【信和義塾大學校
第 1 期塾生

熊本校】

募集案内

信和義塾大學では、日本人の「心」の教育を再興し、豊かで希望に
溢れた企業、地域社会を創造する真のリーダーを育成します
日本は、第 2 次世界対戦で敗戦、教育カリキュラムが大きく変更されました。その結果、70 年が経っ
た今日、本来日本人が持っていた「心」や「能力」が失われようとしています。
・・・それは、代表的な
ものをあげると自分だけでなく、他人を思いやる「気持ち」であったり「物」より「心」を大切にする
考え方、人が喜ぶ・助かるものを生み出す創造力や、多様性のある考え方や人を受け入れる寛容性や、
気づきや直感といわれるインスピレーション、気迫、気合といった気力（精神力）です。
その結果が、企業競争力の低下や政治の排他的思考による停滞、税収減少といった経済・政治の問題
から、自殺者や精神疾患者の増加といった社会問題、教育問題としては不登校、いじめ、学級崩壊、学
力低下、あるいは青少年犯罪の凶悪化やフリーター・ニート・引きこもりの増加、さらにモンスターペ
アレントの増加にまで発展し、社会全体の存立基盤をも揺るがしつつあります。
原因の 1 つに、教育の変化により、自分で考えることができない、自分のことしか考えない、人の気
持を理解できず、周りの人を許せなかったり、気力の低下によりストレスを多く抱えた人の割合がどん
どん増えてきていることが上げれられます。
信和義塾では、このような社会的問題の原因を解消すべく、今日本人が失おうとしている「心」と「能
力」を取り戻し、真のリーダーを養成し、豊かで希望に溢れた日本を創造することを目的としています。

信和義塾大學で学ぶと次のようなことが学べ、自分を変える機会が
得られます
○自分の強み・弱み、他人の強み・弱みを冷静に分析できるようになり、周りの人を許せるようになり
ます。
○自分に自信を持てるようになり、より魅力的な人間に変わることができます。
○アイデアやひらめき、気づきが多い人とそうでない人の違いが分かり、直感力や創造力を高めること
ができます。
○家庭や友人、企業の組織間でも、いろいろな人の価値観や考え方が理解できるようになり、けんかが
なくなり、一人ではできないことでも、多くの人の協力や支援が得て実現できるようになります。

○人生とは？仕事とは？人生で起きる問題や課題に対する判断に必要や軸「哲学」を持てるようになり、
ブレなくなります。
○現代の情報過多、スピードの早い環境下に翻弄されず、ストレスに負けない「考え方」や精神力を養
うことができます。

全国の信和義塾大學に通っている生徒さんからの声
○東京校 福井 秀哉さん

人には強み弱みがあることを學び、お互いの強みを活かしあい、相手の弱みを自分の強み
で補う、という気持ちになり、苛立つことは少なくなりました。
信和義塾大學校に行き楽しかったことは、正解のないことに対して自分の意見を言うことができる事です。日本ではそのような場が少
なく、答えがあることしか話し合わないので、正解のないものを考えるのが、楽しかったことと、いろいろな人の意見を聞くことがで
きるで自分にない考えが聞け、考えることへの視野が広がりました。
學び変わったことは、昔より人を理解することができ、あまり苛立たなくなったことです。以前は何でそんなことをするのかわから
ず、「イラッ」としたり、何でできないのかと自分にも苛立っていました。でも今では、人には強み弱みがあることを學び、お互いの
強みを活かしあい、相手の弱みを自分の強みで補う、という気持ちになり、苛立つことは少なくなりました。

○出雲校 小城 佳巳さん

いかにこれまで何も本質を知らずに、考えずに生きてきたかということを思い知らされた
信義塾での學びも、早いもので２年が来ようとしています。私自身、まだまだほんのさわりの学びですが、それでもこの２年で学ん
だことは私自身の価値観や考え方がかわったことはもちろんですが、自分の与えられた責任と使命とは？人はなぜ学ぶのか？人のた
めに何ができるか？そして時代を超えて後世の人に何を残せるか？人は人格を磨き、自分の生まれたきた存在と責任、使命感を知る、
そうした本質を學びを通じて手ごたえを得てきていることが大きいです。簡単に言いますと、いかにこれまで何も本質を知らずに、
考えずに生きてきたかということを思い知らされたということです。

