。
・東日本大震災後に「都市防災」をテーマに複合的な研究を開始。
・平成20年度に府大と「産学官連携共同オフィス」を設置。
・大阪市等の各種審議会に参画（H22年度：227名）。

2★人材育成や地域貢献の活動の集約や成果の情報発信が不十分



市大の特徴を活かして「効果的」に使命を果たす

○求められる人材育成に対して
・少人数教育による学生の特徴に応じた指導→主体性・発信力の強化
・様々な分野の学生がコンパクトなキャンパスで交流→視野の広い人材の育成
（高校アンケートでも総合大学のメリットとして高い評価）

3

①コンパクトな総合大学
⇒8学部10研究科を擁しながらも、学生数約9,000、杉本・阿倍野キャンパスに集中

②少人数教育
⇒教員と学生の近い関係（学生の顔が見える教育）

③都市を学問創造の場ととらえる
⇒国際的に広がる都市研究のパイオニア

市大の特徴

○求められる都市科学研究と地域貢献に対して
・複合的な課題の研究に、迅速に総合的に取組める機動性
例：都市防災研究の全学的取組み

・都市に集約される課題を多面的に研究し都市に貢献できる強み



重点３戦略
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大阪市のシンクタンク、「都市科学」分野の
教育・研究

専門性の高い社会人の育成

国際力の強化

◆効果的に実施していく視点
・コンパクトな総合大学のメリットを活かす
・運営方針に沿って選択と集中を行う
・一体感のある大学運営を行う
・取り組みの具体的内容をわかりやすく発信する
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重点的に取り組む「都市科学」研究

人工光合成研究

都市防災研究

健康科学研究

・東日本大震災の調査研究を通して、都市防災研究を分野横断的に実施。
・最中・直後、事後、事前の時間軸と大阪・被災地を対象とする空間軸の視点。
・大阪市をはじめ国内外の地震防災・減災と東日本大震災被災地の復旧・復興に向けた提言。

・太陽光、二酸化炭素、水を利用した完全循環型クリーンエネルギー生産システムの研究。
・根幹となる人工光合成デバイスの完成（2015年目標）。
・産学連携（企業との共同研究）を加速し、実用化開発と次世代研究者の育成を促進。

・分子レベルで解明された「疲労」のバイオマーカー、定量化システム、治療研究を推進・発展。
・抗疲労研究をコアとした「健康科学領域」における共同研究や製品・サービス開発の実行。
・健康科学研究開発拠点を「うめきた」に設置。



10年後の市大の姿



①大阪市のシンクタンク、「都市科学」分野の教育・研究

②専門性の高い社会人の育成

③国際力の強化

・社会が求める人材育成
「グローバル人材」、「21世紀型市民」、「主体性、発信力、論理力」

・都市科学研究の推進と地域貢献力の強化
「シンクタンク機能」、「地域に貢献する高度専門職育成」、
「社会的課題に速やかに対応」

使 命
(ミッション)

重点戦略
(アクション)
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安定的で自律した経営基盤の形成
(経営改革)

コンパクトな総合大学
のメリットを活かしな
がら取り組む



・高度な教育や先進的で卓越した研究を推進し、積極的に入学したい

大学として選ばれ、社会が求める人材育成の成果が見える大学

・都市の諸課題の解決に向けて積極的に取り組み、大阪市を核とした

関西圏の発展や国際化をリードする大学

都市が抱える課題への複合的な研究と発信（エネルギー問題、環境問題、
都市防災、福祉・健康課題・・・ etc.）

外国語教育の充実によるグローバル人材の育成や、大学院教育
の充実・・・ etc.

