


 夢ある人を育て、日本の未来を創る学びの場

人を育て、企業を育て、未来を創る

『日産鮎川義塾』は、東京本校を中心に、全国で 塾を展開し

未来を創る夢ある人を育てる学びの場です。 年の開校以来

女性や子供、学生から経営者など全国で 万人以上の人々が受講

しています。

『日産鮎川義塾』で学べること

自然法則の集大成『氣の學問』

この教えは、聖徳太子の時代から飛鳥のこころ、大和の魂、武士道、

道の徳をして継承されてきました。ここでは人間學、経営學、環境學

として『氣の學問』『道の教え』と言います。古くは、太子の『道徳と

政治の融合』により『十七条憲法』が日本建国の理念となっています。

現代ではその教えは、日本の自由主義経済を確立した渋沢栄一、鮎川

義介、両先生による『道徳と経済の融合』として集大成され企業精神

にも活かされています。健康とは元気の『気』を知ることです。経済

とは景気の『気』を学び、自然環境は大気の『気』を理解することか

ら始まります。自然環境は人の生活態度の善し悪しを反映するので、

大気と言い、経済は、企業家の理念と消費者心理の強弱に影響される

ので『景気』と言います。このように『日産鮎川義塾』では人と自然

に優しく夢のある人、グローバルな視野を持つ国際人を育てる学びの

場として、愛と智慧を磨き世界に飛躍する人々を育成していきます。

日産鮎川義塾とは



遊學のすすめ

京都奈良研修での「ドリームキャスト」の意味は、

人が天然に抱いている希望を実現するための方法と

“救世の主役”としての天命を表現しています。

塾生の一人ひとりが、聖徳太子の理想国家の実現と

ご自身の夢を具現化して、家庭の幸せ、会社の繁栄、

国家の発展で社会貢献度を高めてもらいたいのです。

年の文化を持つ国では、遊學は距離を移動するだけ

ではなく、『華厳経』に述べられる如く時間も収縮自在です。

遺跡のない日本では歴史は生きていますので、古都の風景と

光景が、自らの に埋め込まれている記憶を蘇らせる事が

できるのです。それを魂の遡及「般若波羅蜜多」と言います。

歴史と伝統の和国日本では、千年を超える家系も企業も存在します。

雅な色彩が香る京都の関西本校での学びは、通常の教室とは別格に、

神社仏閣、名所旧跡での体験學習ができることです。

天皇家にゆかりのお寺での學習会、聖徳太子建立の聖域での

勉強会、弘法大師の教えを継承する寺院や京都大學などなど。

その学びは、洋の東西に及び、時は魂の神髄に行き亘ります。

放課後の懇親会も京の人がお勧めの老舗での醍醐味を

せっかくの機会ですから舌鼓を打って頂きたいのです。

日本中に広がる鮎川義塾とは異なる体験教室があります。

神社仏閣でのオープンキャンパスと古都散策を一期一会、

思い出作りに楽しんでください。お待ちしています。

暉純



小林 一光 （こばやし いっこう）

・株式会社アイ・タッグ 代表取締役社長

・日産鮎川義塾 塾頭・本部講師

東京都出身。早稲田大学卒、大学 年時ラグビー部にて日本一を経

験。大学卒業後、株式会社ジェイティービー を経て、 年

にプルデンシャル生命保険株式会社に入社。入社後わずか 年で同

社の営業マンの最高位のエグゼクティブライフプランナーに認定さ

れる。

徳山 暉純 （とくやま きじゅん）

・日産グローバル株式会社 取締役

・日産鮎川義塾 主宰

・有限会社朱鷺 取締役

・株式会社 監査役

年より米国カリフォルニアを拠点に日本文化活動を開始。四

天王寺の壁画の作成、上野の森美術館展覧会、各種文化教室等を開

催する。著者は 年間ベストセラーの「梵字手帖」はじめ 冊

以上。現在、日産鮎川義塾をはじめ 教室の「王道學」講師を務

める。

鮎川 雅子 （あゆかわ まさこ）

・日産グローバル株式会社 代表取締役社長

・日産立創業家 代目

・日産鮎川義塾 主幹

義父 鮎川義介氏の「技術によって人々の暮らしを豊かにする」教え

と、夫 金次郎氏の「日本の産業の発展」の志を継承する。また、高

島屋創業 飯田家の令嬢、義母 美代氏から、麗人としての女性の生

き方を学ぶ。起業家を再教育して社会貢献度を高めています。

講師紹介



阿部 友紀子 （あべ ゆきこ）

・日産鮎川義塾 本部講師

・一般社団法人ダイヤモンドハートスクール 理事

