2017年度 経済学部

どなたでも参加できます! 聴講無料!

リレー講義

◆前

期（経済学科担当）

「キャリアデザインのヒント〜高経大卒業生のメッセージ」
（高崎経済大学同窓会 東京三扇会）
人が一生をかけて働くことの価値は何に求められるでしょうか。社会の高齢化、雇用
の流動化や非正規化が進行した現代において、働く意義を問うことは決して若者だけの
関心事ではなくなっています。今年度のリレー講義では「キャリアデザインのヒント」と
して、社会の第一線で活躍してきた高崎経済大学の卒業生を講師に迎え、社会人として
働く意味や社会が求める人材に関する話を中心に、自身の経験や業界の実情を踏まえて
解説していただきます。生きて動く社会の現場感覚と実体験に基づく幅広い問題解決の
あり方に関する話を聴きながら、仕事とは、人材とは何かを考えていきます。
（※本学創
立60周年にあたり、昨年度と同様に東京三扇会に協力いただき講義を実施します。）

◆後

期（経営学科担当）

事業機会の見つけ方
日本の企業のほとんどは中小企業です。激しい環境変化と厳しい市場競争の中を長く生き
残る中小企業は、それほど多いわけではありません。一つの事業はいつか終わりを迎えるし、
あるいは競争の激化にともない弾き出されることもあります。企業は生き残りを賭けて、新し
い事業を開発しなければなりません。世の中の変化が生み出す事業機会を探し、取り組んでい
く。幸いにも長く生き残った中小企業は、経営者が交代します。先代の築いた事業と資産を継
承することだけでも簡単ではありません。顧客や事業を開拓し、自社を作り替えながら生き残
りを図るのです。
１５名の経営者がどのように企業経営に取り組んできたかの経験を聞き、そ
の強い責任感と意欲や発想に触れることで、聴講者自身にも良き影響があるでしょう。

（本講義は、
経済学部の正規の授業です。
経済学部の学生と一緒に受講していただきます｡）
※講師や日程などは、
変更となる場合があります。

回 開講日

前
期
講 義 テ ー マ

4月12日

企業の社会貢献とNPO活動

2

4月19日

日本人の英会話力を阻害するメンタル
ブロックの考察と対処法 (これを知れ
ば明日から英語が話せる）

3

4月26日

1
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サラリーマンが続かなかった私の
履歴書〜卒業3年目での起業物語〜
日本の塩事情
5月10日 （塩専売時代から自由化まで）
組織と個人のキャリア
5月17日 〜働くを応援する仕事〜

6

5月24日
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7
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講

師

認定NPO法人ピープルズ・ホープ・
ジャパン(PHJ)部長 北島 弘
元全日空通訳・米国連邦局
公認飛行教官 本城 武則
株式会社ヒューシーク
代表取締役
前田 竜徳
一般社団法人 日本塩工業会
元専務理事 横堀 明

株式会社リクルート キャリアコンサル
ティング
キャリアカウンセラー

南

聡子

青山学院大学
元教授
前田 昇
株式会社ジャックス
信販会社の事業と
5月31日 ㈱ジャックス60年の歩み
取締役上席執行役員 尾形 茂樹
ヤマト運輸株式会社
ヤマト運輸の取り組み
6月 7日 〜プロジェクトG・地域の課題解決について〜 代表取締役社長 長尾 裕
安田不動産株式会社
6月14日 街づくりとデベロッパー
開発第三部部長 澤田 月来男
㈱４℃ホールディングス
空即是色〜企業永続への想い〜
6月21日
代表取締役会長 木村 祭氏
元ヤマハ株式会社
「海外駐在は役に立ったか」
6月28日 ・仕事、生活、家族、人生にとって・英語とどう取り組んだか 音楽普及統括部長 今 憲行
楽天株式会社
Career Design with Planned
7月 5日 Happenstance (出会い型キャリアデザイン） グローバル人事部 角田 大輔
スーパーマーケット発展の歴史と 株式会社ベルク
7月12日 チェーンストア経営
代表取締役社長 大島 孝之
歴史を繋げ、
歴史を創れ、
スーパー 清水建設株式会社 営業本部
7月19日 ゼネコン営業マン
営業部 副部長 関口 史人
グローバルと日本の労働市場と ランスタッド㈱
7月26日 ワークスタイル
代表取締役社長兼COO 猿谷 哲

○開講日時
○場
所
○受 講 料
○参加方法
○問合せ先

ビジネスと学問の融合

回 開講日
1

9月27日

後
期
講 義 テ ー マ
試薬・理化学機械の商社活動

2 10月 4日

理美容ビジネスとチェーン展開

3 10月11日

中小企業経営を支援する税理士の仕事

4 10月18日

機器自動制御の発達と独自性の開発

5 10月25日

介護事業における市場開拓

6 11月 1日

マーケティングの力で
ヒット商品を作り出す

7 11月 8日

地域の情報通信産業

8 11月15日

専門学校・職業訓練校
ビジネスの変化と適応

9 11月22日

地域に必要とされる建設業

10 11月29日

地域における公認会計士の役割

11 12月 6日

情報システム開発企業の事業開発

12 12月13日

産業を支える制御盤の事業戦略
と新規事業の開発

13 12月20日

印刷機材の発達と印刷機材企業の戦略

14 1月17日

まちづくりにおける設計企業の役割

15 1月24日

激動のエレクトロニクス業界を
生き抜いて

講

師

高信化学株式会社
代表取締役社長 高橋 弘樹
株式会社サロン・ド・ジュン
代表取締役 深澤 勤
有限会社中田計理事務所
代表取締役 齋藤 仁志
株式会社アドテックス
代表取締役社長 佐藤 弘男
株式会社介護ＮＥＸＴ
代表取締役社長 大平 雄伸
SG・フードホールディングス株式会社
最高執行役員
髙橋 憲明
システム・アルファ株式会社
代表取締役
廣山 武雄
学校法人有坂中央学園
理事長
中島 利郎
株式会社竹中組
代表取締役社長 竹中 隆
税理士法人加藤会計事務所
代表社員
加藤 真一
株式会社日東システム開発
代表取締役社長 青木 規夫
株式会社成電工業
代表取締役社長 瀧澤 啓
設楽印刷機材株式会社
代表取締役社長 設楽 誠一
株式会社石井設計
代表取締役社長 石井 繁紀
鹿島エレクトロニクス株式会社
代表取締役社長 鹿島 保宏

2017年4月12日から2018年1月24日までの 水曜日 午後2時20分から午後3時50分まで
高崎経済大学 7号館 731番教室（入口4階） 高崎市上並榎町1300番地
無 料
事前申込は不要です。
当日､直接教室にお越しください。
高崎経済大学事務局教育グループ教務チーム 電話 027−344−6264
（教育グループ直通）

