
経営者・後継者・経営幹部育成講座

第3４期塾生募集のご案内

田 塾原



*「田原塾」開塾30年を記念し、会合と大同窓会を行いました（平成31年2月6日）

？「田原塾」とは？
経営者・後継者等の育成を目的に開塾した、３０年以上の歴史を有す

る伝統ある経営塾です。

各分野の著名人を講師陣に迎え、次代を担う経営者・経営幹部として

の視野・視点・姿勢・教養を身につけていただけます。

１年間の講義を通じた同期との深いつながりや、各期（３２期までの

修了者：４８６名）とのつながりができるのも特徴です。

出典：長谷川 和廣「社長のノート２」(かんき出版)

*「田原塾」第30期生の写真を掲載しています。

我々は今、Society5.0、コロナ禍によるニューノーマルをはじめとする、社会構造の転換期を
生きています。転換期のビジネス活動は、不確実性が高く、困難を伴うものです。
「田原塾」では、いわゆる「 How To 」ではなく、

自身の軸を見出し、バランス感覚を持って対応できるリーダーの育成（＝“体幹を鍛える”）
を重視しています。
経営規模の大小や時代を問わない普遍性、柔軟な発想のためのヒント、果敢な行動の動機づけなど、

１年間を通し収穫を得られる機会を用意しております。ぜひご活用ください。

「熊本から我が国の産業界を牽引する企業人育成が何より必要」と
細川護熙･県知事（当時）の肝いりで開塾。

３４年間脈々と続く“熊本”の経営塾



*海外視察 ｉｎ ミュンヘン（30期）
*国内視察（30期）

*入塾式 *修了式

著名な講師陣の知見に間近で触れられる講義スタイル

本音で話せる、一生モノの仲間・同期に出会える

●田原塾のスタイルは、基本的には感染対策を講じたうえでの対面講義です。感染症拡大時は、ＺＯＯＭ活用によるリモート講義を取り入れております。

※OBや参加企業からのお声を参考に

▷ 経営者としての知見を拡げたい！

▷ 年齢・業種を超えた熊本の経営者後継者との強い絆をつくりたい！

▷ 後継者を育成したい！

▷ 経営面での右腕になってくれる人を育てたい！

▷ 経営者視点で事業を行う幹部を育てたい！

こんな方にご受講をお勧めいたします！！

*合宿研修（30期） *第2会合 inアートロフト（30期） *パーテーションを用いた講義風景（32期）

感染症対策のため消毒、換気の徹底

安心・安全な受講環境の構築に
努めています！
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第３４期 年間カリキュラム

会合 テーマ 目的／狙い
日 時 講 師 名 分 野

場 所 所属・役職

１ 経営理念
経営者の心構えとして人を大切にする

経営を学ぶ

202３年
5月１９日(金)

坂本 光司 経営（大学）

熊本市内
経営学者、人を大切にする経営学会会長

（元法政大学大学院教授）

２ 世界情勢 世界の中で日本企業の置かれた状況を学ぶ

6月１５日(木） 真田 幸光 国際経済（大学）

熊本市内 愛知淑徳大学ビジネス学部 教授

３ 人間学
中国古典から、経営者・ビジネスマンとして
知っておきたい「人、組織の末永い繁栄の為の

原理原則」を学ぶ

7月４日(火) 守屋 淳 経営（民間）

財団 作家・グロービズ経営大学院客員教授

４
戦略/人材
(夏合宿)

企業戦略と人材育成に関する
課題解決方法を学ぶ

8月2４日～2５日
(1泊2日)

井上 善海 経営（大学）

県内宿泊施設 法政大学大学院 教授

５
経営の
展開戦略

会社変革で持続可能な経営へ
勝てる！戦略思考の基本を学ぶ

9月1５日(金) 名和田 竜 経営（民間）

財 団 リレーションステージLLP 代表
(相模女子大学・東京国際工科専門職大学非常勤講師)

Option 国内視察
(希望者のみ)

