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　ビジネス・
政治　　　

　ビジネス・
政治　　　

～マネジメント・営業・マーケティング・人材・ダイバーシティ・政治・金融・地域活性化～

※50音順記載

ライフスタイ
ル・健康　

ライフスタイ
ル・健康　

～モチベーション・コミュニケーション・家族・心の豊かさ・占い・医学・美容・食～

あいはら雅一
（メッセンジャー）

【芸人】

『自分に合った健康法』
自分の体に合う健康法をみつける
ことの大切さや、禁煙、自ら経験
した闘病生活について語ります。

相席スタート
【芸人】

『相席スタートの男と女のコミュニ
ケーション術』ワンランク上の上手
な男女のコミュニケーション術。
『人生が楽しくなる幸せの法則』
仕事や学業のモチベーションUP
維持のコツ。

『いいよぉ～で深まる親子の絆』
『いいよぉ～でコミュニケーション
能力を高めよう』
学生時代に体現した父の子育て法
や許す気持ちの大切さ、また
「いいよぉ～」の誕生秘話を講演。

アキ
（吉本新喜劇）

【芸人】

『緑が街を変える・緑が与える
経済効果』
世界一のガーデニングの祭典「チェル
シーフラワーショー」で金メダルを受賞
した庭園デザイナーのビジネス論。

（庭園デザイナー）
石原 和幸

【アート】

奥田 修二
（学天即）

【芸人】

『政治を語る同論会 お客様との議論
もします』  
定期的に政治についてのトークライ
ブを開催。難しい政治の話をわかり
やすく解説し興味を持って頂くきっ
かけを一緒に考案。

市川 義一
（女と男）

【芸人】

 『お笑い資金運用術』
『相手の心を掴むコミュニケーション術』
ファイナンシャルプランナーをはじめ
数多くの資格を持つ市川の “明日から
誰もが実践したくなる”講演。

『田村淳トークショー』 慶応義塾大学
大学院メディアデザイン研究科で学び、
株式会社LONDONBOOTSを立ち上げ
たロンブー淳。働く事・学び・死生観・
事業展開等を独自の視点から語る
（テーマ・内容はご希望に応じ対応）。

田村 淳
（ロンドンブーツ1号2号）

【タレント】

【芸人】

あべこうじ
『H・A・P・P・Yになれる
モチベーションUP法』
H・A・P・P・Yライフを送るため
のモチベーションUP法を伝授。
円満な人間関係を築くコミュニ
ケーション術も必見。

【芸人】

いけや賢二
『今日から実践できる
カンタンお料理講座』
無駄なく誰でもすぐに簡単に
できる、プロ顔負けの
料理テクニックを伝授。

【芸人】

石田 靖
『笑いでつなぐコミュニケーション』
失敗してみないと何もわからない！ 
大事なのは次につなげること！ 
舞台やロケでの体験をもとに、
ポジティブコミュニケーションの
秘訣を伝授。

