勝兵塾月例会 直近2年間講師リスト ※以前の講師は勝兵塾ホームページをご覧ください。
［第75回］8月17日
（木）潮見駅前

ジャマイカ大使館 特命全権大使

クレメント
・フィリップ・リカード・アリコック
朝鮮近現代史研究所 所長 松木 國俊
新しい歴史教科書をつくる会 副会長 元銚子市長 岡野 俊昭
Mrs. QUEEN 日本代表 杉岡 玲子
慶應義塾大学経済学部教授 塩澤 修平
ハーバード大学Igノーベル賞受賞教授 サー中松義郎博士
在日本ルーマニア商工会議所会頭 酒生 文弥
［第76回］9月21日
（木）赤坂本社

衆議院議員

三ツ林 裕巳

福田 之保

［第77回］10月19日
（木）赤坂本社

レソト王国大使館 臨時代理大使 スィカケコ
・ヤンガネ

芳賀 建介

中川 正秀
環境防災コンシェルジュ 理事長 工学博士 高梨 和光
ハーバード大学Igノーベル賞受賞教授 サー中松義郎博士
山元学校 学長 山元 雅信
在日本ルーマニア商工会議所 会頭 酒生 文弥
元出光興産・保護司・家庭裁判所調停委員 奥本 康大
国際正道-空手連盟 正道会館 正天會 会長

原田義昭

ハーバード大学Igノーベル賞受賞教授
山元学校 学長

山元 雅信

明星大学 特別教授

奥本 康大

ダライ・ラマ法王 日本代表部事務所 日本・東アジア 代表

松下 新平

元駐トルコ大使、元国連事務次長
名城大学 講師

久野 潤

智美

サー中松義郎博士

元出光興産・保護司・家庭裁判所調停委員

ルントック

田中 信明

ハーバード大学Igノーベル賞受賞教授
新しい歴史教科書をつくる会 顧問

サー中松義郎博士
杉原 誠四郎

馳 浩
衆議院議員 原田 義昭

衆議院議員

慶應義塾大学経済学部教授

酒生 文弥

塩澤 修平
サー中松義郎博士

ハーバード大学Igノーベル賞受賞教授
衆議院議員

木村 次郎

パキスタン大使館 特命全権大使 アサド
・マジード・カーン
駐日モンテネグロ名誉領事 事業創造大学院大学客員教授

大坪 賢次

INTERNATIONAL RESEARCH FOUNDATION
PRESIDENT アレクサンドル
・カイリス

山元 雅信
株式会社しるべ 取締役 高橋 紀如
慶應義塾大学経済学部教授 塩澤 修平
新しい歴史教科書をつくる会 顧問 杉原 誠四郎
朝鮮近現代史研究所 所長 松木 國俊
在日本ルーマニア商工会議所 会頭 酒生 文弥

山元学校 学長

［第81回］2月15日
（木）赤坂本社

学術博士（元）国際大学教授

鷲尾 英一郎

［第86回］7月19日
（木）赤坂本社

エルドリッヂ研究所 代表 政治学博士 ロバート
・D・エルドリッヂ
株式会社三菱東京UFJ銀行 赤坂支社 支社長

馳

浩

ハーバード大学Igノーベル賞受賞教授

山下 英明

サー中松義郎博士
茂木弘道

史実を世界に発信する会 会長代行

［第82回］3月15日
（木）赤坂本社

駐日タジキスタン共和国大使館 特命全権大使

ハムロホン・ザリフィ

駐日ブルキナファソ大使館 特命全権大使 パスカル・バジョボ
株式会社TBIホールディングス 取締役名誉会長
海外在住ネパール人協会 国際本部 会長 ヴァッタ
・ヴァバン