具体的プロジェクト

7

10年後の市大の姿
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国際色豊かな人材が集い、学び、グローバルセンスを育んだ
市大人が世界各地で躍動する、日本・アジアはもとより世界に
拡がる大阪市立大学

都市防災、次世代エネルギーとしての人工光合成、抗疲労・健康
科学などの高度で先進的な市大ブランドの研究を推進し、

その実用化により関西から日本の経済発展を支え、人類の幸福
を追求する大阪市立大学

普遍的な真理の探究とともに、都市や市民からの「知」の要請に、
学術的・組織的に取り組み、新しい「知識基盤社会」を牽引する
開かれた大阪市立大学

第二期をステップとして、次の展開へ・・・



戦略を担う重点プロジェクト



・外国語でのコミュニケーション力や異文化理解・活用力を高めるために、
初年次・２年次における英語による教育の充実、中国語による授業の検討

・グローバル人材を育成するコース等の実施
・高度専門職の国際性を高めるための大学院教育における外国語授業の充実
・国際的視野を広げる、留学への支援（相談窓口の設置等）と留学生受入計画

の策定、優秀な留学生の確保

①グローバル人材の育成等

9

現状と課題

・平成１９年度に「英語教育開発センター」を設置し、専任教員を配置し、
すべてネイティブスピーカーによる「College English」として
尐人数、能力別英語教育を実施。

・平成２０年度より、ビクトリア大学（カナダ）への海外短期語学研修を実施。
・平成２３年度より、新入生全員にＴＯＥＩＣを実施。
・ＴＯＥＩＣの結果からも、英語力の差が大きく、社会が求めるグローバル

人材の育成等による教育の国際化には新たな取り組みが必要。

充実内容



②市立中学・高校との教育の連携強化
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→（国答申）初等中等教育から高等教育まで一貫した改革を進めていく視点が重要。入学者選抜だけ
でなく、教育内容・方法等を含め、全体の接続を考えていくことが必要。

これまでの高大連携（出前講義等）から一歩進んだ、一貫した人材育成の視点
・学習の動機付けやカリキュラム作成支援
・咲くやこの花中学・高校や大阪ビジネスフロンティア高校等との具体的連携

⇒あわせて一体感のある高大連携を進めるため、連携窓口の一元化を図る

現状と課題

・文学部や理学部など高校授業と関連が深い学部を中心に、出張講義や高校生のための
市大授業等を実施。

・理学部においては、府大等と共催で平成１６年度から「高校化学グランドコンテスト」
を実施し毎年充実。

・理学部と府下のスーパーサイエンスハイスクール指定校、商学部と商業高校など個別の
連携強化とともに、平成２２年度から全学的にも「咲くやこの花中学・高校」との連携
を推進。

・広報担当が中心となり、高校単位の大学見学を実施、毎年校数が増加。
・各学部の独自の取組みが中心であり、全学的な方針が不足している。

充実内容

※（国答申） ： 平成17年中教審答申「我が国の高等教育の将来像」より



→（国答申）大学院における教育課程の組織的展開の強化（大学院教育の実質化）を図る必要がある。
知識基盤社会にあっては、博士号取得者が研究機関だけでなく、企業経営、ジャーナリズム、
行政、国際機関等の多様な場で中核的人材となる。

・大学院課程の機能を明確化し、教育内容等の充実策を検討・実施

・広い視野を養う全学的共通教育
・分野横断型の教育研究体制
・若手研究者の育成支援
・社会人への教育機関としての充実→社会人教育の中心は大学院
社会人を多く受け入れる＝地域貢献の充実の側面も

11

③大学院教育の充実

現状と課題

・大学院が研究科により定員割れあるいは高倍率となっている状況を解消するため、
関係研究科で、時代の要請に応じたコース再編等により適正定員化を実施。

・社会人教育の中心が大学院教育となっており、社会人コースの設置や社会人入試を実施、
長期履修学生制度を活用。

・大学院各分野の専門性は高いが分野横断的な取り組みは尐ない。
・大学院卒業後の対策、若手研究者の育成が課題。

充実内容

基本的なテーマ

具体的な検討課題



④理系と文系の垣根を越えた「都市科学」研究
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現状と課題
・文系を中心とした都市研究の拠点として「都市研究プラザ」を設置し、

Ｇ－ＣＯＥを中心に都市問題研究を展開。
・平成１９年度に理系横断的な「複合先端研究機構」を設置し、都市環境問題に取り組み、

人工光合成研究で大きな成果。
・医と工、医と経済など分野やテーマに応じた共同による研究を展開。
・東日本大震災を契機として全学的に「都市防災」をテーマに複合的な研究を開始。