『元 No.1ホストの恋愛論から学ぶ
コミュニケーション術』 
新宿歌舞伎町元 No.1ホストが教え
る､恋愛論から学ぶコミュニケー
ション講座。

伊地知大樹
（ピスタチオ）

【芸人】

石橋 貴俊
（元バスケットボール日本代表）

『210cm の身長をフルに使ってきた
チャレンジライフ』
身長210cmのビッグマンが、
どんな時でも前向きに生きる
「３つのヒント」を伝授。

【スポーツ】

磯部 公彦
（まるむし商店）

【芸人】

『釣り人の生き方』　 
釣り番組を持つほど釣り好きな、 
まるむし商店・磯部による釣り
好きな 人への講座 。
レッツフィッシング！

和泉 修
（ケツカッチン）

【芸人】

『足つぼ健康法』『日本人の食育』
｢足つぼ」からわかる病気やオススメ
健康法、西洋食文化と比較して語る
日本人が摂取すべき食事など、
健康に関する楽しい講演。

大沢ケンジ
（元総合格闘家）

【スポーツ】

トレーナーとして生み出した
ダイエットプログラム「大沢メソッド」
を伝授。

オール巨人
【芸人】

（オール阪神・巨人）

『自己研鑽と気づきや思いやりの
大切さ』
40 年を超える芸歴と人生経験を
踏まえて語る ､ オール巨人流の
人間力アップ講座。

【芸人】

オール阪神
（オール阪神・巨人）

『交通安全』    『人生経験』 
『体験談』   『釣り』   『UFO』
『毎日朝ウォーキング』　
話芸を究め、趣味も究めた、オール
阪神による大爆笑の講座の数々。

【芸人】

おばたのお兄さん
『100万人のフォロワーを生むSNS発
信法講習会』フォロワーを３か月で30
万人増やしたおばた流 SNS活用術。
『メンタルの鍛え方とポジティブシン
キング』 日体大卒､中高保健体育教員
免許・メンタルトレーナーの資格保持。
ポジティブなものの捉え方の講座。

遠藤 章造
（ココリコ）

【芸人】

『「元祖イケメン芸人」が語る
「幸せな家族のかたち」について』
自身の経験談をもとに、家族の
かたち、家族の在り方について
講演。

カズ 山本
（元プロ野球選手）

【スポーツ】

生まれつき難聴ながらプロに
なった経験や『諦めない気持ち』
『目標の作り方』をアドバイス。

【文化人】

竹原 信夫
（産業情報化新聞社代表取締役）

『経済の元気を掘り起こす』
あなたの会社は、もっとこうすれば
明るくなる、もっとこうすれば良く
なる。自信とやる気を引き出すコツ
をアドバイス。

【芸人】

桂 茶がま
『令和で投資を変えよう!!
ひねくれ者の投資術』
小学校時代から「超株好き」な
落語家。軽妙な口上で波乱万丈
の株式投資の極意を講演。

桂 文珍
【芸人】

『落語的学問のすすめ』
政治から芸能まで、タイムリーな
時事ネタを落語的な視点でわか
りやすく楽しく解説。

品川 祐
（品川庄司）

【芸人】

『トーク力の高め方』
コミュニケーションスキルの向上
のために、人に「思いを伝える」
テクニックをアドバイス。
 

【芸人】

さんきゅう倉田
『税理士芸人が教える節税術』
元国税局で税務調査を担当、
「読めば必ず得する税金の話」
の著書もあるファイナンシャル
プランナー芸人が語る節税術。

近藤 岳登
（元プロサッカー選手）

【スポーツ】

自身の経験や選手、関係者と
接して感じた『夢を叶えるため
に何が必要なのか』を講演。

情に棹させば流
【文化人】

角田 龍平
（すみだりゅうへい／弁護士）

『し曰く～漫才“し”、から弁護“し”へ』
諦めるのではなくわずかな可能性
にもチャレンジし、突破した実践者
が語る、聞くと元気になる講演。

ヒデ
（ペナルティ）

【芸人】

『プレゼン力』
家電、バーベキュー、サッカーなど
趣味が豊富で、仕切りやトークの
スペシャリストによる「伝わる」
プレゼンテーション講座。

ほんこん
（130R）

【芸人】

『ほんこん流モノのミカタ』
「今、世の中に問いたいこと、
伝えたいこと」を、独自の目線
で、忖度なし、タブーなしで
語り尽くす、濃密な 60 分。

向 清太郎
【芸人】

（天津）

『ただのオタクが、なぜ年収 800
万円になれたのか⁉』
アニメ関連の仕事で活躍を続ける
天津向。自分の｢好き｣を｢仕事｣へ
と変えた発想の転換の仕方を講演。

ハチミツ二郎
『芸人とサラリーマン 二刀流の生き方』
芸人とサラリーマン、二足のワラジ
を履いているからこそ見える、
「社会の新たな可能性」や
「社会問題」に切り込みます！