岸田 芳郎
酒生 文弥

米国太平洋戦争博物館 日本事務局
在日本ルーマニア商工会議所 会頭

今村 雅弘

ハーバード大学Igノーベル賞受賞教授

サー中松義郎博士

［第83回］4月19日
（木）赤坂本社

岸本 周平

衆議院議員 自民党政務調査会副会長

国土交通副大臣 衆議院議員

秋葉 賢也

秋元

司

新しい歴史教科書をつくる会 副会長、元銚子市長

岡野 俊昭

朝鮮近現代史研究所 所長 松木 國俊
公立鳥取環境大学 教授、国際音楽メンタルセラピスト協会
会長

山西 敏博
木村 次郎

衆議院議員

義昭
雅弘
朝鮮近現代史研究所 所長 松木 國俊
衆議院議員（元復興大臣）今村

「空の神兵」顕彰会 会長、元出光興産株式会社

奥本 康大

［第92回］1月17日
（木）赤坂本社

ウズベキスタン共和国 雇用・労働関係省 大臣

クドビエフ・シェルゾッド・ダウリャトビチ
内閣総理大臣補佐官 参議院議員 衛藤 晟一
慶應義塾大学 経済学部 教授 塩澤 修平
「空の神兵」顕彰会 会長、元出光興産株式会社 奥本 康大
環境大臣 衆議院議員 原田 義昭
ハーバード大学Igノーベル賞受賞教授 サー中松義郎博士
衆議院議員 木村 次郎
新しい歴史教科書をつくる会 顧問 杉原 誠四郎
朝鮮近現代史研究所 所長 松木 國俊
議員立法支援センター 代表 宮﨑 貞行
高市 早苗
内閣官房副長官 西村 康稔
リベリア共和国大使館 臨時代理大使 ズコリレイ
・ジ・コンゴ
元陸上自衛隊 東部方面総監 渡部 悦和
衆議院議院運営委員長

大阪市立大学名誉教授・経済学博士、
国際歴史論戦研究所（iRICH）所長 山下

英次
山田 美樹
環境大臣 衆議院議員 原田 義昭
慶應義塾大学 経済学部教授 塩澤 修平
第29代航空幕僚長 田母神 俊雄
ハーバード大学Igノーベル賞受賞教授 サー中松義郎博士
議員立法支援センター 代表 宮﨑 貞行
朝鮮近現代史研究所 所長 松木 國俊

第十一回「真の近現代史観」懸賞論文最優秀藤誠志賞受賞・
文明工学研究家 草間 洋一
［第94回］3月21日
（木・祝）潮見駅前

衆議院議員

日本国史学会代表理事、
東北大学名誉教授
東京国際大学教授

田母神 俊雄
小林 興起
国際正道-空手連盟 正道会館 正天會会長 中川 正秀
メトロポリス 代表取締役 ニール
・バトラー
株式会社オフィスデヴィスカルノ代表 デヴィ
・スカルノ
ハーバード大学Igノーベル賞受賞教授 サー中松義郎博士
在日本ルーマニア商工会議所 会頭 酒生 文弥
元財務副大臣、
自由国民党 代表

元銚子市長・新しい歴史教科書をつくる会 副会長 岡野 俊昭
第十一回「真の近現代史観」懸賞論文最優秀藤誠志賞受賞・
文明工学研究家 草間 洋一
朝鮮近現代史研究所 所長

早稲田大学 国際学術院 教授、国際戦略研究所 所長
国際関係論（アフリカ・欧州研究、安全保障）片岡 貞治

大阪市立大学名誉教授・経済学博士、
「不当な日本批判を
正す学者の会」
（AACGCJ）理事・事務局長 山下 英次

山梨県立大学 国際政策学部 国際コミュニケーション学科
教授 国際学博士 斎藤 直樹

馳 浩
第29代航空幕僚長 田母神 俊雄
衆議院議員 元文部科学大臣

［第90回］11月15日
（木）潮見駅前

駐日アルメニア共和国大使館 特命全権大使 グラント
・ポゴシャン

森下 竜一
テキサス親父日本事務局事務局長、国際政治アナリスト 藤木 俊一
議員立法支援センター 代表 宮﨑 貞行
ハーバード大学Igノーベル賞受賞教授 サー中松義郎博士
第29代航空幕僚長 田母神 俊雄
在日本ルーマニア商工会議所 会頭 酒生 文弥
大阪大学教授 内閣府規制改革推進会議委員

