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【フレームワーク】 九州・アジア経営塾（碧樹館プログラム）
次世代ビジネスリーダーの育成

大学ビジネススクール（MBAコース）
ビジネス・プロフェショナルの育成

知識・技術

考える力
伝える・動かす力

行動・思考の
基盤となる意識

知 識

知 恵

価値観
理事長兼塾長
橋田　紘一

アイ・エス・エル理事長
野田　智義氏

プログラムで目指す人財創り

プログラムの構成

碧樹館プログラムは、アイ・エス・エルの「戦略的リーダー養成プログラム」の哲学と枠組みを踏襲していま
す。このプログラムでは、リーダーとして、人としての判断の物差しとなる「自分自身の基軸」とは何かというこ
とを問い続けます。また、問い続けるだけにとどまらず、その基軸に基づいた変革計画をプロジェクト学習
形式で策定していただきます。リーダーとはいかにあるべきか、情熱と熱意はどこから湧き上がるのかを、塾
生一人ひとりが模索していく構成となっています。また、参加する塾生には、自ら気付くことが求められます。
プログラムは各界の最前線でリーダーシップを発揮され、ご活躍されている著名な方 を々中心に、さまざま
な価値観や哲学をお持ちの講師陣にご登壇いただき、気付きを促進する場です。塾生同士のグループ討
議、講師陣との徹底した討論を繰り返し、己の中で得た気付きを塾生自身がそれぞれの現場での実践を
通して「自らの基軸」を確立していくことが絶えず求められます。

自ら気付き、相互に高め合う場としての碧樹館プログラム

もとより九州は日本の要である。古来大陸と南洋の合流点に位置する異文化の坩堝（るつぼ）という地の
利が、人々の遺伝子を鍛え上げた。シルクロード文化の集積地、邪馬台国、万葉の時代は筑紫国、そして
近代に至るまで我が国の要衝として独自の風土と人を育み、常に日本を動かす人材の宝庫となってきた。
九州が生んだ歴史的要人は枚挙に遑がない。新たな世界を切り拓くとき、必ずそこに九州出身のリーダ
ーがいた。その遺伝子を受け継ぐ我々は、これを世に波及させるべく、平成16年、最新の知恵を集結し「変
革と創発」のプログラムを練り上げた。それは、経営者やリーダーが持つべき確固たる志や価値観の涵養
と変化の激しい時代を切り拓いていく為の知恵の享受を核とするものだ。今後一段とグローバル化が進
展する中では、新しい状況を自らの頭で理解し、自らで考え、問題を解決することが今まで以上に求めら
れる。塾生は、ここで人生の北極星を定めるが、プログラムはその為の海図と羅針盤を与える。これを通し
て掴む「志とネットワーク」を糧に、KAIL、九州を発信基地として、アジアそして世界へ、自信を持って羽ば
たいてほしい。

プログラムへの思い

プログラムの設計

人間の営みが創り出してきた歴史の積み重ねや世界のあり様に敬意を持ち、その中に自らの夢や志を重
ね、より良い社会、企業、組織の実現に向けて、勇気と情熱を持って行動する。人の共感を呼び起こし、社
会や組織に一石を投じ、まだ見ぬ未来を現実へと変えていく。行動にあたって揺るがない軸を持ち、行動
を通じて使命感を育む。これが、プログラムが意図するリーダー像です。スキルや知識偏重の欧米ビジネ
ススクール流の経営者教育でもなく、流行のアクションラーニングでもなく、知識人のための教養講座でも
なく、さらには巷間にあふれる自己啓発セミナーでもない。それが私たちが目指す「日本発」「世界初」の
全人教育のアプローチです。 野心的かつ先進的な碧樹館プログラムから、次世代の日本、さらにはアジ
アを担うリーダーが輩出されることを、心から願っております。（ISL：Institute for Strategic Leadership）

碧樹館プログラムは、特定非営利活動法人アイ・エス・エル（ISL）の
「戦略的リーダー養成プログラム」をもとに設計されています。

プログラムの特徴

3本柱で展開される講義 

・セッション：講義と塾生同志の討議を中心に行い、自らの知恵の醸成を目指します。
・寺子屋式リーダーシップ対話：各界のリーダーの経験談を伺い、対話を行うことで、自らの志を磨きます。

■集合学習

■プロジェクト学習
・KAILプロジェクト：塾生自身の問題意識をベースに、自らが課題を選定し、変革のための処方箋を描きます。

■約11カ月間、隔週週末（土・日）、業務継続型のリーダーシップ教育
■合計約230時間の研修時間、定員36名

■反芻学習 
集合学習の各モジュール（いわゆる学期）の前・後で、ものの見方や考え方を再認識する機会です。塾生は、世界や社会にお
ける、所属企業・団体や自分自身の立ち位置を見定めながら、自らの率直な意見を記録します。その上で、最終モジュールには、
卒塾後の自らの行動指針を作ります。

・リフレクション：各モジュールの学習に先立ち、その時点での自分自身を見つめ直します。
・フィードバック：各モジュールの修了時に、復習を兼ねて実施します。
・フィードフォワード： 最終モジュール修了後、これからの行動に向けての指針を作成します。

フィールドトリップ
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集合学習 反芻学習 プロジェクト学習

卒塾後、実践へ・・・

・企業トップや経営・哲学・比較文化などの
最先端の研究者を講師に招き、価値とは
何かを自ら定義できる全人格的なリーダー
への成長のためのモジュール

・大きな変革に取り組む先達や研究者から、
個と組織のダイナミクスや変革のプロセス
を修得し、変革への情熱と熱意を持つリア
ル・チェンジリーダーへの進化を目指すモジ
ュール

寺
子
屋
式
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
対
話

第1モジュール
振り返りから
気付きへ

第2モジュール
 分析から想像、
そして創造へ

第3モジュール
変革のための
行動へ

・問題解決の道筋を考える論理的・戦略的
思考能力やビジネス全体を構築する能力
などの経営リテラシー、さらには、戦略的リ
ーダーとしての生き方・考え方を、一流のコ
ンサルタントやビジネススクールの教授から
修得するモジュール

セッション

・企（起）業家としての視点の
　修得
　－論理的思考・戦略的思考
　－企業価値の評価
　－顧客と市場の見方
　－オペレーションマネジメント

・企業変革の計画と実施
・新しい企業経営パラダイム
・変革プロセスの管理
・変革リーダーとしての歩み

・自己を振り返り再評価
・経済社会・地域・企業の
　行方を考察

リフレクション

リフレクション

フィードフォワード

リフレクション

フィードバック

フィードバック

プログラム・アドバイザー
古川　武史

碧樹館プログラム
将来の経営を担うビジネスパーソンを対象に次世代リーダー育成
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各界第一人者の講師から、知識やスキルを学びとるとともに、塾生同志で議論し、自分の基軸を創ります。

■『地域社会とリーダーシップ』
藤原 和博氏［東京学芸大学 客員教授／大阪府知事特別顧問／
 前杉並区立和田中学校長］

■『人を育てるリーダーシップ』
高橋 俊介氏［慶應義塾大学大学院政策メディア研究科 特任教授］

労働市場が一段と流動化する中、組織で働く私たちも、個人
と組織の関係を再考することが求められています。初代リクル
ートフェローとして、組織と共存する個人の生き方を世に問い、
東京都初の民間出身の公立中学校長として「たった一人か
らの教育改革」を実践した藤原和博氏を講師に迎えます。
組織内での自らの立ち位置を「自分の人生のオーナーは誰か？」
という視点から見つめ直すとともに、自分と社会やコミュニティ
とのバランス感覚をも再考します。

人材の流動性が高まる事業環境の中で、従来型の人材管理、人材育成が困難に
なってきています。企業の人材管理の課題に長年に亘り取り組んでこられた高橋
俊介氏をお招きし、変化していく環境の中で、組織のリーダーとして、いかに組織の
人材を活かし、いかに人材を育てていけばよいのか、人間観の議論にまで掘り下げ、
従来型の人材管理の発想からの転換を学びます。

■『東洋思想から自己の確立を考える』
田口 佳史氏［（株）イメージプラン代表取締役社長／
　　　　　  日本家庭教育協会 理事長］
企業倫理に関わる問題が多発している現在、日本人は、かつ
て持っていた「心のアンカー」の一部を失ってしまった、と嘆く
声が聞かれます。こうした中、経営における「こころの教育」
のあり方が見直されつつあります。私たちは何を失い、何を取
り戻すべきなのか。老荘思想の大家で、独自の経営論を提唱
されているイメージプラン社長の田口佳史氏をお招きし、東洋、
更には日本の伝統的背景を踏まえた上で、リーダーシップとは
何かを共に考えます。

■『現場力を磨く』

「現場力」に着目し、経営ビジョン実現のために、戦略を実行
し成果に結び付けるオペレーションとは何なのか、現場のチー
ムに号令をかけるだけではなく、自発的に動く現場組織を形
づくるリーダーシップの要件とは何なのか、を考えます。各々の
職場における現場力の在り方をビジョンの実現、戦略の実行
という観点から掘り下げ、日々 の業務の中で如何に考え、行動
すれば、差別化した競争力を生み出せる組織になるのかを
学びます。

■『価値創造を数字で理解する』
西山 茂氏［早稲田大学ビジネススクール教授／公認会計士］
企業家にとって、市場は自分の事業創造さらには価値創造
の成果を評価する上での鏡ともいえるものです。市場は事業
の価値、ひいては企業全体の価値をどのように評価するので
しょうか。資本コスト、フリーキャッシュフローなど、企業価値の
市場評価を知る上で必要な枠組みを学習します。市場評価
の論理は、企業家が新事業を評価する上で、フィナンシャル
モデルの分析と投資判断にも応用できるものであることを学
んでいきます。

■『マーケティング発想と行動の実際』
石原 信行氏［知力経営研究所 代表／元本田技術研究所 取締役］
物があふれている時代。新しい商品やサービスを開発するときには、何が求め
られるのでしょうか。統計学的なマーケティングの分析手法だけではなく、真に
お客さまが求めるものを追求しなければ、先行する同じような商品と差別化する
ことはできません。そのためには、「現場」で「現実」「現物」「現象」「現当」に
触れ、感じることが必要です。論理だけではなく、五感を刺激する発想法の必
要性を、本田技術研究所で各種新製品の開発や、海外進出の指揮を執った
石原信行氏の経験を通じて学びます。

■『手と心で創る変革のためのチーム』
石原 正雄氏［（株）ロバート・ラスムセン・アンド・アソシエイツ LEGO Serious Play公認チーフファシリテータ］
チームとして行動するためには、メンバー全員が同じビジョンを共有することが必要です。し
かし、そのビジョンは簡単に共有できるものではありません。ここではレゴ・ブロックを使い、個々
のメンバーの考えを具現化することで、チームの他のメンバーとイメージを共有しやすくなるこ
とを体感させます。言葉で表現しにくいことでも、何かしらの形で表現することができるのです。
この分野における第一人者の石原正雄氏をお迎えし、論理（左脳）だけでは構築しにくい
一体感の醸成に、感性（右脳）を活用させることが役立つことを学びます。

■『考える技術・書く技術』
山﨑 康司氏［隗コンサルティングオフィス（株）代表］
リーダーにとってのコミュニケーションとは、自らの考えを相手に伝え、相手に理解・納得し
てもらい、その上で、自分が相手に期待する行動を起こしてもらうための手段・方法です。
そのためには、主観的な思い込みを排し、誰に対しても明確に説明できる論理的な思考
方法と表現力を身に付けることが必要です。この分野の日本のパイオニアである山﨑康
司氏をお招きし、演習を繰り返しながら学びます。