【芸人】

（東京ダイナマイト）
林 久美子
（元参議院議員）

【文化人】

『日本の社会的養護の現状と課題』
元参議院議員として、教育・政治・
社会問題を切れ味鋭く熱く語る
講演会。

西川のりお
（西川のりお・上方よしお）

【芸人】

『日本の政治について』
お笑い界一の政治通の
西川のりおが、社会の様々な
問題に対して斬新な切り口で
持論を展開。

西川きよし
【芸人】

芸能生活55年、お笑い芸人と政治家
の体験談をもとに座右の銘である
『人生は小さなことからコツコツと！』
と題した笑いたっぷりの講演。

中野 寛成
（元国家公安委員会委員長）

【文化人】

『日本を良くするための提言』
民主党政権時、国務大臣・国家
公安委員長を務めた広い見識
の持ち主が、日本をよくするため
の行動・考え方をアドバイス。

千原せいじ 
【芸人】

『世界から見た日本』
世界中を訪れてきた体験をもとに
語る日本人の良い点悪い点。 そして、
あらゆる人 と々のコミュニケーション
法のヒント。

（千原兄弟）

桂 小枝
【芸人】

『桂小枝的生き方～楽しく生きる
方法論～』
「イヤな事はしない」､「毎日､規則正
しく不健康な生活」､「人とのコミュニ
ケーションのとり方」など楽しく生き
る方法論をわかりやすく講演。

桂 小文枝
【芸人】

『笑い笑われ 50 年。～長く強く～』
笑うことはいかに人生を豊かに
するかということを落語家なら
ではの視点で講演。

桂 枝女太
【芸人】

  『たっぷり笑って少し考えて
     ～言葉の重み～』
　経験談を交えながら、人と人とが
     繋がる大切なコミュニケーション
　における「言葉」について講演。

【芸人】

かつみ♡さゆり
『これをやったら若さが保てた‼ さゆ
りの美容法紹介します！』若さを保つ
美容法・スタイル維持の秘儀を伝授。
『人生いろいろ～七転び八転び～』
事業失敗･膨らむ借金･病気 ... 困難に
笑顔で立ち向かうポジティブシンキング。
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田中 光
（元体操選手）

【スポーツ】

オリンピックで闘うために鍛えた
体力をテーマに、諦めない強い
心を持つ大切さをアドバイス。
（アトランタ五輪出場）

田崎 佑一
（藤崎マーケット）

【芸人】

『妻と共に戦った104日。』　
突然のガン宣告から、公表すべ
きかしないべきかという葛藤。
そして妻と共に戦った104日。

竹若 元博
（バッファロー吾郎）

【芸人】

『奥さんの夢をかなえるＤＩＹ』
ＤＩＹを通じて生まれた
家族とのコミュニケーションの
大切さを解説。

たけだバーベキュー
（アウトドア芸人）

【文化人】

『たけだ流コミュニケーション術』
よしもと唯一のバーベキュー芸人が
人と距離を縮めるコツなどを楽しく
伝授。火が持つ力を学ぶ「火育」
も講演。

竹森 現紗
（たけもりありさ／弁護士）

【文化人】

『銀座の弁護士が教える泣かない
女になる方法』 
乳ガン経験をもとにマイナスを
プラスに変える思考法を伝授。
活力アップ講座。

高杉‘Jay’二郎
（ラジオパーソナリティ）

【文化人】

『終活のススメ』
終活とは、これまでの人生を
振り返り、今をよりよく生きること！
終活についてわかりやすく
楽しく解説。

【文化人】

TAKAKO
（ビューティークリエイター）

『幸せ引き寄せいい女講座』
女性がもっと輝くために意識して
おきたい心得を伝授。常識にとら
われない思考で心を再生する講座。

大平サブロー
【芸人】

『私の人生』　
漫才ブームを牽引し今もテレビ・
ラジオで活躍中の大平サブローが
芸能界の裏表や家族について語る
大爆笑の講演。

だいたひかる
【芸人】

『ガンと家族』
ふいに襲ってきた乳ガンを克服した
経験をもとに語る体験談。
『無限の文房具』　
自らも文具デザイナーとして活躍。

シルク
【芸人】

『シルクのべっぴんレッスン』　
「美容番長・シルク」が美容方法
をお客様とともに実践。
全員が美しくなるためのレッスン。

しずちゃん
（南海キャンディーズ）

【芸人】

『夢と挑戦』
お笑い芸人、女優、ボクサー、
絵本作家など、多方面にチャレンジ
しているしずちゃん。自らの経験に
基づいた発想とその実行のノウハウ
を紹介するトークショー。

