
開講スケジュールとカリキュラム

経営⼒養成コース
農業経営者に必要な内容を効率よく学べるコース

受講料︓30,000円（税込）
回 日付 時間 テーマ 詳細 講師

1 9月17日
（木）

17:30〜
19:00 開講式 （受講にあたっての抱負・決意など一言いただきます。）

19:15〜
20:45 経営マインド（トークセッション） 他産業経営者等から経営理念や経営哲学経営戦略について学ぶ

三木健デザイン事務所
グラフィックデザイナー
三木 健 氏
graf

代表 服部 滋樹 氏

2 9月24日
（木）

17:30〜
20:45

経営とはなにか︖
経営理念・ビジョン策定に向けて 経営理念からのビジョンを落とし込み、⾏動⽬標について学ぶ

古池和弘税理⼠事務所
税理⼠・中⼩企業診断⼠

古池 和弘 氏

3
10月8日
（木）

17:30〜
19:00

★市場動向・販売戦略
消費者⾏動⼼理

府内の消費者やインバウンド消費のトレンド、環境の変化に順
応する適応能⼒について学び、ブランド化、6次産業化等、自
らの農産物の特徴を活かした農業展開ができるようなマーケティ
ングノウハウを学ぶほか、マーケットインの発想の重要性について
学ぶ

株式会社トリ風土研究所
代表取締役 宮武 裕右 氏

19:15〜
20:45 ★先進農業者の経営理念

先進的農業経営者からノウハウを学ぶほか、全国で特徴的な
農業を展開し、⼤阪農業においても参考にできる事例を紹介
する

 株式会社 淡路の島菜園
代表取締役社⻑
大森 一輝 氏

4 10月22日
（木）

17:30〜
20:45 ★リーダーシップ論

経営者としてリーダーシップを発揮できるよう、マネジメント能⼒
や自己啓発方法を学び、さらに人材を活かす人材活用手法や
部下の⼒を引き出す⼈材育成⼿法、マネジメントについて学ぶ

