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回数 年度 月 学 習 内 容

1 11月 第１弾「簿記学習会」 角田　崇文

2 12月 第２弾「労働法入門」 田中　幸雄 社会保険労務士

3 2月 第３弾「やさしく学べる財務・計数感覚」 山下　福夫 産業能率大学助教授

4 7月 第１弾「労働法入門2（年金関係）」 田中　幸雄 社会保険労務士

5 9月 第２弾「海外と日本の病院経営事情」 岡田　信夫 医業経営コンサルタント

6 2月 第３弾「業務改善の考え方・進め方」 山下　福夫 産業能率大学助教授

7 9月 第１弾「～主体性を確立する～対人能力向上研修」 竹元　雅彦
広島修道大学大学院商学研究科博士前期課程終了、商
学修士　広島修道大学商学部　非常勤講師

8 12月 第２弾「資格取得とその活かし方」 鈴木　寿美

9 2月 第３弾「コミュニケーション能力を高める回想法」 小林　幹児
産能大学経営情報学部非常勤講師（心理学・行動科
学・産業組織心理学）

9月
第１弾「大学院へ行こう」
竹元（広島修道大学大学院商学研究科博士前期課程終了）

竹元　雅彦 商学修士　広島修道大学商学部　講師

小原（広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻 小原　啓子 広島高等歯科衛生士専門学校　教員　歯科衛生士

11 11月 第２弾「自分のホームページを作成し開設してみよう」 浦上　美佐子 大島商船高等専門学校　情報工学科　教員（助手）

12 2月 第３弾「インターネットビジネス入門」 竹元　雅彦
　
広島修道大学商学部　商学部講師

「プレゼンテーションシリーズ」 　 　

13 12月 第1弾　書く力「論文・企画書・提案書の書き方入門」 竹元　雅彦　 広島修道大学商学部　商学部助教授

14 1月 第2弾　話す力「アサーショントレーニング」 山田　敏世 産能大学、産能短期大学・兼任講師

15 2月 第３弾　見せる力「デジタルプレゼンテーション」 浦上　美佐子 大島商船高等専門学校　情報工学科　講師（理学博士)

平成18年度テーマ 「生涯生活設計（ライフプラン）」

16 9月 平成17年度補講　「デジタルプレゼンテーション発表会」 浦上　美佐子 大島商船高等専門学校　情報工学科　講師（理学博士)

17 11月 第1弾「生涯生活設計及びリスクと保険」 伊禮　広正 税理士　ＡＦＰ

18 12月 第2弾「知らないと損する身近な税金」 伊禮　広正 税理士　ＡＦＰ

19 2月 第3弾「有効に活用したい金融商品、不動産の運用設計」 山崎　博司 経営学修士、ＣＦＰ

平成19年度テーマ 「コミュニケーション」

20 9月 第１弾「異文化コミュニケーション」一部外国人による講演
ロアン・エリザ
ベス・コーマン

広島大学大学院博士課程後期　ニュージーランド出身

21 11月 第２弾「デジタルコミュニケーション」 浦上　美佐子 大島商船高等専門学校　情報工学科　講師（理学博士)