【芸人】

ジミー大西
『ジミー大西の成功の為の3つの条件』
芸人、アーティストとして二つの視点
から見たジミー大西流成功論。
愛されるキャラクターの生き方、出会い、
波乱万丈の人生を講演。

【芸人】

シークエンスはやとも
『人生に役立つ心霊論』
生き霊の話から神社仏閣の正しい
参拝方法、パワースポットについて
など、不思議な現象を体験談を交
えながらポップに解説。

里見まさと
（ザ・ぼんち）

【芸人】

『平等って何？』　
漫才ブームの激流の中で努力を
続けた里見まさとが語る、当時の
苦労話や今だから話せる経験談。

【芸人】

佐藤武志      浅香あき恵
（吉本新喜劇）

『人生！ポジティブシンキング』
ネガティブの考え方から「如何に
ポジティブな考え方に変わったか？」
その発想法を講演。
また､芸人夫婦ならではの「夫婦の
コミュニケーション術｣を紹介。

【芸人】

ゴリ
（ガレッジセール）

「映画監督」や「おきなわ新喜劇」
など幅広い活躍を続ける芸人・
ゴリ。仕事に対する熱意や思い
の伝え方について経験をもとに
した講演。

【芸人】

久保田かずのぶ
（とろサーモン）

『サバイバル～競争社会で生き抜く
ために～』
粗削りで不器用な生き方をする
久保田だからこそ体得してきた、
現代社会を勝ち抜くための
サバイバル術を披露。

【芸人】

河本 準一
（次長課長）

『河本準一のMADE IN JAPAN』
農業の素晴らしさを発信し続けて
いる河本が、農作業をするなかで
学んだ｢人とのつながりの大切さ」、
「異業種交流術」、「コミュニケー
ションスキルアップ術」を講演。

斎藤 隆
（元メジャーリーガー）

『雲上在天～野球からの学び～』
『私が経験したNPBとMLB』
『勝負と指導』
世界で戦い続け、引退後はメジャー
の球団経営を学んだ斎藤が「チャレ
ンジすることの大切さ」を伝授。

【スポーツ】

木村 祐一
【芸人】

芸人であると同時に構成作家、
料理人、映画監督としても才能を
発揮するキム兄。「会話術」「洞察力」
「写術」「料理」などをテーマに、
人生の糧になる講座をお届け。

川島 章良
（はんにゃ）

【芸人】

『まさか…32 歳でガン告知～嫁に
支えられた僕～』 『子供のための
食育コミュニケーション』
自身の闘病経験や育児系資格を
活かした講演。

【芸人】

ゴリ
（ガレッジセール）
河口 正史

（元アメリカンフットボール選手）

【スポーツ】

『海外挑戦について』
独自のトレーニングメソッド「クアト
ロコア」を伝授。

川畑 泰史
（吉本新喜劇座長）

【芸人】

『吉本新喜劇の全貌とコミュニケー
ション論』 
吉本新喜劇という団体生活の中で
悩み苦しみながらも座長となった自
らの実体験をもとにした “コミュニ
ケーション能力 ”を高める方法。

木村 卓寛
【芸人】

（天津）
『一発屋～捨てるべきプライドと
その後の生き方～』
エロ詩吟のブーム終了後､レンタル
おっさん､ロケバスドライバーで
家族を養う｡そこで感じた3つの
心得を講演。

