
 

 

  

 

あべ    たかよし 

阿部 尚義 

株式会社阿部建設 

代表取締役 

柏崎市比角 2-3-26 

http://www.abekensetu.co

.jp/ 授業の分野 

●職業観・人生観   ●成功・失敗体験 

●働くこと・学ぶこと ●社会に出る心構え 

会社紹介（総合建設業） 

創業 昭和 22年の地域密着建設会社。 

建設業は人材育成が重要であり、社員が価値観を共

有して前進していくことをモットーにしています。 

 

出前授業の講師 １

１

１

１ 

 
いけだ   ひろむ 

池田  弘 

学校法人新潟総合学園 

総長 

新潟市中央区古町通 2-495 

http://www.nsg.gr.jp 

 授業の分野 

●職業観・人生観   ●成功・失敗体験 

●働くこと・学ぶこと ●社会に出る心構え 

会社紹介（教育事業、医療・介護・福祉事業等） 

大学院大学、大学、専門学校、高等学校、学習塾など

の教育機関、医療・福祉機関、さらに検定・出版や商

社、広告代理店、建設、ゴルフ場、ホテル、アパレル、

IT、飲食などの株式会社を展開しています。 

 

 
いちむら    こう 

市村  稿 

株式会社加賀田組 

代表取締役社長 

新潟市中央区万代 4-5-15 

http://www.kagata.co.jp 

 授業の分野 

●職業観・人生観   ●地域との関わり 

 

会社紹介（総合建設業） 

土木事業、建築事業、舗道事業、開発事業が主力事業。

総合建設業として各種工事の企画、設計、施工から地

域開発まで「建設」に対するあらゆるニーズに対応し

ています。 

 

 いしだ    なおき 

石田 直樹 

税理士法人石田経理事務所 

代表社員・所長 

http://www.ikeiri.com/ 

 授業の分野 

●職業観・人生観   ●成功・失敗体験 

●働くこと・学ぶこと ●地域との関わり 

●専門分野（税金と社会） 

会社紹介（公認会計士・税理士事務所） 

新潟の会社の決算・税務申告や、NPO支援、企業の

再生業務を行っています。 

 

 いまい    まこと 

今井  誠 

弁護士法人一新総合法律事務所 

特別相談役・弁護士 

新潟市中央区新光町 10-2 

技術士センタービル 7階 

http://www.n-daiichi-law.gr.jp 

http://www.siance.co.jp 
授業の分野 

●職業観・人生観   ●成功・失敗体験 

●働くこと・学ぶこと ●社会に出る心構え 

●専門分野（法律、労務、税務） 

●その他（NPO、公益法人等） 

会社紹介（法律事務所・弁護士業） 

事務所は県内 5ヶ所、県外１ヶ所（東京）、 

所属弁護士は 21名（男性 16名、女性 5名）です。 

 いしばし  まさとし 

石橋 正利 

株式会社総合教育研究所 

代表取締役社長 

http://www.sk-k.co.jp/ 

 
授業の分野 

●職業観・人生観  ●成功・失敗体験 ●働くこと・学ぶこと 

●企業経営のノウハウ●社会に出る心構え 

●専門分野（幸福学・チームビルディング） 

会社紹介（人財づくり社員研修・経営革新コンサルティング） 

社員の自己実現と顧客満足を一致させる人材・組織開発を推進し

ている。日本経営品質賞の評価基準に基づいた社員・顧客満足度

が高く、競争力ＵＰする経営改革をコンサルティングしている。 

 



 

 

  
 

 

うえき   よしあき 

植木 義明 

株式会社植木組 

代表取締役社長 

柏崎市新橋 2-8 

http://www.uekigumi.co.jp 

授業の分野 

●職業観・人生観  ●成功・失敗体験 

 

会社紹介（総合建設業） 

災害復旧工事等の実績豊富で、新潟県内から東京・東

北方面にも展開しています。 

 

 

出前授業の講師 ２ 

 

 

おおはし  たけのり 

大橋 武紀 

NST 株式会社新潟総合テレビ 

代表取締役社長 

新潟市中央区八千代 2-3-1 

https://www.nsttv.com 

 授業の分野 

●職業観・人生観   ●成功・失敗体験 

●社会に出る心構え 

会社紹介（テレビ放送業） 

フジテレビ系列。ローカル番組として「みんなのニュ

ース」「スマイルスタジアム」「八千代コースター」な

どを放送しています。 

 

 

かない   としろう 

金井 利郎 

金井度量衡株式会社 

代表取締役 

新潟市中央区近江 1-1-3 

http://www.kanai.co.jp 

 授業の分野 

●職業観・人生観   ●成功・失敗体験 

●働くこと・学ぶこと ●社会に出る心構え 

●地域との関わり    ●専門分野（ドローン等） 

会社紹介（測量業） 

明治 15年の創業以来、地域の発展と安全を支え、近

年は GPSやドローン等の ICT技術で、はかる未来価

値創造コンサルタント企業として活動しています。 

 