碧樹館プログラム

遠藤 功氏［早稲田大学 ビジネススクール教授/
　　　　　ローランド・ベルガ―会長］

セッション
人が人を磨き、相互に学び合う場

※ご所属およびお役職は、ご登壇時のものです。3



各界第一人者の講師から、知識やスキルを学びとるとともに、塾生同志で議論し、自分の基軸を創ります。

■『地域社会とリーダーシップ』
藤原 和博氏［東京学芸大学 客員教授／大阪府知事特別顧問／
 前杉並区立和田中学校長］

■『人を育てるリーダーシップ』
高橋 俊介氏［慶應義塾大学大学院政策メディア研究科 特任教授］

労働市場が一段と流動化する中、組織で働く私たちも、個人
と組織の関係を再考することが求められています。初代リクル
ートフェローとして、組織と共存する個人の生き方を世に問い、
東京都初の民間出身の公立中学校長として「たった一人か
らの教育改革」を実践した藤原和博氏を講師に迎えます。
組織内での自らの立ち位置を「自分の人生のオーナーは誰か？」
という視点から見つめ直すとともに、自分と社会やコミュニティ
とのバランス感覚をも再考します。

人材の流動性が高まる事業環境の中で、従来型の人材管理、人材育成が困難に
なってきています。企業の人材管理の課題に長年に亘り取り組んでこられた高橋
俊介氏をお招きし、変化していく環境の中で、組織のリーダーとして、いかに組織の
人材を活かし、いかに人材を育てていけばよいのか、人間観の議論にまで掘り下げ、
従来型の人材管理の発想からの転換を学びます。

■『東洋思想から自己の確立を考える』
田口 佳史氏［（株）イメージプラン代表取締役社長／
　　　　　  日本家庭教育協会 理事長］
企業倫理に関わる問題が多発している現在、日本人は、かつ
て持っていた「心のアンカー」の一部を失ってしまった、と嘆く
声が聞かれます。こうした中、経営における「こころの教育」
のあり方が見直されつつあります。私たちは何を失い、何を取
り戻すべきなのか。老荘思想の大家で、独自の経営論を提唱
されているイメージプラン社長の田口佳史氏をお招きし、東洋、
更には日本の伝統的背景を踏まえた上で、リーダーシップとは
何かを共に考えます。

■『現場力を磨く』

「現場力」に着目し、経営ビジョン実現のために、戦略を実行
し成果に結び付けるオペレーションとは何なのか、現場のチー
ムに号令をかけるだけではなく、自発的に動く現場組織を形
づくるリーダーシップの要件とは何なのか、を考えます。各々の
職場における現場力の在り方をビジョンの実現、戦略の実行
という観点から掘り下げ、日々 の業務の中で如何に考え、行動
すれば、差別化した競争力を生み出せる組織になるのかを
学びます。

■『価値創造を数字で理解する』
西山 茂氏［早稲田大学ビジネススクール教授／公認会計士］
企業家にとって、市場は自分の事業創造さらには価値創造
の成果を評価する上での鏡ともいえるものです。市場は事業
の価値、ひいては企業全体の価値をどのように評価するので
しょうか。資本コスト、フリーキャッシュフローなど、企業価値の
市場評価を知る上で必要な枠組みを学習します。市場評価
の論理は、企業家が新事業を評価する上で、フィナンシャル
モデルの分析と投資判断にも応用できるものであることを学
んでいきます。

■『マーケティング発想と行動の実際』
石原 信行氏［知力経営研究所 代表／元本田技術研究所 取締役］
物があふれている時代。新しい商品やサービスを開発するときには、何が求め
られるのでしょうか。統計学的なマーケティングの分析手法だけではなく、真に
お客さまが求めるものを追求しなければ、先行する同じような商品と差別化する
ことはできません。そのためには、「現場」で「現実」「現物」「現象」「現当」に
触れ、感じることが必要です。論理だけではなく、五感を刺激する発想法の必
要性を、本田技術研究所で各種新製品の開発や、海外進出の指揮を執った
石原信行氏の経験を通じて学びます。

■『手と心で創る変革のためのチーム』
石原 正雄氏［（株）ロバート・ラスムセン・アンド・アソシエイツ LEGO Serious Play公認チーフファシリテータ］
チームとして行動するためには、メンバー全員が同じビジョンを共有することが必要です。し
かし、そのビジョンは簡単に共有できるものではありません。ここではレゴ・ブロックを使い、個々
のメンバーの考えを具現化することで、チームの他のメンバーとイメージを共有しやすくなるこ
とを体感させます。言葉で表現しにくいことでも、何かしらの形で表現することができるのです。
この分野における第一人者の石原正雄氏をお迎えし、論理（左脳）だけでは構築しにくい
一体感の醸成に、感性（右脳）を活用させることが役立つことを学びます。

■『考える技術・書く技術』
山﨑 康司氏［隗コンサルティングオフィス（株）代表］
リーダーにとってのコミュニケーションとは、自らの考えを相手に伝え、相手に理解・納得し
てもらい、その上で、自分が相手に期待する行動を起こしてもらうための手段・方法です。
そのためには、主観的な思い込みを排し、誰に対しても明確に説明できる論理的な思考
方法と表現力を身に付けることが必要です。この分野の日本のパイオニアである山﨑康
司氏をお招きし、演習を繰り返しながら学びます。

碧樹館プログラム

遠藤 功氏［早稲田大学 ビジネススクール教授/
　　　　　ローランド・ベルガ―会長］

セッション
人が人を磨き、相互に学び合う場

※ご所属およびお役職は、ご登壇時のものです。 4



セッション講師の方々

第10期

石原	 信行	 知力経営研究所　代表／富士通研究所　顧問／元本田技術研究所　取締役	……………………………「気付力を高める」
石原	 正雄	 株式会社ロバート・ラスムセン・アンド・アソシエイツ　取締役	…………………………… 「手と心で見つめる自己の内面の変化」
出馬	 幹也	 フロネシス経営研究所（PLI）主宰	……………………………………………………………… 「セルフコーチング①・②・③」
井上	 潤吾	 ボストンコンサルティンググループ　シニアパートナー＆マネージング・ディレクター	 ……………… 「『攻守のサイクル』マネジメント」
魚谷	 雅彦	 株式会社ブランドヴィジョン　代表取締役社長	 ………………………… 「マーケティング変革～こころを動かすマーケティング～」
遠藤	 功	 株式会社ローランド・ベルガー　会長／早稲田大学ビジネススクール　教授	 ……………………………………「現場力を磨く」
岡留	健一郎	 社会福祉法人恩賜財団済生会	福岡県済生会福岡総合病院　院長	…… 「組織活性化のために～マネジメントからリーディングへ～」
北澤	 尚明	 株式会社日立総合経営研修所	ビジネスパートナリング部　部長代理	…………………………………… 「経営シミュレーション」
小寺	 圭	 株式会社リアル・フリート　会長	…………………………………………………………… 「グローバル化時代のマーケティング」
後藤	 太一	 合同会社福岡アーバンラボラトリー　代表社員	………………………………………「地域の成長、企業の成長、個人の成長」
小林	 知巳	 エム・アイ・アソシエイツ株式会社　ディレクター	…………………………………………………………… 「経営シミュレーション」
澤田	 豊治	 一般社団法人日本シンガポール協会　顧問	…………………………………………………… 「シンガポールを理解するために」
柴田	 昌治	 株式会社スコラ・コンサルト　プロセス・デザイナー代表	 …………「碧樹館プログラムは自分にとってどのような意味を持つのか？」
末吉	 紀雄	 コカ・コーラウエスト株式会社　代表取締役会長	…………………… 「先が見えない時代～環境変化に対応する企業戦略～」
瀬口	 清之	 一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所　研究主幹	 ………………………………… 「新体制下の中国経済と日中関係」
高橋	 俊介	 慶應義塾大学大学院	政策・メディア研究科　特任教授	……………………………………………… 「人が育つ会社をつくる」
田口	 佳史	 株式会社イメージプラン　代表取締役社長／日本家庭教育協会　理事長…………「東洋思想から自己の人生の役割を考える」
田村	 馨	 福岡大学商学部　教授	……………………………………………………………………………………………「九州を超えて」
筒井	 豊春	 キャピタル・パートナーズ証券株式会社　代表取締役社長兼CEO	………………… 「6億人アセアン市場でチャンスをつかめ！」
西山	 茂	 早稲田大学ビジネススクール　教授／公認会計士	 ……………………………………………………「事業創造を数字で表す」
野田	 智義	 特定非営利活動法人アイ・エス・エル　理事長	 ……………………………… 「リーダーシップに求めるものは、いったい何か」
藤原	 和博	 教育改革実践家／杉並区立和田中学校　元校長／元リクルートフェロー	 ………………………… 「地域社会とリーダーシップ」
星野	 裕志	 九州大学大学院	経済学研究院　教授	 …………………………………「『株式会社ふくや』のケースを用いたディスカッション」
松本	 まゆみ	 ヤマト運輸株式会社	岩手主管支店　営業企画課課長	…………「Lead	the	Society～高齢化社会に如何に向き合うのか～」
宮入	小夜子	 株式会社スコラ・コンサルト　取締役プロセスデザイナー	 …………………………… 「自律的組織変革のためのリーダーシップ」
宮崎	 陽世	 株式会社ヒューマンサイエンスプロー　代表取締役社長	………… 「内的動機（キャリパープロファイル）で自分を見つめ直す」
武藤	 真祐	 祐ホームクリニック　院長	……………………………………………「Lead	the	Society～高齢化社会に如何に向き合うのか～」
山折	 哲雄	 宗教学者	………………………………………………………………………………………………………「死生観をみつめる」
山﨑	 康司	 隗コンサルティングオフィス株式会社　代表	 ………………………………………………………「考える技術・書く技術①・②」
横山	 禎徳	 社会システムデザイナー／株式会社イグレックSSDI　代表取締役	……………………………………………「無知の知を知る」

※敬称略。50音順。
※ご所属およびお役職は、ご登壇時のものです。
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セッション講師の方々

第1〜9期

青木	 麗子	 有限会社ＤＬＣ日中ビジネスコンサルティング　代表取締役社長
有馬	 利男	 富士ゼロックス株式会社　相談役	特別顧問
安藤	 佳則	 A.T.カーニー株式会社　顧問
石井	 正純	 AZCA	Inc.　代表取締役社長／静岡大学大学院客員教授
伊藤	 正裕	 株式会社ヤッパ　代表取締役社長
伊藤	 元重	 東京大学大学院経済学研究科　教授
今里	 滋	 同志社大学大学院総合政策科学研究科　教授
梅崎	 健理	 株式会社ディグナ　代表取締役
大上	二三雄	 エム・アイ・コンサルティンググループ株式会社　代表取締役
大滝	 令嗣	 早稲田大学ビジネススクール　客員教授
大中	 忠夫	 名古屋商科大学大学院　教授／
	 	 株式会社グローバル・マネジメント・ネットワークス　代表取締役
奥村	 裕一	 アジア経済研究所　理事
小野寺	 浩	 鹿児島大学　教授
影山	 正	 クロール・インターナショナル・インク東京支社　支社長
　	 	 リージョナル・マネジング・ディレクター　日本・韓国
唐池	 恒二	 九州旅客鉄道株式会社　取締役鉄道事業本部営業部長
関	 志雄	 株式会社野村資本市場研究所　シニアフェロー／
	 	 独立行政法人経済産業研究所　コンサルティングフェロー
久原	 正治	 九州大学経済学研究院　教授
桑畑	 英紀	 株式会社イマージェンス　代表取締役社長
是久	 洋一	 パナソニック	コミュニケーションズ株式会社　取締役
三枝	 匡	 株式会社ミスミグループ本社　代表取締役社長兼CEO
榊原	 英資	 慶應義塾大学　教授／同大学グローバルセキュリティ
	 	 リサーチセンター　ディレクター
下村	 芳弘	 株式会社KSJコーポレーション　代表取締役社長
出頭	 則行	 九州大学ビジネススクール　教授／株式会社電通　顧問
関口	 康	 ヤンセンファーマ株式会社　代表取締役社長
高木	 直人	 財団法人九州経済調査協会　常務理事
武石	 彰	 一橋大学イノベーション研究センター　教授
武内	 和彦	 東京大学サステイナビリティ学連携研究機構（IR3S）　副機構長
立石	 寿雄	 ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社　代表取締役社長
田中	 守	 キャリパーコーチングカレッジ株式会社　執行役社長