［第91回］12月20日
（木）赤坂本社

史実を世界に発信する会 会長代行 茂木 弘道
医療法人社団東京医心会 ニューハート
・ワタナベ国際病院
理事長 総長 医学博士 渡邊 剛

「勝兵は先ず勝ちて、而る後に戦を求む」
卓越した先見力、洞察力でアパグループを成長・発展させてきたアパ
グループ代表 元谷外志雄は、藤誠志のペンネームで、長年に亘り月刊
誌「Apple Town」誌上に社会時評エッセイを執筆し、混迷する国家社
会に対して警鐘を鳴らし、我が国の進むべき指針を示してきました。
アパグループの創業40周年を機に、我が国が自虐史観から脱却し、誇
れる国日本を再興するため、これからの日本を背負い、指導的立場に
立つべき人材に対して、藤誠志が自らその生き様を語り、また互いに議
論を戦わせることで、それぞれがしっかりした歴史観、国家観、世界観、
人生観を持ち、自ら道を切り拓きながら国家社会に貢献できる人材へと
成長していく場を提供するため、平成23年6月に勝兵塾を開設し、爾来
活動の場を東京から金沢・大阪へと広げてきました。
「勝兵塾」の名は、孫子の兵法の「勝兵は先ず勝ちて、而る後に戦を
求む」という言葉に由来し、藤誠志の生き様を象徴する言葉です。

塾長・最高顧問
公益財団法人アパ日本再興財団 代表理事
アパグループ代表

元谷 外志雄

松木 國俊

奥本 康大
塩澤 修平
大阪市立大学名誉教授・経済学博士 山下 英次
慶應義塾大学 経済学部教授

マルタ・リディア・セラヤンディア・シスネロス
麗澤大学大学院 特任教授 高橋 史朗
東京国際大学教授 福井 雄三
参議院議員 和田 政宗
脚本演出家 藤森 一朗
在日本ルーマニア商工会議所 会頭 酒生 文弥
慶應義塾大学名誉教授・東京国際大学学長 塩澤 修平
環境大臣・衆議院議員 原田 義昭
［第96回］5月16日
（木）赤坂本社

大坪 賢次

しか

「空の神兵」顕彰会 会長、元出光興産株式会社

［第89回］10月18日
（木）赤坂本社

高橋 史朗

福井 雄三

田中 英道

エルサルバドル共和国大使館 特命全権大使

第29代航空幕僚長

駐日モンテネグロ名誉領事、ニューヨーク大坪不動産社長

逢沢 一郎

［第95回］4月18日
（木）国会議事堂前

塩澤 修平

［第88回］9月21日
（木）赤坂本社

麗澤大学大学院 特任教授

青柳 武彦

衆議院議員（環境大臣）原田

衆議院議員

慶應義塾大学経済学部教授

［第80回］1月18日
（木）赤坂本社

衆議院議員

在日本ルーマニア商工会議所 会頭

三宅 伸吾

［第93回］2月21日
（木）赤坂本社

［第87回］8月16日
（木）赤坂本社

衆議院議員

Tommy Beauty Studio メイクアップアーティスト 山本

衆議院議員

第9回「真の近現代史観」懸賞論文 優秀賞、
勝兵塾講師特待生 騎士 崚史朗

髙橋 史朗

石井 苗子

衆議院議員

［第85回］6月20日
（水）赤坂本社

長尾 敬
衆議院議員 務台 俊介
東京近代史研究所 代表 落合 道夫

衆議院議員

［第79回］12月21日
（木）赤坂本社

参議院議員

衆議院議員

ジェームス・ニコラス・パパトネス
慶應義塾大学経済学部教授 塩澤 修平
衆議院議員 自由民主党代議士会副会長 原田 義昭

小川 榮太郎
参議院議員 自由民主党副幹事長 井原 巧
新しい歴史教科書をつくる会 副会長、元銚子市長 岡野 俊昭
歴史の真実を求める世界連合会 理事 細谷 清
「空の神兵」顕彰会会長、元出光興産株式会社 奥本 康大
山元学校 学長 山元 雅信
衆議院議員 馳 浩
衆議院議員 原田 義昭
慶應義塾大学経済学部教授 塩澤 修平
ハーバード大学Igノーベル賞受賞教授 サー中松義郎博士
朝鮮近現代史研究所 所長 松木 國俊

