
東京セミナー研修一覧

世の中全般 政治・経済 テーマ 講師名

・リレハンメル冬季オリンピック ・政治改革法成立 基調講演 「我が国の今日的課題」 玉川　孝道　

  研修① 「政局の動向と政治の展望」 羽田　孜　

・水不足 ・羽田内閣成立 研修① 「政局の動向と政治の展望」 久保　亘　

研修① 「政局の動向と政治の展望」 鳩山　由紀夫

・関西国際空港開港 ・村山連立内閣成立 研修① 「政局の動向と政治の展望」 米沢　隆

研修② 「地方自治と地方分権」 秋本　敏文

・新進党結成 研修③ 「新地域主義と地方振興」 松本　英昭

研修④ 「国際経済と貿易摩擦」 中川　勝弘

研修⑤ 「21世紀と連合の役割」 鷲尾　悦也

・阪神大震災 ・円高騰１ドル＝79.75円 基調講演 「我が国の今日的課題」 住田　良能

研修① 「政局の動向と政治の展望」 加藤　紘一

・地下鉄サリン事件 研修① 「政局の動向と政治の展望」 横路　孝弘

研修① 「政局の動向と政治の展望」 船田　元

研修② 「産業の空洞化とベンチャーの育成」 牧野　力

研修③ 「国際航空の現状と課題」 黒野　匡彦

研修④ 「今後の国際経済情勢」 榊原　英資

研修⑤ 「地方財政と地方分権」 嶋津　昭

・英、狂牛病騒動 ・橋本内閣成立 基調講演 「我が国の今日的課題」 島　脩

研修① 「最近の地価の動向と今後の土地政策」 窪田　武

・アトランタオリンピック ・社会党改名して 社会民主党に 研修② 「新しい日米関係の樹立」 折田　正樹

 研修③ 「高齢社会と雇用問題」 渡邊　信

・Ｏ－１５７ 研修④ 「我が国の安全と防衛」 秋山　昌廣

・民主党結成 研修⑤ 「最近の国際経済情勢について」 筑紫　勝麿

・香港返還 ・消費税5%スタート 基調講演 「我が国の今日的課題」 岡崎　守恭

研修① 「行政改革について」－ヤマ場を迎えた行政改革－ 小泉　純一郎

・神戸児童連続  殺傷事件 ・金正日書記、 北朝鮮総書記に 研修① 「行政改革について」－ヤマ場を迎えた行政改革－ 武藤　嘉文

研修① 「行政改革について」－ヤマ場を迎えた行政改革－ 菅　直人

・ダイアナ元妃事故死 研修② 「21世紀に向けた交通運輸の課題」 土井　勝二

研修③ 「経済構造改革について」 水谷　四郎

研修④ 「宮中の儀式と音楽」 中島　宝城

研修⑤ 「行政改革について」 諸井　虔

・長野冬季オリンピック ・新進党解党野党再編へ 基調講演 「我が国の今日的課題」 岡部　仁

研修① 「経済回復のシナリオと障害の克服」 河出　英治

・和歌山毒入りカレー事件 ・金融ビッグバン 研修② 「官邸強化」 古川　貞二郎

研修③ 「教育現場の秩序回復と青少年の心のケア」 有馬　朗人

・米英軍、イラク空爆 ・小渕内閣成立 研修④ 「企業と暴力団」 黒澤　正和

研修⑤ 「郵政事業の今後の在り方」 野田　聖子

・円安　１ドル＝147円台へ 研修⑥ 「日本の外交政策」 今井　正

研修⑦ 「金融破綻と再編」 山本　晃

・トルコ北西部でM7.4の地震 表敬 堺屋　太一

表敬 額賀　福志郎

基調講演 「日本再建のシナリオ」 平沼　赳夫

研修① 「なぜ今、自自公か～政界の仕掛け人は語る」 古賀　誠

研修② 「小渕改造内閣のゆくえ」 野中　広務

研修③ 「金融再編の行方」 酒井　邦弥

研修④ 「今後の政局について」 神崎　武法

研修⑤ 「日本経済の現状と今後」 林　洋和

