プレスリリース

2020 年 8 月 19 日
報道関係 各位
熊本学園大学 広報室

～アフターコロナの時代を乗り切るイノベーションの力を～

次代を担う未来のリーダーを育成する「次代舎（第 3 期）」を開講
熊本学園大学付属産業経営研究所が株式会社リ・パブリックとともに企画・運営する熊本イノベーションスクール
「次代舎（じだいしゃ）」の第 3 期が、8 月 22 日（土）を皮切りに開講します。
熊本県が主催する本プログラムは、熊本のこれからを担う人材育成を目的に、ビジネスの最前線の知識と企業経営
について学ぶ機会を提供する「次世代経営者・幹部養成プログラム」として 2018 年度にスタートしたもの。新たな事
業を作り出すイノベーションの現場に熟知した企業人、本学教員を含む研究者など多彩な講師陣のもと、現代社会
における自社の課題、社会的課題を解決するために必要となる、新規事業アイデアの具現化や計画立案の手法に
ついて学んでいきます。これまで、16 名のプログラム修了生を送り出してきました。
今年度は、7 月 10 日（金）に熊本市中央区のびぷれすイノベーションスタジオを会場に、キックオフセミナーを開
催。同月中に、プログラムコーディネーターを務める本学付属産業経営研究所客員研究員の吉川晃史氏（関西学院
大学商学部准教授）、本学会計専門職研究科の新改敬英講師らがマンツーマンでの受講相談会（全５回）を設ける
など、本プログラムへの理解を深める機会として、参加者の興味・関心とのマッチングを重視した募集を行いました。
その結果、県内の老舗企業から上場企業といった多様な規模・業種から 15 名が受講予定で、約 8 カ月間 20 回にわ
たるセッションで、「アフターコロナ」の次代を先駆けるための実力を身につけます。8 月 22 日（土）・23 日（日）には、
プレセッション（導入ワークショップ）をびぷれすイノベーションスタジオにて開催します。
また、本学からは、松尾健治商学部准教授が「組織マネジメント（リーダーシップと組織経営）について」（9 月10 日・
25 日）、伊津野範博商学部教授が「サプライチェーンマネジメント（モノの流れと業務の見直し）について」（10 月 19
日・26 日）を担当します。
講義日程については別紙にてご案内します。よろしければ取り上げていただきますよう、ご案内いたします。

取材ご希望の方は必ず事前にご一報いただきますようお願いいたします

＜熊本イノベーションスクール 次代舎（第 3 期）＞
■対 象
■受講者
■講義日程

熊本県内企業の次世代経営者・幹部候補
15 名
2020 年 8 月 22 日（土）～2021 年 3 月 12 日（金）全 20 回
※詳細は別紙をご覧ください。
■会 場
熊本学園大学、びぷれすイノベーションスタジオ、未来会議室
■主催／企画・運営 熊本県／熊本学園大学付属産業経営研究所、株式会社リ・パブリック
■協 賛
熊本日日新聞社・びぷれすイノベーションスタジオ

本リリースについてのお問合せ
熊本学園大学 広報室
TEL：096-364-8722（直通） Mail：koho-kgu@kumagaku.ac.jp
熊本学園大学 プレスリリース等メディア情報一覧
https://www.kumagaku.ac.jp/news/archives/category/media

【別紙】

熊本イノベーションスクール 次代舎（第3期） プログラム日程
プログラム・講義の詳細については、次代舎ホームページ https://jidaisha.org/ をご覧ください。
月日

曜日

時間

8月22日

土

13：00-18：00

講座名

プレセッション（導入ワークショップ）
「自分を知り、自社を捉えなおす」
8月23日

日

10：00-16：00

9月19日

土

13：00-18：00 事業創造ワークショップ①

9月20日

日

10：00-16：00 事業創造ワークショップ②

9月10日

木

18：00-21：00 組織マネジメント

講師名

所属

田村 大
早嶋 聡史
原 秀治

株式会社リ・パブリック共同代表、九州大学客員教授
株式会社ビズ・ナビ＆カンパニー 代表取締役社長
株式会社ビズ・ナビ＆カンパニー シニア・コンサルタント

山口 高広

GOBインキュベーション・パートナーズ 代表

会場※

びぷれす

びぷれす

未来会議室 or 大学

未来会議室 or 大学

大学 or びぷれす
松尾 健治

熊本学園大学商学部 准教授

9月25日

金

18：00-21：00 （演習）リーダーシップと組織運営

大学 or びぷれす

10月16日

金

18：00-21：00 コロナ禍のデジタル変革を一緒に考えよう

びぷれす

10月17日

土

9：30-12：30 （演習）デジタル変革演習

10月19日

月

18：00-21：00 サブプライチェーンマネジメント（SCMにおける在庫管理）

栄藤 稔

大阪大学先導的学際研究機構 教授
びぷれす

大学 or びぷれす
伊津野 範博 熊本学園大学商学部 教授

10月26日

月

18：00-21：00 （演習）モノの流れと業務の見直し

11月6日

金

18：00-21：00 マーケティング戦略

大学 or びぷれす

大学 or びぷれす
丸山 泰

11月20日

金

18：00-21：00 （演習）マーケティング戦略づくり

11月28日

土

13：00-18：00 中間報告会

12月11日

金

18：00-21：00 財務会計・ファイナンス戦略

オンデマンド

12月21日

（講義）財務諸表からビジネス・モデルを変える

月

2021年1月6日 水

オンデマンド

熊本県立大学 地域連携・研究推進センター長
大学 or びぷれす

田村 大
早嶋 聡史
原 秀治

株式会社リ・パブリック共同代表、九州大学客員教授
びぷれす
株式会社ビズ・ナビ＆カンパニー 代表取締役社長
株式会社ビズ・ナビ＆カンパニー シニア・コンサルタント
大学 or びぷれす

吉川 晃史

関西学院大学商学部 准教授

配信

18：00-21：00 （演習）最終報告に向けて

大学 or びぷれす

18：00-21：00 管理会計

大学 or びぷれす

（講義）事業モデルの利益計画の実践

飛田 努

福岡大学商学部 准教授

配信

1月26日

火

18：00-21：00 （演習）最終報告に向けて

びぷれす

1月9日

土

13：00-18：00 ファミリービジネス・（演習）事業継承時の課題と克服

武井 一喜

Well Spring代表

2月13日

土

15：00-18：00 最終報告会

田村 大
早嶋 聡史
原 秀治

株式会社リ・パブリック共同代表、九州大学客員教授
大学 or びぷれす
株式会社ビズ・ナビ＆カンパニー 代表取締役社長
株式会社ビズ・ナビ＆カンパニー シニア・コンサルタント

3月12日

金

18：00-21：00 イノベーション言論 経営戦略の要諦：事業の立地選択

三品 和広

神戸大学大学院経営研究科 教授

※未決定の会場があります。取材ご希望の場合は、ご連絡ください。
びぷれす ⇒ びぷれすイノベーションスタジオ / 熊本市中央区上通町2番17号
未来会議室 ⇒ 熊本市中央区下通1-12-27 CORE21 下通ビル5F
大学 ⇒ 熊本学園大学 14号館1411教室 / 熊本市中央区大江2丁目5番1号

びぷれす

大学 or びぷれす