企業を経営する経営者等から経営実践論を学ぶ 9月予定 １泊２日 未定
※塾生間の話し合いで決定

６ 心理学
リーダー論

モチベーションやコミニュケーション力を
高める手法を学ぶ

10月１２日(木) 原田 隆史 人材育成（民間）

財 団 株式会社原田教育研究所 代表取締役社長

７
経営の
展開戦略

経営理念を経営計画に落とし込み、
実現していくための仕組みづくりを学ぶ

11月１３日(月) 藤井 正隆 経営（民間）

財 団 株式会社イマージョン 代表取締役社長

Option 海外視察
(希望者のみ)

海外の現況と自社の立ち位置を認識する 11月予定
３泊５日 未定

※塾生間の話し合いで決定

８ 戦略/人材
（冬合宿）

企業戦略と人材育成に関する
課題解決方法を学ぶ

12月20日〜21日
(1泊2日)

井上 善海 経営（大学）

県内宿泊施設 法政大学大学院 教授

９ 健康経営 健康を基本とした「生産性向上」を学ぶ

2024年
1月19日（金)

水野 雅浩 経営（民間）

財 団 健康経営マネジメントスクール 代表

10 教養
(脳科学と経営)

脳のしくみ（本講義ではメタ認知）を
理解した上で、自身や従業員の意識向上の

はかり方を学ぶ

２月15日（木） 青砥 瑞人 人材育成（民間）

財 団
株式会社DAncing Einstein CEO

応用神経科学者

11
受講生
希望枠

実践論
※塾生間の話し合いで決定

10～2月予定 ●● ●● 経営（民間）

財 団 ●●●● 代表

12 ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ 革新的発想の基礎を学ぶ

3月５日（火） 米倉 誠一郎 経営（大学）

熊本市内 法政大学大学院 教授
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※新型コロナウイルス感染症拡大の場合は、急遽開催地変更やZOOM活用、視察日程の変更等が発生する場合があります。ご了承下さい。