おおたけ   かずお 

大竹 一雄 

経営コンサルタント 

 

 

 

授業の分野 

●職業観・人生観   ●成功・失敗体験 

●働くこと・学ぶこと ●企業経営のノウハウ 

●社会に出る心構え     

会社紹介 

経営体質改善や業績向上に関する他、特に人材育成

や、人間関係に関わる分野に強みがあります。 

 

 かたぎり   なおみ 

片桐 奈保美 

株式会社イシカワ 

取締役副社長 

新潟市秋葉区大蔵 738-1 

http://www.kk-ishikawa.com 

 授業の分野 

●職業観・人生観   ●成功・失敗体験 

●働くこと・学ぶこと ●社会に出る心構え 

会社紹介（建設業） 

住宅建築、不動産業を展開しています。 

 

 かねこ   ひでき 

金子  秀樹 

株式会社琴源 

代表取締役社長 

新潟市中央区白山浦 1-222-3 

http://www.kingen.co.jp 

 授業の分野 

●新潟の文化・芸術  ●海外展開・交流 

●専門分野（大正琴の歴史、弾き方） 

会社紹介（大正琴用楽譜、データ、小物販売） 

大正琴を扱う当社のコンセプトは「大正琴で遊んじ

ゃおう」です。大正琴を交流ツールとして、海外交流

を行っています。 

 



 

 

   
きやま     こう 

木山  光 

木山産業株式会社 

代表取締役社長 

新潟市中央区米山 2-5-1 

http://www.kiyamasangyo.co.jp 

授業の分野 

●職業観・人生観  ●成功・失敗体験 

●地域との関わり 

会社紹介（不動産賃貸業） 

プラーカを始め、オフィスビル・ワンルームマンショ

ンの所有、運営を中心に事業を展開しています。 

また、プラーカ 3 に所在する FM KENTO の経営に

も携わっています。 

出前授業の講師 ３ 

 
さとう   ひさえい 

佐藤 久栄 

丸榮製粉株式会社 

代表取締役 

新潟市江南区東船場 5-1-7 

http://www.maruei-s.co.jp 

 授業の分野 

●職業観・人生観  ●働くこと・学ぶこと 

●社会に出る心構え ●地域との関わり 

会社紹介（食品製造業） 

新潟県内唯一の小麦粉製造業者であり、学校給食の

パン、ソフト麺の原料小麦粉は弊社の小麦粉です。新

潟県産小麦栽培を目指し、農業法人を設立。「農場か

ら食卓まで」をモットーに活動しています。 

 

 
たけだ   しんじ 

武田 眞二 

東北電力株式会社 

上席執行役員新潟支店長 

 

 授業の分野 

●職業観・人生観  ●働くこと・学ぶこと 

●地域との関わり 

会社紹介（電力業） 

昭和 26 年設立。新潟県及び東北 6 県を供給区域と

し、発送配電を行っています。次世代を担う子供たち

の成長を支援する活動など、地域の活性化に取り組

んでいます。 

 

 

 

こいで   てつひこ 

古出 哲彦 

株式会社大光銀行 

代表取締役会長 

長岡市大手通 1-5-6 

 

授業の分野 

●その他（大学生等を対象に、経済・社会分野） 

 

会社紹介（銀行業） 

地域社会・経済の活性化に積極的に貢献することで、

地域から愛され、真に必要とされる銀行を目指して

まいります。 

 

 しのだ   ひろしげ 

篠田 弘成 

株式会社ホクギン経済研究所 

代表取締役社長 

長岡市表町 3-2-1 

 

 授業の分野 

●その他（都度応談） 

 

会社紹介（情報提供サービス業） 

１．自主調査業務（地域経済・産業の動向） 

２．受託調査業務（経済波及効果、アンケート分析） 

３．相談業務（法律、税務、年金、労務等） 

４．刊行物の発行 

 

たけだ   なおみ 

武田 直己 

日本銀行新潟支店 

支店長 

新潟市中央区寄居町 344 

 

授業の分野 

●専門分野（お金の話、金融教育、日本銀行について、

経済の話 等） 

 

会社紹介（中央銀行） 

日本銀行は、物価の安定と金融システムの安定を目

的とする、日本の中央銀行です。 

 

 



 

 

  

 
なかもと  まさと 

中元 將人 

株式会社中元組 

代表取締役会長 

長岡市寺泊松沢町 9353-14 

 

 授業の分野 

●職業観・人生観  ●働くこと・学ぶこと 

●地域との関わり  ●専門分野（ケコム工法 等） 

会社紹介（総合建設業） 

明治 5 年の創業以来、建設業を通じて豊かな社会に

貢献することを社是とし、さらに良い仕事を安全に、

確実に納めることを旨にしています。 

 

 

 

なかやま   てるや 

中山 輝也 

株式会社キタック 

代表取締役会長 

新潟市中央区新光町 10-2 

http://kitac.co.jp 

 授業の分野 

●職業観・人生観  ●成功・失敗体験 

●地域との関わり  ●海外展開・交流 

会社紹介（建設コンサルタント業） 

地質調査、環境調査、土木設計 

 