研修⑥ 「情報通信による日本経済の新生」 稲村　公望

研修⑦ 「自由党の政策について」 藤井　裕久

研修⑧ 「最近の金融をめぐる動きについて」 浜中　秀一郎

・台湾中部でM7.7の
地震。　死者は2400
人超

・ＮＴＴ、ＮＴＴ東日本･
西日本･コミュニケー
ションズに分割

・住専処理に6850億円
投入を閣議決定

・韓国大統領選挙金大
中が当選。韓国初の
政権交代

・東京都知事選で
石原慎太郎が初当
選。

・大阪府知事選で
横山ノックが再選

通商産業省　産業政策局　局長　

運輸省　航空局　局長

大蔵省　国際金融局　局長　

自治省　大臣官房　審議官　

宮内庁　式部職式部副長　

地方分権推進委員会　委員長　

防衛庁　防衛局　局長

大蔵省　大臣官房審議官　

日本経済新聞社　政治部長　

厚生大臣　

第1回
（1994年）

第2回
（1995年）

第3回
（1996年）

第4回
（1997年）

第5回
（1998年）

第6回
（1999年）

金融監督庁　次長　

公明党　代表　

通商産業省　産業政策局審議官　

郵政省　通信政策局審議官　

自由党　幹事長兼政調会長　

自由民主党　衆議院議員　

自由民主党　国会対策委員長　

自由民主党　幹事長代理　

第一勧業銀行　専務取締役　

外務省　総合外交政策局　審議官　

大蔵省　金融企画局　担当審議官　

国務大臣　経済企画庁長官

内閣官房副長官　

内閣官房副長官　

文部大臣　

警察庁刑事局暴力団対策部長　

郵政大臣　

毎日新聞社　政治部長　

経済企画庁　調整局長　

自民党　行政改革推進本部長　

民主党　代表　

運輸省　運輸政策局長　

通商産業省　生活産業局長　

「THIS IS 読売」　編集主幹　

国土庁　土地局　局長

外務省　北米局　局長

労働省　大臣官房　官房長　

前北海道知事

新進党　常任幹事

自治省　官房長　

国土庁地方振興局　局長

通商産業省　貿易局　局長

日本労働組合総合連合会　事務局長

産経新聞社　東京本社　編集局長

自由民主党　幹事長　

新生党　党首

社会党　書記長

新党さきがけ　代表幹事

民社党　委員長

所属・役職

トピックス 東京セミナー

西日本新聞社　東京支社　編集長



世の中全般 政治・経済 テーマ 講師名

・グリコ・森永事件が時効 ・森喜朗 首相内閣が 表敬 福田　康夫

　スタート 表敬 平沼　赳夫

・雪印乳業集団食中毒事件 表敬 安倍　晋三　

・小渕恵三元首相が 研修① 「次期参議院選挙と自民党としての自己責任について」 尾身　幸次

・シドニー五輪 　 研修② 「日本経済活性化と財政再建」 鳩山　由紀夫

研修③ 「自民党再生への提言」 加藤　紘一

・世田ヶ谷一家惨殺事件 ・竹下登元首相が 研修④ 「我が国財政の現状等について」 藤井　秀人

　呼吸不全のため死去 研修⑤ 「電気・ガス事業を取り巻く現状と課題について」 大井　篤

研修⑥ 「自動車行政の役割と課題について」 金子　賢太郎

研修⑦ 「日本版ビックバンの進展と東証の課題」 鶴島　琢夫

研修⑧ 「ソニー進化論」 田宮　謙次

・ブッシュ米大統領就任 表敬 麻生　太郎

研修① 「米国同時多発テロと世界情勢」 鈴木　宗男

・小泉純一郎 首相内閣がスタート 研修② 「構造改革の遅れは日本経済をダメにする」 鳩山　由紀夫

・東京ディズニーシーがオープン 　 研修③ 「構造改革と日本蘇生」 岩崎　慶市

