実力投資︑
利外一智︑
学ぶ力で明日の利益︒

ビジネスプログラム
2011前期 B U S I N E S S P R O G R A M

■

■ グローバル発想とリーダーシップ
新商品・サービス開発とビジネス活性化戦略
̶中小企業にも役立つ新商品・サービス開発のイロハから開発実践まで̶ ─P.50
̶世界の土俵で成功するためのビジネス・スキル̶ ─P.68

■

はじめて学ぶ経理実務入門講座

〜現場で役立つ経理実務のエッセンスを学ぶ〜─
─P.63

■

心のリスクマネジメント

〜生き方の癖を活かすコツ・変えるコツ 脚本編〜 ──P.75
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2011年度春、一層充実したサービスの
創造に向けて、新しい組織体制で
より良い講座創りを目指します！！
明治大学 学長

納谷

美（なや

ひろみ）

今、世界的な規模で社会情勢が変化する中、次世代
教育に向けての「大学のあるべき姿」が問われていま
す。明治大学では、新しい時代の高等教育に求められて
いる「社会貢献」という役割を、教育・研究に続く３つ目
の柱として掲げ、大学が持つ様々な知的資産を社会に
開放・発信しています。
1999年4月に設立したリバティアカデミーは、社会に
開かれた「知」の拠点として、年間約380講座を開設し、
約22，000名の幅広い年代・立場の方々に受講いただい
ております。また、近年は高度化・多様化する地域の学
習ニーズに応えていくために、地方自治体との連携講座
をはじめ、各企業研修、国からの委託事業などに取り組
んでまいりました。
このたび明治大学では、
「 社会貢献」をより一層推進
していくために、
「社会連携機構」が創設され、同機構の
下に、再編されたリバティアカデミーと新たに地域連携
推進センターが設置されました。今後、新体制の下で、カ
明治大学社会連携機構長
明治大学地域連携推進センター長

福宮 賢一
（ふくみや
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けんいち）
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明治大学リバティアカデミー長

大友 純
（おおとも

じゅん）

リキュラムや講座の更なる質の向上を図り、より良い講
座創りを目指してまいりますので、引き続きリバティアカ
デミーをご受講くださるよう心よりお願い申し上げます。

●リバティアカデミー事務局は、アカデミーコモン11階にあります。
●レクチャールーム、ゼミナールルーム等、より効果的な講義のできる教室です。
●交流サロンをご利用いただけます。

キャンパスマップ・施設案内は86〜87ページ

オープン講座

▶▶▶▶

ポイント制度

オープン講座は、会員以外の方でも自由に参加でき

あなたの学習成果を大学が認証します。

る特別プログラムです。通常のプログラムにはない

各講座に学習時間に応じた
「ポイント：★」
を表示しています。
会員の皆
さんは、
講座を修了することでポイントを取得でき、
ポイントが一定数
累積すると、
リバティアカデミー独自の称号を授与します。
称号は教養･
文化講座を受講される方向けと、
ビジネスプログラムを受講される方向
けの2区分があります。
ビジネスプログラムを受講される方の称号は、
「明治大学アカデミー･マ
スター
（ビジネス･アドミニストレーション）
」
です。
この称号を目指して継
続的な学習に励み、
その成果を社会に活用されることを願っています。

貴重な「マナビ」を体験できる企画です。

特別企画講座
博物館、文化財団、
大使館、
新聞社等の外部団体との
共催による講座や、各界著名人による講座、実演･実

ポイント制度の詳細は88ページ

▶▶▶▶▶▶▶▶▶

習など特色ある講座です。
より専門的に学ぶ機会、
あ
るいは新たな学びのきっかけを提供する講座です。

教養・文化講座
明治大学9学部・大学院の教授陣を中心に大学の知を
広く公開する講座です。
現代社会をはじめ、
音楽･芸術、
世界の文化･文学、
日本の文化･文学･歴史まで、
幅広い好
奇心に応える豊富なラインナップを取り揃えています。

ビジネスプログラム
財務･会計、マーケティング、戦略とマネジメント、コ
ミュニケーション等、高度専門職業人に向けた最新
のビジネススキルを提供します。また、グループワー

会員更新の期限は、
3月31日までです。
お忘れなく！！
2008年度にご入会の方(有効期限2011年3月31日までの方)は、引
き続きリバティアカデミーをご利用いただくために「会員更新」の
手続き（*1）が必要です。有効期限は、会員証表面の「会員有効期限」
でご確認ください。2011年3月31日までの「会員更新」には、お得な
割引があります。