桂 文枝
【芸人】

『笑いはこころのビタミン剤』
たっぷりの笑いが､明日の健康へ
とつながる充実の 60分。

月亭 八方
【芸人】

『笑いと夢』
『心の健康が人生を楽しくさせる』
芸人の私生活を面白おかしく紹介
しながら、聴講者の心を豊かに
する講演。

月亭 八光
【芸人】

『生きていく為の人間力』
関西でお馴染みの落語家月亭八光
が、楽しい人生を送る為の準備や
人付き合いをテーマに講演。

ちゃらんぽらん冨好
【芸人】

『スポーツから学ぶメンタル
コントロールについて』
数々のスポーツ経験を通して、苦難
や困難への対処法や努力し続けるた
めのメンタルコントロールについて
ユーモアを交えながら解説。

【芸人】

チャド･マレーン
『多文化共生：世界中を笑顔に
するコミュニケーション術』
オーストラリア人のチャドと日本人の
加藤が、海外の人と上手に付き合う
方法を、自らの経験をもとにユーモア
たっぷりに紹介。

月亭 方正
【芸人】

『僕が落語家になった理由 ( わけ )』　
 40 歳直前に落語に目覚め月亭一門 
に入門・改名・家族と大阪移住…。
新しいチャレンジを考えている
すべての方に向けたアドバイス。

土肥ポン太
【芸人】

『お笑い野菜講座』
自ら野菜を生産している土肥ポン太
が、「野菜嫌い」を「野菜大好き」へ。 
家庭の食卓を豊かにするおもしろ
美味しいお野菜講座。

堤下 敦
（インパルス）

【芸人】

『困難との向き合い方』『過去の自分
との向き合い方』 
神奈川県住みます芸人として復帰した
堤下が、 過去の苦い経験を胸に刻み
前向きに語る講演会。

てつじ
（シャンプーハット）

【芸人】

『日本酒について』
『空き家活動プロジェクト』  
利き酒師の資格を持つほど大好き
な日本酒や自身の取り組む空き活
事業について語るトークショー。

辻本 茂雄
【芸人】

（吉本新喜劇）
『一歩踏み出す勇気～僕の人生の
岐路には、いつもうどんの鉢～』
長きに渡り吉本新喜劇座長を務めて
きた辻本茂雄が、自らの経験を踏ま
えてあらゆる年代層に「一歩踏み出
す勇気」の大切さを講演。

