
スケジュール・カリキュラム
回 日時／会場 テーマ 講義タイトル /イベント 講師

2022 年
９月８日（木） 
15 時～ 19 時 
東郷記念館

基調講演 
企業経営

「経営者の帝王としての在り方 
～五徳本能を経営に活用する～」

康仁塾　塾長
小池　康仁

「開講式」

10月20･21日（木･金） 
１泊２日 
富山県

企業視察 宿泊研修 
「北陸企業視察」

アート ･オブ ･ロジック㈱	
代表取締役	
國谷　真

11 月 16日（水） 
13 時～ 16 時半 
きらぼし銀行本店

財務分析Ⅰ 「経営者が知るべき限界利益の考え方と 
利益計画の基本」

税理士法人	古田土会計　	
戦略財務コンサルタント	
執行役員　川名　徹

12 月 16日（金） 
13 時～ 16 時半 
きらぼし銀行本店

財務分析Ⅱ 「財務体質の改善と資金運用計画」
税理士法人	古田土会計　	
戦略財務コンサルタント	
執行役員　川名　徹

2023 年
１月 20日（金） 
13 時～ 16 時半 
きらぼし銀行本店

リーダーシップ 
・コーチング

「コーチング型リーダーシップとは何か？」 
コーチングを通じてリーダーシップを

強化する

㈱ソフトエッジ	
代表取締役・エグゼクティブ
コーチ	
山本　篤

２月 21日（火） 
13 時～ 16 時半 
きらぼし銀行本店

DX 「いま取組む中小企業の DX」
弁護士	
データサイエンティスト	
泉　温子

３月 15日（水） 
13 時～ 16 時半 
きらぼし銀行本店

人事戦略

「中小企業の人事戦略」 
経営者が知っておくべき業績向上と 

モチベーションアップのための 
人事評価制度活用術

エキスパート・リンク株式会社	
パートナー　中小企業診断士	
藤田　雅三

※カリキュラム内容・会場は変更の場合がございますので予めご了承ください。

第 1回

第 2回

第 3回

第 4回

第 5回

第 6回

第 7回

回 日時／会場 テーマ 講義タイトル /イベント 講師

４月 13日（木） 
13 時～ 16 時半 
きらぼし銀行本店

リスク管理 「伸びている企業のコンプライアンスと 
リスク管理」

未来創造弁護士法人	
代表弁護士	
三谷　淳

５月 16日（火） 
13 時～ 16 時半 
きらぼし銀行本店

経営戦略
将来ビジョン：自社の将来を構想する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「経営デザインシート」
講義と演習①

アート ･オブ ･ロジック㈱	
代表取締役	
國谷　真

第９回～第 11 回 
期間 

オンライン
経営戦略

将来ビジョン：自社の将来を構想する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「経営デザインシート」 

個別サポート①

アート ･オブ ･ロジック㈱	
代表取締役	
國谷　真

６月９日（金） 
13 時～ 20 時半 
全国町村会館 

国立劇場

教養・心構え
「社長講話」 

「シリコンバレーレポート」 
「社会人のための歌舞伎鑑賞教室」

㈱きらぼしコンサルティング
代表取締役社長	
強瀬　理一　	
Delta	Pacific	Partners	
CEO　川口　洋二	
国立劇場　歌舞伎鑑賞教室

７月 12日（水） 
９時半～ 16 時半 
きらぼし銀行本店

経営戦略
将来ビジョン：自社の将来を構想する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「経営デザインシート」 
講義と演習②

アート ･オブ ･ロジック㈱	
代表取締役	
國谷　真

第 11 回～第 12 回 
期間 

オンライン
経営戦略

将来ビジョン：自社の将来を構想する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「経営デザインシート」 

個別サポート②

アート ･オブ ･ロジック㈱	
代表取締役	
國谷　真

８月 25日（金） 
13 時～ 18 時半 

東郷記念館

プレゼンテー
ション

将来ビジョン：自社の将来を語る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「経営デザインシート」 

発表会

アート ･オブ ･ロジック㈱	
代表取締役	
國谷　真

「閉講式・懇親会」

第 8回

第 9回

個別
サポート

第 10 回

第 11 回

個別
サポート

第 12 回

経営者としてのスキル・マインド・パーソナリティを学ぶ 12 か月
きらぼしトップスクール
スクール開講によせて

トップスクール生より

第 14 期

トップスクール参加者は将来経営の中枢となる方ばかり。年
齢層に幅はありますが“会社の成長”根底に持っている想い
は同じです。カリキュラムごとに飛び交う様々な意見。同世
代の考えには共感を覚え、若い方の考え方には驚きと発見が
ありました。講師の先生方の教え、同期との繋がり、多くの
力を得ることができ、これからの時代、自社の成長をどう遂
げていくか考えられる場所となりました。