※講義の順序や開催場所、講師については、変更となる場合がございます。



第3４期 講師陣

坂本 光司 氏

〔著書〕

経営学者、人を大切にする経営学会会長

第１会合

中小企業経営研究の第一人

者として、これまで8,000

社を超える企業への訪問調

査・アドバイスを行う。調査

をもとに好事例企業を取り

上げた著作「日本でいちば

ん大切にしたい会社」がシ

リーズ化。

藤井 正隆 氏

株式会社イマージョン 代表取締役社長

第7会合

大手コンサルティング会社

所属後、組織開発コンサル

ティング会社を設立し、代表

をつとめる。坂本光司氏らと

全国の企業を視察・研究。現

場で実際に見てきたことを

理論的に整理し、わかりやす

く伝える。

〔著書〕

米倉 誠一郎 氏

法政大学大学院 教授

第12会合

一橋大学院修士号、ハー

バード大学で歴史学博士号

を取得。一橋大学で教授を

務め、2017年から現職。

イノベーションを核とした企

業の経営戦略と組織の史的

研究を専門とし、多くの経

営者から熱い支持を受けて

いる。

〔著書〕

真田 幸光 氏

愛知淑徳大学ビジネス学部 教授

第３会合

〔著書〕

戦国武将・真田信幸から数

えて14代目。専門は地域経

済と国際金融。東京銀行等

を経て現職。講演やテレビ出

演多数。グローバル競争の中

で、中小企業の“高品質・多

品種・高利潤型ビジネス”へ

の転換を提唱。

守屋 淳 氏

作家・グロービズ経営大学院客員教授

第9会合

大手書店勤務後、中国古典

の研究に携わる。

雑誌連載、講演など数多く

行う。多数の著作あり。

実父は日本を代表する中

国古典文学者である守屋

洋氏であり、「田原塾」講師

を同氏から引き継ぐ。

〔著書〕

原田 隆史 氏

株式会社原田教育研究所 代表取締役社長

第6会合

〔著書〕
荒れた学校を立て直し、

独自の育成手法「原田メ

ソッド」で、陸上部顧問と

して７年間で13回日本一

に導く。同メソッドをもと

に武田薬品工業、ユニク

ロ、キリンビール等の企

業研修・人材育成を担当。

名和田 竜 氏

リレーションステージLLP 代表

第５会合

〔著書〕
人財教育の視点から企業を

変革させるコンサル及び研

修には幅広い層からの支持

を集めるプロフェッショナル

戦略マーケター。その他、大

学講師・執筆・講演など幅広

く活躍中。
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青砥 瑞人 氏

DAncing Einstein CEO & 応用神経科学者

世界最先端の神経科学を応用＋独自のAI

技術を構築することでNeuroEdTech®︎

とNeuroHRTech®︎という 新しい分野

を開拓し、幾つもの特許を保有する。

ドーパミン(DA)が溢れてワクワクが止ま

らない新しい学び体験と、現場に寄り添っ

た教育・共育をデザインすべく、株式会社

DAncing Einsteinを創設し、国内外で

活動の場を広げている。

第１０会合

〔著書〕

第２会合

〔著書〕

（夏・冬合宿） 法政大学大学院 教授

井上 善海 氏第4、8会合

大学卒業後、会社経営、経

営コンサルタント等を経て

大学院へ進学。会社経営

者から国立大学教授に

なった異色の経歴を持

つ。2019年から現職。

専門分野は、経営戦略論、

中小企業経営論。

〔著書〕

水野 雅浩 氏

健康マネジメントスクール 代表海外勤務時、ビジネスエ

リートが取り組む仕事の

パフォーマンスを上げる

「健康マネジメント」に出

会う。現在、「健康を企業

文化に」の理念のもと、企

業・行政・大学で健康習

慣・健康経営の研修を

行っている。著書はアマ

ゾン総合１位。
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くまもと産業支援財団 田原塾

〒861-2202 

上益城郡益城町田原2081-10
（テクノリサーチパーク内）

096-289-2438

oomura@kmt-ti.or.jp

公益財団法人くまもと産業支援財団
「田原塾」事務局：大村、松枝

096-289-2457

ご受講をご検討される方
気軽にお問い合わせください！

講座の対象者

原則として、熊本県内に本社または事業拠点を有する組織の経営者、

後継者、管理職などの経営層の方。

定 員

会 合

研 修

受講料

募集期限

募集要項

（ただし、国内･海外視察研修に参加の場合の参加費は別途要）

５０万円 （税込。合宿研修時の宿泊費･食事代込み。）

※別途：オプションとして国内・海外視察研修各１回

通常(3時間程度)１０会合、合宿２会合(夏・冬) 計１２会合を予定

令和５年４月末日 （ただし、定員となり次第締め切らせていただきます）

令和５年５月～令和６年３月（全１２会合）を予定

１５名程度



お問い合わせは．TEL 096-289-2438
メールでのお申し込みは．oomura@kmt-ti.or.jp

田原塾事務局

（担当） 大村 征
松枝 修平

☝お申込み

FAX.096-289-2457

■お申し込みのご担当者

■受講者

第3４期 田原塾 申込書
必要事項をご記入のうえ、EメールまたはＦＡＸ、ご郵送にてお申し込みください。

■受講料 50万円（税込） ※後日、請求書をお送りいたします。

【個人情報等の取扱について】 以下にご同意の上、お申込みください。

※受講者と同じ方である場合は、“同上”とご記載ください。

貴社名 業種

〒
所在地

ふりがな

部署・お役職名

携帯電話番号

Ｅ－Ｍａｉｌ

お名前

部署・お役職名

電話 ＦＡＸ

Ｅ－Ｍａｉｌ

ご記入いただきました情報は、本講座に関する連絡及び講師等への情報提供以外の目的には利用いたしません。なお修了後、お名前のみ当財団１階フロア内の
OB会員芳名板に掲示するとともに、お名前とご所属・お役職名をOB名簿（非公開）に掲載し、同窓会等の会合の案内に利用する場合があります。

【お申し込みの際に必ずお読みください】
※講演内容や日程、講師等が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
以下に該当する行為に対しては、しかるべき対処を取らせていただく場合がございます。
・本講座(「田原塾」に関連するイベント・会合・懇親の場も含む、以下同じ)に関連して、①法令又は公序良俗に反する行為があったとき②講師や他の受講生の迷惑
となる行為、講座の進行を妨げる行為があったとき③許可なく物品等の売買、営業または勧誘をする等、本講座の目的を逸脱または本講座の品位を損なうおそれ
があると認められるとき
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