22 2月 第３弾「コーチング入門」 森田　由美子 C’s PORT　代表　カウンセラー、コーチ

平成20年度テーマ 「考える人材」
23 8月 第１弾「能率学入門」～「能率を考える」～ 富永　宏一 産業能率大学　総合研究所　中国事業センター長

24 9月 第２弾「人生の戦略」を考える 井上　善海 広島大学大学院社会科学研究科マネジメント専攻長

25 11月 第３弾「考える人材企業内起業家」 竹元　雅彦 元広島修道大学　商学部　准教授

26 1月 第４弾「考える人材の武器となるＩＴツール」 浦上　美佐子 大島商船高等専門学校　情報工学科　准教授

平成21年度テーマ 「心の時代」
27 8月 第1弾「やさしく学べる財務・計数感覚（センス）」 山下　福夫 産業能率大学　情報マネジメント学部　教授

28 8月 第2弾「厳しい時代を生き抜くための経営者の心」 佐藤　富夫
産業能率大学通教交友会　副会長（財）日本経営士会
南関東支部　支部長

29 9月 第3弾「切っても切れない生涯学習とキャリア（ライフ）プラン」 東　由水枝 広島県再チャレンジ学習支援協議会事務局長

30 11月(合宿）第4弾　「主体性を確立する」、自分の心を知るＳＰトランプ 竹元　雅彦 元広島修道大学　商学部　准教授

31 2月 第5弾「メンタルヘルス対策とコミュニケーション」 森田　由美子
C's PORT 代表　カウンセラー、コーチ、人財育成ファ
シリテーター

平成22年度テーマ 「問題発見と解決能力」

32 8月
第1弾「チームで取り組む歯科医院の活性化」～歯科医院の
問題発見と解決力～

橋本　正毅
小原　啓子

橋本歯科クリニック院長　歯学博士
デンタルタイアップ代表　歯科衛生士　経営士

33 9月(合宿）
第2弾「自己のキャリア開発の問題発見と解決力」秋だ！
紅葉、温泉、学び、美術鑑賞、きのこだ、宴会だ！

竹元　雅彦 元広島修道大学　商学部准教授

34 11月
第3弾「中国より今気になる新興国　インド」　～インドビ
ジネスの問題発見と解決力～

石風呂　稔 前　広島学生会リーダー

35 2月
第4弾「自己分析」の為の交流分析の活用法　～心の問題発
見と解決を考える～

川出　泰造
川出経営コンサルタント　所長　キャリアカウンセ
ラー　　（社）日本経営士会　中国支部　広島経営支
援センター長

平成23年度テーマ 「仕事（人生）を楽しむ」

36 8月
第1弾「仕事を元気に楽しくメンタルタフネス入門」仕事を元
気に楽しむために自分の強みを知り活かす

森田　由美子
株式会社C's PORT 社長　カウンセラー、コーチ、人財
育成ファシリテーター

37 9月
第2弾「人生を楽しむためのライフマネジメント」ライフマネ
ジメント研修（ライフプラン）

川出　泰造
川出経営コンサルタント代表　経営士　中小企業診断
士　キャリアカウンセラー

38 11月 第3弾「仕事の夢とビジョンを達成するための戦略マップ」 澤根　哲郎
米国税理士、税理士　広島大学大学院マネジメント専
攻　博士課程後期在学

39 2月
第4弾「仕事を図形や表で考え表現する」楽しむために仕事を
図表で考え表現する

竹元　雅彦 広島修道大学　非常勤講師

平成24年度テーマ 「見える化(可視化)とその活用」

40 8月 第1弾「仕事の見える化（5Ｓ&マニュアル化）とその活用」 小原　啓子 ㈱デンタルタイアップ代表取締役歯科衛生士、経営士
第2弾 一部「市場の見える化（マーケティング）とその活
用」

竹元　雅彦 広島修道大学　非常勤講師

二部　中島千波展　宮尾本『平家物語』挿絵の世界 ウッドワン美術館学芸員

42 11月 第3弾「企業の見える化（計数化）とその活用」 山下　福夫 産業能率大学　情報マネジメント学部　教授

43 2月 第4弾「心の見える化（メンタルヘルス）とその活用」 森田　由美子
株式会社C's PORT 社長　カウンセラー、コーチ、
人財育成ファシリテーター

平成25年度テーマ 「リテラシー（読解力と活用力）を高めよう」

44 8月
第1弾「情報リテラシー」膨大な情報に振り回されず正しく理
解し使いこなす

竹元　雅彦
広島国際学院大学　情報文化学部　准教授　修士（商
学

45 9月
第2弾「経済リテラシー」経済政策と国際マクロ経済との関連
を読み解く

栗原　理 広島国際学院大学　情報文化学部 教授　博士(商学)

46 11月
第3弾「カウンセリング・リテラシー」キャリア・メンタル＝
カウンセリングの誤解とその活用

増野　洋子
産業カウンセラー　2級キャリアコンサルティング技能
士　ＣＤＡ

47 2月 第4弾「会計リテラシー」入門編　① 角田　崇文
校友会事務局　公認内部監査人(CIA)　経営士　財務部
門

48 3月 第5弾「会計リテラシー」入門編　② 角田　崇文
校友会事務局　公認内部監査人(CIA)　経営士　財務部
門

産業能率大学通教校友会広島支部　学習会年表

9月(合宿)41

10

2005(Ｈ17）

2006(Ｈ18）

2007(Ｈ19）

2008(Ｈ20）

平成17年テーマ

講     師

2009(Ｈ21）

2010(Ｈ22）

2011(Ｈ23）

2012(Ｈ24）

2013(Ｈ25）

2001(Ｈ13)

