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～志高き経済人が社会を変える～

◆ 開校式 / 名古屋ＪＣ会館 ３Ｆ会議室 
　２０１５年３月２２日㈰  / １５:００～１８:００

◆ 名古屋青年会議所３月フォーラム  / ウインクあいち 大ホール
　２０１５年３月２５日㈬  / １９：００～２１：００
◆ 起業家セミナー / 名古屋ＪＣ会館 ３Ｆ会議室 
　第１回：２０１５年４月１０日㈮  / １９:００～２２:００
　第２回：２０１５年４月２４日㈮  / １９:００～２２:００
　第３回：２０１５年５月１１日㈪ / １９:００～２２:００
　第４回：２０１５年５月２１日㈭  / １９:００～２２:００

◆ プレゼンテーション大会 / 今池ガスビル　７階Ｂ会議室 
　２０１５年６月２７日㈯  / １５:００～１８:００

◆ビジネスマッチング相談会 / 名古屋ＪＣ会館 ３Ｆ会議室
　第１回：２０１５年７月８日㈬  / １９:００～２１:００
　第２回：２０１５年８月１９日㈬  / １９:００～２１:００

◆創業支援  / 名古屋ＪＣ会館 ３Ｆ会議室
　第１回：２０１５年９月１４日㈪  / １９：００～２１：００
　第２回：２０１５年１０月２２日㈭  / １９：００～２１：００

◆閉校式 / 名古屋ＪＣ会館　３Ｆ会議室
　２０１５年１１月１5日㈰  / １５:００～１８:００

開校式

場所：名古屋JC会館

3/22㈰
15：００～１8：００

次代を切り拓く
ビジネススクール

氏名 性別
住所
所属（会社）
Ｅ－ｍａｉｌ

応募動機
（２００文字以内）

自己ＰＲ
（２００文字以内）

＜応募用紙＞

※プレゼンテーション資料などがございましたら、添付して下さい。ただし、添付していただきました資料は返却いたしませんので、
　あらかじめコピーしていただくなどの対応をお願いいたします。

※事業目的

※事業内容
（既にアイディアを
　 お持ちの方のみ）

その他
（ご要望など）

（既にアイディアを
　 お持ちの方のみ）

生年月日

電話番号

受講料
無料



ごあいさつ

事業内容：次代を切り拓くビジネススクール

て、７００名を超える公益社団法人名古屋青年会議所会員とのネットワークを推進する機会も
設けております。
　「社会貢献をしたいけれども、具体的に何をしたらいいのか分からない」、「社会人として
働いているけれども、もっと自分らしい働き方を模索したい」、「自ら起業して社会を変えて
いきたい」など、どのような形であるかは問いませんが、ビジネスで社会を変えていこうとす
る気概を持った方のご受講をお待ちしております。自らの熱い想いを実現しようと思われる方
は、是非、当ビジネススクールでチャンスを掴んでいただきたいと思います。皆様のご応募を
心よりお待ち申し上げます。

　国内の企業不祥事のみならず、利益至上主義が招いたリーマンショックなどの大規模な経済
危機を経験することで、企業経営のあり方、ひいては経済システムのあり方自体に疑問を感
じ、経済人としての使命感から、ビジネスを通じて社会に良い影響を与えたいと考える人材は
増加傾向にあります。しかし、社会の問題を解決しようとする志を掲げながらも、次代を切り
拓くために、目の前の現実を変えていける経済人としての本物の力を備えている方は多くあり
ません。
　そこで、公益社団法人名古屋青年会議所は、より良い社会を実現しようとする経済人を応援
し、激動の社会を主体的に生きていくために必要な力を学んでいただけるビジネススクールを
開校いたします。学長に社会起業大学の田中勇一氏をお迎えし、これまでの経験に基づいた実
践的な講義を展開していただくのみならず、豪華な講師陣による講演もカリキュラムとしてご
用意させていただいております。また、新たなビジネスチャンスを実現する支援の一環とし

次代を切り拓くビジネススクール
＜募集要項＞

【応募資格】
①２０歳以上の心身ともに健康な男女で、
　起業を目指す方または新規事業を実現しようとする方
　もしくは経済人としてスキルアップを目指す方。
②主な活動場所が東海エリア
 （愛知・三重・岐阜・静岡）であること。
③参加生規約を順守できる方。
④反社会的勢力との交友のない方。
※起業の形態については問いません。
（カーブアウト・スピンオフ・社内起業なども可）
※年齢及び活動場所については、場合により特例を設けることがあり
　ます。
※学生・社会人の区別は問いません。
※国籍については特に定めませんが、日本語が理解できる方に限ります。

【受  講  料】無料

【募集定員】３０名

【エントリー期間】２０１５年１月３１日㈯～２月２８日㈯

【応募方法】
名古屋青年会議所ＨＰからの登録またはＦＡＸもしくは
郵送により受付を行います。
●宛先：公益社団法人名古屋青年会議所 次代を切り拓く
ビジネススクール 事務局
〒４６０－０００８ 名古屋市中区栄１－１５－２４
●ＦＡＸ：０５２－２０２－０４６４
●ＵＲＬ：https://www.nagoyajc.or.jp