田中	 能之	 デュポンアジアパシフィック	半導体パッケージ・
	 	 回路材料事業　グローバル・ビジネス・ディレクター
谷	 隆一郎	 九州大学大学院人文科学研究院　教授
塚田	 高明	 鹿島建設株式会社　執行役員環境本部長
冨山	 和彦	 株式会社経営共創基盤　代表取締役CEO
中島	 豊	 中央大学大学院戦略経営研究科　客員教授
鍋山	 徹	 株式会社日本政策投資銀行　産業調査部	チーフエコノミスト
野津	 浩嗣	 株式会社アニメートエンタープライズ　代表取締役	AEグループCEO
野村	 るり子	 株式会社ホープス　代表取締役社長／教育コンサルタント
野呂	 理	 野呂理事務所　代表
葉玉	 匡美	 元東京地方検察庁特捜部検事／TMI 総合法律事務所　弁護士
服部	 暢達	 一橋大学大学院国際企業戦略研究科　客員助教授
深川	 哲也	 クレセント・パートナーズ　マネージング・ディレクター
福岡	 政行	 白鷗大学法学部　教授／立命館大学	客員教授
古川	 久敬	 九州大学大学院人間環境学研究院　教授
古田	 龍助	 熊本学園大学商学部経営学科　教授
松井	 孝典	 東京大学大学院新領域創成科学研究科　教授
松山	 秀雄	 企業創房有限会社　代表取締役
味酒	 安則	 太宰府天満宮　禰宜／
	 	 総務統括部長兼文化研究所主管学芸員
三谷	 宏幸	 ノバルティスファーマ株式会社　代表取締役社長
宮脇	 彰秀	 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社　
	 	 メディカルカンパニー　シニアバイスプレジデント
ムハマド・ユヌス	 ノーベル平和賞受賞者／グラミン銀行創設者
安井	 秀行	 株式会社方円社　代表取締役社長
矢田	 俊文	 北九州市立大学　学長
矢野	 朝水	 厚生年金基金連合会　専務理事
山本	 高史	 株式会社電通　クリエーティブディレクター
横瀬	 勉	 慶應義塾大学ＳＦＣ研究所　上席研究員／
	 	 国際大学大学院ビジネススクール　非常勤講師
渡辺	 京二	 作家
渡邊	 弘敦	 高野山真言宗南福寺　住職
渡邉	 正和	 有限会社エフアールジェイコンサルティング　代表取締役

※敬称略。50音順。
※ご所属およびお役職は、ご登壇時のものです。
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第一線で活躍する国内外のリーダーの経験談を聞くだけでなく対話をすることで、
より深く先達の哲学に触れ、自らの基軸を創りあげます。

逃げずに、諦めなければ、道は開ける。

日本はアジアのリーダーとして誇りを持って行動するべきだ。

古川 貞二郎氏［元内閣官房副長官］

マハティール・ビン・モハマド氏
［元マレーシア首相］

中村 哲氏［医師／ペシャワール会 現地代表］

歴代５人の総理とともに、内閣官房副長官として
厳しい時代における日本の舵とりに全力を尽くし
てこられた古川貞二郎氏。「総理を通して、国民
に奉仕する」というぶれない価値観を貫かれ、常
に謙虚であり続けながら霞が関の官僚組織を率
いた氏から学ぶリーダーの姿勢。

戦後一貫して日本の経済復興と成長を見守り続
けてきた知日派アジアリーダー、マハティール元
マレーシア首相。自国のみならず、アジア全体
の発展を模索する高い視点と強力なリーダ
ーシップを持つ氏から塾生に寄せられた
熱いメッセージ。

誰も行きたがらない所に行き、誰もやりたがらないことをする。

アフガニスタンの復興に向けて、従来の医療活動に加え、干ばつに苦しむ村々
の水源確保のために用水路建設に取り組む中村哲氏。現地の人々が本当
に望む支援を考え実行する氏の生き方から考える、リーダーシップの在り方。

夢や志をしっかり持たなければ、
人は頑張りがきかない

樋口 武男氏
［大和ハウス工業㈱　
代表取締役会長 兼 最高経営責任者］

創業者の「理念」を受け継ぎ、大和ハウス工業
を業界トップの座に導いた樋口武男氏。夢と志
をベースに、熱意と誠意と創意工夫を持って10
兆円企業を目指して挑戦を続ける氏が語る覚
悟と人生哲学。

人を大切にする
「育てる文化」こそが、
トヨタの基本だ。

張  富士夫氏［トヨタ自動車㈱ 取締役会長］

日本を代表する企業から、いまや世界の自
動車産業を牽引する企業へと成長を続け
るトヨタ自動車を率いた張富士夫氏。トヨタ
の強さの秘訣は、サプライヤーも一体化し
て「育てる」文化によるものだということを
実感し納得させられた貴重な時間。

寺子屋式リーダーシップ対話講師の方々寺子屋式リーダーシップ対話
各界を代表するリーダーとひざを突き合わせ、語り合う「場」

第10期

秋池　 玲子 ボストン コンサルティング グループ　ヴァイス・プレジデント ディレクター
麻生　　 渡 福岡県知事
安藤　 忠雄 建築家
伊佐山 建志 日産自動車株式会社　代表取締役副会長
石原　　 進 九州旅客鉄道株式会社　取締役会長
一丸 陽一郎 トヨタ自動車株式会社　専務取締役
井上　 輝一 トヨタ自動車株式会社　顧問
岩崎　 宏達 三岩グループ　代表
江村　 林香 株式会社エアトランセ　代表取締役会長兼社長
王　　 貞治 福岡ソフトバンクホークス　監督
大竹　 美喜 アメリカンファミリー生命保険会社　創業者・最高顧問
大西　　 賢 日本航空株式会社　代表取締役会長
大野　 陽男 カルソニックカンセイ株式会社　名誉顧問
大星　 公二 株式会社NTTドコモ　シニアアドバイザー
岡野　 博一 株式会社岡野　代表取締役
小山田 浩定 総合メディカル株式会社　代表取締役会長
梶山　 千里 九州大学　総長
蒲島　 郁夫 熊本県知事
鎌田　 迪貞 社団法人九州・山口経済連合会　会長
鎌田 由美子 株式会社JR東日本ステーションリテイリング　代表取締役社長
カルロス・ゴーン 日産自動車株式会社　社長兼最高経営責任者
川邊　 義隆 株式会社八ちゃん堂ベトナム　代表取締役社長
川村　 治夫 キャス・キャピタル株式会社　代表取締役
カワン・スタント 早稲田大学 国際学術院　教授／
 早稲田大学 臨床教育科学研究所　所長
姜　　 尚中 東京大学大学院情報学環・学際情報学府　教授
北川　 正恭 早稲田大学大学院公共経営研究科　教授／前三重県知事
木村　 伊量 朝日新聞西部本社　代表
久保田 勇夫 ローン・スター・ジャパン・アクイジッションズ・LCC　会長
厳　　　 浩 イーピーエス株式会社　代表取締役社長
小林 いずみ メリルリンチ日本証券株式会社　代表取締役社長
斉藤　　 惇 株式会社東京証券取引所グループ　取締役兼代表執行役社長
前刀　 禎明 株式会社リアルディア　代表取締役
 元アップルコンピュータ株式会社　代表取締役　兼　
 Apple Computer, Inc. マーケティング担当バイスプレジデント
佐々木 かをり 株式会社イー・ウーマン　代表取締役社長
佐々木 常夫 株式会社東レ経営研究所　特別顧問
椎名　 武雄 日本アイ・ビー・エム株式会社　相談役
四島　　 司 特定非営利活動法人　九州・アジア経営塾　最高顧問
篠原　　 統 第一施設工業株式会社　代表取締役社長

島田　 晴雄 千葉商科大学　学長／慶應義塾大学　名誉教授
末吉　 興一 外務省参与／前北九州市長
田上　 富久 長崎県長崎市長
高見　 邦雄 認定特定非営利活動法人 緑の地球ネットワーク　事務局長
タクシン・シナワトラ 前タイ王国首相
筑紫　 哲也 ジャーナリスト
張　 富士夫 トヨタ自動車株式会社　取締役会長
辻野 晃一郎 アレックス株式会社　代表取締役社長兼CEO
遠山　 正道 株式会社スマイルズ　代表取締役会長
内藤　 由治 株式会社ポッカコーポレーション　取締役会長
中島　　 宏 陶芸家、2007年度重要無形文化財保持者
中村　 史郎 日産自動車株式会社　常務取締役デザイン本部長
浪江　 章一 エースコック株式会社　経営顧問
新浪　 剛史 株式会社ローソン　代表取締役社長CEO
西　 太一郎 三和酒類株式会社　取締役名誉会長
浜田　　 宏 株式会社リヴァンプ　代表パートナー／
 元デル日本法人　社長兼本社副社長
浜野　 安宏 株式会社浜野総合研究所　代表取締役社長
原口　 兼正 株式会社セコム　代表取締役社長
武　　 亜朋 中華人民共和国駐福岡総領事館　総領事
福地　 茂雄 日本放送協会　会長
古川　　 康 佐賀県知事
堀　 新太郎 ベインキャピタルジャパン　会長
松田 亜有子 株式会社経営共創基盤　アソシエイト
丸山　 康幸 フェニックスリゾート株式会社　取締役会長
水口　 敬司 九州ベンチャーパートナーズ株式会社　代表取締役社長
溝畑　　 宏 国土交通省　観光庁長官
水口　　 啓 九州ベンチャーパートナーズ株式会社　取締役ファンドマネージャー
蓑　　　 豊 サザビーズ北米本社　副会長／金沢21世紀美術館　特任館長
 ／大阪市立美術館　名誉館長
向井　 昭吾 コカ・コーラウエストジャパン株式会社　ラグビー部監督
元岡　 健二 株式会社ティア　代表取締役社長
モンテ カセム 立命館アジア太平洋大学　学長
安岡　 正泰 郷学研修所・安岡正篤記念館　理事長
矢頭 美世子 株式会社やずや　代表取締役会長
山崎 広太郎 福岡市長
山崎　 大祐 株式会社マザーハウス　取締役副社長
山本　 一力 作家

※ご所属およびお役職は、ご登壇時のものです。

明石　 博義 特定非営利活動法人　九州・アジア経営塾　理事長兼塾長
河邉　 哲司 株式会社久原本家グループ本社　代表取締役社長
隈　 扶三郎 株式会社西部技研　代表取締役
小宮　 一慶 株式会社小宮コンサルタンツ　代表取締役
滝　　 久雄 株式会社ぐるなび　代表取締役会長 創業者
中村　　 哲 医師／PMS（ピース・メディカル・サービス・ジャパン＝平和医療団日本）院長／ペシャワール会　現地代表
橋田　 紘一 株式会社九電工　代表取締役会長
樋口　 武男 代表取締役会長 兼 最高経営責任者
樋渡　 啓祐 佐賀県武雄市長
古川 貞二郎 元内閣官房副長官／社会福祉法人 恩賜財団 母子愛育会　理事長
マハティール・ビン・モハマド 元マレーシア首相
龍造寺　健介 本多機工株式会社　代表取締役社長