お得な割引
手数料2,000円（*2）で、3年間の会員更新ができます。
再入会（*3）より1,000円お得!
（*1）会員更新のみもお受けいたします。但し、
「再入会」の場合には、受講申込が必要です。
（*2）明治大学カード会員は1,000円です。
（*3）3月31日までに更新をされずに、4月1日以降、受講申込みをいただく場合には、
「再入会」の
お手続きとなり、入会金3,000円が必要になります。

お申込方法のご案内は6〜7ページ

▶▶▶▶▶▶▶▶

クなどを通じた受講生同士の異業種交流も活発で
す。
現代の日本を担うビジネスパーソンたちの集う知
の広場としても好評をいただいています。

資格・実務・語学講座
宅建や貿易実務、
ファイナンシャルプランナー等資格取
得を目指す講座、
TOEIC スコアアップ講座など、
様々
R

な分野でのスキルアップを目指すプログラム。
各専門教
育機関で実績のある講師陣が講義を担当します。
大学生向けに割引価格を設定しており、
就職活動を支
援します。
また、
シニアの方が楽しみながら学べる英会
話講座も開催します。

図書館の館外貸出サービスを開始しました！
リバティアカデミー会員
の特典として、明治大学
図書館の館内閲覧及び
生涯学習の支援を目的
として、館外貸出サービ
スを開始しました。
館外貸出サービスをご
利用いただくためには、
ライブラリー･カードの
申し込みが必要になります。詳細は、88ぺ一ジの「入会と受講の
ご案内（入会の特典）」をご覧ください。
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高度先端職業人、パワービジネスパーソンを目指す
トレーニング・プログラム。明治大学はあなたの
知の母港 になります。

Information

リバティアカデミーは御茶ノ水キャンパス
「アカデミーコモン」

「アカデミーコモン」
には、
ビジネスプロフェッショナルの
育成や、
新産業創出事業を展開するための諸機関が設置され、
社会との連携を推進しています。

〔アカデミーコモンの主な機関〕
●リバティアカデミー「ビジネスプログラム」
●専門職大学院グローバル・ビジネス研究科（ビジネススクール）
●法科大学院(ロースクール)
●専門職大学院ガバナンス研究科（公共政策大学院）

会員期限の更新は、3月31日までです。
お忘れなく!
2008 年度にご入会の方（有効期限 2011 年 3 月 31 日
までの方）
は、引き続きリバティアカデミーをご利用いただく
ために
『会員更新』
の手続き
（*1）
が必要です。
有効期限は、会
員証表面の「会員有効期限」にてご確認ください。2011 年
3 月 31 日までの
「会員更新」
には、
お得な割引があります。

●専門職大学院会計専門職研究科（アカウンティングスクール）
●社会連携促進知財本部
●知的資産センター
●専門職インキュベーションセンター

〔リバティアカデミー会員の利用施設〕
●教室(レクチャールーム、ゼミナールルーム)
●交流サロン

アカデミーコモンの詳細は86ページ
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お得な割引
手数料2,000円（*2）で、3年間の会員更新が
できます。再入会（*3）より1,000円お得!
*1 会員更新のみもお受けいたします。但し、『再入会』の場合には、受講申込が必要です。
*2 明大カード会員は1,000円です。
*3 3月31日までに更新されずに、4月1日以降、受講申込みをいただく場合には、『再入会」
のお手続きとなり、入会金3,000円が必要になります。

ご入会・受講申込の詳細は6・7ページ
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明治大学連合駿台会寄付講座

20… 明大出身法曹に揺らぐ社会の今を聴く
明治大学校友会寄付講座

21… 鼎談！「家元のお仕事」

熊﨑 勝彦 弁護士、元東京地検特捜部長
観世 清和 能楽観世流宗家

後援読売新聞

22… 時代の証言者 才女を超えて・曽野綾子
2011 年度リバティアカデミー開講記念講座

23…「ニュースが変わる」

明治大学創立 130 周年記念オープン講座
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曽野 綾子 作家
大越 健介 NHK キャスター
渡辺 隆喜 明治大学名誉教授
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（太平洋諸島センター）
共催