西村 徳文
（元プロ野球監督）

『和』
「和」は、ロッテ、オリックス監督
時代に西村が掲げていたテーマ。
大きな目標を達成するための
「和の大切さ」を伝授。

【スポーツ】

馬場 裕之
（ロバート）

【芸人】

『楽しい農業講座』
料理上手で知られ農業活性化支援
員としての顔も持つロバート馬場。
「食材」や「調理法」を基礎から学べ
る楽しい講座。

東野 幸治
【芸人】

『東野幸治の幸福論「こうじろん」
～自分自身を客観視することで
開ける未来～』
天才と呼ばれる先輩芸人達との
出会いと人生の選択を語る60分。

間 寛平

山路を登りながら

【芸人】

『アースマラソンの裏側すべて
話します！』
ガンと闘いながら2年 1ヶ月を
かけて地球を一周した間寛平。
生きる活力について講演。

本多 修
（魂の巾着 /パラデル漫画家）

パラデル漫画を作り始めたきっ
かけから、実体験から得たピンチ
をチャンスに変えるヒントをアド
バイス。

【芸人】

星野 伸之
（元プロ野球選手）

【スポーツ】

『名選手から学んだこと』
遅い直球とスローカーブとフォー
ク｡ この三種の持ち球だけで活躍
した実体験を講演。

松橋周太呂
【芸人】

『お料理・お掃除マル秘テク
ニック＆お料理のオトク講座』
テレビでも話題になった、凄技
だらけの家事に役立つ極意を、
実演を交えて伝授。

三木美加子
【文化人】

（女優 /美肌食マイスター）

【芸人】

松田 洋昌
（ハイキングウォーキング）

『輝いて歳を重ねよう』
心も身体も健康で輝く人生を送る
ために、「美しく生きる」をテーマ
に、自身が学び、効果的な実践方法
を講演。

『お手軽クッキング講座』
パティシエ２年、焼き鳥店経営２年
半などの経験を持つ松田が楽しく
伝授。誰でも簡単に作れる料理＆
スイーツのマル秘テクニック！

【芸人】

宮川 花子
（宮川大助・花子）

『花子のいきいきライフ』　
自身のガン体験や家族の病気の
介護を通じて得た「家族愛」
について講演。

光美
【芸人】

『「大丈夫！！！痩せるから！！まじで！！！」
～ダイエットはメンタル～』
自らの経験で感じた「ダイエット」に
一番大事なのは「メンタル」。
ダイエットしている方の質問や悩み
にこたえるダイエット講座。

（みつみ）

モモコ
（ハイヒール）

【芸人】

面白くてためになるわかりやす
い節約術を紹介。また、「縁・運・
勘・人」など人との関わりによっ
て得られることを解説。

【芸人】

ゴリ
（ガレッジセール）
山内 美鳳

（書家）

【文化人】

『塀の中の懲りたる人々～元刑務
官が見た刑務所内の話～』
元刑務官としての経験を生かし、
犯罪・非行を減らす事を目的と
した講演。

山本 圭壱
（極楽とんぼ）

【芸人】

『腐るな、諦めるな』　
2006年に解雇されるも再び芸人と
して生きていく覚悟を決め2016年
に吉本に復帰した山本圭壱。正直に
誠実に面白く語る体験談。

山本 博
（ロバート）

【芸人】

『一歩を踏み出す勇気』
36 歳でプロボクサーデビュー。
ボクシングへの挑戦を通じて
「弱気」を「自信」に変える
方法を講演。

ゆりやんレトリィバァ
【芸人】

『モチベーションアップ！ 
コミュニケーション力アップ！ 
チャレンジ精神MAX！』
ゆりやんのポジティブシンキング
講座。



※50音順記載 ※50音順記載

     教育・
教養　　　

     教育・
教養　　　

～子育て・マナー・趣味・科学・学習～

エド・はるみ
【文化人】

『コミュニケーション力、UP 法』
伝える力と伝え方に関する講演。
『ネガポジ反転学』
前向きに生きる方法を経験談を
もとにわかりやすく講演。

（慶応義塾大学大学院研究員） 桂 かい枝
【芸人】

『笑いは世界の共通語』
古典芸能の楽しさを伝えようと
世界中で公演をしている経験か
ら国際交流を語る、笑いとエピ
ソード満載の講演。

かじがや卓哉
【芸人】

『iPhone 芸人の今日から役立つ
100ネタ』   
iPhone 芸人として知られ､税理
士の資格を持つ高スペック芸人
かじがやによるためになる講座。

おかけんた
（おかけんた・ゆうた）

【芸人】

現代美術収集家としても著名で、
京都精華大学客員教授を務める
芸人・おかけんた。その豊富な
経験と知識から美術トークショー
を開催。

脇阪 寿一
（元レーシングドライバー）

【スポーツ】

『モータースポーツとは !？』
レースキャリアや現在の活動を
中心に車やレースの魅力を解説。

【芸人】

リンゴ
（ハイヒール）

『ハイヒールリンゴの人生を
充実させる 10 のアイデア』
自らの半生を時系列に沿って
語りながら、人生を充実させる
ヒントをアドバイス。

Love Me Do
【芸人】

（占い師）

『 Love Me Do の占い講座』
西洋占いから東洋占いまで精通
している吉本一の占い師。
時事ネタを占い的見地から解説。
過去を基に未来を示唆。

横澤 夏子
【芸人】

『婚活活動で学んだ教訓』　
クセのある女性のネタで
お馴染みの横澤夏子による、
クセのある楽しい婚活経験談。

ワッキー
【芸人】

（ペナルティ）

『全ての大病を患う方に勇気を』
ワッキーが語る中咽頭がん発覚まで
の経緯と約10か月に及ぶ過酷な
闘病生活。大病を克服し元気に表に
立つ姿で、皆様に勇気を与えます！