第1～9期

※敬称略。50音順。
※ご所属およびお役職は、ご登壇時のものです。
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第一線で活躍する国内外のリーダーの経験談を聞くだけでなく対話をすることで、
より深く先達の哲学に触れ、自らの基軸を創りあげます。

逃げずに、諦めなければ、道は開ける。

日本はアジアのリーダーとして誇りを持って行動するべきだ。

古川 貞二郎氏［元内閣官房副長官］

マハティール・ビン・モハマド氏
［元マレーシア首相］

中村 哲氏［医師／ペシャワール会 現地代表］

歴代５人の総理とともに、内閣官房副長官として
厳しい時代における日本の舵とりに全力を尽くし
てこられた古川貞二郎氏。「総理を通して、国民
に奉仕する」というぶれない価値観を貫かれ、常
に謙虚であり続けながら霞が関の官僚組織を率
いた氏から学ぶリーダーの姿勢。

戦後一貫して日本の経済復興と成長を見守り続
けてきた知日派アジアリーダー、マハティール元
マレーシア首相。自国のみならず、アジア全体
の発展を模索する高い視点と強力なリーダ
ーシップを持つ氏から塾生に寄せられた
熱いメッセージ。

誰も行きたがらない所に行き、誰もやりたがらないことをする。

アフガニスタンの復興に向けて、従来の医療活動に加え、干ばつに苦しむ村々
の水源確保のために用水路建設に取り組む中村哲氏。現地の人々が本当
に望む支援を考え実行する氏の生き方から考える、リーダーシップの在り方。

夢や志をしっかり持たなければ、
人は頑張りがきかない

樋口 武男氏
［大和ハウス工業㈱　
代表取締役会長 兼 最高経営責任者］

創業者の「理念」を受け継ぎ、大和ハウス工業
を業界トップの座に導いた樋口武男氏。夢と志
をベースに、熱意と誠意と創意工夫を持って10
兆円企業を目指して挑戦を続ける氏が語る覚
悟と人生哲学。

人を大切にする
「育てる文化」こそが、
トヨタの基本だ。

張  富士夫氏［トヨタ自動車㈱ 取締役会長］

日本を代表する企業から、いまや世界の自
動車産業を牽引する企業へと成長を続け
るトヨタ自動車を率いた張富士夫氏。トヨタ
の強さの秘訣は、サプライヤーも一体化し
て「育てる」文化によるものだということを
実感し納得させられた貴重な時間。

寺子屋式リーダーシップ対話講師の方々寺子屋式リーダーシップ対話
各界を代表するリーダーとひざを突き合わせ、語り合う「場」
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秋池　 玲子 ボストン コンサルティング グループ　ヴァイス・プレジデント ディレクター
麻生　　 渡 福岡県知事
安藤　 忠雄 建築家
伊佐山 建志 日産自動車株式会社　代表取締役副会長
石原　　 進 九州旅客鉄道株式会社　取締役会長
一丸 陽一郎 トヨタ自動車株式会社　専務取締役
井上　 輝一 トヨタ自動車株式会社　顧問
岩崎　 宏達 三岩グループ　代表
江村　 林香 株式会社エアトランセ　代表取締役会長兼社長
王　　 貞治 福岡ソフトバンクホークス　監督
大竹　 美喜 アメリカンファミリー生命保険会社　創業者・最高顧問
大西　　 賢 日本航空株式会社　代表取締役会長
大野　 陽男 カルソニックカンセイ株式会社　名誉顧問
大星　 公二 株式会社NTTドコモ　シニアアドバイザー
岡野　 博一 株式会社岡野　代表取締役
小山田 浩定 総合メディカル株式会社　代表取締役会長
梶山　 千里 九州大学　総長
蒲島　 郁夫 熊本県知事
鎌田　 迪貞 社団法人九州・山口経済連合会　会長
鎌田 由美子 株式会社JR東日本ステーションリテイリング　代表取締役社長
カルロス・ゴーン 日産自動車株式会社　社長兼最高経営責任者
川邊　 義隆 株式会社八ちゃん堂ベトナム　代表取締役社長
川村　 治夫 キャス・キャピタル株式会社　代表取締役
カワン・スタント 早稲田大学 国際学術院　教授／
 早稲田大学 臨床教育科学研究所　所長
姜　　 尚中 東京大学大学院情報学環・学際情報学府　教授
北川　 正恭 早稲田大学大学院公共経営研究科　教授／前三重県知事
木村　 伊量 朝日新聞西部本社　代表
久保田 勇夫 ローン・スター・ジャパン・アクイジッションズ・LCC　会長
厳　　　 浩 イーピーエス株式会社　代表取締役社長
小林 いずみ メリルリンチ日本証券株式会社　代表取締役社長
斉藤　　 惇 株式会社東京証券取引所グループ　取締役兼代表執行役社長
前刀　 禎明 株式会社リアルディア　代表取締役
 元アップルコンピュータ株式会社　代表取締役　兼　
 Apple Computer, Inc. マーケティング担当バイスプレジデント
佐々木 かをり 株式会社イー・ウーマン　代表取締役社長
佐々木 常夫 株式会社東レ経営研究所　特別顧問
椎名　 武雄 日本アイ・ビー・エム株式会社　相談役
四島　　 司 特定非営利活動法人　九州・アジア経営塾　最高顧問
篠原　　 統 第一施設工業株式会社　代表取締役社長

島田　 晴雄 千葉商科大学　学長／慶應義塾大学　名誉教授
末吉　 興一 外務省参与／前北九州市長
田上　 富久 長崎県長崎市長
高見　 邦雄 認定特定非営利活動法人 緑の地球ネットワーク　事務局長
タクシン・シナワトラ 前タイ王国首相
筑紫　 哲也 ジャーナリスト
張　 富士夫 トヨタ自動車株式会社　取締役会長
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遠山　 正道 株式会社スマイルズ　代表取締役会長
内藤　 由治 株式会社ポッカコーポレーション　取締役会長
中島　　 宏 陶芸家、2007年度重要無形文化財保持者
中村　 史郎 日産自動車株式会社　常務取締役デザイン本部長
浪江　 章一 エースコック株式会社　経営顧問
新浪　 剛史 株式会社ローソン　代表取締役社長CEO
西　 太一郎 三和酒類株式会社　取締役名誉会長
浜田　　 宏 株式会社リヴァンプ　代表パートナー／
 元デル日本法人　社長兼本社副社長
浜野　 安宏 株式会社浜野総合研究所　代表取締役社長
原口　 兼正 株式会社セコム　代表取締役社長
武　　 亜朋 中華人民共和国駐福岡総領事館　総領事
福地　 茂雄 日本放送協会　会長
古川　　 康 佐賀県知事
堀　 新太郎 ベインキャピタルジャパン　会長
松田 亜有子 株式会社経営共創基盤　アソシエイト
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水口　 敬司 九州ベンチャーパートナーズ株式会社　代表取締役社長
溝畑　　 宏 国土交通省　観光庁長官
水口　　 啓 九州ベンチャーパートナーズ株式会社　取締役ファンドマネージャー
蓑　　　 豊 サザビーズ北米本社　副会長／金沢21世紀美術館　特任館長
 ／大阪市立美術館　名誉館長
向井　 昭吾 コカ・コーラウエストジャパン株式会社　ラグビー部監督
元岡　 健二 株式会社ティア　代表取締役社長
モンテ カセム 立命館アジア太平洋大学　学長
安岡　 正泰 郷学研修所・安岡正篤記念館　理事長
矢頭 美世子 株式会社やずや　代表取締役会長
山崎 広太郎 福岡市長
山崎　 大祐 株式会社マザーハウス　取締役副社長
山本　 一力 作家

※ご所属およびお役職は、ご登壇時のものです。

明石　 博義 特定非営利活動法人　九州・アジア経営塾　理事長兼塾長
河邉　 哲司 株式会社久原本家グループ本社　代表取締役社長
隈　 扶三郎 株式会社西部技研　代表取締役
小宮　 一慶 株式会社小宮コンサルタンツ　代表取締役
滝　　 久雄 株式会社ぐるなび　代表取締役会長 創業者
中村　　 哲 医師／PMS（ピース・メディカル・サービス・ジャパン＝平和医療団日本）院長／ペシャワール会　現地代表
橋田　 紘一 株式会社九電工　代表取締役会長
樋口　 武男 代表取締役会長 兼 最高経営責任者
樋渡　 啓祐 佐賀県武雄市長
古川 貞二郎 元内閣官房副長官／社会福祉法人 恩賜財団 母子愛育会　理事長
マハティール・ビン・モハマド 元マレーシア首相
龍造寺　健介 本多機工株式会社　代表取締役社長

第1～9期

※敬称略。50音順。
※ご所属およびお役職は、ご登壇時のものです。

※敬称略。50音順。
※ご所属およびお役職は、ご登壇時のものです。
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KAILプロジェクトはビジネスの「型」、ビジネスロジック（事業論理）を学ぶ場。

KAILプロジェクトプロセス

成功の鍵（KFS:Key Factors for Success）

「碧樹館プログラム」の柱となる学習手法です。毎回のセッションを通じて培われた、社会や経済を取り巻く環境へのより
深い理解と未来への洞察をベースに、個々の塾生は課題意識を育みます。そして、塾生は、自らの所属する企業・団体
が直面する戦略的課題を設定の上深掘りし、全社的な視点に立って、価値創造、更には企業変革という観点から処方
箋を描くと共に、各自の行動計画を作成します。

KAILプロジェクトの進め方
塾生は、パートナー（現役のコンサルタントなどのプロフェッショナル）1名に対して塾生3名の割合で組成されるチームに
所属して、パートナーの指導を受けつつ、互いに切磋琢磨しながら熱心にKAILプロジェクトを進めていきます。また、企
業・団体の戦略的な課題により密着するため、「メンター」と呼ばれる塾生の上司（多くは役員クラス）をアサインすること
も、多く行われています。一定レベル以上のKAILプロジェクトの成果を挙げることが、ＫＡＩＬの卒業要件になっています。

・塾生の「何を、なぜ実行したいかという強い思い」
・派遣企業・団体のトップ層や上司（メンター）からの「期待とアドバイス」
・パートナーの「指導」およびKAILからの「プロジェクト進捗管理」

・必要性（すべきこと）
・意　思（やりたいこと）
・実現性（できること）

私のKAILプロジェクトで学べる一番のことは、ビジネスの「型」を覚えるということです。具体的には塾生が各自の問題意
識を精錬し、解決の切り口を発見していく過程において、どうやって考えるのか、どのように課題をとらえて構造化していく
のか、解決に向けてどうすればいいのか、そのインパクトはどれくらいなのかを学びます。それはゼミ形式でのミーティングの
他、電話やメールのやりとりも含め、私との接触時間を増やし、ＯＪＴに近い形で問い続け、学んでもらっています。塾生には、
ぜひ「考えること」が苦しいことであり、かつ、楽しいことでもあると思えるように、成長に向けて一皮剥けてほしいと願ってい
ます。育った企業の環境、形態にもよりますが、往 に々して人は井の中の蛙になり、違う業種や世界が見えなくなるものです。
KAILプロジェクトのパートナーとして、その壁を横から壊す、そして、他社、他業種、他国はこうしている、あるいは新しい時
代はこうあるべきだと、時間、空間を超えて新しい視点を提供し、刺激を与えるのが私の役割だと思っています。私自身は、
九州福岡で生まれ育ちました。心のよりどころとして、強い思い入れを持っています。今、仕事は東京が中心ですが、故郷
九州の成長・発展のために、私も一肌脱ぎたいと考え、KAILプロジェクトのパートナーに志願しました。塾生の皆さんの成
長に寄与できたら幸いです。

