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市民公開講座 リカレント教育

但馬ストーク・アカデミー
Tajima Stork Academy

芸術文化観光専門職大学では、令和4年度より「但馬ストーク・アカデミー」

（Tajima Stork Academy）を開講し、但馬地域在住・勤務のビジネスマ

ン・ウーマンや市民の皆様に、学びの場を提供いたします。

日本の高度経済成長期には、学校教育と企業内訓練（OJT）による人的資本

の蓄積が、新技術の活用を促進し、企業の労働生産性を高め、経済の持続的

成長を実現しました。しかし、企業のOJT実施比率は、1987年には74％、

1998年には30％、2000年以降は40％台で推移し、低迷しています。

「但馬ストーク・アカデミー」は、多様な講師陣による多彩なプログラムにより、

企業経営者の要望の高い、ビジネスに役立つ知見を提供し、コウノトリのよう

に大きく羽ばたく有為な人材の育成を目指し、オール但馬で支援するリカレン

ト教育を実施いたします。

市民の皆様が、本学のリカレント教育を通じて新たな学びを発見をされ、ビ

ジネスや企業経営を変革していただく契機となることを願っています。

ごあいさつ

（HIRATA ORIZA）

来日山からの眺望

芸術文化観光専門職大学は、但馬16万人の皆様の応援によって開学した大学です。大

学は学生や教職員だけのものではなく、地域の皆様に支えられて存立します。また、その

知の蓄積を地域に還元していくことは、大学の責務となっています。

昨年一年間は、コロナ禍の影響で、公開講座などを開くことができませんでした。いよ

いよ今年がエクステンションセンターの元年となります。どうか、多くの皆さんにご活用

いただければと願います。

私たちは、ここにとどまることなく、準備ができ次第、通常授業の一般公開（科目履修制

度）や出前講座にまで範囲を広げていきたいと考えています。将来に向けてのご意見、ご

要望などもお寄せいただければ幸いです。

芸術文化観光専門職大学は常に、地域とともにある大学を目指します。

ごあいさつ



《 経営戦略 》

講師 千賀 喜史

《 経営管理と組織 》

（SENGA YOSHIFUMI）

《 人的資源管理 》

講師 瓶内 栄作

《 IT・DX 》

《 職場で活かせるコミュニケーション能力 》 《 マーケティング 》

《 製品開発と生産管理 》

教授 福嶋 幸太郎
（FUKUSHIMA KOTARO）

（KAMEUCHI EISAKU）

《 ビジネスプラン作成 》 《 資金調達のいろは 》

《 財務管理とビジネス会計 》

准教授 藤本 悠

講師 平田 知之

（FUJIMOTO YU）

（HIRATA TOMOYUKI）

博士（経営学）

※1講座3名以上での開講になります。

１講座 （９０分×３回） ／３０００円

令和４年度 講座内容と講師陣のご案内

教授 佐藤 善信

中小企業診断士・技術士

楠田 貴康

博士(経済学)

博士（経営学）

（SATO YOSHINOBU）

博士(経営学)

