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岡山県商工会議所連合会・岡山商科大学連携事業

社会人の自己啓発を支援する一流講師によるビジネス講座
本講座は、慶應義塾の社会人教育機関である慶應丸の内シティキャンパスが「夕学五十講」として運
営している講座を、岡山商科大学の会場で生中継します。

●2016年度後期15講座
18：30～20：30 （開場18：00）開催時間

岡山商科大学／地域交流談話室（学生会館2階）岡山市北区津島京町2-10-1会　　場

※駐車場もご用意いたしておりますが、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

主催：岡山商科大学、岡山県商工会議所連合会
後援：岡山県経済団体連絡協議会、岡山県経営者協会、（一社）岡山経済同友会、岡山県中小企業団体中央会、岡山県商工会連合会

※2016年8月5日現在の予定です。都合により変更になることがあります。

JR岡山駅から
・岡電バス・中鉄バス
　　「津高・国立病院・免許センター」方面行き
　　「岡山商科大学前」下車徒歩1分

■10/4（火）

金井 壽宏 （かない　としひろ）氏

〈人の力を信じる経営〉

「私のリーダーシップ研究の旅」
神戸大学大学院経営学研究科 教授

■10/5（水）

「変えること、変わることを恐れてはいけない！」

夏野 剛 （なつの　たけし）氏
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特別招聘教授

〈戦略と技術が時代を創る〉

「坐禅で作る しなやかな心」
全生庵 第七世住職、日本大学客員教授

■10/17（月）

平井 正修 （ひらい　しょうしゅう）氏

〈先の見えない時代の生き方〉

〈人の力を信じる経営〉■11/11（金）

「マネジャーになる・育てる：仕事の作り方、与え方」

松尾 睦 （まつお　まこと）氏
北海道大学大学院経済学研究科 教授

■10/11（火）

「京都ぎらいの関西論」

井上 章一 （いのうえ　しょういち）氏
国際日本文化研究センター 教授

〈ミクロとマクロの日本論〉

■11/18（金）

「わたしの田中角栄論」

早野 透（はやの　とおる）氏
元朝日新聞コラムニスト、桜美林大学名誉教授

〈国のかたちを考える〉

■11/15（火）

「国際水準から見た日本の危機管理」

小川 和久 （おがわ　かずひさ）氏
静岡県立大学特任教授、NPO法人 国際変動研究所理事長、軍事アナリスト

〈国のかたちを考える〉

サテライト配信スケジュール 全１5 回２０16年度後期

■11/1（火）

「進化を楽しむ」

廣瀬 俊朗 （ひろせ　としあき）氏
元ラグビー日本代表

〈この人に聞く〉

■10/27（木）

「オバマとトランプ：反知性主義とアメリカの宿命」

〈国のかたちを考える〉

森本 あんり （もりもと　あんり）氏
国際基督教大学 人文科学デパートメント教授（哲学・宗教学）・学務副学長

■1/24（火）

「人生は噛みしめるように生きる」

田口 佳史 （たぐち　よしふみ）氏
東洋思想研究家、株式会社イメージプラン 代表取締役社長

〈先の見えない時代の生き方〉

■1/12（木）

「日産：変革を支えるレジリエントオーガニゼーション」

志賀 俊之 （しが　としゆき）氏
日産自動車株式会社 取締役副会長

〈戦略と技術が時代を創る〉

■12/13（火）

「笑いと感謝、いま大切におもうこと。」

柳家 花緑 （やなぎや　かろく）氏
落語家

〈この人に聞く〉

「新たな顧客マネジメント
　　　　～循環型マーケティングの提案～」

慶應義塾大学商学部 教授

■1/17（火）

清水 聰 （しみず　あきら）氏

〈人の力を信じる経営〉

■12/8（木）

「好きなことをビジネスに変える
　　　　～音楽と鉄道がいっぱい～」

向谷 実 （むかいや　みのる）氏
音楽プロデューサー、株式会社音楽館 代表取締役

〈先の見えない時代の生き方〉

■12/2（金）

池尾 和人 （いけお　かずひと）氏

〈国のかたちを考える〉

「異次元緩和と財政ファイナンス」
慶應義塾大学経済学部 教授
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パスポート券

受　講　券

開 催 日 講 師 名 申込枚数
　10月 4日（火）

　10月 5日（水）

　10月11日（火）

　10月17日（月）

　10月27日（木）

　11月 1日（火）

　11月11日（金）

　11月15日（火）

　11月18日（金）

　12月 2日（金）

　12月 8日（木）

　12月13日（火）

　 1月12日（木）

　 1月17日（火）

　 1月24日（火）

金井 壽宏

夏野 　剛

井上 章一

平井 正修

森本 あんり

廣瀬 俊朗
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開 催 日 講 師 名 申込枚数
早野 　透

池尾 和人

向谷 　実

柳家 花緑

志賀 俊之

清水 　聰

田口 佳史

お問い合わせ
お申し込み

そ　の　他

岡山商科大学 社会総合研究所　〒700-8601 岡山市北区津島京町2-10-1
TEL.086-252-0642（代）TEL.086-256-6656（直通）　FAX.086-256-6656

枚

＊受講券は２０16年度後期開催の講座に限り有効です。
＊本講座は原則再放送は行いませんが、送信者側のトラブル、天災等によって受信できない場合は、
　講演者の許可が得られた場合に限り、後日DVDでの放映を行います。
＊岡山商科大学・岡山商工会議所のホームページでも講座内容をご案内しております。

申込者氏名
ふりがな

連絡先住所（ 職場 ・ 自宅 ）〒

会社・団体名 部署名

緊急連絡先※TEL

E-mailFAX

お申し込みされる方 □ 個  人（請求書は発行されません。）
□ 法  人（パスポート券には請求書を発行します。請求書宛名は上記会社・団体名となります。）

ご記入いただいた情報は、商工会議所ならびに岡山商科大学からの各種連絡、情報提供のために共同利用するほか、講座参加者の実態調査・分析のために利用することがあります。

※送信者のトラブルまたは天災等によってやむをえず休講とする場合は、緊急連絡先にご連絡させていただきます。

申込区分 …… □ 一　般　□ 商工会議所会員申込者情報

□ 後援団体会員

FAXまたは郵送でお申し込みください。

2016年度 後期

受講申込書

岡山・倉敷・津山・玉島・玉野・児島
笠岡・井原・備前・高梁・総社・新見
※所属会議所名を○で囲んでください。

岡山県経済団体連絡協議会・岡山県経営者協会・
（一社）岡山経済同友会・岡山県中小企業団体中央会・
岡山県商工会連合会 ※所属団体名を○で囲んでください。

慶應MCC

受講券の種類 備　　考

パスポート券

受講券（1回）

受講料（税込）

10,000円

1,200円 1枚につき１回のみ受講可能。【要予約】 当日会場にて現金払いでお願いいたします。

全１５回受講可能。同一組織内であれば、パスポート1枚につき、どなたでもお一人までご
利用いただけます。予約不要。銀行・郵便局振り込みでお願いいたします。

FAXFAX

〈一般・後援団体〉

〈商工会議所会員〉 岡山県商工会議所連合会事務局
　岡山商工会議所 夕学講座 担当まで　〒700-8556 岡山市北区厚生町3-1-15
TEL.086-232-2260　FAX.086-225-3561


