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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。

●2018年度前期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

※2018年2月16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

■ 4/12（木）

横田 南嶺 （よこた　なんれい）氏

〈人間の力を信じる〉

「人生を照らす禅の言葉」
臨済宗円覚寺派管長

■ 4/20（金）

「100年企業の人事大改革～グローバル企業への飛躍に必要な人事制度とは～」

有沢 正人 （ありさわ　まさと）氏
カゴメ株式会社 執行役員CHO

〈変革期の経営と働き方〉

■ 4/25（水）

「失敗しないドラマ創り」

内山 聖子 （うちやま　さとこ）氏
テレビ朝日『ドクターX ～外科医・大門未知子～』シリーズ ゼネラルプロデューサー

〈この人に聞く〉

■ 6/6（水）

茂木 健一郎（もぎ　けんいちろう）氏
脳科学者、ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチャー

慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 教授

〈人間の力を信じる〉

サテライト配信スケジュール 全１5 回２０18年度前期

■ 5/8（火）

「人生100年時代のセルフマネジメントとは何か？」

石川 善樹 （いしかわ　よしき）氏
予防医学研究者、（株）Campus for H 共同創業者

〈人間の力を信じる〉

■ 5/9（水）

「超AI 時代の生き方・働き方・考え方」

落合 陽一 （おちあい　よういち）氏
筑波大学准教授・学長補佐、ピクシーダストテクノロジーズ（株） 代表取締役社長

〈テクノロジーが変える社会システム〉

■ 5/25（金）

「今日からあなたはMathe-magician」

秋山 仁 （あきやま　じん）氏
東京理科大学 理数教育研究センター長・教授

〈人間の力を信じる〉

■ 5/31（木）

「これからのリーダーシップのあり方～ダークサイド・スキルを身につけろ～」

木村 尚敬 （きむら　なおのり）氏
株式会社経営共創基盤（IGPI） パートナー、IGPI上海執行董事

〈変革期の経営と働き方〉

■ 4/26（木） 〈この人に聞く〉

■ 7/3（火）

「テクノロジーが変えた経営戦略：進化を振り返り、未来を考える」

琴坂 将広 （ことさか　まさひろ）氏
慶應義塾大学総合政策学部 准教授

〈テクノロジーが変える社会システム〉

■ 7/6（金）

「東京五輪後の日本経済」

白井 さゆり （しらい　さゆり）氏
慶應義塾大学総合政策学部 教授

〈「新しい経済」を考える〉

「問いを立てるデザイン」
アーティスト、東京大学特任准教授

■ 7/12（木）

スプツニ子！ （すぷつにこ！）氏

〈テクノロジーが変える社会システム〉

「日本経済の近未来」
明治大学政治経済学部 准教授

■ 7/24（火）

飯田 泰之 （いいだ　やすゆき）氏

〈「新しい経済」を考える〉

■ 6/29（金）

「貯信時代のお金の作り方、使い方」

西野 亮廣 （にしの　あきひろ）氏
芸人・絵本作家

〈「新しい経済」を考える〉

■ 6/21（木）

飯間 浩明 （いいま　ひろあき）氏

〈地球と人間の歴史〉

「国語辞典から現代日本語が見えてくる」
国語辞典編纂者、『三省堂国語辞典』編集委員

羽生 善治 （はぶ　よしはる）氏
将棋棋士

※本講演は羽生氏の講演60分・対談60分（質疑応答15分含む）の構成です。
「AI 時代の人間の行方」

阿刀田 高 （あとうだ　たかし）氏

作家

※本講演は対談を含む講演90分・質疑応答30分の構成です。
「幸福学と脳科学の文脈で語り合う平成30年」

前野 隆司 （まえの　たかし）氏April
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パスポート券

受　講　券

開 催 日 講 師 名 申込枚数
4月12日（木）
4月20日（金）
4月25日（水）

4月26日（木）

5月 8日（火）
5月 9日（水）
5月25日（金）
5月31日（木）

6月 6日（水）

6月21日（木）
6月29日（金）
7月 3日（火）
7月 6日（金）
7月12日（木）
7月24日（火）

 

横田 南嶺
有沢 正人
内山 聖子
羽生 善治
阿刀田 高
石川 善樹
落合 陽一
秋山 　仁
木村 尚敬
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開 催 日 講 師 名 申込枚数
茂木 健一郎
前野 隆司
飯間 浩明
西野 亮廣
琴坂 将広
白井 さゆり
スプツニ子！
飯田 泰之

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２０18年度前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。

2018年度 前期

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