年より徳山暉純氏に師事。大和のこころ、中国思想、インド哲

學をベースとした経営景気學を学び、考え方・捉え方・あり方など、

幸せになる法則を多くの悩める女性に伝える為、ダイヤモンドハート

スクール設立。結婚・転職など人生の転機の悩み、家族間のトラブル

を解消するための講座を開設している。

堤 由紀子 （つつみ ゆきこ）

・株式会社 代表取締役

・国士舘大学 講師

・日産鮎川義塾 本部講師

神戸大学卒業後、人材総合サービス会社入社。一部上場企業からベンチャー

企業まで幅広い企業の新卒採用・中途採用・アルバイト採用・教育研修の提

案営業、研修講師を担当してきた組織人事コンサルタント。 年社内の

女性活用推進プロジェクトリーダーとして、女性の活性化に取り組んだこと

をきっかけに女性支援活動を本格的にスタートさせる。

新庄 一範 （しんじょう かずのり）

・ニューワンズ株式会社 代表取締役

・日産鮎川義塾 関西本校校長・本部講師

京都市出身。大学卒業後、経営コンサルティング会社入社。経営理念

で長期繁栄を目指す経営指導を得意とする。 認知症の父の介護をき

っかけに 年ニューワンズ㈱創業。 年「滋賀でいちばん

大切にしたい会社」認定。 年より教育研修事業のラーニングエ

ッジ㈱取締役、 年より日産鮎川義塾関西本校校長を務める等、

世界を変える「真の日本人リーダー」を育成するために日々精力的に

活動している。

講師紹介



       
 
関西本校 校長ごあいさつ

世界を変える『真の日本人リーダー』を育てる

年（平成 年） 月、日産鮎川義塾関西本校は開校しました。

なぜ、一経営者の私が日産鮎川義塾を「京都」で開校したのか？それは、

次世代を担う経営者やリーダーの皆さんには、日本の素晴らしさを現場

で体験しながら学べる場が、ここ京都に必要だと思ったからです。

年（平成 年、創業 年目）、「百年千年と永続する会社にし

たい」という念いで経営していた私は、 月 日、東京本校でこの『王

道學』に出逢い、大きな衝撃を受けました。正直、先生のお話しされる

内容は、初めて聴くことばかりで、半分も理解できませんでした。

しかし、「この先生は、経営者である私に欠かせない大切なことをお話し

されている。」と直感した私は、それから毎月、京都から東京本校まで通

い続けました。学んだことを少しずつ実践した結果、私は、複数の会社を経営するようになり、従業員数

も 人を超え、「本の出版」「演劇舞台のプロデュース」「半年で 回の映画自主上映会開催」「海外

事業進出」と、どんどん夢が実現するようになりました。

学び続けて 年が過ぎた頃、この王道學には、地元『京都』に関する学びがたくさんあることに気づい

た私は、徳山先生、鮎川先生に承諾いただき、日本で最初の地方校「関西本校」を開校することとなった

のです。開校以来毎年、京都を中心に様々な場所を訪れた私たちは、コロナ禍でオンライン講義となった

時、現地で学ぶことの素晴らしさを改めて実感しました。

ここ関西本校（京都）から、世界を変える『真の日本人リーダー』を育てる『王道學』講座は、開校

年目となります。是非、全国の法友と共に、現地で学ぶ素晴らしさを経験していただきたいと思います。

日産鮎川義塾 関西本校

校長 新庄 一範

松下幸之助 井上馨 鮎川義介 聖徳太子 渋沢栄一



関西本校のあゆみ



 

カリキュラム一覧



徳山先生から学び、直接現地へ行き、自分の目で観て感じる・・

永く守り続けてきた歴史に触れ、誇り高き日本人としてこれからの

時代も『愛』を繋いでいく・・。

【関西本校】では、いにしえの京の都で、法友たちと共に、より学

びを深めていきます。

 

いにしえの京の都で法友たちと学ぶ

～フィールドキャンパス京都～

写真：桂離宮 



『東洋の至宝 世界に誇る日本の文化』
～愛を祈り捧げ続けた皇室が繋いできた和の心～

京都御所

御車寄せ 御所車

建春門

 
 
 

京都御所

『和を以て貴しと為す』

十七条憲法の第一条より

京都で千年以上にわたり

『和』を大切にしてきた歴

代の天皇陛下は、いつの時

代も日本の伝統を守り続

け、いつでも国民の平和と

幸せを祈っておられます。

時空を超える『愛』の学問

は『聖徳太子』の教えです。



 