ホンジュラス共和国大使館 特命全権大使 アレハンドロ パルマ セルナ
衆議院議員 自民党総務 自民党団体総局国土・
建設関係団体委員長 中村 裕之

参議院議員

駐日モルドバ共和国大使館 特命全権大使 ヴァシレ・ブマコフ

一般社団法人日本平和学研究所 理事長

［第78回］11月16日
（木）赤坂本社

参議院議員

エルドリッヂ研究所 代表・政治学博士 ロバート
・D・エルドリッヂ
ジャーナリスト、
モンゴル相撲協会顧問、
元産経新聞・フジテレビ記者 宮田 修

［第84回］5月17日
（木）潮見駅前

米国籍弁護士、株式会社ワールドウィズアウトボーダーズ CEO

新しい歴史教科書をつくる会 顧問 杉原 誠四郎
公益財団法人アパ日本再興財団 理事
株式会社加賀電子 代表取締役会長 塚本 勲

戦争を風化させない会 代表

サー中松義郎博士
在日本ルーマニア商工会議所 会頭 酒生 文弥
「空の神兵」顕彰会会長 元出光興産株式会社 奥本 康大
ハーバード大学Igノーベル賞受賞教授

櫻田 義孝
元衆議院議員 田沼 隆志

米国籍弁護士 株式会社ワールドウィズアウトボーダーズ CEO

NPO法人アジア共同体推進協会 理事長

戦争を風化させない会 代表 芳賀 健介
正しい歴史を次世代に繋ぐネットワーク なでしこアクション 代表、
歴史の真実を求める世界連合会 日本 理事 山本 優美子

衆議院議員

梅沢 重雄
明星大学特別教授 髙橋 史朗
衆議院議員 櫻田 義孝
学校法人日本航空学園 理事長

ジェームス・ニコラス・パパトネス

大阪市立大学名誉教授、不当な日本批判を正す学者の会
（AACGCJ）理事・事務局長 山下 英次

レバノン共和国大使館 特命全権大使 ニダル
・ヤヒヤー

河井 克行
自民党総務副会長 衆議院議員 中山 泰秀
内閣府大臣政務官 衆議院議員 長尾 敬
ノンフィクション作家 河添 恵子
東京国際大学学長・慶應義塾大学名誉教授 塩澤 修平
自民党総裁外交特別補佐 衆議院議員

［第97回］6月20日
（木）赤坂本社

江崎 道朗
衆議院議員 木村 次郎
東京近代史研究所 代表 落合 道夫
元文部科学大臣 衆議院議員 馳 浩
評論家

東京国際大学学長・慶應義塾大学名誉教授

原田 義昭
山元学校 学長 山元 雅信
環境大臣 衆議院議員

〈一般塾生〉

●入会資格

・入会金…10,000円

〈一般塾生〉

原則として満20歳以上の男女で、政治家、
官僚、経営者を目指し、
または現在その立場
にある方で、かつ日本の将来を担う気概を
持ち、藤誠志の生き様に共感を持たれた方
（入会には審査があります。）

塩澤修平

松木 國俊

佐藤 和夫
勝兵塾事務局長、株式会社KBM 代表取締役会長 諸橋 茂一
在日本ルーマニア商工会議所会頭 酒生 文弥

なお、入会者には勝兵塾教本『藤誠志人生哲学書』が
贈呈されます。
・会費…一回あたり社会人3,000円、学生1,000円
〈特待生〉
・入会金、会費とも無料。
（学生含む）※特別授業は有料となる場合があります。
また、一般塾生向けに講演をお願いすることがあります。

〈特待生〉
一般塾生の資格を満たし、かつこれまでに
『Apple Town』
の「Big Talk」
または「日本
賞論文に基づく最優秀賞、優秀賞以上を取

史実を世界に発信する会 会長代行 茂木 弘道
産経新聞東京本社 夕刊フジ 編集局報道部
政治担当部長 矢野 将史
英霊の名誉を守り顕彰する会 会長

●入会金・会費

を語るワインの会」に登場された方、又は懸

［第98回］7月18日
（木）赤坂本社

朝鮮近現代史研究所 所長

【応募要綱】

られた方で事務局より入会をお願いした方。

●活動内容

・月例会…東京：毎月第3木曜日 19:00～21:00
金沢：毎月第3日曜日 16:30～18:30
関西：毎月第4火曜日 18:00～20:00
・総 会…年に一度 6月頃に実施

◎第九期生募集中！
shoheijuku@apa.co.jp

勝兵塾顧問・特待生名簿
特別講師 顧問
外交評論家 加瀬 英明
東京大学 名誉教授 小堀 桂一郎
竹田研究会代表 竹田 恒泰
㈱オフィスデヴィスカルノ 代表 デヴィ スカルノ
戦後問題ジャーナリスト キャスター 佐波 優子
山元学校 学長 山元 雅信

