
FAX

夕学講座せきがく

料金後納

ゆうメール

　　　　 ●お申込の流れは裏面の「申込要領」をご覧ください。
●ご入金は、必ず受講申込書に記入されたお申込者様の名義でお願いいたします。
●受講料の未使用分の払い戻しや、一旦納入された受講料は返金できませんので予めご了承ください。
●受講券は、2010年度前期開催の該当する講座に限り有効となります。
●原則として、受講券発行後の講座変更はできませんが、他講座に空きがある場合に限り、振替が可能です。振替時は必ずKORC事務局へご連絡ください。

お支払名義

※　「 1講座」をお申込の方は、右記の講演予約に希望する講演をご記入ください。
※　お申込枚数 5枚につき1,000円割引いたします。

希望する 希望しない

□勤務先
□自宅

注意事項

申込者情報

氏 名

住 所

勤務先 会社・
団体名

所属 役職

都 道
府 県

〒

E-mail

TEL　 (　　　　　)　　　　　　-　　　　　　　  FAX　 (　　　　　)　　　　　　-

フリガナ

講演予約 予約希望の講演に枚数をご記入ください。
6 /16（水）
小池 龍之介
6 /18（金）
清水 　浩
6 /21（月）
野口 吉昭
6 /29（火）
遠山 正道
7 / 8（木）
若田部 昌澄
7 /20（火）
小倉 紀蔵
7 /27（火）
松本 健一

06-6450-1032

“いま”を感じる15講演

06-6450-1030

受講券申込枚数　枚数と合計金額を必ずご記入ください。（税込）

6 / 1（火）
坂本 光司 枚

4 /12（月）
内田 和成 枚

4 /20（火）
村上 憲郎 枚

4 /22（木）
莫 　邦富 枚

4 /27（火）
平田 オリザ 枚

5 /12（水）
三谷 宏治 枚

5 /14（金）
小林 弘人 枚

5 /18（火）
佐々木 常夫 枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

枚

2010年度前期講演予約申込書
※受講券は2010年度前期の講演に限り有効です。

FAX申込：左記に必要事項を
ご記入の上お送りください

Web申込：下記URLまで

お問い合わせ：『夕学講座』KORC事務局
http://www.korc.keio.ac.jp

平日  9:30
     -17:30( )

【個人情報の取扱いについて】お申し込みにあたり、お客様からいただいた氏名、住所等の個人情報は本講演の開催に関する諸連絡および慶應義塾からのご案内をお送りする目的でのみ使用し、
原則として第三者に開示いたしません。なおご提供いただいた情報に関するお問い合わせはKORC事務局までお願いいたします。

慶應学術事業会　主催

円

25,000円全講座予約券

×　　　   枚＠2,000円1講座

合計金額

今後、慶應義塾からの案内を

個　人

法　人



夕学講座せきがく

12（月） 内田 和成  「異業種競争戦略 」～事業連鎖で読み解く新しいタイプの競争
－昨日の友は今日の敵－～

20（火） 村上 憲郎 グーグル株式会社 名誉会長

作家・ジャーナリスト
モ ー・バンフ

早稲田大学商学学術院 教授

「世界で戦う仕事術」

27（火） 平田 オリザ 劇作家・演出家・大阪大学
大学院教授・内閣官房参与 「対話の時代に向けて」

22（木） 莫 邦富 「中国から見た日本、日本から見た中国」

上記は2/16現在の予定です。事情により、講演者・日程等が変更となる場合がありますことをご了承ください。主催：株式会社慶應学術事業会

2010年度前期講演予定

6
月

16（水） 小池 龍之介 月読寺住職、正現寺副住職 「自己洗脳の罠の外しかた」
18（金） 清水 浩 「未来のクルマから現実のクルマへ～Eliica開発物語～」
21（月） 野口 吉昭 株式会社HRインスティテュート