・コンパクトな総合大学としての市大のメリットを最大限活かす
・市民生活の各場面、市政の各分野に複合的に関わる総合的な「都市科学」
★具体的取組の発展

a．複合先端研究機構による都市環境、エネルギー研究
光合成の解明など大きな成果⇒次世代エネルギーとして実用化をめざす
エネルギー問題解決への一歩⇒最先端研究を実用化して産業界と連携

b．都市研究プラザ等による都市問題研究
就労支援・生活保護からセーフティネットの複合的な研究へ発展させる
福祉から、住宅、経済政策といった総合課題へ
（参考）経済・医の連携による「経済格差と社会経済構造」

ｃ．健康科学研究
医学面だけでなく、栄養や生活環境など多面的な研究

⇒健康科学分野の産学連携により関連産業活性化
⇒医療費、介護費等の社会保障費の縮減へ

充実内容



★現在取り組んでいる重点的取組「都市防災研究」
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大阪市

企業・事業体

他大学等 大阪市他の自治体・地域

大阪市立大学

連携

東日本大震災被災地

成果

還元

都市大阪にある大阪市立大学が総合性を活かした都市防災研究に取り組み、成果を地域・被災地に還元する

○東日本大震災の調査研究を通して、都市防災研究を分野横断的に実施し、「都市科学」研究の進展を図る
○最中・直後（短期）、事後（中期）、事前（長期）の時間軸と大阪・被災地を対象とする空間軸の視点をもつ
○大阪市をはじめ国内外の地震防災・減災と東日本大震災被災地の復旧・復興に向けた提言を行う
○重点研究として開始し、３年程度の継続研究を目指す

基本的考え方

○いのちを守る対応行動
・津波からの避難行動、避難所・応急仮設住宅・災害復興住宅における支援策（医・生・看・健スポ）
・情報伝達・手段とコミュニティ（工・文）
○復旧・復興過程での問題解決とビジョン
・経済復興と文化復興（創都・文）
・「社会的不利地区」における災害への脆弱性（経）
・被災時の日用生活品物流網の再構築（経営）
・「安全社会」の新しいデザイン（法）
○大阪市及び地域に特化した問題の抽出＝上町断層系地震、南海・東南海地震に備える
・想定すべき地震と被害（液状化、地下空間の安全性、津波）（工・理）
・高層・超高層建物の対策、帰宅困難者対策（工・生）

具体的な研究テーマ例



・中期的研究推進戦略を策定＝より大学の方向性に沿った研究に重点化
重点的な研究の指定

・大学院教育の充実と検討とあわせて若手研究者支援の視点

・あわせて予算配分の効果を測定する評価制度を創設

研究発展充実へのインセンティブ
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⑤戦略的研究経費の再構築

現状と課題

・平成１８年度より研究推進本部を設置し、特別研究（重点研究、都市問題研究、新産業
創生研究）の予算配分を実施。

・平成２０年度からは、新たに若手研究者を支援する特定研究奨励費制度を新設し、
特別研究に加える。あわせて評価システムを導入。

・研究費総額の削減にあわせて特別研究の予算額が削減されている。配分にあたって
大学の戦略的観点からの方針が未確立。

充実内容
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・現在の国際的研究拠点の発展「都市研究プラザ」「都市文化研究センター」
「複合先端研究機構」「数学研究所」
・補助金を獲得し、若手研究者の国際交流を活性化
・交流拠点の整備

大阪市の国際力強化へ→市大キャンパスを日々外国人が集う国際交流拠点へ
・海外渡航の安全確保→危機管理体制やマニュアル整備等、留学支援にも活用

⑥国際研究交流ネットワークの拠点化

現状と課題

・都市研究プラザでは、順次８ヶ所の海外サブセンターを開設、また平成２２年度より
国際ジャーナルを発行。

・平成２２年度より、文学研究科、理学研究科では補助金を獲得し、若手研究者の海外
派遣を充実。

・毎年、研究科等持ち回りによる「市立大学国際シンポジウム」を開催、各研究科でも
個別協定に基づきシンポジウム等を開催。

・平成２３年度より、国際化戦略本部とその実施拠点「国際センター」を設置。
・外国大学との大学間協定や学部間協定が並立し、整理が必要。
・国際交流事業の集約と全学的な国際交流戦略が必要。