26… 太平洋の島々に生きる人々
27… 世界の民族音楽を聴く
28… クラシックの名曲と女性たち
29… 漆文化のはじまりと広がり

管 啓次郎 明治大学理工学部教授
江波戸 昭 明治大学名誉教授
白石 隆生 尚美学園大学教授
宮腰 哲雄 明治大学理工学部教授

戦略とマネジメント
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11110004
11110005
11110006
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30… 経営ゼミナール
31… 組織を考える
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社会保険労務士総合研究機構協力講座
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40… イノベーションと経営戦略
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風間 信隆 明治大学商学部教授
高橋 正泰 明治大学経営学部教授
高橋 正泰 明治大学経営学部教授
黒田 兼一 明治大学経営学部教授
平沼

高 明治大学経営学部教授

廣政 / 歌代 明治大学農学部教授 / 経営学部教授
吉村 孝司 明治大学専門職大学院会計専門職研究科教授
落合

稔 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授

42… 実践・マーケティング戦略セミナー
44… マーケティング・ゼミナール

大友

純 明治大学商学部教授

大友

純 明治大学商学部教授

井上 祟通 明治大学商学部教授

11110014

45… ビジネスは「消費者」理解からスタートする
46… ネットマーケティング実践講座
48… 地域ブランド戦略研究─地方の魅力と元気再生─
50… 新商品・サービス開発とビジネス活性化戦略

11110015

52… 小売ビジネスのマーケティング戦略

沢内 隆志 明治大学名誉教授

11110016

53… 広報の要（カナメ）

11110017

11110027

54… EViews で学ぶファイナンス計量分析入門
56… 財務諸表の見方・読み方（平日夜間コース・土曜集中コース）
57… 財務分析入門（平日夜間コース・土曜集中コース）
58… 株式投資ゼミナール
59…「商品開発と原価企画」セミナー
60… 知っておきたい外国為替の常識
61… 英国四大銀行から見た邦銀の経営戦略
62… 新しい株式投資への第一歩
63… はじめて学ぶ経理実務入門講座

11110028

64… NPO 法人の経営学

11110029

66… 一気にコミュニケーションの コツ を学んでしまおう！
68… グローバル発想とリーダーシップ

大友

69… コーチング入門（火曜コース・金曜コース）
70… コーチング・アドバンス
71… パブリック・スピーキング（Ａコース・Ｂコース）
真意を訊きだすインタビュー・共感を呼ぶ
72… スピーチ・参加者を引き込む司会技術
73… 人を動かすビジネスプレゼンテーション
74… 説得力を高めるプレゼン資料の作り方
75… 心のリスクマネジメント

森山 展行 日本コーチ連盟

11110008

マーケティング戦略
11110009
11110010
11110011
11110012
11110013

─破壊的技術創造の理論と手法を学ぶ─

─中小企業にも役立つ新商品・サービス開発のイロハから開発実践まで─
読売新聞連携講座

今津 美樹 ＷｉｎＤｏ'ｓ代表取締役
藤江 昌嗣 明治大学経営学部教授
菊池 一夫 明治大学商学部准教授

大友

純 明治大学商学部教授

財務･金融
11110018・19
11110020・21

明治大学駿河台校舎（お茶の水）

11110022
11110023

」 で展開しています。

11110024
11110025
11110026

北岡 孝義 明治大学商学部教授
﨑

章浩 明治大学経営学部教授

碓氷 悟史 亜細亜大学名誉教授
碓氷 悟史 亜細亜大学名誉教授
﨑

章浩 明治大学経営学部教授

恩田 英治 国際社会貢献センター会員
坂本 恒夫 明治大学経営学部教授
坂本 恒夫 明治大学経営学部教授
落合

稔 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授

中小企業・ベンチャー
坂本 恒夫 明治大学経営学部教授

コミュニケーション
11110030
11110031・32
11110033
11110034・35
11110036
11110037
11110038
11110039

─世界の土俵で成功するためのビジネス・スキル─

〜生き方の癖を活かすコツ・変えるコツ

脚本編〜

純 明治大学商学部教授

ヘンリー アンダーセン

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科准教授

森山 展行 日本コーチ連盟
小沼 俊男 元ＮＨＫアナウンサー
小沼 俊男 元ＮＨＫアナウンサー
村松 かすみ プラネット（株）シニアインストラクター
飯田 英明 （有）メディアハウス A&S 取締役
阪井 和男 明治大学法学部教授