派遣企業・団体 パートナー

三者のコミットメント

「やりたいこと」の
自己確認

「できること」の
ストレッチ

「できること」の
ストレッチ

塾生内部のデザイン

〈11月初旬～4月下旬〉

※塾生は、会合と会合の間にも、電話・メールで、担当パートナーと密接に連絡を取り、各自のプロジェクトを改善・肉付けしていきます。
※仮説と検証の繰り返しにより、自らの固有解を導く力を鍛えます。

ガイダンス 第1回会合 第2回会合 第3回会合 第4回会合

問題意識の
共有

戦略と処方箋を
構造化

実行プランと
現実性のチェック

ファイナルプラン
完成へ 実践へ…

各モジュールで
学んだ価値観・手法を活用

行動する
リーダー
行動する
リーダー

塾生 「やりたいこと」の
自己確認

「すべきこと」の
ゼロ・ベースでの見直し
「すべきこと」の

ゼロ・ベースでの見直し

自身の
行動計画
自身の
行動計画

第１モジュール 第2モジュール 第3モジュール

平山高久（株式会社ふくや）　
営業部　統括マネージャー
当社の明太子事業を支えてきたＣＲＭ（Customer Relationship Management）システム、
九州通販業界でも先陣をきって独自構築を行ったシステムは優位性も大きかったが、今では
優位性は感じられない。ＣＲＭシステムを「次世代」を支える機能・能力を備えたものとし、絶
えず変わる社会環境に事業を対応させていくことが、システム・オペレーション構築に関わっ
てきた私の役割だと考えた。「手段・道具としてのシステム導入だけでは話にならない」「革
新的なビジネスモデルも検討する」「会社内での位置づけ、自社で構築する意味は？」、パー
トナーからのアドバイス、チームメンバーとのミーティングを通じて、深く掘り下げて考えさせら
れた。最終的に現状の課解解決と将来へ向けての対応、そして自社だけではなく、業界・地
域企業へのフィードバックも考えたプランとしてまとめることができた。パートナー、チームメン
バー、事務局の方 に々は本当に感謝しております。
現在プラン実現に向けて社内での取り組みを始めており、長期間の取り組みになり、実行過
程において様々な困難にぶつかると思う。自身の軸・価値観をぶれさせることなく、周囲を巻
き込み、実現していきたい。

川原武浩（株式会社ふくや）
取締役統括部長
自らも１期生として学び、現在はメンターとして受講生に関わっている。
平山さんのプロジェクトは、ドラフトプランの時点ではともすれば社内のＩＴシステム更新といっ
た程度で終わってしまうような課題だった。正直どこか物足りなさを感じていたが、モジュー
ルを経るごとに成長し、獲得した新たな視座とぶれない基軸でテーマの深掘りができていっ
たように思う。ファイナルプランに於いては自社だけに留まらない広い視野で通信販売業界
や地域に対して貢献・還元していくテーマにまで拡大することができた。今後は描いたプラン
の実現に向けて、社内外を含めた周囲を巻き込み動かすという最大の課題が待ち受けて
いる。社内でも長年棚上げされていた重たいテーマであり、解決は簡単ではないが、ＫＡＩＬ
での学びを活かし乗り越えていってくれるものと思う。
このような成長ができたのも、ＫＡＩＬに関わる皆様のおかげと心より感謝しております。

メンター

井上 　吾氏
(株)ボストン コンサルティング グループ 
シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター

KAILプロジェクトとは…1 担当パートナーより2

塾生・メンターの声3

10期生

林　宏治（学校法人　麻生塾）　
教務本部　教務本部長
学校法人麻生塾は福岡県下に12校78学科を有している。その一つである麻生ビューティ・
カレッジ（ABC）は、美容師カリスマブームの終焉後、市場規模が急激に縮小した。教育力を
高めることが私の使命と考え、国家試験合格率を全国No.１にすることをテーマに選定した。
しかし、担当パートナーからは「教務本部長の立場としての考えを超えることが必要。全体を
通して見る事で問題の本質に気付く」とアドバイスを頂いた。そこで、ABCを事業として見る
ことが重要と考え、「ABC事業の戦略再構築と事業改革」をテーマとして再定義した。こうし
てスタートしたプロジェクトは、最終的に「現状分析」、「事業ポテンシャルと競争メカニズムの
解明」、「拡大要件と必要な施策」としてまとめた。パートナーからの「問題の真因を事実に
基づいて焙り出す」、「自分で考え、疑問点を明らかにし、結論を絞り出す」などの言葉は、自
分自身を大きく成長させた。また、このプロジェクトを通じてセッションでの学びを一つに繋げ
ることができた。最後まで様 な々観点から多くの気付きを与えて頂いたパートナー、チームメン
バー、事務局の方に心より感謝している。ありがとうございました。

福澤仁志（学校法人　麻生塾）
常務理事
今回の教務本部長のＫＡＩＬプロジェクトへの参加は、担当部門としての成果を出す視点か
ら、経営陣の一員としての視点とする事で、新たな問題意識や課題を捉えることができてい
る。一つの事業として捉える事で市場の構造、顧客ニーズ、コンペティターの動きを認知で
き、本校の課題が明確になった中での新たな施策の必要性も抽出できたものだった。その中
で事業ポテンシャルの把握を行い、成功パターンを訴求する事で従来の職務のあり方に活
用する事ができており、この捉え方は、今回のみに関わらず日常的に実践する事で直接的
効果だけに留まらない多面性のある施策を考える力がさらに強くなるに違いない。これから
は、この経験を実践していく中で職場やその下で活躍する多くのエネルギッシュな教職員に
も良い影響を与える事になり、人材育成にも繋がる事を期待している。
なお、今回お世話になったパートナーをはじめ関係者の皆さんには心から感謝申し上げた
い。有難うございました。

9期生 メンター

第1～10期担当パートナー

[統括・担当パートナー]
　安部　 義彦 （有）安部アソシエーツ　取締役
　池田　 正昭 EYアドバイザリー（株）　ディレクター
　伊佐治 光男 アクセンチュア（株）素材・エネルギー本部エグゼクティブ・パートナー
　石川　 浩之 石川浩之税理士事務所（KT－Solutions）　所長
　井上　 潤吾 （株）ボストン コンサルティング グループ　シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター
　大上 二三雄 エム・アイ・コンサルティンググループ（株）　代表取締役
　小山田　 陽 ガイアマネジメントコンサルティング（有） 取締役社長
　桑畑　 英紀 （株）イマージェンス　代表取締役社長　
　小林　 知巳 エム・アイ・アソシエイツ（株）　ディレクター
　桜井　 一正 （株）ボストン コンサルティング グループ　パートナー＆マネージング・ディレクター
　真保　 　浩 エム・アイ・パートナーズ（株）　代表取締役
　仙波　 英幸 （株）ウィルブレーン　代表取締役社長

　波多野　 徹 （株）産学連携機構九州　総合研究部門　部門長
　服部　 正太 （株）構造計画研究所　代表取締役社長
　古川　 武史 朝日ビジネスコンサルティング（株） 代表取締役社長
　松丘　 啓司 エム・アイ・アソシエイツ（株）　代表取締役社長
　松山　 秀雄 元（株）イズモ　代表取締役
　蓑毛　 寿郎 アクセンチュア（株）経営コンサルティング本部マネジング・ディレクター
　宮脇　 良二 アクセンチュア（株）素材・エネルギー本部公益事業部門統括マネジング・ディレクター
　安井　 秀行 （株）方円社　代表取締役社長
　山田　 新一 （株）コーポレイトディレクション　顧問
　横山　 禎徳 社会システム・デザイナー / 社会システム・デザイン研究所　代表

※敬称略。50音順。
※ご所属およびお役職は、ご担当時のものです。

※ご所属およびお役職は、当時のものです。

KAILプロジェクト
自らが企業変革の処方箋を描く／九州の未来を考える
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KAILプロジェクトはビジネスの「型」、ビジネスロジック（事業論理）を学ぶ場。

KAILプロジェクトプロセス

成功の鍵（KFS:Key Factors for Success）

「碧樹館プログラム」の柱となる学習手法です。毎回のセッションを通じて培われた、社会や経済を取り巻く環境へのより
深い理解と未来への洞察をベースに、個々の塾生は課題意識を育みます。そして、塾生は、自らの所属する企業・団体
が直面する戦略的課題を設定の上深掘りし、全社的な視点に立って、価値創造、更には企業変革という観点から処方
箋を描くと共に、各自の行動計画を作成します。

KAILプロジェクトの進め方
塾生は、パートナー（現役のコンサルタントなどのプロフェッショナル）1名に対して塾生3名の割合で組成されるチームに
所属して、パートナーの指導を受けつつ、互いに切磋琢磨しながら熱心にKAILプロジェクトを進めていきます。また、企
業・団体の戦略的な課題により密着するため、「メンター」と呼ばれる塾生の上司（多くは役員クラス）をアサインすること
も、多く行われています。一定レベル以上のKAILプロジェクトの成果を挙げることが、ＫＡＩＬの卒業要件になっています。

・塾生の「何を、なぜ実行したいかという強い思い」
・派遣企業・団体のトップ層や上司（メンター）からの「期待とアドバイス」
・パートナーの「指導」およびKAILからの「プロジェクト進捗管理」

・必要性（すべきこと）
・意　思（やりたいこと）
・実現性（できること）

私のKAILプロジェクトで学べる一番のことは、ビジネスの「型」を覚えるということです。具体的には塾生が各自の問題意
識を精錬し、解決の切り口を発見していく過程において、どうやって考えるのか、どのように課題をとらえて構造化していく
のか、解決に向けてどうすればいいのか、そのインパクトはどれくらいなのかを学びます。それはゼミ形式でのミーティングの
他、電話やメールのやりとりも含め、私との接触時間を増やし、ＯＪＴに近い形で問い続け、学んでもらっています。塾生には、
ぜひ「考えること」が苦しいことであり、かつ、楽しいことでもあると思えるように、成長に向けて一皮剥けてほしいと願ってい
ます。育った企業の環境、形態にもよりますが、往 に々して人は井の中の蛙になり、違う業種や世界が見えなくなるものです。
KAILプロジェクトのパートナーとして、その壁を横から壊す、そして、他社、他業種、他国はこうしている、あるいは新しい時
代はこうあるべきだと、時間、空間を超えて新しい視点を提供し、刺激を与えるのが私の役割だと思っています。私自身は、
九州福岡で生まれ育ちました。心のよりどころとして、強い思い入れを持っています。今、仕事は東京が中心ですが、故郷
九州の成長・発展のために、私も一肌脱ぎたいと考え、KAILプロジェクトのパートナーに志願しました。塾生の皆さんの成
長に寄与できたら幸いです。