株式会社池田計器製作所　
代表取締役
新保　剛氏

「世代を超えた新しい発見」

第 13 期

常々、企業にとって最も大切なことは継続だと考えておりま
したが「経営デザインシート」「事業価値を高める経営レポー
ト」を作成して行く事で、よりその意識を高める事が出来ま
した。創業者の思いから始まり、現在の私たちを経由して、
更に良いカタチで将来へバトンタッチして行く事が出来れば
と今は考えています。共に過ごした心強い仲間たちとこれか
らも切磋琢磨しながら、会社としても個人としても成長した
いと思います。毎日の業務だけでは得る事が出来ないモノを
たくさん頂きました。トップスクールで過ごした時間は、全
て私の財産となっています。

株式会社ニットーパック
取締役　営業本部長
伊藤	弘康氏

「自社の将来について、
本気で考える良い機会です。」

第 12 期

つまずきやすいテーマでは希望により補講を開催するほ
か、オンラインコミュニティ「Digibata」や SNS を活用
した綿密なフォローアップにより修了へ導きます。

少人数制で丁寧な指導

講義は万全な感染症対策のもと行います。また、流行時は
オンライン併用にて開催いたします。

感染症対策

校長はじめ弊社コンサルタントが受講企業を訪問し面談を
行います。当スクールへのご要望を伺うとともに、企業の
現状や今後の課題等について共有させていただきます。

受講企業へのサポート

きらぼしトップスクールの特徴とサポート きらぼしトップスクール受講特典

2021 年 11月新潟視察の様子

オンラインコミュニティ「Digibata」にて14 期専用ルーム
を作成するほか、修了生すべてを対象とした同窓会を開催し
（不定期）、ヨコだけでなくタテのつながりを築く機会をご用
意いたします。

同窓会への参加

1996 年八千代銀行（現きら
ぼし銀行）入行。支店長（2ヵ
店）、FG 事業戦略部 GMを
経て、現在（株）きらぼしコ
ンサルティング	ヴァイスプ
レジデント

校長　松橋　崇

きらぼしトップス
クールは、次世代を担
う経営人材の育成を目
的に 2008 年 11 月にス
タートし、第 14 期を迎えます。これまで輩
出した修了生は 170 名を超え、東京圏の中小
企業次世代ネットワークとしての基盤を備え
つつあります。
修了生はその後企業トップとしてご活躍さ

れている方も多く、当スクールで経営者とし
ての基礎力を学んでいただいたことは感慨深
いものがあります。きらぼしコンサルティン
グでは、当スクール修了生を重要顧客と位置
づけ、みなさまの事業の成長を末永く応援さ
せていただく所存です。ぜひ、一年間共に学
び、語り合い、事業の将来を更にきらめくも
のにしてまいりましょう。

株式会社きらぼしコンサルティング
代表取締役社長

強瀬	理一

トップスクール同窓会参加無料
（在校時のみ）

会報誌巻頭の企業紹介記事への
優先掲載

DX コンサル面談初回無料
SDGs カードゲーム

「2030SDGs」無料体験 *
* 受講者同士での体験会となります。

きらぼしコンサルティングセミナー
30％ OFF（一部適用外）

新型コロナによって加速する変動の時代、
経営者には、確固たる企業理念に基づき経営
を磨いていく力がこれまで以上に求められて
います。きらぼしトップスクールでは、自社
の強みや課題を再認識し、将来のあるべき姿
をしっかりと描いていく「知的資産経営」と
いう考え方をメインテーマに据え、全 12 回
の講義を通して経営に必要なスキル、マイン
ド、パーソナリティを養います。
さらに、当スクールの目的のひとつとして、

経営者に必要な人的ネットワークの構築も掲
げております。開講中の懇親会開催に加え、
修了後も先輩経営者の方々、きらぼし銀行役
職員との交流の機会をご用意しております。
末永いお付き合いができる仲間づくりの場と
してもお役立ていただければと思います。
将来を担う意欲的な若手経営者・後継者・

経営幹部のみなさまのご参加をお待ちしてお
ります！

会員限定