 

 

の ぐち  かずのり 

野口 一則 

株式会社シアンス 

代表取締役社長 

新潟市中央区万代 2-3-16 

http://www.siance.co.jp 

授業の分野 

●職業観・人生観  ●企業経営のノウハウ 

●社会に出る心構え 

会社紹介（情報処理サービス業） 

情報システムの開発、Web サイトの制作など、ＩＴ

導入に関するサービスを地元新潟を中心に展開して

います。 

 

 

出前授業の講師 ４ 

 

 

なかの    すすむ 

中野  進 

株式会社シルバーホテル 

取締役相談役 

新潟市中央区万代 1-3-30 

http://www.silverhotel.co.jp 

 授業の分野 

●成功・失敗体験  ●地域との関わり 

●新潟の文化・芸術  

●専門分野（街づくり、芸能音楽分野） 

会社紹介（ホテル業） 

ホテル業、飲食サービス業 

 

 

 

 

とみやま  えいこ 

富山 栄子 

学校法人新潟総合学園 

事業創造大学院大学 副学長 

新潟市中央区米山 3-1-46 

http://www.jigyo.ac.jp/ 

授業の分野 

●職業観・人生観   ●成功・失敗体験 

●働くこと・学ぶこと ●企業経営のノウハウ 

●社会に出る心構え  ●海外展開・交流 

●専門分野（グローバルマーケティング、国際交流） 

会社紹介（教育・研究） 

世界中の学生が MBA（経営管理修士号）の取得を目

指して学んでいる大学院大学です。 

 

 

たま    ともお 

玉  知夫 

株式会社新潟テレビ 21 

取締役相談役 

 

授業の分野 

●専門分野（テレビ放送 ニュース・報道） 

 

会社紹介（テレビ放送業） 

テレビ朝日系列 地上波・テレビ放送事業者 

 

 



 

 

 

出前授業の講師 ５ 

 

 

はせがわ    ひろし 

長谷川 宏志 

ハセガワ化成工業株式会社 

代表取締役 

http://www.hci-n.com 

 授業の分野 

●職業観・人生観  ●地域との関わり 

 

会社紹介（製造業） 

プラスチック製品・容器などを作成する射出成型機・

圧空成形機、真空成型機・真空圧空成型機・印刷機な

どを取り揃え、様々なご要望にお応えしています。 

 

 

 
のざわ   しんご 

野沢 慎吾 

セコム上信越株式会社 

代表取締役会長 

新潟市中央区新光町 1-10 

http://www.secom-joshinetsu.co.jp 

授業の分野 

●その他（「ニイガタのプライド」新潟経済同友会 20

周年 DVD による新潟の偉人の紹介） 

 

会社紹介（セキュリティ業） 

セコムグループ。新潟・群馬・長野の三県下最大の警

備会社。 

 

 

 
ひろた   みきひと 

廣田 幹人 

新潟綜合警備保障株式会社 

代表取締役社長 

新潟市東区小金町 1-17-20 

 

 授業の分野 

●働くこと・学ぶこと  ●地域との関わり 

 

会社紹介（警備業） 

機械警備、常駐警備、巡回起動警備、保安警備、現金

護送、防災業務 

 

 

 
 

 

 

 

 よしだ     のりお 

吉田 至夫 

株式会社新潟クボタ 

代表取締役社長 

新潟市中央区鳥屋野 331 

http://www.niigatakubota.co.jp 

 授業の分野 

●職業観・人生観  ●地域との関わり 

●海外展開・交流  ●専門分野（農業） 

会社紹介（小売業） 

農業機械の販売や修理、農業用施設の設計・施工、自

動車・家電製品・ゴルフ場関連機器の販売、修理、肥

料、農薬の販売 

 

 

 

ふじた     ひでき 

藤田 英樹 

社会保険労務士法人ふじた事務所 

代表社員 

新潟市中央区万代 1-2-3 

コープ野村万代 2階 

http://www.sr-fujita.jp 
授業の分野 

●働くこと・学ぶこと  ●企業経営のノウハウ 

●専門分野（労働法、社会保険、年金、アルバイトの

留意点、働くときのルールなど） 

会社紹介（社会保険労務士業） 

働く人の管理のために様々な決まりがあり、また

様々な工夫ができます。労務管理から事業が発展す

るようなお手伝いをしています。 

 

 やまもと  よしまさ 

山本 善政 

株式会社ハードオフコーポレー

ション 

代表取締役会長 

新発田市新栄町 3-1-13 

http://www.hardoff.co.jp 

授業の分野 

●成功・失敗体験  ●企業経営のノウハウ 

会社紹介（リユース業） 

不用品の買取・販売の「リユース」事業を行い、「ハード

オフ」などグループ店舗を全国に 800 店舗以上を展開

しています。リユースは地球環境に一番優しいビジネス

と考え社会に役立つことがモットーです。 

 