リベリア共和国 駐日大使館 代理大使
衆議院議員

参議院議員
衆議院議員
衆議院議員
衆議院議員

参議院議員

Afognon Kouakou SEDAMINOU
ジブティ共和国大使館 特命全権大使 Ahmed Araita Ali
エジプト大使館 特命全権大使 Ayman Aly Kamel
ジャマイカ大使館 特命全権大使 C.P.Ricardo Allicock
コンゴ共和国大使館 特命全権大使 Felix NGOMA
デンマーク王国大使館 特命全権大使 Freddy SVANE
駐日アルメニア共和国大使館 特命全権大使

Grant R.Pogosyan

駐日トルクメニスタン大使館 特命全権大使

Gurbanmammet ELYASOV
駐日アゼルバイジャン共和国大使館 特命全権大使

Gusel Ismayilzada

Ibrahim Uvais
コートジボワール大使館 特命全権大使 Jerome Kloh WEYA
在東京ハイチ共和国総領事館 総領事 Judith EXAVIER
モルディブ共和国大使館 特命全権大使

在日ナイジェリア連合会会長

KENNEDY FINTAN NNAJI
ダライ・ラマ法王日本代表部事務所 日本・東アジア代表

LUNG TOK

サンマリノ共和国大使館 特命全権大使 外交団長 Manlio

Cadelo

エルサルバドル共和国大使館 特命全権大使

Martha Lidia Zelayandia Cisneros
レバノン大使館 特命全権大使 Nidal YEHYA
日本ギニア友好協会 顧問・広報官 マルチタレント

Ousmane Sankhon

駐日ブルキナファソ大使館 特命全権大使

Pascal BATJOBO

駐日カメルーン共和国大使館・総領事館 特命全権大使

Pierre NDZENGUE

世界平和研究所 客員研究員 エルドリッヂ研究所代表

Robert D Eldridge

Vasile BUMACOV
インドセンター代表 VIBHAV KANT UPADHYAY
パレスチナ常駐総代表部大使 Waleed A.SIAM
在日モルドバ共和国大使館 特命全権大使

在日カザフスタン共和国大使館 特命全権大使

青山
秋葉
秋元
穴見
有村
石井

繁晴
賢也
司
陽一
治子
苗子

Yerlan BAUDARBEK-KOZHATAYEV

釘島 伸博

北岡 俊明

第十一回「真の近現代史観」懸賞論文最優秀藤誠志賞受賞・文明工学研究家

Zukolee G.KONGO
青柳 武彦

石浦 章一
狂言 和泉流宗家 和泉流二十世宗家 和泉 元彌
衆議院議員 稲田 朋美
東京大学 医学博士 稻 恭宏
参議院議員 井原 巧
衆議院議員 今村 雅弘
学校法人日本航空学園理事長 梅沢 重雄
参議院議員 衛藤 晟一
衆議院議員 衛藤 征士郎
陶芸家 ロチェスター工科大学 客員教授 大樋 年雄
愛知県知事 大村 秀章
参議院議員 岡田 直樹
参議院議員 岡田 広
賀茂神社 禰宜 岡田 能正
衆議院議員 木村 次郎
衆議院議員 木村 弥生
一般社団法人日本平和学研究所 理事長 小川 榮太郎
衆議院議員 小倉 將信
拓殖大学 国際学部教授 呉 善花
衆議院議員 小田原 潔
東京近代史研究所 代表 落合 道夫
衆議院議員 鬼木 誠
参議院議員 風間 直樹
軍事ジャーナリスト 鍛冶 俊樹
早稲田大学 教授 片岡 貞治
参議院議員 片山 さつき
衆議院議員 亀岡 偉民
参議院議員 河井 あんり
衆議院議員 河井 克行
㈱ティーケーピー 代表取締役社長 河野 貴輝
衆議院議員 菅家 一郎
衆議院議員 城内 実
愛媛県議会議員 菊池 伸英
衆議院議員 岸本 周平
東京大学 大学院・教授 理学博士