研修④ 「地方行財政施策の新たな展開」 嶋津　昭

研修⑤ 「日本経済再生」 広瀬　勝貞

研修⑥ 「最近の雇用失業状況について」 渡邊　信

・アメリカ同時多発テロ事件 表敬 山口　信夫

表敬 平沼　赳夫

表敬 安倍　晋三　

研修① 「構造改革この一年を振り返る」 町村　信孝

・FIFAワールドカップ ・住民基本台帳ネットワーク開始 研修② 「中小企業政策の方向」 杉山　秀二

　 研修③ 「新世紀に生きるたくましい日本人の育成」 遠山　敦子

研修④ 「わが国の経済・財政の動向について」 黒田　東彦

研修⑤ 「日本人と国土観」 大石　久和

研修⑥ 「これからの政治について」 岡田　克也

研修⑦ 「金融システムの諸問題」 柳澤　伯夫　

研修⑧ 「経済と政界の関わりについて」 和田　龍幸

・イラク戦争の勃発 ・郵政事業庁が日本郵政公社に 表敬 森　稔

研修① 「拉致問題の現状と展望」 増元　照明

研修② 「構造改革特区と地域活性化」 鴻池　祥肇

・戦後はじめて有事法制が成立 研修③ 「構造改革と日本経済」 竹中　平蔵

　 研修④ 「小泉内閣の構造改革－その実績と展望－」 安倍　晋三

研修⑤ 「拉致被害者、ご家族の方々とともに」 中山　恭子

研修⑥ 「地域から変わる日本」～地域自立とマニフェスト（政権公約）～ 北川　正恭　

研修⑦ 「地方分権改革の方向」 片山　虎之助

研修⑧ 「我が国の産業再生について」 谷垣　禎一

・自衛隊イラク派遣開始 基調講演 「日本の未来を語る」 平沼　赳夫

研修① 「憲法改正の問題点」 伊藤　哲夫

研修② 「日米安保条約と自衛隊の対応について」 石破　茂

・露大統領選挙でプーチン再選 研修③ 「政権奪取構想」 海江田　万里

　 研修④ 「教育基本法改正について」 河村　健夫

研修⑤ 「郵政民営化について」 額賀　福志郎

・アテネオリンピック ・年金改革関連法案が可決 研修⑥ 「年金制度の真意とこれからの課題」 衛藤　晟一

　 研修⑦ 「景気回復に向けた経済政策について」 中川　昭一

・愛知万博 ・国民新党結成 表敬 望月　晴文

表敬 中曽根　康弘

・JR福知山線で ・新党大地結成 研修① 「靖国神社について」 南部　利昭

　脱線事故 研修② 「天皇と戦後日本」 小田村　四郎

・郵政民営化法が可決・成立 研修③ 「国際ルールと日本」 石川　薫

　 研修④ 「昭和天皇と和歌の思い出」 中島　宝城

研修⑤ 「わが国政治の総括」 中静　敬一郎

研修⑥ 「わが国の税制について」 木村　幸俊

研修⑦ 「アジア歴史資料センターと歴史認識問題」 山本　啓司

研修⑧ 「地方自治の現状と課題」 高部　正男

・ユニバーサル・スタ
ジオ・ジャパンがオー

プン

・関西電力美浜
原子力発電所事故

・山口県で鳥インフル
エンザが発生

・マンションなどの
耐震偽装発覚

・自由党が野党第1党
の民主党に合流、新
たに「民主党」となる

・地上波デジタルテレビ
ジョン放送が東京、大
阪、名古屋で放送開始

・阪神タイガースが18
年ぶりにリーグ優勝

・完全週休2日制の
ゆとり教育スタート

・EU圏内でユーロ紙幣
とユーロコイン統一

・北朝鮮に拉致された
日本人5名が帰国

総務省　総務事務次官　

経済産業省　経済産業事務次官　

厚生労働省　厚生労働審議官　

日本商工会議所　会頭　　

トピックス

第11回
（2004年）

第12回
（2005年）

第7回
（2000年）

第8回
