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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。
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2018年度後期 開催予定
全15講演を配信予定のうち2018/8/23現在決定しております、2018年
度後期の夕学サテライト予定です。＜　　＞は『夕学五十講』2018年度後
期のテーマです。8月23日現在の予定であり、変更となることがあります。

全15回
10月9日（火）　          　＜社会の進化と深化＞

佐々木 紀彦　（ささき　のりひこ）

株式会社ニューズピックス　取締役CCO、
NewsPicks Studios　CEO

「メディアの未来とNewsPicksの未来」

12月4日（火） 　 　＜こころとからだの幸福論＞

藤平 信一　（とうへい　しんいち）

心身統一合氣道会　会長、
慶應義塾大学體育會合氣道部師範・特選塾員

「持っている力を最大限に発揮する」

11月27日（火）　  　 　  ＜社会の進化と深化＞

吉田 ちか　（よしだ　ちか）
YouTube Creator

「好きなことでヒトの役に立てる時代」

12月12日（水）　 　　　　　 ＜この人に聞く＞

千 宗屋　（せん　そうおく）
武者小路千家家元後嗣

「茶の湯のかたちに見る、日本の美と心」

1月11日（金）　         　 ＜社会の進化と深化＞

藤原 和博　（ふじはら　かずひろ）
教育改革実践家

「戦略的「モードチェンジ」のすすめ」

1月29日（火）　　　　　    ＜人を活かす組織＞

相澤 孝夫　（あいざわ　たかお）
社会医療法人財団 慈泉会　理事長、相澤病院 最高経営責任者

「相澤病院の経営改革」

1月17日（木）　 　　  　 ＜日本と世界の論点＞

小林 慶一郎　（こばやし　けいいちろう）
慶應義塾大学経済学部　教授

「財政危機と日本経済～将来世代の利益をどう守るか～」

10月18日（木）　  　　　 　  ＜この人に聞く＞

穂村 弘　（ほむら　ひろし）
歌人

「世界と＜私＞の関係を言葉にする」

10月19日（金）　　＜こころとからだの幸福論＞

藤田 紘一郎　（ふじた　こういちろう）
東京医科歯科大学名誉教授

「腸内細菌とともに生きる
 ～腸内細菌を大切にすると心身体も元気になる～」

10月31日（水） 　　　　 ＜日本と世界の論点＞

出口 治明　（でぐち　はるあき）
立命館アジア太平洋大学（APU） 学長

「これからの『学び』」

11月22日（木）  　＜戦略と技術が拓く近未来＞

前田 裕二　（まえだ　ゆうじ）
SHOWROOM株式会社　代表取締役社長

「SHOWROOMが創る共感経済圏」

せきがく

開催時間　18：30～20：30（開場18：00）

会　　場　岡山商科大学 地域交流談話室（学生会館2階）

開催時間　18：30～20：30（開場18：00）
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11月６日（火） 　 　＜戦略と技術が拓く近未来＞

池上 高志　（いけがみ　たかし）
東京大学大学院総合文化研究科・広域科学専攻　教授

「人工生命研究からみる未来のかたち」

岡山商科大学　社会人教育特別講座

11月13日（火）　　　　　  ＜人を活かす組織＞

白坂 亜紀　（しらさか　あき）
銀座 クラブ稲葉　オーナーママ

「銀座ママに学ぶ経営力、人間力」

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

10月30日（火） 　 ＜戦略と技術が拓く近未来＞

清水 勝彦　（しみず　かつひこ）
慶應義塾大学大学院経営管理研究科　教授
大山 晃弘　（おおやま　あきひろ）
アイリスオーヤマ株式会社　代表取締役社長

「ユーザーイン経営とジャパンソリューション」
※本講演は大山氏の講演60分・対談30分・質疑応答30分の構成です。

11月28日（水）　    　　 ＜社会の進化と深化＞

安田 秀一　（やすだ　しゅういち）

株式会社ドーム　代表取締役CEO、
法政大学アメリカンフットボール部　前総監督

「スポーツを通じて豊かな社会を」
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受講申込書
FAXまたは郵送でお申し込みください。申込者情報

パスポート券

受　 講　 券

そ　の　他

ア ク セ ス

お問い合わせ

お申し込み

申込区分…… □一  般   □商工会議所会員 岡山・倉敷・津山・玉島・玉野・児島・笠岡・井原・備前・高梁・総社・新見

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

※所属会議所名を○で囲んでください。

※所属団体名を○で囲んでください。

□後援団体会員

会社・団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　  部署名

申込者氏名

連絡先住所（職場・自宅）〒

緊急連絡先　　　　　　　　　　　　　TEL　　　　　　　　　　　  FAX

E-mail

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・団体名になります。）

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。

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。

ふりがな

枚

受講券の種類

パスポート券

受講券（1回）

受講料(税込)

10,000円

  1,200円

講 師 名
佐々木 紀彦

穂村 　弘

藤田 紘一郎

大山晃弘・清水勝彦

出口 治明

池上 高志

白坂 亜紀

前田 裕二

申込枚数
枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

申込枚数
枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

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。

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。

備　　考

*受講券は2018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。

〈一般・後援団体〉

〈商工会議所会員〉

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（代表）　TEL.086-256-6656（直通） 　FAX.086-256-6656
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　〒700-8556 岡山市北区厚生町3-1-15

TEL.086-232-2260 　FAX.086-225-3561

せきがく

◆JR岡山駅から
・岡電バス・中鉄バス
　津高営業所線、半田山ハイツ・津高台団地線、国立病院線、免許センター線、辛香線それぞれ「岡山商科大学前」下車徒歩1分
※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。

岡山商科大学　〒700-8601　岡山市北区津島京町2-10-1   TEL. 086-252-0642（代）

講 師 名
吉田 ちか

安田 秀一

藤平 信一

千 　宗屋

藤原 和博

小林 慶一郎

相澤 孝夫

開 催 日
10月９日（火）

10月18日（木）

10月19日（金）

10月30日（火）

10月31日（水）

11月６日（火）

11月13日（火）

11月22日（木）

開 催 日
11月27日（火）

11月28日（水）

12月４日（火）

12月12日（水）

１月11日（金）

１月17日（木）

１月29日（火）