つぼみをみて未来を感じ枯れた花にいのちの軌跡を想う

年以上大切に育まれてきた池坊の『いけばな』を仲間たちと

体験を通して学びました。作品は九性ごとに展示し、特徴の違いを

仲間たちで共有しあい楽しみました。

 

池坊

西暦 年、聖徳太子が創建し

たとされる『六角堂』は池坊が

代々住職を務め『いけばな発祥

の地』と呼ばれています。室町

時代から今日まで続く『いけば

なの根源』池坊で伝統を守りな

がらも、時代と共に形を変えな

がら永く愛され続ける池坊の歴

史と伝統の秘密に迫ります。

『千年企業』
～古き良き伝統を守り、永く愛され続ける～

華道家元 池坊

六角堂

 
 
 
 



  
 

『鮎川事業哲學』
～日産コンツェルン創始者 鮎川義介の半生に迫る～

舞台 プロジェクト

一人の夢を応援することの大切さ 『 』という鮎川義介先生の舞台

は、一人の塾長の夢から始まりました。たくさんの人に知ってもらいたい。

ただそれだけの理由で、プロジェクトはスタートしました。 そこに一人の

塾生が集まり、さらに一人と、その動きは全国に拡がっていきました。夢

を持つこと、人を信じることって素晴らしい。そんな当たり前のことを当

たり前に出来る環境が『関西本校』にはあります。 まずは、人の夢を一緒

に応援しませんか？

ジャパントータルエンターテインメント㈱ 代表取締役

日産鮎川義塾 関西本校 １期生 谷田 和幸

 



泉涌寺

皇室とも関りが深く

『御寺』とも称される

格式高い真言宗泉涌

寺派の総本山。

泉涌寺の舎利殿には

仏牙舎利がおさめら

れています。先人が守

りぬいてきた大切な

空観。特別で貴重な忘

れられない 日を仲

間と共に学び、過ごし

ます。

『色即是空』
～仏教の至宝【空観】と日本の皇室ゆかりの菩提寺～

御寺 泉涌寺



大本山 南禅寺

南禅寺建立以前からこの地には、亀山天皇が文永元年（ 年）に造

営した離宮の禅林寺殿（ぜんりんじどの）があり、亀山天皇が法皇とな

り禅師の徳を深くたたえて正応 年に離宮から『禅寺』に改められたの

がこの『南禅寺』の始まりです。南禅寺の山門は別名『天下竜門』とも

呼ばれ日本三大門の一つに数えられています。山門楼上内陣の正面には

仏師左京等の手になる宝冠釈迦如来像を本尊としています。京都屈指の

格式を誇るお寺で、創建から約 年、今日まで守り抜かれてきた伝

統文化、先人たちが築き上げた日本の精神、今の私たちがすべきことは

何か、歴史に触れ、感じ、これから（未来）を学びます。

 

『縁起の世界』
～伝統文化に基づく日本の精神を学ぶ～

大本山 南禅寺



哲學の道

-人は人 吾はわれ也 とにかくに 

吾行く道を 吾は行なり- 寸心 

 
人は人 自分は自分。他人の事は気にせず己の

信じる道を行く日本を代表する哲學者 西田

幾多郎先生はこの哲學の道を散策しながら思

索にふけりました。この『哲學の道』は日本

の特色ある優れた道路ということで『日本の

道 選』のひとつに選ばれています。独自

の哲學を追究し続けた偉人の一部に触れ、私

たちも歩きだします。

 

『西田哲學によせて』
～智は愛 愛は智 散策しながら思索に耽った疏水のほとり～

哲學の道（西田幾多郎先生）



『勝敗は時の運』
～歴史的大転換期、寵児たち（英雄）の生きざまに迫る～

霊山歴史館・霊山護国神社

 

霊山歴史館

 
新選組・坂本龍馬・

渋沢栄一など歴史的

英雄たちの遺品や文献

が保管されています。

この時代の志士たちの

呼吸を感じ取り、自分

の人生においての ピ

ースを探す学びとなり

ます。

パール博士顕彰碑 京都霊山護国神社



精進料理 矢尾治

 
明治創業から 年以上

も続く歴史ある老舗。寺院

伝統の精進料理を伝承し、

天皇家御用達のお弁当を関

西本校では特別に頂くこと

ができました。

 
 
 

日本を代表する『京料理』

京料理のルーツは奈良時代まで遡り、長い歴史と四季折々の食材を

使った、日本でいちばん体に良い料理と言われています。

『日本の伝統食文化』をこの京都で感じることができます。

 
 