MOT
11110040
11110041
11110042

アカデミーコモン

米国 UL 寄付講座

76… 安全学入門
CERI 寄付講座

78… 化学物質の法規制
一般社団法人 団地再生支援協会連携講座

80… 団地再生実践講座

向殿 政男 明治大学理工学部教授
北野

大 明治大学理工学部教授

澤田 誠二 明治大学理工学部教授

InformationⅡ
■キャンパスマップ・施設案内
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お申込方法のご案内
会員受付▶3月1日（火）10：30〜
一般受付▶3月3日（木）10：30〜

お申込は
3方法

WEB http://academy.meiji.jp
FAX 03-3296-4542
TEL 03-3296-4423

講座申込から受講までの流れ
入会申込・
講座申込

お支払

受講案内の
到着・確認
振込後1週間で
お手元に届きます

①入会申込・受講申込

Webサイトからのお申込・お支払
リバティアカデミーは会員制です。
「会員証」を発行し、大学図書館の閲
覧利用等、皆様の学習をサポートします。受講にあたってご入会手続きを
お願いします。なお、入会のみのお申込はできません。
受講される講座をお決めになりましてからお手続きください。

受講開始

ホームページを
リニューアル
リバティアカデミー入会金
3年度間有効 ¥3,OOO

【トップページ】http://academy.meiji.jp

①カテゴリー、フリーワード等から
検索を開始してください。

②講座一覧から希望する講座を
選択してください。

③講座内容確認後、
「受講申込」ボタン
を押してください。
【はじめてお申込みの方のみ】

④複数講座を申込む場合には「続けて他の
講座を申込む」を押してください。
申込リストの確認後、
「進む」ボタンを
押してください。
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⑤会員登録済みの場合は、会員番号、
パスワードをご入力ください。
初回申込の方は、会員登録へ
進みます。

⑥お名前・ご住所等を登録してください。
パスワードを設定し、受講規約を確認し
た後、登録を行います。

明治大学リバティアカデミー事務局
受付時間

アカデミーコモン11階

平日10：30〜19：00 土曜10：30〜15：30
(日曜･祝日及び大学指定日は休業)

②お支払

お支払は、クレジットカード コンビニでのお支払 が選べます。
（下図）
■ クレジットカード
･お支払回数は1回のみと
なっております。
･クレジットカードはご本人様
以外はご利用になれません。
（1）明治大学力一ド
（クレジット力一ド）

（2）各種クレジット力一ド

■ コンビニでのお支払
･アナウンスに従い手続きを
すすめてください。

⑧申込内容を確認していただき
完了となります。

FAX・電話でのお申込・お支払

ォーム(個人会員用)」
（p90）に必要事項

「講座受講申込」欄

をご記入の上、お送りください。

のみ

･ お電話の場合は、フォームの記入項目
について受付係にお知らせください。

「講座受講申込」欄

･ 事務局より請求書をお送りします。お近く

･ FAX、電話申込では、クレジットカード

【会員更新／再入会の方】
「講座受講申込」欄

「入会申込」欄

のコンビニエンスストアにてお支払くだ
さい。

「入会申込」欄の記入は不要
です。

【はじめてお申込みの方】

入会だけの申込はできません
ので、必ず「講座受講申込」欄
にもご記入ください。

会員番号

（再入会の方は旧会員番号）

の取 扱はしておりませんので、カード

「入会申込」欄

支 払をご 利 用の方 はWe bサイトから
お申込みください。

① 入会・受講申込／② お支払

【会員の方】

･ FAXの場合は、「入会･受講申込FAXフ

入会･受講申込FAXフォーム(個人会員用)記入例

③ 受講案内の到着･確認／④ 受講開始
･ご入金確認後、事務局より「受講案内」をお送りします。
･講座初回は「受講案内」をご持参の上、リバティアカデミー事務局カウンター
（アカデミーコモン11階）あるいは指定の受付場所へお立ち寄りください。
教室案内･教材配布等をさせていただきます。

･開講直前のお支払で
「受講案内」
が届かない場合には、請求書控をご持参く
ださい。
･会員証のお届けは、
お支払から、
約1 ヶ月後になります。
会員証が届くまで
の間は、
「受講案内」
を仮会員証としてお使いいただけます。
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曜日別講座一覧
オープン講座
曜日
水
金