2002(Ｈ14）

2003(Ｈ15）

2004(Ｈ16）



回数 年度 月 学 習 内 容

平成26年度テーマ 「グローバル人財」

49 8月
第1弾「ファシリテーション入門」人々の知的創造活動を支援
しうまくかじ取るには

木村　尚義　 経営士

50 9月
第2弾「グローバルキャリア人育成の課題」多様な文化の中で人
と協同するには

城  仁士
神戸大学キャリアセンター長（大学院人間発達環境学
研究科）　教育学博士・ガイダンスカウンセラー

51 11月
第3弾「世界の共通語である英語をマスター」スマホで英語を
いつでも、どこでも、すきなことで学ぶ

松本 秀幸
ベストセラー作家で英語学習コーチ 独学でTOIC990点
(満点)、英検1級

52 2月
第4弾「デジタルコミュニケーション」CITが世界の距離を縮め
る

北原 宗律　 広島修道大学　経済科学　教授

平成27年度テーマ 「学び直しは人生に付加価値を与える」
第1弾 第一部「産能の歩みとスポーツマネジメント」学び直
しの産業能率大学学長が語る

宮内 ミナミ 産業能率大学学長

第二部 宮内学長と山下福夫先生を交えて「学び直し」につい
ての参加者とのフリーディスカッション

山下　福夫 元　産業能率大学　情報マネジメント学部　教授

54 10月
第2弾「自己を活かす５つの習慣」習慣を変えれば人生が変わ
る

崎山　宗恒 C's PORT 　臨床心理士　カウンセラー

55 11月(合宿)
山、温泉、ゲーム、若者との交流 第3弾 「貿易ゲームで社会の

仕組みを知る」現役大学生（広島修道大学）と共に学び語り合う
菅原　智　 広島修道大学　商学部　教授

56 2月
第4弾「資格の取り方、活かし方」学び直し支援レジェンドが
語る

酒井 秀芳
酒井経営研究所　所長　行政書士・特定社会保険労務
士・経営士

平成28年度テーマ 「時代が要請する働き方の変革　～ワークライフバランスを再考する～」
宮内 ミナミ 産業能率大学副学長
井上　善海 東洋大学　教授・博士（商学）