○彦根校 白川 由美さん

気の特性を知る事で、私ってすごい特性を持っていたのに使えていないなんて勿体ないと
思い、少しでも多く使える様に努力しました。すると周囲の人にも良い変化が
パート主婦である私が、社長に勧められ彦根校で学び始めて８ヶ月が経ちました。初めは男性や経営者の方が多い中で、パート主婦の
私には場違いなのではと思いましたが、毎回講義を受けるたびに、とても楽しくまた興味深くもっと早く知っていたら…と思いました。
まず、講義を受けて私自身の気の特性を知る事で、私ってすごい特性を持っていたのに使えていないなんて勿体ないと思い、少しでも
多く使える様に努力しました。すると周囲の人にも良い変化が。また、全ての人の特性を学ぶことにより、人間関係・親子関係がスム
ーズになり、家族の行動パターンにもなるほどと納得できたことにはとても可笑しく思えました。怒るのではなくアドバイスが出来る
ようになりました。そして、何年も先の事なんて考えられなかった私ですが、真剣に自分と向き合い考える時間を持つようになったと
いう事は、私自身ワンランクアップした様に思います。この大學で学べることを有難く思い、今までとは違う多くの新しい出会いに感
謝しています。

信和義塾大學での教えは、1000 年続く企業や、財閥を創るコ
ンテンツです
信和義塾で提供する教育カリキュラムは、主に、古くは聖徳太子から吉田松陰に受け継がれ、皇族や戦
国武将の間では、
「帝王學」や「気の學問」として受け継がれてきた學問です。戦後、1 代で 500 社以上
設立した、渋沢栄一や日産コンツェルンを築いた鮎川義介といった大起業家も学んでおり、経営の神様
といわれるドラッカーも日本に渡り、研究対象として取り入れていた程です。また、日本は世界にも類
例のない程長寿企業が多く、創業から 100 年以上続いている企業が約 26,000 社あり、その多くが先祖か
ら代々この學問を受け継いできたといわれています。iPod や iPhone・iPad を開発したアップル社の故
スティーブジョブスも来日し、この學問を研究しており、まさに国を超え、時代を超えた教育コンテン
ツといえます。

当塾で学ぶ５大學問〜【和魂洋才】〜
①哲學（ギリシャ哲學、インド哲學などを含む）
②日本魂（和魂〜武士道）
③孔子、老子など中国伝来の各種學問
④氣の學問
⑤孫氏の兵法など各種戦略學
【信和義塾大學校】設立の理念

信和義塾大學校は『和魂洋才』の學問を礎として、清く正しく美しく生きる人々が、自由
の翼を手に入れて、世界で活躍できるように育成します。
【信和義塾大學校】設立の天命
信和義塾大學校は『考える力』と『想像する力』を磨き『愛のレベル』を高め、行動力あ
る『志を抱く』人々を育成して社会に貢献します。
【信和義塾大學校】３つの夢
１：人から『信』用される人格を磨き、社会から信頼される人物を育成する！
２：人の『和』を重んじる社会を創りあげ、世界平和を學問で実現する！
３：人の内面にある正『義』と『愛』を掘り起こし、輝く未来を創出する！
【信和義塾大學校】３つの使命
１：高貴な心を持ち、自我欲なき、外交上手な政治家を輩出する！
２：1000 年持続思考できる実業家を輩出して、世界を楽しく牽引する！
３：世界を魅了する日本人を多く輩出し、日本文明を創りあげる！

【信和義塾大學校
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講義概要

【講義の展開について】
禅問答方式及びハーバードビジネススクール方式を採用して、塾生の自主的な発言を重視したスタ
イルで講義を進めていきます。課題も多いので、楽しめます。

【講義日程】
（2017 年 3 月開校予定。月 1 回２時間３０分×全 12 回）
近々の講義予定日

29 年

3/28、4/25、5/30、6/27、7/25

時間帯：１８：３０〜２１：００
場

所：熊本県民交流館パレア 会議室

【講義テーマ】
１：「10 年後に備える『心學』とは何か？」
２：「ガイアコードを知り、人を知り、人を活かす」
３：「天地人三才を知り、人を理解し、時を味方につける」
４：「時の流れ、時代を先読みする十干十ニ支活用講座」
５：『天地人三才を自由に使いこなす実践練習』
６：初級講座前半のまとめと応用演習、スピーチ＆ディスカッション
７：「信和義塾シリーズ」の書籍を用いた講義＆ディスカッション
信和義塾シリーズ書籍
①吉田松陰の言葉に学ぶ本気の生きざま（蓮台 浩明

著）

②成功者はなぜ「まあるい」生き方を実践するのか（川地 将人 著）
③人はなぜ食べるのか？食べ方を変えれば、健康になる！人生が変わる！（渡辺 郁
④めざせ！1000 年企業

地方総合建設会社が取り組む「経営理念」への挑戦（青山 泰三 著）

【入学金並びに受講料】
１個人受講

入学金 10,000 円+消費税
年間受講料（12 回） 120,000 円+消費税（月額 10,800 円）

２法人受講

（1 法人 3 名まで）
入学金

著）

30,000 円+消費税

年間受講料（12 回） 240,000 円+消費税（月 21,600 円）

（現役現役学生・児童には学割特典あります（一括払いのみ）＞
学割特典の方は入学金も免除！！
3 大学生・中学生、高校生受講

年間受講料は、年間 12,000 円+消費税

４小学生受講 年間受講料は、年間 1,200 円+消費税
※小学生の場合はお母様あるいはお父様の受講申込みと毎回授業の同伴が必要です。

【入塾特典】
１：1 ヶ月に 1 回の【信和義塾】会報誌『WAKON』
（PDF ファイル）
２：世界各地の【信和義塾】に参加も可能！
３：1 年に 1-2 回の【信和義塾】世界サミットに参加できる！（世界各地）
４：世界の塾生との交流もできる facebook コミュニティページの参加できます。