派遣企業・団体 パートナー

三者のコミットメント

「やりたいこと」の
自己確認

「できること」の
ストレッチ

「できること」の
ストレッチ

塾生内部のデザイン

〈11月初旬～4月下旬〉

※塾生は、会合と会合の間にも、電話・メールで、担当パートナーと密接に連絡を取り、各自のプロジェクトを改善・肉付けしていきます。
※仮説と検証の繰り返しにより、自らの固有解を導く力を鍛えます。
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平山高久（株式会社ふくや）　
営業部　統括マネージャー
当社の明太子事業を支えてきたＣＲＭ（Customer Relationship Management）システム、
九州通販業界でも先陣をきって独自構築を行ったシステムは優位性も大きかったが、今では
優位性は感じられない。ＣＲＭシステムを「次世代」を支える機能・能力を備えたものとし、絶
えず変わる社会環境に事業を対応させていくことが、システム・オペレーション構築に関わっ
てきた私の役割だと考えた。「手段・道具としてのシステム導入だけでは話にならない」「革
新的なビジネスモデルも検討する」「会社内での位置づけ、自社で構築する意味は？」、パー
トナーからのアドバイス、チームメンバーとのミーティングを通じて、深く掘り下げて考えさせら
れた。最終的に現状の課解解決と将来へ向けての対応、そして自社だけではなく、業界・地
域企業へのフィードバックも考えたプランとしてまとめることができた。パートナー、チームメン
バー、事務局の方 に々は本当に感謝しております。
現在プラン実現に向けて社内での取り組みを始めており、長期間の取り組みになり、実行過
程において様々な困難にぶつかると思う。自身の軸・価値観をぶれさせることなく、周囲を巻
き込み、実現していきたい。

川原武浩（株式会社ふくや）
取締役統括部長
自らも１期生として学び、現在はメンターとして受講生に関わっている。
平山さんのプロジェクトは、ドラフトプランの時点ではともすれば社内のＩＴシステム更新といっ
た程度で終わってしまうような課題だった。正直どこか物足りなさを感じていたが、モジュー
ルを経るごとに成長し、獲得した新たな視座とぶれない基軸でテーマの深掘りができていっ
たように思う。ファイナルプランに於いては自社だけに留まらない広い視野で通信販売業界
や地域に対して貢献・還元していくテーマにまで拡大することができた。今後は描いたプラン
の実現に向けて、社内外を含めた周囲を巻き込み動かすという最大の課題が待ち受けて
いる。社内でも長年棚上げされていた重たいテーマであり、解決は簡単ではないが、ＫＡＩＬ
での学びを活かし乗り越えていってくれるものと思う。
このような成長ができたのも、ＫＡＩＬに関わる皆様のおかげと心より感謝しております。

メンター

井上 　吾氏
(株)ボストン コンサルティング グループ 
シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター

KAILプロジェクトとは…1 担当パートナーより2

塾生・メンターの声3

10期生

林　宏治（学校法人　麻生塾）　
教務本部　教務本部長
学校法人麻生塾は福岡県下に12校78学科を有している。その一つである麻生ビューティ・
カレッジ（ABC）は、美容師カリスマブームの終焉後、市場規模が急激に縮小した。教育力を
高めることが私の使命と考え、国家試験合格率を全国No.１にすることをテーマに選定した。
しかし、担当パートナーからは「教務本部長の立場としての考えを超えることが必要。全体を
通して見る事で問題の本質に気付く」とアドバイスを頂いた。そこで、ABCを事業として見る
ことが重要と考え、「ABC事業の戦略再構築と事業改革」をテーマとして再定義した。こうし
てスタートしたプロジェクトは、最終的に「現状分析」、「事業ポテンシャルと競争メカニズムの
解明」、「拡大要件と必要な施策」としてまとめた。パートナーからの「問題の真因を事実に
基づいて焙り出す」、「自分で考え、疑問点を明らかにし、結論を絞り出す」などの言葉は、自
分自身を大きく成長させた。また、このプロジェクトを通じてセッションでの学びを一つに繋げ
ることができた。最後まで様 な々観点から多くの気付きを与えて頂いたパートナー、チームメン
バー、事務局の方に心より感謝している。ありがとうございました。

福澤仁志（学校法人　麻生塾）
常務理事
今回の教務本部長のＫＡＩＬプロジェクトへの参加は、担当部門としての成果を出す視点か
ら、経営陣の一員としての視点とする事で、新たな問題意識や課題を捉えることができてい
る。一つの事業として捉える事で市場の構造、顧客ニーズ、コンペティターの動きを認知で
き、本校の課題が明確になった中での新たな施策の必要性も抽出できたものだった。その中
で事業ポテンシャルの把握を行い、成功パターンを訴求する事で従来の職務のあり方に活
用する事ができており、この捉え方は、今回のみに関わらず日常的に実践する事で直接的
効果だけに留まらない多面性のある施策を考える力がさらに強くなるに違いない。これから
は、この経験を実践していく中で職場やその下で活躍する多くのエネルギッシュな教職員に
も良い影響を与える事になり、人材育成にも繋がる事を期待している。
なお、今回お世話になったパートナーをはじめ関係者の皆さんには心から感謝申し上げた
い。有難うございました。

9期生 メンター

第1～10期担当パートナー

[統括・担当パートナー]
　安部　 義彦 （有）安部アソシエーツ　取締役
　池田　 正昭 EYアドバイザリー（株）　ディレクター
　伊佐治 光男 アクセンチュア（株）素材・エネルギー本部エグゼクティブ・パートナー
　石川　 浩之 石川浩之税理士事務所（KT－Solutions）　所長
　井上　 潤吾 （株）ボストン コンサルティング グループ　シニア・パートナー＆マネージング・ディレクター
　大上 二三雄 エム・アイ・コンサルティンググループ（株）　代表取締役
　小山田　 陽 ガイアマネジメントコンサルティング（有） 取締役社長
　桑畑　 英紀 （株）イマージェンス　代表取締役社長　
　小林　 知巳 エム・アイ・アソシエイツ（株）　ディレクター
　桜井　 一正 （株）ボストン コンサルティング グループ　パートナー＆マネージング・ディレクター
　真保　 　浩 エム・アイ・パートナーズ（株）　代表取締役
　仙波　 英幸 （株）ウィルブレーン　代表取締役社長

　波多野　 徹 （株）産学連携機構九州　総合研究部門　部門長
　服部　 正太 （株）構造計画研究所　代表取締役社長
　古川　 武史 朝日ビジネスコンサルティング（株） 代表取締役社長
　松丘　 啓司 エム・アイ・アソシエイツ（株）　代表取締役社長
　松山　 秀雄 元（株）イズモ　代表取締役
　蓑毛　 寿郎 アクセンチュア（株）経営コンサルティング本部マネジング・ディレクター
　宮脇　 良二 アクセンチュア（株）素材・エネルギー本部公益事業部門統括マネジング・ディレクター
　安井　 秀行 （株）方円社　代表取締役社長
　山田　 新一 （株）コーポレイトディレクション　顧問
　横山　 禎徳 社会システム・デザイナー / 社会システム・デザイン研究所　代表

※敬称略。50音順。
※ご所属およびお役職は、ご担当時のものです。

※ご所属およびお役職は、当時のものです。

KAILプロジェクト
自らが企業変革の処方箋を描く／九州の未来を考える
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概要

目覚ましい躍進を続けるアジア諸国。私たちと同時代を生き、活躍するビジネス・パーソンは、何を基軸とし、どのようなビジョンを持ち、
日々のビジネスに対峙しているのでしょうか。また、現在の九州、日本をどのように見ているのでしょうか。企業を牽引するアジア諸国の
リーダーや、異文化の中で新たなビジネスを構築する日本人リーダー。アジア諸国を舞台に活躍する彼らの経営観、価値観に触れ、
議論を通して、塾生が新たな自己成長の機会を得るとともに現在の自分、組織、九州、日本、アジアを客観的に考察して、将来の姿を
構想します。

主な講師の方々
礒崎　正男 Asia Projects Engineering Pte. Ltd.　会長
田村　信也 TOTO VIETNAM CO., LTD.　社長
顔　　尚強 シンガポール日本文化協会　名誉会長
Tan Choon Shian Singapore Polytechnic　Principal & CEO
Chua Taik Him 国際企業庁（IEシンガポール）　副長官

※シンガポール留日大学卒業生協会（JUGAS）との交流セッションを実施

※敬称略。50音順。　※ご所属およびお役職は、ご登壇時のものです。

第10期実施：ベトナム・シンガポール（2013年11月19日～11月24日）

主な講師の方々
敷田　　透 YKKベトナム社  代表取締役社長
Ta Thi My Linh ホーチミン市経済大学　教授
Dang Xuan Quang ベトナム政府計画投資省外国投資庁　副長官
Le The Binh キャピタルパートナーズベトナムコンサルティング 
 General Director
山下　純一 ビナ　ファミリーマート　代表取締役社長

※ベトナム日本人材協力センター（VJCC）経営塾との交流セッションを実施

第9期実施：ベトナム（2012年11月27日～12月2日）

川原 正孝氏
株式会社ふくや　代表取締役社長

塾生派遣企業の声

修了証書（Graduate Diploma）の授与

当社の社員は、会社にのみ貢献するのではなく、家族、地域の活動、そして社会にも貢献する、そういう志と力を持ってほしいと
常に思っています。KAILの卒塾生は、より多くの志と経営する力を身に付けてきたのだから、自分で志や力を発揮する場や挑
戦する機会を見つけ、さらに、リーダーとして率先垂範する。それを助けるのが私の仕事ではないかと思っています。
KAILで初めて、当社を企業事例研究のケースとして創って貰いました。当社のすべてを公の場にさらすのは思い切った決断
です。それを塾生が生きた材料として評価する、討議する、提案をする・・・経営者としては、怖い気もしますが、塾生の方々から新
しい当社の道、戦略を提案していただけるので興味津々です。それによって当社もまた伸びる、また社会に貢献できるわけです。
こういう循環が続くとよいですね。

企業・団体名

派遣企業・団体一覧（１期～11期実績）

平均年齢（入塾時点） 主なポジション（入塾時点） 男女比
377名 42歳 経営者 8％　上級管理者 23％　中堅管理者 69％ 男性 355　女性 22

計88企業・団体

（50音順）

碧樹館プログラムの全課程の修了後、次の３つの条件を満たす塾生に対して、修了証を授与します。
（1）セッションおよび寺子屋式リーダーシップ対話への７５％以上の出席を満たすこと
（但し、Field Trip to Asiaでのセッションは、出席の計算から除きます）

（2）リフレクション・ペーパー、フィードバック・ペーパーおよびフィードフォワード・ペーパーを提出すること
（3）KAILプロジェクトのファイナルプランの提出を行い、担当パートナーからそのプランに対する承認を
　 受領すること

本修了証は公式の学位記ではありませんが、１年弱にわたるプログラムへの参加を完遂した証しとして、また、
さらなるリーダーへの成長の一里塚としてKAILを位置付けていただくことを願い、授与するものです。

・あずさ監査法人
・株式会社麻生
・麻生開発株式会社
・学校法人麻生塾
・株式会社アソウ・ヒューマニーセンター
・イオン九州株式会社
・株式会社イベロジャパン
・エコー電子工業株式会社
・株式会社NTTドコモ
・株式会社大島造船所
・大橋エアシステム株式会社
・株式会社北九州銀行
・北九州市
・九州通信ネットワーク株式会社
・九州電力株式会社
・株式会社九州リースサービス
・九州旅客鉄道株式会社
・九鉄工業株式会社
・株式会社九電工
・九電ビジネスソリューションズ株式会社
・キューサイ株式会社
・株式会社キューヘン
・株式会社ぐるなび

・学校法人久留米大学
・株式会社健康家族
・コカ･コーラウエスト株式会社
・コクヨマーケティング株式会社
・コンダクト株式会社
・西部瓦斯株式会社
・株式会社佐電工
・三洋信販株式会社
・JR九州リテール株式会社
・株式会社JTB九州
・株式会社ジーコム
・昭和鉄工株式会社
・新光石油株式会社
・株式会社正興電機製作所
・株式会社西部技研
・セコム株式会社
・株式会社ゼンリン
・総合メディカル株式会社
・第一交通産業株式会社
・学校法人筑紫女学園
・株式会社筑邦銀行
・株式会社地工
・株式会社中亜ビジネスセンター

