
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

地方政治学校（10 月） 

かながわ自民党未来カレッジ 
・10/1（土）河野太郎 衆議院議員 
「我が国のデジタル化と外交政策」 
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The Central Institute of Politics of Liberal Democratic Party 

自 由 民 主 党  中 央 政 治 大 学 院 

いばらき青年フォーラム 
・10/6（木）新藤義孝 衆議院議員(Web講演) 
 「国家の覚悟が問われる領土・主権問題」 

10月は下記の地方政治学校で講演がありました（順序：都道府県順）。 

１１月 
※10月25日現在 

 
11 月 15 日（土） 

LDP 新潟政治学校 

11 月 12 日（土） 

石 川 政 経 塾 

11 月 19 日（土） 

 

山 口 政 治 塾 

 

 

11 月 20 日（日） 

 

11 月 26 日（土） 

と っ と り 政 治 塾 

党本部職員 

 

滝波 宏文 参議院議員 

 

柴山 昌彦 衆議院議員 

松川 るい 参議院議員 

①鈴木 英敬 衆議院議員 

②田村 憲久 衆議院議員 

 

牧島かれん 衆議院議員 

 

小林 鷹之 副学院長 

地方政治学校 東京研修 

山谷議員は、次代へ紡いでいかなければならない大切な

日本人の心や価値観について講演しました。また、党本部

での講座に先立って国会議事堂を見学し、充実した研修と

なりました。 

10 月 24 日（月）自民党静岡県政経塾 
山谷えり子 参議院議員 

「日本を守る」 

TOKYO 自民党政経塾 
・10/18（火）西銘恒三郎 衆議院議員 
「本土復帰 50 年 沖縄の今」 

ひょうご政治大学院 
・10/8（土）仲田一彦 三木市長 
「国会議員秘書・県議・市長の経験から―行政は変えられる」 

【Facebook】 【Twitter】 

SNS でも日々の活動を 
紹介しています！ 

HOKKAIDO 政治塾 
・10/22（土）遠藤 連 元北海道議会議長 
 「放談 政治のウラ、オモテ」 

いわて政治塾 
・10/30（日）黄川田仁志 衆議院議員 
 「海洋国家・日本の針路」 

木国政経塾（和歌山） 
・10/29（土）下村博文 衆議院議員 
「日本の危機」 

とっとり政治塾 
・10/15（土） 
①石破 茂 衆議院議員 

「国民政党・責任政党としての自由民主党の在り方」 
②灘 英樹 境港市建設部長 

「地方都市を取り巻く社会経済環境の変化と社会資本整備
～境港市民交流センターみなとテラスの 
竣工までの経緯と施設概要～」 

山口政治塾 
・10/22（土）山本左近 衆議院議員 
「時局講演」 

宮城未来塾 
・10/22（土）菊池美穂 富谷市議会議員 

菅原正和 仙台市議会議員 
森下千里 第 5 選挙区支部長代行 

 「政治を志した理由について」 

ニューリーダー育成塾「ひむか」(宮崎) 
・10/15（土）郡司行敏 前宮崎県副知事 
「宮崎の物流対策と宮崎カーフェリーの戦略」 
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地 方 政 治 学 校  東 京 研 修 
11 月 7 日（月）≪宮城未来塾≫ 
講座①：友納 理緒 参議院議員 
講座②：青山 繁晴 副学院長 
講座③：古屋 圭司 衆議院議員 

11 月 8 日（火）  
講座①：石破  茂 衆議院議員 
講座②：松川 るい 参議院議員 
講座③：菅  義偉 衆議院議員 
 

 
11 月 22 日（火）≪集合研修≫ 
講座①：  

阿曽村智子 氏 
講座②：木原  稔 衆議院議員 

           ※お申込み・詳細はこちらから 

※10月25日現在 

国会議員事務所(秘書) 首都圏第 16 期インターンシップ 

10 月 7 日（金）開講式・第 1 回講座 
有村治子 学院長 

「自民党国会議員として、いかに学生
皆さんを具体的に応援するか」 

～博士高度人材を活かせる日本に～ 

12月までの3か月間、議員事務所での秘書業務実習と、党

本部での研修に参加する、「首都圏第16期インターンシップ」

が開講式を迎えました。第1回講座では、有村学院長が、こ

れからの人生でヒントとなる考え方について紹介すると同時

に、博士号取得者増に向けた国家戦略の必要性を熱弁しま

した。また、意見交換会では、普段の学校生活や、事務所で

の実習などについて情報を交換し、親交を深めました。 

党総務会にて、中央政治大学院の新役員体制が 

了承されました。 

※順序：衆参別・当選回数(勤続年数)・五十音順 

中央政治大学院 新役員 

 

有村 治子 
参・比例代表 

【学院長】 

【副学院長】 

石川 昭政 
衆・茨城県 5区 

小林 鷹之 
衆・千葉県 2区 

堀内 詔子 
衆・山梨県 2区 

谷川 とむ 
衆・大阪府 19区 

神田 潤一 
衆・青森県 2区 

古賀 友一郎 
参・長崎県 

青山 繁晴 
参・比例代表 

佐藤 啓 
参・奈良県 

高橋 はるみ 
参・北海道 

10/24（月）～10/28（金） 
意見交換会 
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