博士（文化情報学）

公認会計士・税理士

淺野 禎彦

（株）日本政策金融公庫
豊岡支店長

中小企業診断士

神田 敦弘

（ASANO TADAHIKO） （KUSUDA TAKAYASU）

助教 中村 嘉雄
（NAKAMURA YOSHIO）

修士（経営管理）

（KANDA ATSUHIRO）

企業の事業や目的を達成するために、持続的

な競争優位の方向性を示すのが「経営戦略」で

す。本講座では、主要な理論を解説し、戦略を

従業員の行動に落とし込むマネジメント・コント

ロールの理論にも触れながら、不確実な環境に

求められる経営戦略のあり方を考えます。

「ヒト・モノ・カネ・情報」という4つの経営資

源を管理・統制するのが、経営管理です。経営

管理と経営戦略は、車の両輪と言えます。フレ

デリック・テイラーの科学的管理法から始まっ

た経営学の歴史を学び、これらの経営理論か

ら現代の経営組織の作り方を学んで参りまし

ょう。

人が生き生きと働く組織をつくるためには、

属人的な評価から脱却し、明快な制度を構築す

る必要があります。リーダーシップの発揮と、従

業員のキャリア志向に基づいた管理を実践する

ことで、それぞれが持つ能力を最大限引き出せ

る環境づくりを考えてみませんか。

コロナ禍を経て、様々な分野においてICT

（情報通信技術）を用いた働き方改革の動き

が加速しています。この動きは今後も続くと

考えられています。

本セミナーでは、Google Workspace を

実際に使用しながら、ICTを用いた働き方に

ついて学んでいきたいと思います。

経営環境は急激に変化しています。このよう

ななかで、従来のマーケティング戦略は通用し

なくなってきています。本講座は、日本の中堅

企業が採用している成功したケースを説明し

ながら、この時代にふさわしいマーケティング

戦略のロジックを理解することを目的としてい

ます。

ものづくりは、「もの(製品開発）」＋「づくり（生

産管理）」からできています。

日本のものづくりは高度経済成長期の製造業

で発達し、「メイドインジャパン」は世界高品質の

代名詞となりました。

こうしたノウハウを学び、今の時代に合わせ継

承していきませんか。

会計の目的の一つは、適切な判断と意思決定

が出来る情報を提供することにあります。この

目的を達成するために財務管理はどのように

整備されているのか、ビジネス会計はどのよう

な要請を受けて今日の姿になっているのか、あ

らためて一緒に検討してみましょう。

＊受講料は、各講座の初日に現金でお支払いいただきます。

助教 中村 嘉雄
（NAKAMURA YOSHIO）

修士（経営管理）

「起業・創業」、「新事業展開」等に必要な『ビジ

ネスプラン（経営指針）』は、勘と経験だけでは

なく、基礎を踏まえ成文化したものを作成する

必要があります。 財務・資金計画、マーケティ

ング、労務（人材育成）、ＩＴ等を盛り込んだ経営

計画を共に考えましょう。

公式や問題集の答えを暗記しても数学の成績

が向上しないように、コミュニケーション能力も

「こんな場合はこうする」という定石を覚えるだ

けでは使えるようになりません。この講座では、

職場で活かせるコミュニケーション能力とは何

かを、参加者自身が発見して腹落ちするような

体験の機会を提供します。

修士（教育学）

創業時と創業時以外の事業継続・発展時の資金

調達は、どのような方法があるか。調達金額・時

期・返済期間などの妥当性はどうか。融資申込か

ら資金入金までの流れは、どのようになっている

のか。金融機関から資金調達する場合に、どのよ

うな法律があるかを学んで参りましょう。



公開講座スケジュール

１０：００～１１：３０ １４：００～１５：３０ １６：００～１７：３０

１３ （火） 経営管理と組織① 経営戦略① 財務管理とビジネス会計①

１５ （木） 経営管理と組織② 経営戦略②
財務管理とビジネス会計②

製品開発と生産管理①

１６ （金）
経営管理と組織③

製品開発と生産管理②
経営戦略③ 財務管理とビジネス会計③

２０ （火）
人的資源管理①

製品開発と生産管理③
IT・DX①

職場で活かせる

コミュニケーション能力①

２２ （木） 人的資源管理② IT・DX②
職場で活かせる

コミュニケーション能力②

２７ （火） 人的資源管理③
IT・DX③

ビジネスプラン作成①

職場で活かせる

コミュニケーション能力③

２８ （水） マーケティング① ビジネスプラン作成② 資金調達のいろは①

２９ （木） マーケティング② ビジネスプラン作成③ 資金調達のいろは②

３０ （金） マーケティング③ 資金調達のいろは③

受講のお申込みは、芸術文化観光専門職大学HPの「受講申し込みフォーム」からお願いします。

９月

https://sites.google.com/stdat.at-hyogo.ac.jp/cat-ext-course

受講申込み期間 ～9月5日（月）

芸術文化観光専門職大学 →「地域連携・社会貢献」→「市民公開講座」

リカレント
教育HP

＊キャンセルの場合も必ず、上記までご連絡ください。

TEL：0796-34-８２７５

Mail:extc@stdat.at-hyogo.ac.jp

エクステンションセンター

スマホでの
お申込は
こちら

問合せ
申込み

申込フォームは
こちら



:

駐車場のご利用に関して

学舎南側

通路
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬

本学、学舎南側に受講者様専用に駐車場を設けます。

ご利用をご希望の方は、必ず受講申し込み時にお申し出ください。

後日、指定の場所をご案内いたします。

＊台数に限りがありますので、申込の先着順とさせて頂きます。

＊可能な方は、乗り合わせでご来校下さい。

所在地 〒668-0044

兵庫県豊岡市山王町7‐52

[交通アクセス]
JR 山陰本線 豊岡駅より徒歩7分

［駐車場のご案内］
＊ご利用の際はお申し込みが必要です。

【後援】豊岡商工会議所 豊岡市商工会 養父市商工会 朝来市商工会 香美町商工会
新温泉町商工会 日本政策金融公庫 但馬銀行 但馬信用金庫
豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町

お問い合わせ 芸術文化観光専門職大学
エクステンションセンター 0796-34-８２７５

extc@stdat.at-hyogo.ac.jp

▲
N