田畑勇一＆藤本敦史
【芸人】

『東大卒芸人が今､中高生に教えたい
こと』　『高学歴芸人が教える楽しい
勉強のやり方』
高学歴芸人による学生のニーズに合わ
せた特別講座｡ピンでも講演可能。

谷口 隆志
（格闘家/ 大家族）

『鳶(とんび)が鷹(たか)を産める
のか！？～TTP子育て論～ 』　
柔道は未経験ながら8人の子供達の
ため､自宅に柔道場を作った谷口。
情熱的な父が語る「熱血子育て論」。

タケト
【芸人】

『子供とのコミュニケーション術』
育児系資格を７つ取得するパパ芸人
が教える育児の楽しさ。
『超お手軽！モチベーションを維持
する方法』日々のモチベーション維持、
アップの為のおすすめの行動を伝授。

田中 直樹
（ココリコ）

【芸人】

『一番好きな「サメ」に関して』　
『動物の繁殖に関して』
芸能界随一の動物好きとして知
られる田中直樹が語る「動物」を
テーマにした講演。

【スポーツ】【タレント】

武内由紀子
『産んでないけど母ちゃんです！』
タレント、舞台女優として活躍する
武内由紀子が、妊活、不妊治療を
経て、特別養子縁組で子供を迎える
までの経験を織り交ぜながら、
新しい家族の形をご提案。

黒ラブ教授
【芸人】

『科学ブームを巻き起こす』 
国立科学博物館認定サイエンスコミュ
ニケーターの肩書を持つ大学講師
芸人黒ラブ教授が､科学と笑いの融合
で理系のイメージを変える面白講座。

しゅんしゅんクリニックＰ
【芸人】

『医師免許芸人によるお役立ち 
医学講座』
医者あるあるソング「ヘイ ! ヘイ ! 
ドクター｣を手がける現役医師
芸人による､お役立ち医学講座。

斎藤 司
（トレンディエンジェル）

【芸人】

『パパは斎藤さんだぞ !～M-1 王者の
子育て論～』経験談をもとに子育ての
喜びから悩み夫婦円満の秘訣を講演。
『無理せず気軽に出来るモチベーション
UP 術』 サラリーマン経験のある斎藤
が広い視点でモチベーションU P の
コツを伝授。