充実内容



行政施策や地域への貢献を一本化するとともにシステム化
大学の貢献を「見える」化し、効果的に発信するために

政策重点課題や複合的な課題に、「都市科学」の重点的研究を中心に
総合大学として多面的に対応する仕組み

・大阪市政に関するデータを活用できるシステムの整備
・大学として研究者情報の集約→研究者データベースの充実
・大阪市課題の研究に対する市からの財政支援

シンクタンク窓口の一本化

前提

⑦(仮称)地域連携センターとシンクタンク窓口の設置
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現状と課題

・市が設置する公立大学として、大阪市等の審議会に教員が多数参画。
・都市研究プラザ等では市の関係局と共同研究等を実施し市政へ反映。
・市の研究機関とも連携大学院を構築するなど人的交流を展開。
・市等の各部局と研究者の個別対応にとどまり、教員間連携や全学的実態が掌握されて

いない。
・貢献成果が見えず効果的な発信も不可能。
・地域貢献機能や広報との連携強化は明確な実施体制が必要。

充実内容



○市民が大学の存在を実感できる取り組みをめざして

市民講座集約化の効果
・重複講座の整理
・生涯学習的な講座と社会人の再教育（スキルアップ）の系統化
・効果的な情報発信による受講の促進
・大学一体的な取り組みとしての効果（「市民大学(仮称) 」としての打ち出し）

○講座の二つの意義の整理
①生涯教育への支援
②社会人のキャリアアップ（高度専門社会人の育成）

→大学院教育の充実検討とあわせたコース設定等
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⑧公開講座の一元化による「市民大学(仮称) 」

現状と課題
・文化交流センターを中心に市民講座を実施しているが、参加費徴収、競合講座等の影響

により受講者数が減尐、平成１９年度から実施している近鉄文化サロンとの共催講座
についても振るわない状況。

・市民医学講座や住吉区民セミナー、都市健康・スポーツ研究センター講座、理学部附属
植物園の講座など各部局で市民を対象とした講座を実施しているが、全体像が見えず
重複講座の調整もできない。

・開催情報が集約されていないため効果的な広報ができない。

充実内容



『地域連携センター（仮称）』の機能イメージ
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シンクタンク機能
・大阪市等の政策課題と研究テーマ
のマッチング

企画調整機能
・地域連携センターの活動の企画立案、
各種相談受付、情報集約、
情報発信

公開講座等の集約機能
・公開講座の一元化、全学的な
「市民大学(仮称)」としての情報発信

高大連携の集約機能
・出張講義や公開授業の実施等、
大学の知に触れる機会の提供

広 報

外
部

産学連携推進本部

地域連携センター（仮称）

総合窓口
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○先端的研究分野での産学連携
・健康科学、人工光合成の実用化、都市研究プラザでのクリエイティブ産業の育成

など、先端的な研究テーマを中心とした産学連携活動の充実
・健康科学については、「うめきた」進出に伴う産官(公)学連携の仕組みの構築、
拠点の円滑な運用。

・先端分野研究の産学連携を促進するため、企業と大学で特定テーマを設定した
「共同研究講座」を設置。

○地域にねざした産学連携
・大阪に集中するものづくり中小企業や飲食・小売・介護サービス等の第三次
産業などの中小企業との連携を強化し、地域活性化に貢献。

・金融機関とも連携して、中小企業等の資金支援、ベンチャーへの支援。

⑨二つの方向での産学連携の充実

現状と課題

充実内容

・平成２０年度から国補助を受け府大と「産学官連携共同オフィス」を設置、新産業創生
研究センターを核に産学連携事業を展開するとともに、センター機能を強化。

・平成２１年度から金融機関との連携による融資制度や中小企業団体との協定によるホーム
ドクター制度を開始。

・平成２２年度から、新たに産学連携推進本部を設置し、目標を定めた外部資金獲得や
知的財産充実活動を展開。

・抗疲労研究や人工光合成など最先端研究の産学連携の充実が必要。