・株式会社ティーアンドイー
・株式会社DNP西日本
・株式会社電通九州
・有限責任監査法人トーマツ
・トヨタ自動車九州株式会社
・長崎県
・株式会社ナフコ
・株式会社西日本シティ銀行
・西日本鉄道株式会社
・日九興産株式会社
・日産自動車株式会社
・社会福祉法人年長者の里
・野村不動産株式会社
・パナソニックシステムネットワークス株式会社
・株式会社肥後銀行
・久光製薬株式会社
・株式会社日立製作所
・株式会社フォレストホールディングス
・株式会社福岡銀行
・福岡北九州高速道路公社
・福岡県
・福岡市
・福岡地所株式会社

・福岡商工会議所
・福岡トヨタ自動車株式会社
・公益財団法人福岡労働衛生研究所
・株式会社ふくや
・株式会社フランソア
・株式会社ベスト電器
・社会福祉法人保誠会
・株式会社北洋建設
・株式会社保健支援センター
・前田証券株式会社
・マサル工業株式会社
・増田石油株式会社
・松尾建設株式会社
・三桜電気工業株式会社
・三菱重工業株式会社
・米良電機産業株式会社
・株式会社やずや
・株式会社山口油屋福太郎
・株式会社山口銀行

総塾生数

香港ベトナム

マレーシア

シンガポール

インドネシア

上海
日本

第2期実施（2006年）：中国（上海）
第3期実施（2007年）：中国（上海、蘇州）

第4期実施（2007年）：シンガポール・マレーシア（ジョホールバル）
第5期実施（2008年）：シンガポール・インドネシア（バタム島）

第8期実施（2011年）：ベトナム（ハノイ、ホーチミン）
第9期実施（2012年）：ベトナム（ハノイ、ホーチミン）

第6期実施（2009年）：中国（香港、深圳）
第7期実施（2010年）：中国（香港、広州）

第10期実施（2013年）：ベトナム（ハノイ）、シンガポール

Field Trip to Asia
アジアから見た九州・日本を考え、語り合う旅

派遣実績/修了証書
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概要

目覚ましい躍進を続けるアジア諸国。私たちと同時代を生き、活躍するビジネス・パーソンは、何を基軸とし、どのようなビジョンを持ち、
日々のビジネスに対峙しているのでしょうか。また、現在の九州、日本をどのように見ているのでしょうか。企業を牽引するアジア諸国の
リーダーや、異文化の中で新たなビジネスを構築する日本人リーダー。アジア諸国を舞台に活躍する彼らの経営観、価値観に触れ、
議論を通して、塾生が新たな自己成長の機会を得るとともに現在の自分、組織、九州、日本、アジアを客観的に考察して、将来の姿を
構想します。

主な講師の方々
礒崎　正男 Asia Projects Engineering Pte. Ltd.　会長
田村　信也 TOTO VIETNAM CO., LTD.　社長
顔　　尚強 シンガポール日本文化協会　名誉会長
Tan Choon Shian Singapore Polytechnic　Principal & CEO
Chua Taik Him 国際企業庁（IEシンガポール）　副長官

※シンガポール留日大学卒業生協会（JUGAS）との交流セッションを実施

※敬称略。50音順。　※ご所属およびお役職は、ご登壇時のものです。

第10期実施：ベトナム・シンガポール（2013年11月19日～11月24日）

主な講師の方々
敷田　　透 YKKベトナム社  代表取締役社長
Ta Thi My Linh ホーチミン市経済大学　教授
Dang Xuan Quang ベトナム政府計画投資省外国投資庁　副長官
Le The Binh キャピタルパートナーズベトナムコンサルティング 
 General Director
山下　純一 ビナ　ファミリーマート　代表取締役社長

※ベトナム日本人材協力センター（VJCC）経営塾との交流セッションを実施

第9期実施：ベトナム（2012年11月27日～12月2日）

川原 正孝氏
株式会社ふくや　代表取締役社長

塾生派遣企業の声

修了証書（Graduate Diploma）の授与

当社の社員は、会社にのみ貢献するのではなく、家族、地域の活動、そして社会にも貢献する、そういう志と力を持ってほしいと
常に思っています。KAILの卒塾生は、より多くの志と経営する力を身に付けてきたのだから、自分で志や力を発揮する場や挑
戦する機会を見つけ、さらに、リーダーとして率先垂範する。それを助けるのが私の仕事ではないかと思っています。
KAILで初めて、当社を企業事例研究のケースとして創って貰いました。当社のすべてを公の場にさらすのは思い切った決断
です。それを塾生が生きた材料として評価する、討議する、提案をする・・・経営者としては、怖い気もしますが、塾生の方々から新
しい当社の道、戦略を提案していただけるので興味津々です。それによって当社もまた伸びる、また社会に貢献できるわけです。
こういう循環が続くとよいですね。

企業・団体名

派遣企業・団体一覧（１期～11期実績）

平均年齢（入塾時点） 主なポジション（入塾時点） 男女比
377名 42歳 経営者 8％　上級管理者 23％　中堅管理者 69％ 男性 355　女性 22

計88企業・団体

（50音順）

碧樹館プログラムの全課程の修了後、次の３つの条件を満たす塾生に対して、修了証を授与します。
（1）セッションおよび寺子屋式リーダーシップ対話への７５％以上の出席を満たすこと
（但し、Field Trip to Asiaでのセッションは、出席の計算から除きます）

（2）リフレクション・ペーパー、フィードバック・ペーパーおよびフィードフォワード・ペーパーを提出すること
（3）KAILプロジェクトのファイナルプランの提出を行い、担当パートナーからそのプランに対する承認を
　 受領すること

本修了証は公式の学位記ではありませんが、１年弱にわたるプログラムへの参加を完遂した証しとして、また、
さらなるリーダーへの成長の一里塚としてKAILを位置付けていただくことを願い、授与するものです。

・あずさ監査法人
・株式会社麻生
・麻生開発株式会社
・学校法人麻生塾
・株式会社アソウ・ヒューマニーセンター
・イオン九州株式会社
・株式会社イベロジャパン
・エコー電子工業株式会社
・株式会社NTTドコモ
・株式会社大島造船所
・大橋エアシステム株式会社
・株式会社北九州銀行
・北九州市
・九州通信ネットワーク株式会社
・九州電力株式会社
・株式会社九州リースサービス
・九州旅客鉄道株式会社
・九鉄工業株式会社
・株式会社九電工
・九電ビジネスソリューションズ株式会社
・キューサイ株式会社
・株式会社キューヘン
・株式会社ぐるなび

・学校法人久留米大学
・株式会社健康家族
・コカ･コーラウエスト株式会社
・コクヨマーケティング株式会社
・コンダクト株式会社
・西部瓦斯株式会社
・株式会社佐電工
・三洋信販株式会社
・JR九州リテール株式会社
・株式会社JTB九州
・株式会社ジーコム
・昭和鉄工株式会社
・新光石油株式会社
・株式会社正興電機製作所
・株式会社西部技研
・セコム株式会社
・株式会社ゼンリン
・総合メディカル株式会社
・第一交通産業株式会社
・学校法人筑紫女学園
・株式会社筑邦銀行
・株式会社地工
・株式会社中亜ビジネスセンター

・株式会社ティーアンドイー
・株式会社DNP西日本
・株式会社電通九州
・有限責任監査法人トーマツ
・トヨタ自動車九州株式会社
・長崎県
・株式会社ナフコ
・株式会社西日本シティ銀行
・西日本鉄道株式会社
・日九興産株式会社
・日産自動車株式会社
・社会福祉法人年長者の里
・野村不動産株式会社
・パナソニックシステムネットワークス株式会社
・株式会社肥後銀行
・久光製薬株式会社
・株式会社日立製作所
・株式会社フォレストホールディングス
・株式会社福岡銀行
・福岡北九州高速道路公社
・福岡県
・福岡市
・福岡地所株式会社

・福岡商工会議所
・福岡トヨタ自動車株式会社
・公益財団法人福岡労働衛生研究所
・株式会社ふくや
・株式会社フランソア
・株式会社ベスト電器
・社会福祉法人保誠会
・株式会社北洋建設
・株式会社保健支援センター
・前田証券株式会社
・マサル工業株式会社
・増田石油株式会社
・松尾建設株式会社
・三桜電気工業株式会社
・三菱重工業株式会社
・米良電機産業株式会社
・株式会社やずや
・株式会社山口油屋福太郎
・株式会社山口銀行

総塾生数

香港ベトナム

マレーシア

シンガポール

インドネシア

上海
日本

第2期実施（2006年）：中国（上海）
第3期実施（2007年）：中国（上海、蘇州）

第4期実施（2007年）：シンガポール・マレーシア（ジョホールバル）
第5期実施（2008年）：シンガポール・インドネシア（バタム島）

第8期実施（2011年）：ベトナム（ハノイ、ホーチミン）
第9期実施（2012年）：ベトナム（ハノイ、ホーチミン）

第6期実施（2009年）：中国（香港、深圳）
第7期実施（2010年）：中国（香港、広州）

第10期実施（2013年）：ベトナム（ハノイ）、シンガポール

Field Trip to Asia
アジアから見た九州・日本を考え、語り合う旅

派遣実績/修了証書
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幹事会

総会

総務・企画部 広報部

1期～10期・事務局OB

交流推進部

私は、どんなに優れた企業に勤めていても、それに胡坐をかいていては
いつか会社自体がだめになるという危機感を持っていた。そんな中、先
輩からKAILの存在を聞き応募した。プログラムを通じて自分を見つめ
直し、見識を深め、視野が拡がるにつれ、自分の覚悟が変わっていくの
を感じた。また、講師の方々や共に学ぶ仲間から多くの刺激を受け、本
音で語り合ったことは、貴
重な体 験であった。
KAILでの学びは、現在、
自身の「志」の礎となって
いる。

「自己研鑽には限界がある。」碧樹館プログラムを経験した事で、心か
らそう思う。重厚な講師陣によるセッション、派遣元のキーパーソンが集
う同期生とのディスカッション、コンサルタントの指導下で渾身の努力が
求められるKAILプロジェクト、これらKAILの全てが自己満足という積
年の垢を擦り落としてくれた。そして卒塾した今、自分自身をこう鼓舞し
ている。
「生傷の絶えない
　ビジネスパーソンたれ！」

「見える風景が変わった。」それがＫＡＩＬに参加した感想だ。
自身では、しっかりと見えていたつもりだったが、視力回復手術を施され、
これまでいかに見えていなかったかを実感した。見えるきっかけを得た
が、大切なことは、その目で何を見て、どう感じ、どのように行動するかだ。
医師の腕が良すぎた為に、リアルに見えすぎ、頭痛がすることもしばし
ばある。しかし、現実から目を背けるのはもう終わりだ。ＫＡＩＬで得た目
を活かし、自身と、組織、社会の「建設的な破壊と創造」を繰り返したい。

卒塾生は「塾での経験を糧とし、自らが目指すリーダー像を体現すべく自律
的な努力を続けること」と「卒塾後も、互いの交流を通じ、さらなる自己成長
の糧を得ること」を通して、塾での経験価値をさらに高めることを目的に、碧
樹会（同窓会）活動を行っています。当塾ではその活動を支援しています。