トーゴ共和国大使館 臨時代理大使

釘島総合法律事務所 所長弁護士

学術博士 国際大学グローコム客員教授

参議院議員

講師 特待生

逢沢 一郎

シンクタンク戦略大学代表・日本ディベート研究協会会長

串田 誠一
衆議院議員 工藤 彰三
千葉市長 熊谷 俊人

衆議院議員

草間 洋一

衆議院議員

黄 文雄
株式会社共同通信社 代表取締役社長 古賀 尚文
元「国際放映」プロデューサー 小林 繁之
報知新聞社 前会長 小松崎 和夫
衆議院議員 櫻田 義孝
衆議院議員 佐々木 紀
衆議院議員 左藤 章
ハーバード大学Igノーベル賞受賞教授 サー中松義郎博士
東京国際大学 学長 塩澤 修平
衆議院議員 塩崎 恭久
衆議院議員 杉田 水脈
新しい歴史教科書をつくる会 前会長 杉原 誠四郎
衆議院議員 関
芳弘
衆議院議員 高市 早苗
衆議院議員 高木 毅
高下謹壱法律事務所 弁護士 高下 謹壱
札幌医科大学教授 理学博士 髙田 純
衆議院議員 髙鳥 修一
明星大学 教育学部教授 髙橋 史朗
コラムニスト 髙山 正之
参議院議員 滝波 宏文
工学博士 社会防災研究 東京理科大学 立命館大学 客員教授 田中 哮義
一般財団法人日本文化事業団代表理事 種田 光一朗
衆議院議員 田畑 裕明
医療法人社団玉川医院 院長 玉川 英文
参議院議員 塚田 一郎
加賀電子株式会社 代表取締役会長 塚本 勲
衆議院議員 辻 清人
松山市議会議員 土井田 学
社団法人国際教養振興協会 理事長 東條 英利
戸塚ヨットスクール校長 戸塚 宏
鳥飼総合法律事務所 弁護士 鳥飼 重和
国際正道-空手連盟正道会館正天會会長 中川 正秀
参議院議員 中野 正志
衆議院議員 中村 裕之
参議院議員 中山 恭子
衆議院議員 中山 泰秀
衆議院議員 関西勝兵塾支部長 長尾 敬
衆議院議員 長島 昭久
スタンフォード大学 フーヴァー研究所教授 西 鋭夫
参議院議員 西田 昌司
拓殖大学 日本文化研究所 客員教授 作家

衆議院議員・自民党総裁特別補佐

衆議院議員
参議院議員
参議院議員
衆議院議員

西銘 恒三郎
額賀 福志郎
野上 浩太郎
橋本 聖子
馳浩

西村 康稔

東京藝術大学 大学院 国際芸術創造研究科 教授
衆議院議員

原田 義昭
福井 雄三
福山 守

長谷川 祐子

東京国際大学 教授
衆議院議員

拓殖大学 日本文化研究所 教授・新しい歴史教科書をつくる会 副会長

古川 康
衆議院議員 船田 元
桐蔭横浜大学教授 ペマ ギャルポ
歴史の真実を求める世界連合会 理事 細谷 清
杉並区議会議員 松浦 芳子
朝鮮問題研究家 松木 國俊
衆議院議員 牧島 かれん
衆議院議員 松原 仁
近現代史研究家 兼 ジャーナリスト 水間 政憲
衆議院議員 三ッ林 裕巳
國體護持塾 塾長 辯護士 南出 喜久治
参議院議員 三宅 伸吾
参議院議員 宮本 周司
衆議院議員 務台 俊介
史実を世界に発信する会 事務局長 茂木 弘道
夕刊フジ編集局報道部 政治担当部長 矢野 将史
衆議院議員 山口 泰明
衆議院議員 山口 壯
衆議院議員 山田 賢司
参議院議員 山田 修路
衆議院議員 山田 美樹
金沢市長 山野 之義
衆議院議員 義家 弘介
医療法人 洪庵会 理事長 吉原 一成

藤岡 信勝

衆議院議員

衆議院議員

鷲尾 英一郎

医療法人社団東京医心会 ニューハート・ワタナベ国際病院 理事長・総長 医学博士
衆議院議員

渡辺 博道

渡邊 剛

渡辺 洋一
元陸上自衛隊東部方面総監 渡部 悦和
参議院議員 和田 政宗
関西勝兵塾副支部長 兵庫県議会議員 和田 有一朗
栄和興産株式会社 代表取締役社長

2019年7月31日現在（50音順）

その他講師特待生、特待生、一般塾生多数

事務局長
事務局次長

諸橋 茂一
大林 敬史

株式会社ＫＢＭ 代表取締役会長
アパグループ 常務取締役