【スポーツ】

髙嶋 仁
（智辯学園和歌山･智辯学園高等学校名誉監督）

『甲子園春夏最多勝監督
髙嶋流指導論』
監督としての経験から、自分で
考えられる人間、相手の心を
動かせる人間の育て方を伝授。

河内家菊水丸
【芸人】

河内音頭の家元が語る、「河内
音頭」による健康長寿の秘訣、
世界観、漫才との関わり。

桂 文喬
【芸人】

『世の中で大切なこと「環境・
健康・人間味」』
3R 推進マイスターの資格を生か
し、環境問題を笑いを交えてわか
りやすく解説。

    社会・
福祉　　　    社会・
福祉　　　

～地域活性化・女性の社会進出・ボランティア・思いやり・介護～

池内ひろ美
（夫婦・家族問題評論家）

足立 基浩
（和歌山大学教授）

【文化人】 【文化人】

『離婚の学校』『家族の絆』　
家族問題コンサルタントとして
活躍する池内ひろ美。夫婦・家族・
親子・教育に関わる問題を解説。

『みちづくりとまちづくり』
商店街活性化、人が集う町づく
りを日夜模索している実践者が、
都市再生について解説。

桂 あやめ
【芸人】

女性落語家としての自身の経験
談を交えながら、「人権啓発」
とくに「女性の人権」に関して
講演。

ロザン
【芸人】

超高性能勉強ロボ・宇治原史規
の究極の学習術が詰め込まれた
菅広文著『身の丈にあった勉強法』。
その書籍のエッセンスをロザンが
わかりやすく伝える講演会。

レギュラー
【芸人】

『レギュラーの知っておきたい介護 
の話！』
自らヘルパーの資格を取得した
レギュラーが､楽しく語る介護体験。

『LGBT を知っていますか？』
レズビアンであることをカミング
アウトした自らの経験や基礎的
な事例を基に、「LGBT」の正しい
知識を解説。

一ノ瀬文香
（モデル／女優）

【文化人】

桂 ぽんぽ娘
【芸人】

人権啓発、正しい性教育に関して
の講演。「ピンク落語家」として活動
している自身の経験談を交えなが
ら「いじめ問題」「子育て」「性教育」
に関して女性目線でアプローチ。

斉藤 慎二
（ジャングルポケット）

白河 桃子
（相模女子大学客員教授）

【文化人】

『君を支える勇気の言葉』
「君は変われる｡誰かを頼ってほし
い｡｣今､つらい思いを抱える人へ､
壮絶ないじめを経験した斉藤が
送るメッセージ。

『経営戦略としての働き方改革 』
働き方改革を導入した企業に
どんな変化が起きたのか、実例
を交えて説明。

なだぎ 武 
【芸人】

『「サナギ」講演会』　 
いじめを受けた体験をテーマに、
いじめにくじけず克服した経験
を明るく伝え、明日につながる
アドバイスを伝授。

【芸人】

りんたろー。
【芸人】

（EXIT）

『介護の仕事』
約８年間、介護事業所でアルバイト
をした経験を持つ、りんたろー。が、
介護現場でのエピソードや、介護
の仕事の魅力を語る。

矢部 太郎
【芸人】

（カラテカ）
『カラテカ矢部太郎トークショー』
舞台やドラマ・映画で俳優として活動
し、漫画家デビュー作『大家さんと僕』
では手塚治虫文化賞短編賞を受賞。
芸人としてだけではなく活躍する
矢部太郎のトークショー。

本多 正識
【文化人】

（漫才作家 /よしもとNSC 講師）

『笑おうね 生きようね』
ナインティナインやキングコング
などを育てた伝説のNSC 講師が
いじめ問題、命の大切さについて
力説する講演。

房野 史典
（ブロードキャスト!!）

【芸人】

『笑って泣いてドラマチックに学ぶ
超現代語訳 戦国時代』
重大事件をわかりやすく解説。
楽しく聞くだけで日本の歴史が
好きになる 60 分。

はいじぃ
【芸人】

『はいじぃのお気軽 YouTube 講座』
登録者 66 万人の YouTuber 芸人･
はいじぃが､YouTube 動画の作り方や
撮影方法､そして注目動画の制作の
テクニックなどYouTuberとして成功
する為のコツを伝授。

哲夫
（笑い飯）

【芸人】

『おもしろ仏教講座』 
『農業やりましょう』
仏教、仏教の心についての講演や、
自身の就農経験に基づいた農業の
発見や魅力を笑い飯・哲夫が
面白くわかりやすく語ります。

鳥内 秀晃
【文化人】

（関西学院大学アメリカンフットボール前監督）

『分業制スポーツにおける組織論
～自分で考える力～』
学生の成長を第一とした指導哲学
や人間育成論について、面白くて
興味深い講演。

中西 悠子
（元競泳選手）

【スポーツ】

自身の経験談、子育て、資格を
活かした食事改善をアドバイス。
（アテネ五輪女子バタフライ
200m 銅メダリスト）

西川 礼華
（にしかわあやか／医師）

【文化人】

『中身からではなくお肌から変えよう』
年間1万人以上とかかわりあう美容
界のカリスマ医師が美の悩みを解決。
聴講後の生活が変わる、目から
ウロコの実感講座。

【文化人】

チャーリィ古庄
（航空写真家・航空評論家）
世界一多くの航空会社の飛行
機に搭乗しギネス認定された
航空写真家が､世界の飛行機・
空港についてわかりやすく解説。
飛行機写真教室、写真展も開催。 
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