特定⾮営利活動法⼈
スモールファーマーズ
岩崎 吉隆 氏

5 11月５日
（木）

17:30〜
20:45 財務・労務管理

財務諸表の読み⽅・活かし⽅、資⾦繰り・法⼈化等、事業展
開に必要な方法を学ぶ
また雇⽤に関する法令や各種制度について学ぶ

原田公認会計士・ 税理⼠事務所
代表 原田 佑嗣 氏

6 11月26日
（木）

17:30〜
20:45 経営プラン作成演習① 自らの経営プランについて、講義及び演習形式で検討・作成

古池和弘税理⼠事務所
税理⼠・中⼩企業診断⼠

古池 和弘 氏

７ 12月17日
（木）

17:30〜
19:00 ★市場動向・販売戦略

消費者⾏動⼼理
（選択）

商談の際に必要な考え方、商品のデザイン等「売れるものづく
り」や、グッズ、商談方法について学ぶ フラットフィールド株式会社

代表取締役 加藤 雅彦 氏19:15〜
20:45 店舗内における消費者の購買⾏動等を研究。⼿にとってもらえ

る農産物等とするための、消費者の⾏動⼼理を学ぶ

８ 1月7日
（木）

17:30〜
20:45 経営診断・分析 ＳＷＯＴ分析などの手法を活用し、自らの経営の強み・弱み

を把握する
ファームサイド株式会社

代表取締役 佐川 友彦 氏

9 1月21日
（木）

17:30〜
20:45

発想・想像⼒の向上 発想⼒や集中⼒を⾼める⼿法を学び、ワークショップを通じて
実践する ファームサイド株式会社

代表取締役 佐川 友彦 氏経営プラン作成演習② 自らの経営プランについて、講義及び演習形式で検討・作成

10 1月28日
（木）

17:30〜
20:45 経営プラン作成演習③ 自らの経営プランについて、講義及び演習形式で検討・作成

古池和弘税理⼠事務所
税理⼠・中⼩企業診断⼠

古池 和弘 氏

11 2月4日
（木）

17:30〜
20:45 経営プラン作成個別相談 自らの経営プランについて、講義及び演習形式で検討・作成

古池和弘税理⼠事務所
税理⼠・中⼩企業診断⼠

古池 和弘 氏
ファームサイド株式会社

代表取締役 佐川 友彦 氏
原田公認会計士・ 税理⼠事務所

代表 原田 佑嗣 氏

12 2月16日
（火）

17:30〜
20:45

★GAP
(選択）

GAP の理念を理解し、雇⽤や作業管理などに⽣かす⼿法を
学ぶ

株式会社アルトスケープ
代表取締役 中川 宏昭 氏

13 2月25日
（木）

17:30〜
20:45 経営プラン作成④（演習） 自らの経営プランについて、講義及び演習形式で検討・提出

古池和弘税理⼠事務所
税理⼠・中⼩企業診断⼠

古池 和弘 氏

14 3月23日
（火） 調整中

経営プラン作成⑤（発表） 本研修の最終成果として経営プランの発表を⾏う
古池和弘税理⼠事務所
税理⼠・中⼩企業診断⼠

古池 和弘 氏

★異業種交流会 販路拡⼤等の際に有効な⼈脈をつくり、他産業の経営者との
意⾒交換を⾏い、経営に⽣かす

飲食業界・ホテル業界
卸売業界等 検討中

修了式

★は選択講義 ★経営⼒養成コースの選択講義は
経営革新コースの方も受講頂けます

2



開講スケジュールとカリキュラム

経営革新コース
マーケティングに特化した集中コース
受講料︓20,000円（税込）

（2テーマ受講︓35,000円）（税込）
回 日付 時間 テーマ 詳細 講師

1 9月17日
（木）

17:30〜
19:00 開講式 （受講にあたっての抱負・決意など

一言いただきます。）

19:15〜
20:45

経営マインド
（トークセッション）

他産業経営者等から経営理念や経営
哲学・経営戦略について学ぶ

三木健デザイン事務所
グラフィックデザイナー
三木 健 氏
graf

代表 服部 滋樹 氏

2 10月6日
（火）

17:30〜
20:45

経営とは何か 経営理念、⽬標の再確認（導⼊）
フラットフィールド株式会社
代表取締役 加藤 雅彦 氏

マーケティングとは何か 自分の求める経営規模とターゲットにつ
いて

3 10月27日
（木）

17:30〜
19:00 マーケティングとは何か 販売チャネルを学ぶ

オイシックス ラ 大地株式会社
坂下 利久 氏

19:15〜
20:45

株式会社よしもとエリアアクション
代表取締役社⻑ 泉 正隆氏

4 11月10日
（火）

17:30〜
21:00 販売戦略について 多様な販売戦略（先進農家に学ぶ） ファーマーズフォレスト株式会社

代表取締役社⻑ 松本 譲 氏

5 11月19日
（木）

17:30〜
20:45 販売戦略について 「農産物流通論から学ぶ」 桃山学院大学

教授 菊地 昌弥 氏

6 12月1日
（火）

17:30〜
19:00 販売戦略について

消費者の心をつかむための共感・信頼
を生むブランディング及び具体的なマー
ケティング戦略について実践例を通じて
学ぶ

株式会社トリ風土研究所
代表取締役 宮武 裕右 氏

19:15〜
20:45 販売戦略の策定 経営計画に基づく、経営戦略の策定

フラットフィールド株式会社
代表取締役 加藤 雅彦 氏

3月23日
（火） 調整中 修了式

★経営⼒養成コースの選択講義は
経営革新コースの方も受講頂けます
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【テーマ】①マーケティング

《受講に関する注意事項（両コース共通）》
※必須科目に関しては、必ずご出席ください。（選択科目もできるだけ受講してください。）
※欠席の際は、受講日の3日前までにご連絡ください。
※座学の講座につきましては、講義を録画したDVDの貸し出しが可能です。またWEBからも受講頂けます。
また欠席の際は、DVD受講もしくはWEB受講後、レポートの提出をお願いします。
※開講式の際、決意表明（一言スピーチ・挨拶）をして頂きますのでご準備をお願い致します。
※天候・講師の都合等によりやむを得ず⽇程変更となる可能性もございますのでご了承ください。
※新型コロナウィルス感染防止対策を講じて実施します。感染拡大の状況によっては、オンラインでの実施となる場合があり
ますので、ネット環境の整備をお願い致します。またご希望があればオンライン受講も可能とします。
※ご受講の際は、アルコール消毒液を準備しておりますので必ずご利⽤をお願い致します。またマスクの着⽤もお願いします。
ご入室時、スタッフが検温させて頂きます。37.5℃以上の発熱が確認された場合は入室をご遠慮頂き、後日WEBでの受
講をお願い致します。



開講スケジュールとカリキュラム

経営革新コース
雇用に特化した集中コース
受講料︓20,000円（税込）

（2テーマ受講︓35,000円）（税込）

回 日付 時間 テーマ 詳細 講師

1 9月17日
（木）

17:30〜
19:00 開講式 （受講にあたっての抱負・決意など

一言いただきます。）

19:15〜
20:45

経営マインド
（トークセッション）

他産業経営者等から経営理念や経営
哲学・経営戦略について学ぶ

三木健デザイン事務所
グラフィックデザイナー
三木 健 氏
graf

代表 服部 滋樹 氏

2 12月15日
（火）

※15:00〜
17:00 経営とは何か 経営理念、⽬標の再確認（導⼊） パナソニックミュージアム⾒学

（門真市）

3 1月12日
（火）

17:30〜
19:00 効果的な求人票の作り方 実際に求人票を作成し、農業求人の

効果的な手法を習得
株式会社パソナ農援隊
企画開発事業部⻑
石井 洋介

19:15〜
20:45 雇用とは何か 経営分析に基づく雇用費の把握

原田公認会計士・
税理⼠事務所

代表 原田 佑嗣 氏

4 1月26日
（火）

17:30〜
20:45 雇用の際に必要な手続き

雇用環境の整備
（経営理念・就業規則・作業マニュア
ル・雇用保険等）

橋本將詞社会保険労務士
事務所

所⻑ 橋本 將詞 氏

効果的な求人広告について
泉州広告株式会社

取締役
人材サービス事業部
部⻑ 高田 洋人 氏

5 2月9日
（火）

17:30〜
20:45

多様性の時代に才能を引き出す 吉本流事業パートナー（住みます芸
人）とのコミュニケーション手法

吉本興業ホールディングス
株式会社

雇用による農業経営について 従業員教育・人事評価
橋本將詞社会保険労務士

事務所
所⻑ 橋本 將詞 氏

6 3月2日
（火）

17:30〜
20:45

雇用による農業経営について 雇用による経営プランの策定
（演習）

橋本將詞社会保険労務士
事務所

所⻑ 橋本 將詞 氏

7 3月23日
（火） 調整中 雇用による経営プラン発表 本研修の最終成果として

雇⽤による経営プランの発表を⾏う
橋本將詞社会保険労務士

事務所
所⻑ 橋本 將詞 氏

修了式

★経営⼒養成コースの選択講義は
経営革新コースの方も受講頂けます
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【テーマ】②雇用