『食は文化』
～食育・食法、日本の根源～

京都ならではのお料理



 鴨川納涼床

座敷でひと時の涼

をとる、京都の夏

の風物詩『川床』。

美しい京都の街並

みを眺めつつ食事

を堪能しながら、

仲間たちと語り合

います。

南禅寺

八千代
江戸時代の国文学

者であり『雨月物

語』の著者である上

田秋成が晩年隠棲

し余生を楽しんだ

旧地。永い時を過ご

してきた美しい庭

苑を見ながらひと

時を過ごします。

 

『京の風情』
～京の人がお勧めする味三昧～

懇親会の様子



東山 京都

近代日本画の先駆者、竹内栖鳳。

約１００年前の邸宅をリノベー

ションした日本家屋。栖鳳が愛

した旧私邸を大切に残した地。

 
 
 神泉苑 平八

年に桓武天皇が平安京の

造営にあたり大内裏の南の沼沢

を開き設けられた苑池であり、

常に清泉が湧きだすことから

『神泉苑』と名づけられた地。

 

長楽館

伊藤博文や井上馨、大隈重信など

歴史に名を刻んだ人物たちも、宴

を催したり、出入りしていた地。

伊藤博文が『長楽館』と扁額に揮

毫している。

 

 

 

『愛から始めよ』
～愛が溢れる学びの場で、気が知れる仲間たちと語りあう場～

歴史ある会場での学び



 『 世紀の未来の教育』
～これからの時代を創造する日本のカタチ『道』を切り開く～

近代・現代・そして未来へ

堂本印象美術館

 
研究所・松下資料館

 

京都大学

 
 
 
 

琵琶湖疏水で遊覧

 
 
 

京都大学芝蘭会館内『山内ホール』

 
 
 

京都大学

・時計台記念館内フレンチレスト

ラン『ラ・トゥール』で昼食

・京セラ稲盛氏、任天堂山内氏の

寄付によって建てられた『芝蘭

会館』で講義と懇親会を行いま

した。

 



『給水人口日本一！

万人の命を守る淀川水系清掃プロジェクト』

年 月 日から始動し、関西本校で有志が集まって「お掃除部」とし

て各種の清掃活動を行っています。関西２府４県にまたがる淀川流域の河川敷

や周辺の神社・寺院の清掃など、地域そして地球にすこしでもご恩返しをする

ために定期的に活動しています。関西本校以外の方、一般の方も大歓迎です。

ぜひご参加ください。

『京都御所勤労奉仕』

年から、有志で京都御所の勤労奉仕（清掃）を行っています。

年に造営されて以来、戦火や災害によって何度も姿・場所を変えつつも国

を治める中心として存在した御所。明治の御代になって天皇陛下の居住地とし

ての役割は終わりましたが、いまなお文化的な遺産として数多くの人が訪れ、

また各国の貴顕のみなさまをお迎えしています。そんな御所で奉仕活動をする

機会を設けていますので、多くの方に参加していただきたいと思っています。

 

『人生を輝かす つの気』 元気・景気・大気

～自然とは人が創る生活態度の現れ。大気の『気』を学ぶ場～

ボランティア活動



 

『海外研修』
・ 年 月 日～ 月 日 インド研修

・ 年 月 日～ 月 日 ギリシャ・ドバイ研修

それぞれが時を超えて想い起こす旅。

学びを修める修學旅行とは、気が知れた法友たちと哲學根源、

聖地に向かい、永い時を経た『文明』と『愛』『智慧』に感謝し

これからの自分たちの役割を考える『未来思考』、心の目で観る旅。

旅の前の自分と、旅の後の自分は、計り知れないエネルギーと

『愛』に満ち溢れ、人生を輝かす一歩を、もう踏み出しています。

『人生は不思議な経験をする奇跡の旅』
～出会いに満ちた奇跡の旅で、愛を広げ、届ける活動をここから始めよう～

海外研修・寄付活動の軌跡

 



『寄付活動』
・四天王寺・東寺へのご寄進

・ギリシャ／インド現地ガイド支援

・コロナ塾生相互支援 他

日本人の強い精神と文化・伝統をこれからも

大切に残し、後世に伝えていかなければなら

ない私たちの使命。関西本校ではグローバルな

支援活動を各地で展開しています。

住所

〒 滋賀県大津市横木 丁目

ニューワンズ・コンサルティング株式会社内

日産鮎川義塾関西本校 事務局

関西本校 校長：新庄 一範（しんじょう かずのり）

事務局：森田 彩也桂（もりた さやか）

：宮崎 和美（みやざき かずみ）

お問い合わせ先

鮎川義塾本校 関西本校 関西本校フェイスブック

森田彩也桂 新庄校長
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