（2001年）

第9回
（2002年）

第10回
（2003年）

総務省　自治行政局長　

㈱帝国ホテル　特別顧問　

産経新聞社　論説副委員長　

財務省　国税庁長官　

アジア歴史資料センター　次長　

元内閣総理大臣

靖国神社　宮司　

元拓殖大学　総長　

外務省　経済局長　

自由民主党　政務調査会会長　

衆議院議員　厚生労働委員長　

経済産業大臣　

経済産業省　中小企業庁長官　

日本政策研究センター所長　

国務大臣防衛庁長官　

民主党　衆議院議員　

文部科学大臣　

早稲田大学大学院教授・21世紀臨調代表　

総務大臣　

産業再生機構担当大臣　

自由民主党　衆議院議員　

構造改革特区担当大臣　

経済財政政策担当大臣　

内閣官房副長官　

内閣官房参与　

金融担当大臣　

（社）日本経済団体連合会事務総長　

森ビル㈱　代表取締役社長

北朝鮮による拉致被害者家族連絡会
事務局次長

文部科学大臣　

財務省　財務官　

国土交通省　技監　　

民主党　政策調査会長

経済産業大臣

内閣官房副長官　

自由民主党　幹事長代理　

経済産業省　中小企業庁長官　

衆議院議員　民主党　代表　

産経新聞　論説副委員長　

通商産業省　公益事業部　

運輸省　大臣官房審議官　

東京証券取引所　副理事長　

ソニー㈱　顧問　

衆議院議員　自由民主党　政務調査会長

自由民主党　衆議院議員　

自由民主党　幹事長代理　　

民主党　代表　

自由民主党　元幹事長　

大蔵省　主計局次長　

内閣官房長官

通商産業大臣

内閣副官房長官

東京セミナー

所属・役職



世の中全般 政治・経済 テーマ 講師名

・ライブドア事件 ・ゼロ金利政策の解除 表敬 伊藤　哲朗

表敬 麻生　太郎

・安倍晋三氏、内閣総理大臣に 研修① 「皇室典範について」 竹田　恒泰

　　 研修② 「経済成長戦略について」 北畑　隆生

研修③ 「世界経済の潮流と為替相場」 溝口　善兵衛

・第一回WBCで日本が優勝 研修④ 「わが国の教育改革と教育基本法の改正」 田中　壮一郎

研修⑤ 「地方分権と道州制について」 門山　泰明

研修⑥ 「伝統とチャレンジ」 中村　獅童

研修⑦ 「環境の世紀 日本の世紀」 小池　百合子

研修⑧ 「水」 中川　昭一

研修⑨ 「日米安保とアジアの情勢」 額賀　福志郎

・不二家で消費期限
の偽装発覚

・参院選で民主第一党に 表敬 「わが国の知的財産戦略について」 小川　洋

表敬 「わが国の財務課題」 額賀　福志郎

研修① 「教育再生にむけて」 山谷　えり子

・年金記録漏れが5千万件判明 研修② 「日米関係について」 西宮　伸一

研修③ 「わが国の農業をめぐる情勢について」 内藤　邦男

研修④ 「年金制度改革の動向について」 間杉　純

研修⑤ 「東アジアと日本」 田中　均

研修⑥ 「道州制について」 久保　信保

・中国製ギョーザで中毒 ・後期高齢者医療制度がスタート 表敬 伊藤　哲朗

表敬 小川　洋

・東京・秋葉原で無差別殺人 表敬 中山　恭子

表敬 鳩山　由紀夫

・北京五輪 研修① 「外国人参政権は是が非か日本民族の権益は守られるのか」 平沢　勝栄

研修② 「北京オリンピック後のバランスシート現行の共産体制の耐震構造」 宮崎　正弘

・米国発金融危機が拡大 研修③ 「優良企業にみる日本の競争優位とその源泉」 石黒　憲彦

研修④ 「次期内閣における行政改革の課題」 渡辺　喜美

