ＯＲＤ講演会 2008年（平成20年）～2021年（令和3年）
2008年

8月

（平成20年）

講演 「真のものづくり大国をめざして」
愛知淑徳大学ビジネス学部 教授 真田 幸光氏

11月

-この星に確かな未来を「三菱重工の環境・エネルギー事業への取組み」
三菱重工㈱ 取締役社長 大宮英明氏

2009年

6月

（平成21年）

10月

基調講演 「電気自動車の将来」
特別講演
「グローバル経済危機の中の企業経営」
ソニー生命保険㈱ 取締役会長 安藤国威氏
（元ソニー㈱代取締役社長兼COO）

2010年

6月

（平成22年）

講演 「大きな過渡期に差し掛かる世界と日本の行く末」
愛知淑徳大学ビジネス学部 教授 真田 幸光氏

11月

特別講演
「日東電工におけるR&D戦略とその展望」
日東電工㈱ 執行役員 全社技術部門長 表 利彦氏

2011年

2月

（平成23年）

特別講演
「技術と経営」-住金の事例住友金属工業㈱ 取締役社長 友野 宏氏

6月

講演 「バリュードライバーとしての感性」
大阪府立大学経済学部 教授 山本浩二氏

11月

特別講演
「笑いはたっぷり、商売はしっかり」
上方落語協会 理事 桂文 喬氏

2012年

2月

（平成24年）

特別講演
「JAXSAにおける飛行実証技術」
（独）宇宙航空研究開発機構（JAXA） 研究開発本部
飛行技術研究センター センター長 柳原正明氏

6月

講演 「大阪の地震と津波-いま、むかし・・大地は動く」
九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門 教授 佐野弘好氏

9月

特別講演
「我が国の宇宙開発利用の動向」
(独)宇宙航空研究開発機構（JAXA）
宇宙輸送ミッション本部長 理事 遠藤 守氏

12月

特別講演
「混沌が深まり、機器が顕在化する国際社会」
愛知淑徳大学ビジネス学部 教授 真田 幸光氏

2013年

2月

（平成25年）

特別講演
「技術に支えられる海遊館」
海遊館 館長 西田清徳氏

6月

講演 「医療における光技術」
大阪大学大学院 教授 近江雅人氏

11月

特別講演
「海中探査機の開発」-海中ロボットは7つの壁を越えて作られる海洋研究開発機構・海洋工学センターJAMSTEC 百留忠洋氏

2014年

3月

(平成26年）

特別講演
「商いに異業なし」-TPP施行後の知的財産についてイグ・ノーベル賞受賞者 井上大佑氏

6月

基調講演 「製造業の成長戦略」
-付加価値がどこにあるかを探ることから始めよう元TDK通信技術開発センター長 工学博士 岡本 明氏

12月

特別講演
「MRJの挑戦-国産旅客機を世界の空へ」
三菱重工業㈱ 会長 大宮英明氏

2015年

6月

（平成27年）
2016年

基調講演 「現行の世界秩序の変化の兆しと日本のあり方」
愛知淑徳大学ビジネス学部 教授 キャリアセンター長 真田 幸光氏

2月

（平成28年）

ORD講演会
近畿大学長瀬キャンパス
「関西にIR（統合型リゾート）がやってくる？」
近畿大学 教授 高橋一夫氏

3月

ORD講演会
Ⅰ部 「下町ロケット撮影秘話」
㈱フジキン CS・マーケティング本部AMG 中村浩一氏
Ⅱ部 「国内航空機装備品産業の成長戦略」
住友精密工業㈱ 技師長 高橋教雄氏

6月

基調講演 「医薬品産業の現状と将来」
田辺三菱製薬㈱ 代表取締役会長 土屋裕弘氏

9月

ORD講演会
「京都花街に学ぶ経営学」
京都女子大学 教授 西尾久美子氏

10月

ORD講演会
「ソ連崩壊25年と世界情勢」
産経新聞社 専務取締役・大阪代表 斎藤 勉氏

11月

ORD講演会
「吉本芸人として学んだぱわー・コミュニケーション理論」
コミュニケーション・プロデューサー 夏川立也氏

2017年

3月

（平成29年）

ORD講演会
「激動の朝鮮半島と日韓関係の行方」
-これから日本は一番近い国、韓国、北朝鮮とどのようにつきあっていけばいいのか大阪市立大学 教授 朴 一氏

6月

基調講演 「人はなぜ宇宙をめざすのか」
宇宙航空研究開発機構（JAXA） 社友 柳川孝一氏

8月

ORD講演会 りそな銀行共催
「混沌の世界を生き抜く知恵」
愛知淑徳大学ビジネス学部 教授 真田幸光氏

2018年

2月

（平成30年）

ORD講演会
「AI・IoTの技術動向および産学連携によるイノベーション」
大阪工業大学 教授 松井謙二氏

2月

ORD講演会
「防衛産業の現状と課題」
日本防衛装備工業会 事務局長 新村暢宏氏

6月

基調講演 「トランプ政権と半島危機」
近代史評論家 江崎道朗氏

9月

ORD講演会 人材育成シリーズ三部構成講演会
第一弾 「厳しいことを言うときに必要な『叱り方』の技術」
叱りの達人協会（㈲ハートプロ） 『叱りの達人』 川村晴美氏

10月

ORD講演会 人材育成シリーズ三部構成講演会
第二弾 「企業の危機管理とよい謝罪」
『謝罪マスター』 竹中 功氏（元吉本興業㈱広報宣伝室）

2019年

2月

（平成31年）

ORD講演会 人材育成シリーズ三部構成講演会
第三弾 「ほめる達人への道」～やる気を引き出す魔法の言葉～
（一社）日本ほめる達人協会 理事 『ほめる達人』 西村貴好氏

（令和元年）

6月

基調講演 「日本経済に影響を及ぼす国際情勢」-米中経済戦争の結末と日本-

9月

ORD講演会 万博がけん引する大阪・関西地域経済の活性化（2回シリーズ）

国際政治学者 藤井厳喜氏
第一弾
講演① 「2025年大阪・関西万博誘致と今後について」
（一社）2025年日本国際博覧会協会 中根慶太氏
講演② 「大阪・関西万博と鉄道延伸計画」
鉄道ライター/カメラマン 伊原 薫氏
2020年

2月

（令和2年）

ORD講演会 万博がけん引する大阪・関西地域経済の活性化（2回シリーズ）
第二弾 「日本企業の海外事業展開の進展と持続可能な社会・経済システム実現への期待」
－大阪・関西万博も見据えた持続的な海外需要の取り込みに向けて－
株式会社国際協力銀行 大阪支店 次長 石川 輝氏

2021年
（令和3年）

7月

ORD講演会 テーマ：日本の危機を考える
演 題 コロナ禍で顕在化した中小企業の危機と課題
～何が起こり、どう変化するのか
神戸国際大学 経済学部 教授 中村 智彦氏