58 9月
第2弾「ワークライフマネジメント」いきいきとした働き方を実現
するために

板谷　和代
株式会社タンタビーバ取締役
元　ＪＡＬ 意識改革・人づくり推進部担当部長

59 11月
第3弾「生涯現役社会実現のための働き方の変革」生涯現役実現の
ためのキャリア開発とワークライフバランス

川出 泰造
川出経営コンサルタント　所長　中小企業診断士
経営士

60 3月
第4弾「情報化社会における働き方の変革」女性の立場から
ワークライフバランスを再考する

浦上 美佐子 大島商船高等専門学校　情報工学科教授　理学博士

平成29年度テーマ 「幸せのカタチ」
第1弾 「日本一幸せな教職員をつくる！」～その先には、日
本一幸せな生徒の満面の笑顔が見える～

沼本 愼二
広島県廿日市市立  廿日市中学校長　県教委初の行政
職出身中学校長

一部　映画上映会「日本一幸せな従業員をつくる！」
二部　講演「日本一幸せな教職員をつくる！」

62 9月
第2弾「しくじり人生から学ぶ幸せのカタチ」～事業の失敗と
うつ病主夫の立ち直りと生き様～

西山 仁胤
コ ピ ー ラ イ タ ー 芸 人 / ラ ジ オ パ ー ソ ナ リ テ ィ
芸名　バズーカしげぞう

63 11月
第3弾「人生すごろく『金の糸』ワークショップ」～経験の振
り返りから見える自分らしさのつながり～

増野 洋子
1級キャリアコンサルティング技能士／産業カウンセ
ラー

64 2月
第4弾「幸せのカタチを自分で描く」～自分の人生を切り開く
ための思考～

二條　未鈴
開運易学研究会主宰　（社)日本易学連合会認定鑑定士
スピリチュアルタロットセラピスト

平成30年度テーマ 「人生100年時代に向けて視点を変える」

65 7月
第1弾 「これからの社会に対応する働き方改革」～100年時代
に豊さをもたらす働き方とは～

佐々木　常夫
東レ株式会社入社　経営企画室長を経て　元東レ取締
役、元東レ経営研究所所長

66 9月
第2弾「LIFE SHIFT 100年時代の人生戦略」に学ぶ ～日米
話題のビジネス書ベストセラーを解説～

竹元　雅彦　　 竹元雅彦　　広島国際学院大学　教授

67 11月
第3弾「人生100年時代を健康に過ごすための秘訣」～健康寿命
のためにやるべきことやってはいけないこと～

松原　みゆき
広島都市学園大学　健康科学部　准教授

68 2月
第4弾「宮島をもっと好きになる」
～人生100年時代ゆるく知ることで楽しみ方の裾野を広げる～

榎　あゆみ
有限会社KSシステム さくらバスガイドチーム  バスガ
イド

令和元年度テーマ 「第4次産業革命、IoT・AIの時代」

69 7月
第1弾 「変化の時代の経済動向を考える」～歴史的にひも解
く持続的経済成長のカギ～

栗原　理 広島大学大学院客員教授・広島国際学院大学元教授

70 9月
第2弾【広島学習会　第70回記念】
「第4次産業革命、最新IT技術の動向を知る」～2020年代の変
わる産業と暮らし～

宮内　ミナミ 産業能率大学　教授

71 11月
第3弾「IoT・AIの時代の仕事と働き方」
～変化の時代に求められるビジネススキルとは～

竹元　雅彦　　 広島国際学院大学　教授

72 2月
第4弾「第4次産業革命時代を生き抜くための力」
～プログラミング的思考とデザイン思考～

浦上　美佐子 徳山工業高等専門学校教授

令和２年度テーマ 「好奇心は学びの源」

73 9月
第1弾 「サブパーソナリティの理解をして自己理解を深めよ
う」
～withコロナ／afterコロナにおける New Normal～【オンライ

畠山　知子
(株)デンタルタイアップ歯科衛生士
産業カウンセラー/2級キャリア・コンサルタント技能
士

74 10月
第2弾「偶然をチャンスや好機に変える５つのスキル」
～ハップンスタンス・ラーニング・セオリーとは～

増野　洋子
広島修道大学キャリア専任講師、1級キャリアコンサル
ティング技能士、産業能率大学総合研究所兼任講師

75 12月
第3弾「新型コロナに負けるな！なんでも相談会」
～withコロナ／afterコロナにおける New Normal～【オンライ
イン】

元川　敬史
産業能率大学　自由が丘産能短期大学
通信教育事務部　　通信教育広報課

76 3月
第4弾「好奇心から始まったフラワーアートレター」
～心温まる365日の誕生花と花言葉アートレターの世界～

中本　鉄治 アトリエ・テツ　Artist

令和3年度テーマ 「歴史を学び持続可能な未来社会を語る」

77 7月
第1弾「持続可能なビジネススキルを身に着ける」
～全て独学、公務員試験、資格取得、語学、楽器～ 伊東　直人

経済産業省職員　中小企業診断士　英検1級　TOIC900
点

78 9月
第2弾「広島の歴史と持続可能な未来を語る」
～なぜ今、木造による広島城天守閣復元が必要なのか～ 平岡　優一 広島市市会議員

79 11月
第3弾「持続可能な社会を築くための企業経営とは」
～本当は事業活動として取り組むべきSDGsとESG投資～ 竹元　雅彦　　 広島国際学院大学　教授

80 2月
第4弾「世界に関心を持つ国際理解教育とは」
～いま世界で何が起こっているのか、何ができるのか～ 橋本　優香 広島市日本語教育コーディネーター
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7月
第1弾　「歯科医院変革フォーラム」
組織の成長と共に輝く生き方に変わる