【選考方法】書類による選考

【審査基準】
● 起業および新規事業を実現しようとする意志の強さ
● 経済人としてステップアップしようとする向上心の強さ

【参加生規約】
①公私を問わず高いモラルを保ち、お互いの成長を
　喜び合える関係を保ちます。
②お互いに尊重し合い、相手の立場に立って考えます。
③常に向上心を持ち、真摯に勉強に取り組みます。
④年齢・性別・経験に関係なく、上記の規律を守り
　公平な姿勢で臨みます。

【条件】
●  開校式・４回のセミナー・プレゼンテーション大会・
　閉校式の全７回のスケジュールのうち、４回以上出席
　することを条件とします。
● 職場やお住まいが遠方であるほか、仕事の都合上、
　毎回開始時刻に間に合わない、または早退せざるを得
　ない方については、本校への申し込みをご遠慮いただ
　きますようお願いいたします。
● 参加生規約を順守できないなど、公正な運営に支障を
　きたすと判断した場合は、期間中であっても退校して
　いただくことがございます。

【講師】
・田坂広志氏（社会起業大学名誉学長）
・大久保秀夫氏（株式会社 フォーバル 代表取締役会長）
・田中勇一氏（社会起業大学学長）
・井上洋市朗氏（株式会社カイラボ 代表取締役）

【学長講演】激動の時代に必要とされる『ホンモノの力』〈講師〉田中勇一氏
開校にあたり、スクールの方向性を田中学長からお話しいただきます。
また、講演後は参加生同士のアイスブレイクを兼ねたグループ討議を行います。

【第１回：４月１０日（金）】「日本型資本主義と社会起業家」〈講師〉田坂広志氏
これからの社会における日本型資本主義という経済の仕組みの重要性と、その理念を実現していく社会起業家に対
するニーズと展望についてお話しいただきます。また、これからの社会に求められる人物像について、知性を磨く
ことの重要性と、目の前の現実を変革していける力を身に着けていく必要性について学んで頂きます。

【第２回：４月２４日（金）】「自分の本当にやりたいことを見いだす」〈講師〉田中勇一氏
「原体験ワーク」を通じ、参加生同士が自分の中にある問題意識や願望を話し合い、現状のビジネスプランやキャリア
プランを見つめ直していきます。
※原体験ワーク：これまでの人生を振り返り、グループで経験を語り合うことにより、自分の中にある問題意識や願望・想い、
　そして強みや弱みを自分自身で明確に意識するためのワーク

【第３回：５月１１日（月）】「志とビジネスの重ね方」〈講師〉田中勇一氏
ビジネスを創るとはどういうことか、掲げた志をビジネスとして成功させるためには、何が必要なのかを学んでいただきます

講演会「次代を切り拓く経済人となるために」〈講師〉大久保秀夫氏

プレゼンテーション大会

プレゼンテーション大会に先立ち、起業家の先駆者であられる大久保氏から、現代を生きる経済人として求められる思想と公
益資本主義という考え方について、ご講演いただきます。

【第４回：５月２１日（木）】「惹きつけるプレゼンテーション方法」 〈講師〉井上洋市朗氏
ビジネスプランの作成方法とその実現性、プレゼンテーション資料の作り方と評価の仕方についてお話しいただきます。

選抜された参加生の皆様に、ご自身のビジネスプランについてプレゼンテーションを行っていただきます。また、名古屋青年会
議所会員を仮想投資家とした模擬クラウド・ファウンディングをプレゼンテーション毎に行い、各ビジネスプランに対して評価
をしていただきます。

公益社団法人名古屋青年会議所 第65年度 3月フォーラム
現在の資本主義経済の構造的な問題を理解していただき、新しい経済のあるべき姿として、
日本型資本主義という考え方について学んでいただきます。

第65代
理事長

公益社団法人
名古屋青年会議所

杉浦　卓

開校式　  

名古屋ＪＣ会館 ３Ｆ会議室

３月２２日（日）
１５：００～１８：００

プレゼンテーション大会

今池ガスビル７階Ｂ会議室

６月２７日（土）
１５：００～１８：００

3月フォーラム 

ウインクあいち大ホール

３月２５日（水）
１９：００～２１：００ ¥
起業家セミナー

名古屋ＪＣ会館 ３Ｆ会議室

全４回
１９：００～２２：００

閉校式　　　　　事業の全過程を振り返り、今後もより良い社会を実現するために行動していくという、
気概と覚悟に基づいた各自のプライドを表明していただくとともに、これからも同じ目標を持った同志
として互いに切磋琢磨していくことを誓い合っていただきます。

閉校式
名古屋ＪＣ会館 ３Ｆ会議室

１１月１５日（日）
１５：００～１８：００

ビジネスマッチング相談会
【第１回：７月８日（水）】【第２回：８月１９日（水）】
参加生と名古屋青年会議所会員のパートナーシップを築くための相談会を行います。協力者の
紹介や共同事業の模索など、個別具体的な話し合いをしていただきます。