・東京市場、バブル後最安値 研修⑤ 「我国の財政再建と行政改革の課題」 額賀　福志郎

　（7,162円）を記録 研修⑥ 「どうする日本の政治、私の志と挑戦」 安倍　晋三

研修⑦ 「グローバリズムに対峙した孝明天皇  大河ドラマ篤姫の後の世」 竹田　恒泰

・ オバマ米大統領就任 表敬 藤井　裕久

表敬 河相　周夫

・裁判員制度がスタート 表敬 舛添　要一

・高速道の上限 研修① 「日本再建」 平沼　赳夫

　1千円がスタート ・衆院選で民主党が圧勝、 研修② 「自民党再生への挑戦」 菅　義偉

　鳩山内閣発足 研修③ 「民主党政権の政策」 枝野　幸男

・新型インフルエンザが流行 研修④ 「日本経済の現状と展望」 門間　一夫

　 研修⑤ 「見えてきた世界同時不況の出口－日本の新星町戦略－」 北畑　隆生

研修⑥ 「国土学再考－民族の経験とアジアの中の日本－」 大石　久和

研修⑦ 「今後の政治課題　総選挙を振り返って」 安倍　晋三

・宮崎県で「口蹄疫」が発生 特別講演 平沼　赳夫

研修① 「民主党における中小企業対策について」 中山　義活

研修② 「地域主権の推進について」 渡辺　周

・観測史最高の猛暑 研修③ 「雇用社会と労働運動の社会的役割・課題」 古賀　伸明

研修④ 「厚生労働分野における新成長戦略について」 香取　照幸

研修⑤ 「最近の経済、財政事情について」 丹呉　泰健

・鳩山首相退陣、 研修⑥ 「新成長戦略グリーン・イノベーションについて」 鈴木　正徳

　菅内閣発足 研修⑦ 「私は日本を守りたい」 稲田　朋美

・東日本大震災 ・野田内閣発足 研修① 「農漁村の復興について」 鹿野　道彦

研修② 「震災後の産業復興政策について」 海江田　万里

研修③ 「日本の安全保障－震災を教訓として」 石破　茂

研修④ 「雇用面からみた”震災の超克”」 森山　寛

研修⑤ 「東日本大震災における消防の活動」 久保　信保

・テレビ放送が地デジに移行 ・金正日朝鮮労働党総書記が死去 研修⑥ 「Life After 3.11 時系列調査に見る 価値観変化と暮らしの進路」 吉川　昌孝

　　 記念講演 「復興にむけて」 谷垣　禎一

第16回
（2009年）

第15回
（2008年）

・冬季トリノオリンピッ
ク

荒川静香選手金メダ
ル

・ノーベル化学賞に
根岸栄一氏、鈴木章
氏

・福田首相が退陣、
後継に麻生首相

・安倍首相が退陣、
後継に福田首相

・新潟県中越沖地震が
起き、柏崎原発で火災

・日本が決勝で
韓国を破りWBC連覇

・なでしこジャパンがサッ
カーW杯で世界一に

・大阪ダブル選挙で
橋下大阪市長・
松井大阪府知事誕生

・尖閣諸島沖で中国漁船
が海上保安庁の巡視船
に激突

・参院選挙で民主党が
大敗、ねじれ国会に

農林水産省　生産局長　

厚生労働省　大臣官房審議官　

（財）日本国際交流センター
　　　　　　　　シニア・フェロー

総務省　自治財政局長　

日本労働組合総連合会　会長　

衆議院議員　自由民主党　総裁　

トピックス

第17回
（2010年）

第18回
（2011年）

第13回
（2006年）

第14回
（2007年）

自由民主党　衆議院議員　

農林水産大臣　

前経済産業大臣　

衆議院議員 自由民主党 政務調査会長　

厚生労働省　職業安定局　局長

総務省　消防庁長官　

衆議院議員　元内閣総理大臣　

衆議院議員　たちあがれ日本　代表