代表取締役 「コンサルタントの仕事術」

29（火） 遠山 正道 「世の中の体温をあげる」
8（木） 若田部 昌澄 早稲田大学政治経済学術院

教授 「危機の経済学」
20（火） 小倉 紀蔵 京都大学大学院人間・

環境学研究科 准教授 「日中韓はひとつになれるか…文化・文明論的観点から」

27（火） 松本 健一 評論家、麗澤大学比較文明文化
研究センター 所長 「日本の青春時代とは、何か～『坂の上の雲』にふれて～」

14（金） 小林 弘人  「新世紀メディア論　　　　　　　　　　　　」

18（火） 佐々木 常夫 株式会社東レ経営研究所
代表取締役 「仕事も家族もあきらめない」

1（火） 坂本 光司  「日本でいちばん大切にしたい会社」

12（水） 三谷 宏治 K.I.T.虎ノ門大学院 主任教授 「発想の考動力～座って悩むな、ハカって考えよ～」
※本講演ではハサミを使う演習があるため、ハサミをご持参下さい。

※著書『村上式シンプル仕事術』を事前にお読みいただいてご参加下さい。

株式会社スマイルズ 代表取締役社長
（「Soup Stock Tokyo」開発・運営）

7
月

5
月 株式会社インフォバーン

代表取締役 CEO

法政大学大学院政策創造研究科 教授・
同大学院静岡サテライトキャンパス長

慶應義塾大学環境情報学部 教授、
株式会社シムドライブ 代表取締役

4
月

慶應学術事業会　主催

● 大阪梅田から1駅、便利なアクセス
● 東京の講座を生中継
● 講演の最後には質問時間あり
● 福澤諭吉生誕地記念碑から徒歩1分

申込要領 お申込み・お問合せ先

時間

随時受付　※定員になり次第締切

18:30～20:30（開場18:00）

定員 60人／回

締切

会場 慶應大阪リバーサイドキャンパス（ＫＯＲＣ）

①申込み登録（3/17（水）より受付開始）
http : //www.korc.keio.ac.jp/よりお申込みください。
または、本紙裏面、「受講申込書」に必要事項を記入しFAXにてお送りください。

②受講料請求書を受領

③受講料の支払い
請求書に記載の指定期日までにお振込みください。
（振込手数料はご負担願います）
ご入金は、必ず受講申込書に記載されたお申込者様の名義でお願いいたします。

④受講決定通知（受講券）を受領

⑤当日、講座を受講

申込登録を事務局が確認後、事務局より請求書を郵送（またはE－Mail）にて
お送りいたします。

事務局でご入金を確認後、「受講決定通知（受講券）」を郵送（またはE－Mail）
にてお送りいたします。

必ず「受講決定通知（受講券）」をご持参ください。

大阪駅から徒歩13分
JR新福島駅、阪神本線・
福島駅から徒歩5分
京阪中之島線・
中之島駅・渡辺橋駅より徒歩5分
JR福島駅、市営地下鉄四つ橋線・
肥後橋駅から徒歩7分
※キャンパスには駐車場はございません。
公共交通機関をご利用ください。

慶應大阪リバーサイドキャンパス（KORC）事務局
〒553－0003 大阪市福島区1－1－12　堂島リバーフォーラム3階
TEL：06－6450－1030（平日9：30～17：30）　 　FAX：06－6450－1032
URL：http : //www.korc.keio.ac.jp/　　E－Mail：keiokorc@info.keio.ac.jp

講演のお申込みは
http://www.korc.keio.ac.jp/
をご利用ください。（3/17（水）より受付開始）

講演のお申込みは
http://www.korc.keio.ac.jp/
をご利用ください。（3/17（水）より受付開始）

『夕学講座』は慶應義塾の社会人教育機関である慶應丸の内
シティキャンパス（慶應MCC）の定例講演会『夕学五十講』を
遠隔配信によりリアルタイムで受講する講座です。

～オープン出版宣言、21世紀の
　出版と新しいメディアビジネス～