ビジネスマッチング相談会
名古屋ＪＣ会館 ３Ｆ会議室

名古屋ＪＣ会館 ３Ｆ会議室

全２回
１９：００～２１：００

創業支援
【第１回：９月１４日（月）】【第２回：１０月２２日（木）】
今後のキャリアプラン・事業展開を実現していくためのロードマップを各自で作成していただき、その
プランをグループ内でディスカッションすることで、更なるブラッシュアップを図ります。

創業支援
全２回
１９：００～２１：００

講  師

次代を切り拓くビジネススクール　学長

田中 勇一
【プロフィール】
リソウル株式会社　代表取締役
社会起業大学　学長、多摩大学大学院　客員教授

１９６９年１１月生。
１９９２年　京都大学理学部卒業後、住友銀行（現三井住友銀行）入社。
１９９８年　米国カーネギーメロン大学にてＭＢＡ取得。
帰国して２年間、銀行のＡＬＭ業務に携わりつつ、自分のやりたいことを探
しながら悶々とした日々を過ごしたのち、ビジネススクール運営会社に思い
切って転職し、人材・組織開発コンサルティング会社の立ち上げに参画。そ
の後、経営人材の紹介をコアとする成長事業支援会社を経て、新銀行東京
設立プロジェクト草創期に２年間携わり、採用統括責任者として５，０００
人以上の応募があった公募採用で陣頭指揮をとり、銀行立ち上げに大きく
貢献する。
現在は、リソウル株式会社を設立し、大手　ＧＭＳ　による銀行設立の人
事業務コンサルティング、経営相談、起業支援、転職支援、カウンセリング
等に取り組む。２０１０年４月には日本初の社会起業家育成のビジネススク
ールである「社会起業大学」を設立し、グローバルに活躍できる社会起業
家育成にも従事。２０１３年４月に多摩大学大学院客員教授に就任。
主な共著「たかがＭＢＡされどＭＢＡ」。
将来の夢は理想の中高一貫教育を実践する学校の設立。

講  師 田坂 広志
【プロフィール】
多摩大学大学院教授／世界経済フォーラム（ダボス会議）
Global Agenda Councilメンバー

１９７４年　東京大学卒業、１９８１年、同大学院修了。
　　　　　　工学博士（原子力工学）。
１９８７年　米国シンクタンク・バテル記念研究所客員研究員。
１９９０年　日本総合研究所の設立に参画。
２０００年　多摩大学大学院教授に就任。
　　　　　　同年、シンクタンク・ソフィアバンクを設立。
　　　　　　代表に就任。
２００８年　ダボス会議を主催する世界経済フォーラムの
　　　　　　Global Agenda Council
　　　　　　メンバーに就任。
２０１０年　世界賢人会議Club of Budapest
　　　　　　日本代表に就任。
２０１１年　東日本大震災に伴い内閣官房参与を務める。
２０１３年　全国から１７００名の経営者やリーダーが
　　　　　　集まる場、「田坂塾」を開塾。

講  師 大久保 秀夫
【プロフィール】
１９５４年１０月　２日生
１９７７年　３月　國學院大學法学部卒
１９７７年　４月　婦人服メーカー入社
１９８０年　９月　株式会社フォーバル（新日本工販株式会社）
　　　　　　　　　設立、代表取締役社長に就任
１９８８年１１月　社団法人ニュービジネス協議会から
　　　　　　　　　第１回アントレプレナー大賞を受賞
１９９１年　１月　第１６回経済界青年経営者賞を受賞
２００５年　６月　株式会社フォーバル
　　　　　　　　　代表取締役会長兼社長に就任
２００８年１２月　公益財団法人ＣＩＥＳＦ（シーセフ）理事長
２０１０年　３月　社会起業大学　顧問
２０１０年　６月　株式会社フォーバル代表取締役会長に就任
２０１０年１１月　特定非営利活動法人 
　　　　　　　　　元気な日本をつくる会 理事長
　　　　　　　　　日本商工会議所　特別顧問
　　　　　　　　　東京商工会議所　特別顧問・常議員
２０１４年　１月　一般社団法人公益資本主義推進協議会 
　　　　　　　　　代表理事（会長）

講  師 井上 洋市朗
【プロフィール】
株式会社　カイラボ　代表取締役
一般社団法人　プラス・ハンディキャップ　理事

１９８５年　東京生まれ。
２００８年　成蹊大学卒業後、
　　　　　　株式会社日本能率協会コンサルティング入社。
２０１０年　社会起業大学運営事務局長。
２０１２年　株式会社カイラボを設立し代表取締役就任。

コンサルタントやビジネススクール事務局長として多くの方々の人
材育成に携わってきた経験を活かし、参加者に応じた型にはまらな
い研修やワークショップを開発、提供している。
一方で、目的意識のあいまいな参加者に対しては厳しい言葉をかけ
ることもあり、目的達成のために妥協を許さない姿勢を貫く。高校
生から大企業の管理職まで幅広い対象に研修やワークショップを提
供し、年間約１００件の研修やワークショップでファシリテーター
を務めている。趣味はマラソン。