衆議院議員　前内閣総理大臣補佐官　

衆議院議員　総務副大臣　

㈱博報堂　生活総合研究所主席研究員　

前経済産業事務次官　

（財）国土技術研究センター　理事長　

外務省大臣官房官房長

厚生労働大臣

衆議院議員　

衆議院議員　自民党選挙対策副委員長　

厚生労働省　政策統括官（社会保障担当）

財務省　顧問　

経済産業省　製造産業局　局長　

前財務大臣・衆議院議員　

前内閣総理大臣・衆議院議員　

作家・慶応義塾大学講師　

民主党最高顧問

衆議院議員　民主党元政調会長　

日本銀行　調査統計局長　

衆議院議員　

国際アナリスト　

経済産業省　大臣官房審議官　

前内閣府特命担当大臣・衆議院議員　

内閣危機管理監

内閣広報官

内閣府特命担当大臣
（少子化対策、男女共同参画）

衆議院議員　民主党　幹事長　

内閣総理大臣補佐官　

外務省　北米局長　

歌舞伎役者、俳優　

環境大臣　

農林水産大臣　

国務大臣　防衛庁長官　

内閣官房
知的財産戦略推進事務局長
兼内閣審議官

財務大臣　

経済産業省　経済産業事務次官　

(財)国際金融情報センター理事長　

文部科学省　生涯学習政策局長　

総務省　自治行政局審議官　

警視庁　警視総監

外務大臣

（財）ロングステイ財団　専務理事　

東京セミナー

所属・役職



世の中全般 政治・経済 テーマ 講師名

・レバ刺しが食品衛生法で禁止 ・尖閣諸島の国有化 研修① 「今日の国益と新帝国主義」 松原　仁

　 研修② 「アジア諸国と日本の防衛・日米安保」 森本　敏

研修③ 「当面の主要外交課題」 宮島　昭夫

・ロンドン五輪 研修④ 「政権復帰後の自民党の政策について」 稲田　朋美

研修④ 「政権復帰後の自民党の政策について」 齋藤　健

研修⑤ 「社会保障と税の一体改革について」 中村　秀一

研修⑥ 「観光立国の推進に向けて」 井出　憲文

表敬 黒田　東彦

記念講演 「わが国の再建と創造」 石破　茂

研修① 「わが国　安全保障の現状と課題」 小野寺　五典

研修② 「日本の目指す道」 新藤　義孝

　 研修③ 「復興の現状と最近の取り組み」 根本　匠

・特定秘密保護法案成立 研修④ 「わが国の財政の状況と課題」 香川　俊介

　 研修⑤ 「野田政権482日間を振り返って」 野田　佳彦

研修⑥ 「社会保障制度及び雇用政策について」 田村　憲久

研修⑦ 「グローバル化と日本の教育」 山中　伸一　

・米大統領選挙で
オバマ大統領が再選

・衆議院議員総選挙
自民党圧勝　民主党
が壊滅的敗北

・山中伸弥教授が
ノーベル生理学賞受
賞

・参議院議員選挙で
与党圧勝　ねじれ国会
解消へ

・ｵｽﾌﾟﾚｲ配備、武器輸
出三原則例外追加

・長嶋茂雄と松井秀
喜に国民栄誉賞

・富士山が世界遺産
登録決定

・沖縄県知事名護市
辺野古へ国からの埋
め立て申請承認

日本銀行　総裁

衆議院議員　自由民主党　幹事長　

国土交通省　観光庁長官　

防衛大臣　
外務省大臣官房審議官
兼総合外交政策局（国連担当大使）

自民党　衆議院議員　

東京セミナー

所属・役職

自民党　衆議院議員　

内閣官房社会保障
改革担当室長　

第19回
（2012年）

第20回
（2013年）

トピックス

国務大臣　国家公安委員会委員長

文部科学省　文部科学事務次官

防衛大臣　

総務大臣

復興大臣　

財務省　主計局　局長

前内閣総理大臣

厚生労働大臣