「学びの場の継続」「人的ネットワークの深化」「社会への恩返し」をバリューとして、幹事会で企画を考え、以下のような活動を行っています。

多様な碧樹会活動

碧樹会会長　永尾亮二（3期生：西鉄テクノサービス株式会社 常務取締役）

碧樹会への思い

※KAILレポートの閲覧には、IDとパスワードが必要です。
 ホームページよりお申し込みください。

碧樹館プログラムの最新情報は、広報誌KAILレポートで
ご覧頂けます。詳しくは、下記のアドレスまで。
寺子屋式リーダーシップ対話、碧樹会活動（各地で活躍する卒塾生の
近況報告）など多彩な情報を取り揃えて発信しています。

http://www.kail.jp/

塾での経験値をさらに高め、
人財の森をつくる

碧樹館プログラムを受講して、目からウロコが落ちるとはこうい
う事なのかと実感しました。それと同時に、「自分にとっての北
極星は何か」「自分の志は何か」ということを深く考えました。
卒塾後は、自らの北極星を目指して「学び」の実践に取り組
みましたが、何度も壁に直面しました。時には、北極星を見
失ったり、北極星に向かうエネルギーが切れかかったりする
こともありました。そんな時、再び北極星に向かっていく力が
湧いてきたのは、碧樹会のお陰です。

碧樹館プログラムの卒塾生は341名となりました。その341名
の仲間が各々の志の実現に向けて、九州だけでなく、日本
全国やアジアなどの諸外国で、時に躓き、時に壁に跳ね返さ
れながらも、歩みを止めずに頑張っています。
碧樹会がそんな仲間一人ひとりの力の源になり、341名、そ
してさらに毎年増えていく仲間それぞれが志を実現してい
けば、九州・アジアの更なる成長・発展につながると信じてい
ます。

3期生
脇坂 温氏 （株式会社フランソア）
FD営業本部 統括課長

包 振華氏 （株式会社中亜ビジネスセンター）
代表取締役社長

4期生

5期生
松山 薫氏（株式会社やずや）
総務室 室長

6期生

7期生
永松 資紹氏（株式会社西部技研）
本社営業部  シニアマネージャー

外国人の私にとっては、他の塾生が感じた以上に、素晴らしい場となっ
た。KAILに参加したことをきっかけとして、仕事上でもさまざまな企業と
の交流が生まれている。プログラムの内容を少しずつ復習しながら、ビ
ジネスに実践して行きたいと考えている。

KAILで学んだリーダーシップとは？　組織を牽引していく人間力、周囲
を納得させる論理力、直面する課題を判断する決断力等、まさに実
践・学習の毎日。同期生やOBの方との交流を通して、さらなる学びを
深めていきたい。

※ご所属およびお役職は、当時のものです。

いくつになっても学べる。経験値の違いはあっても悩んでいるところは
同じ。KAILに参加して、講師の考えや価値観とそこで純粋に学び吸
収しようとする塾生の貪欲さ・プラス思考に刺激を受けている。このプロ
グラムでの学びをターニングポイントとして、会社に関わるすべての人に
学びの成果を示していきたい。碧樹館での課題図書は、今後において
も私の教科書になるだろう。

10期生

KAILでは、一流講師からの熱いメッセージ、様 な々分野の課題図書、
塾生３６名の価値観のぶつかりあいを通じて自分の価値観が正しいの
か、自分自身への問いかけの連続だった。「先義後利」、「他者へ最善
を尽くす」などこれまでのぼんやりとした価値観をよりしっかりと意識する
ことができた。
「それはあなたにとってどういう意味があるのか？」と１年間問われ、常
に自分事として考えることが習慣化された。
志や情熱の大切さを学んだ１１か月間はたいへん充実していた。
「知行合一」、KAILでの学びを実践するリーダーシップの旅を続けて
行きたい。

高木 通裕氏（福岡市）
住宅都市局都市計画部交通施策推進課 課長

9期生

私にとってＫＡＩＬでの学びは「無知の知」と「人間力」に尽きる。
己の価値観や志、存在意義など幾度も自己を振り返り、講師の方や同
期の仲間の生きた言葉に心を傾け対話する中で、抱えきれない“何か”
と格闘する日々 であった。
その中でも、常に心に留め置いたことは、ＫＡＩＬという「場」を活かし、新
たな可能性と世界を拡げるのは自分次第ということ。
自分自身の「今」と誰かの「未来」のために、自らの想いや思考を言葉
や行動に変え、新たな道を創ることこそ、ＫＡＩＬで学んだ私の使命と考
える。

計盛 美幸氏 （昭和鉄工株式会社）
総務部 兼 企画戦略部 海外事業室 係長

8期生
岩﨑 幸喜氏 （西鉄不動産株式会社）
取締役賃貸センター長

坂本 努氏 （株式会社電通九州）
マーケティングプランニング・クリエーティブ局　プランニング１部　シニアリーダー／プロデューサー

碧樹会セッション
経営者の立場となった卒塾生や財界から経営者を講師に迎え、その
経験を共有するセッションを行います。
卒塾後もネットワークを通じて学び続ける機会を創出しています。

総　会
毎年１回卒塾生が集まり、卒塾期や企業の枠を超えた人的ネットワーク
を構築し深化させます。また、１年間の活動の振り返りと、翌年の活動
計画を話し合います。

フィールド・トリップ

年に１度、現地で感じる学びの為に視察に出掛けています。これまで
は、萩の松陰神社を訪ねて吉田松陰の生き様を学んだり、八丁原地熱
発電所を見学してエネルギー問題を考えたりしました。平成２６年には
話題の武雄市図書館と味の素九州工場を訪ねました。

サークル活動
包振華氏（４期生・OLA I･B･Cグループ代表取締役社長）を講師に
迎えて中国語講座を月２回開催しています。
中国語検定４級を目指して勉強に励んでいます。

社会への恩返し
KAIL設立１０周年を記念して福岡大学との共催で、「共に殻を破ろ
う！」をテーマに、若手ビジネスパーソンを対象にしたイベントを開催する
など、KAILでの学びを社会に還元する活動を行っています。

渡辺通一丁目

渡辺通一丁目

渡辺通り

地下鉄七隈線
渡辺通駅

電気ビル 本館 電気ビル
新館

電気ビル
北館

渡辺通二丁目
天神方面→←平尾方面

博多方面

←

薬院方面

→ 電気ビル共創館7階

九州電力本店 宮崎銀行 九州電力福岡支店

MAP

碧樹会活動
卒塾後の実践の為に

塾生の声
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自身では、しっかりと見えていたつもりだったが、視力回復手術を施され、
これまでいかに見えていなかったかを実感した。見えるきっかけを得た
が、大切なことは、その目で何を見て、どう感じ、どのように行動するかだ。
医師の腕が良すぎた為に、リアルに見えすぎ、頭痛がすることもしばし
ばある。しかし、現実から目を背けるのはもう終わりだ。ＫＡＩＬで得た目
を活かし、自身と、組織、社会の「建設的な破壊と創造」を繰り返したい。
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の糧を得ること」を通して、塾での経験価値をさらに高めることを目的に、碧
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う事なのかと実感しました。それと同時に、「自分にとっての北
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みましたが、何度も壁に直面しました。時には、北極星を見
失ったり、北極星に向かうエネルギーが切れかかったりする
こともありました。そんな時、再び北極星に向かっていく力が
湧いてきたのは、碧樹会のお陰です。

碧樹館プログラムの卒塾生は341名となりました。その341名
の仲間が各々の志の実現に向けて、九州だけでなく、日本
全国やアジアなどの諸外国で、時に躓き、時に壁に跳ね返さ
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してさらに毎年増えていく仲間それぞれが志を実現してい
けば、九州・アジアの更なる成長・発展につながると信じてい
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た。KAILに参加したことをきっかけとして、仕事上でもさまざまな企業と
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を納得させる論理力、直面する課題を判断する決断力等、まさに実
践・学習の毎日。同期生やOBの方との交流を通して、さらなる学びを
深めていきたい。

※ご所属およびお役職は、当時のものです。

いくつになっても学べる。経験値の違いはあっても悩んでいるところは
同じ。KAILに参加して、講師の考えや価値観とそこで純粋に学び吸
収しようとする塾生の貪欲さ・プラス思考に刺激を受けている。このプロ
グラムでの学びをターニングポイントとして、会社に関わるすべての人に
学びの成果を示していきたい。碧樹館での課題図書は、今後において
も私の教科書になるだろう。

10期生

KAILでは、一流講師からの熱いメッセージ、様 な々分野の課題図書、
塾生３６名の価値観のぶつかりあいを通じて自分の価値観が正しいの
か、自分自身への問いかけの連続だった。「先義後利」、「他者へ最善
を尽くす」などこれまでのぼんやりとした価値観をよりしっかりと意識する
ことができた。
「それはあなたにとってどういう意味があるのか？」と１年間問われ、常
に自分事として考えることが習慣化された。
志や情熱の大切さを学んだ１１か月間はたいへん充実していた。
「知行合一」、KAILでの学びを実践するリーダーシップの旅を続けて
行きたい。

高木 通裕氏（福岡市）
住宅都市局都市計画部交通施策推進課 課長

9期生

私にとってＫＡＩＬでの学びは「無知の知」と「人間力」に尽きる。
己の価値観や志、存在意義など幾度も自己を振り返り、講師の方や同
期の仲間の生きた言葉に心を傾け対話する中で、抱えきれない“何か”
と格闘する日々 であった。
その中でも、常に心に留め置いたことは、ＫＡＩＬという「場」を活かし、新
たな可能性と世界を拡げるのは自分次第ということ。
自分自身の「今」と誰かの「未来」のために、自らの想いや思考を言葉
や行動に変え、新たな道を創ることこそ、ＫＡＩＬで学んだ私の使命と考
える。

計盛 美幸氏 （昭和鉄工株式会社）
総務部 兼 企画戦略部 海外事業室 係長

8期生
岩﨑 幸喜氏 （西鉄不動産株式会社）
取締役賃貸センター長

坂本 努氏 （株式会社電通九州）
マーケティングプランニング・クリエーティブ局　プランニング１部　シニアリーダー／プロデューサー

碧樹会セッション
経営者の立場となった卒塾生や財界から経営者を講師に迎え、その
経験を共有するセッションを行います。
卒塾後もネットワークを通じて学び続ける機会を創出しています。

総　会
毎年１回卒塾生が集まり、卒塾期や企業の枠を超えた人的ネットワーク
を構築し深化させます。また、１年間の活動の振り返りと、翌年の活動
計画を話し合います。

フィールド・トリップ

年に１度、現地で感じる学びの為に視察に出掛けています。これまで
は、萩の松陰神社を訪ねて吉田松陰の生き様を学んだり、八丁原地熱
発電所を見学してエネルギー問題を考えたりしました。平成２６年には
話題の武雄市図書館と味の素九州工場を訪ねました。

サークル活動
包振華氏（４期生・OLA I･B･Cグループ代表取締役社長）を講師に
迎えて中国語講座を月２回開催しています。
中国語検定４級を目指して勉強に励んでいます。

社会への恩返し
KAIL設立１０周年を記念して福岡大学との共催で、「共に殻を破ろ
う！」をテーマに、若手ビジネスパーソンを対象にしたイベントを開催する
など、KAILでの学びを社会に還元する活動を行っています。

渡辺通一丁目

渡辺通一丁目

渡辺通り

地下鉄七隈線
渡辺通駅

電気ビル 本館 電気ビル
新館

電気ビル
北館

渡辺通二丁目
天神方面→←平尾方面

博多方面

←

薬院方面

→ 電気ビル共創館7階

九州電力本店 宮崎銀行 九州電力福岡支店

MAP

碧樹会活動
卒塾後の実践の為に

塾生の声
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