【世界各地で開校している信和義塾大學校】
2014 年 5 月

ロサンゼルス校、６月 出雲校

2015 年 3 月

バンクーバー校、シアトル校

5月

東京本校、シンガポール校、バンコク校

6月

福岡校、彦根校

9月

名古屋校

12 月

京都校

開校

2016 年以降、日本全国で続々開校予定。
よくあるご質問質問
Q 入学資格はありますか？
A.資格は必要ありません。子供から大人までが学べる講座となっておりますので、どなたでも入学でき
ます。
Q 経営者向けの講座ですか？
A.個人事業主や経営者は、この學問を学ぶと更に業績が上がっていきますが、子供から大人までどなた
でも学べる學問となっています。
Q 信和義塾大學校で学ぶとどんなメリットがあるのですか？
A 心が磨かれ人格が向上していきます。また、人の気持ちが理解できるようになり、喧嘩や争いがなく
なります。商売をしている方は、業績が上がっていきます。その他にも色々とメリットはございます。
Q 受講できない日が有る場合、再受講は可能ですか？
A 可能です。熊本校以外にも世界中に多くの信和義塾大學校があるので、世界中どの學校でも再受講が
可能となっております。

Q 親子で受講したいのですが、可能ですか？
A 可能です。あまりにも小さなお子さんですと授業に集中ができなくなりますので、小学生以上のお子
さんでしたら一緒に学ぶことが出来ると思います。
Q 法人受講では、3 名までとありますが、毎回違う社員を受講させても良いでしょうか？
A 受講する方は、同じ方にしてください。毎回、授業内容が異なるので、途中から受講しても理解がで
きなくなります。
Q 途中から入塾することも可能ですか？
A 可能ですが出来れば初回より受講されたほうが授業内容は分かりやすいと思います。もし、途中で入
塾されるのであれば、入塾以前の授業は、次の年に受講することをお勧めします。

【信和義塾大學校 熊本校事務局】概要
事務局所在地 熊本県熊本市中央区大江 5 丁目 15-7 八木ビル 2 階
（社会保険労務士事務所プロセスコア内）
事務局電話
校長

佐藤

096-342-4558
拓司、山下 謙治

講師：帝王學師範代 齋藤

雄三、佐藤 拓司、山下

謙治

その他全国の信和義塾大學校の師範代による

【信和義塾大學校】概要
創設年

2014 年 1 月 1 日

創設者

中野博

本校

東京都千代田区竹橋

事務局所在地 埼玉県さいたま市桜区西堀 4-11-7-612
事務局電話

048-783-5831

事務局

㈱ゴクー 新田茂樹

協力

一般社団法人グリーンジャパン http://www.greenjapan.jp/
和魂テレビ
信和義塾大學 FB

http://www.gocoo.info/
http://wakon.tv/
http://www.facebook.com/shinwagijyuku.univ

【信和義塾大學校

熊本校】
（体験・入学）申込書
↑該当する項目を○で囲んでください。

会場でお渡しいただくか、FAX・メールにてお申し込みください。
（29.3/5 までにお申し込みの方は、入学金無料）
FAX：096-342-4559

e-mail:kenji-y@silk.plala.or.jp

申込形態 □ 個人（入学金 1 万円、年間 120,000 円

税別 1 名受講可）

□ 法人（入学金 3 万円、年間 240,000 円

税別 3 名受講可）

□ 大学・高校・小学生（年間 12,000 円

税別 1 名受講可）

□ 小学生（年間 1,200 円 税別 親の受講申込・同伴必要）
社名・団体名
役職名
（ふりがな）

お名前
生年月日：西暦

年

月

日（重要な情報です。正確にご記入ください。）

■ご住所（資料の送付先となります）
*

□にレ点を入れてください →

□会社・団体住所

□自宅住所

□その他

〒
ご連絡先（TEL）

（FAX）

（携帯 TEL）
E-MAIL アドレス（定期連絡等に使用します。必ずご記入ください）
＠

お支払い方法について
□現金払い

□銀行振込

１．一括
肥後 銀行

２．分割（ご相談ください）
味噌天神

支店

普通

1540974

【お問い合わせ】信和義塾大學校 熊本校事務局（社会保険労務士事務所プロセスコア内）
住所
校長：

熊本市中央区大江 5 丁目 15-7 八木ビル 2 階
担当：

TEL096-342-4558

まで

あなたのご入学をお待ちしています！