講座名

講師名

日時

ビジネスプログラム
パンフレットページ

明治大学連合駿台会寄付講座

熊﨑 勝彦（弁護士、元東京地検特捜部長）

6/15
19：00〜20：30

20

PIC（太平洋諸島センター）共催

管 啓次郎（明治大学理工学部教授）ほか

7/22
19：00〜21：00

26

2011年度リバティアカデミー開講記念講座

大越 健介（NHKキャスター）

4/16
14：00〜15：30

23

明治大学創立130周年記念オープン講座

明治大学を創った若者たち

渡辺 隆喜（明治大学名誉教授）ほか

4/23・5/7・5/14・
5/21・5/28
15：00〜16：30

24

世界の民族音楽を聴く

江波戸 昭（明治大学名誉教授）ほか

5/21・6/18・7/16
14：00〜16：30

27

漆文化のはじまりと広がり

宮腰 哲雄（明治大学理工学部教授）ほか

7/2
13：00〜17：00

29

明治大学校友会寄付講座

観世 清和（能楽観世流宗家）ほか

5/14
14：00〜16：00

21

後援読売新聞

曽野 綾子（作家）

6/25
14：00〜15：30

22

白石 隆生（尚美学園大学大学院教授）ほか

7/10
14：00〜15：30

28

時間

教養・文化講座
パンフレットページ

明大出身法曹に揺らぐ社会の今を聴く
太平洋の島々に生きる人々
「ニュースが変わる」

土

鼎談！「家元のお仕事」
時代の証言者

日

才女を超えて・曽野綾子

クラシックの名曲と女性たち

特別企画講座
曜日

講座名

講師名

東紀州観光まちづくり公社連携講座

金山 秋男（明治大学法学部教授）ほか

13：00〜14：30

25

古墳発掘の成果とその被葬者像

大塚 初重（明治大学名誉教授）

14：00〜16：00

27

モノと遺跡から見た弥生時代

忽那 敬三（明治大学博物館学芸員）

15：00〜16：30

28

忽那 敬三（明治大学博物館学芸員）ほか

18：00〜20：00

29

ルーマニアの文化に親しむ

駐日ルーマニア大使館共催

伊藤 真弓（明治大学法学部准教授）ほか

15：00〜16：30

26

カレー探訪講座第７弾

鳥居 高（明治大学商学部教授）ほか

13：00〜14：30

30,31

佐倉 朗夫（明治大学農学部特任教授）ほか

10：00〜11：30
13：00〜14：30

32,33

日向 一雅（明治大学文学部教授）ほか

14：00〜16：00

24

熊野の自然が生んだ信仰と文化

月

金
「考古学ゼミナール」

考古学から探る古代の住まい

土

〔生田キャンパス開設〕

アグリサイエンス講座

〜

7/26（火） 〔千代田区後援〕夏季源氏物語公開講座
7/29（金） 光源氏の住まいと暮らし

リバティアカデミー時間割
リバティアカデミー講座の多くが、
右記の1〜5時限の時間割にそって
開講されています。
（一部、例外講座もございます。）
8
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1
時限

10：30〜12：00

2

13：00〜14：30

3

15：00〜16：30

時限

時限

4
時限

17：00〜18：30

5

18：30 以降

時限

教養・文化講座
曜日
月

火

水

講座名
江戸の戯作文学に親しむ
ランの世界

パート3

【和泉キャンパス】
俳句大学（和泉夜間クラス）
俳優を目指さない演劇ワークショップ
コンサートホールで歌おう！ 日本と世界の名曲
図書の文化史Ⅰ
地蔵菩薩霊験記絵を読む −日本の絵巻を読む その14−
いのちの軌跡 −宗教と文学の接点−
平家物語・その光と影（十三）
芭蕉をたづねて −夢は枯野を−
続・デジタル浮世絵で読みとく江戸文化
古代学研究の最前線 Ⅶ
和の空間 −庭− より一層の楽しみ方
ア・ミュージアム −「知」の玄関への招待− パート9
じっくり学ぶ 幕末から明治期の政治と社会 Ⅰ
人と時代と古文書と
文芸作品からみる江戸の社会文化
コミュニケーションは朗読から
沖縄の 本土復帰 とは何であったのか？
スポーツメディアの可能性とスポーツの行くえ
イスラームと社会
江戸随筆で調べてみよう
新聞から読み解く法律ゼミナール パート6
なぜ人は旅に出るのか その8
俳句大学（初級クラス）
江戸TOKYO 「時空の交差点」を探訪する
源氏物語を読みなおす（3）

光源氏の中将時代の物語（2）

木

金

土

俳句大学（中級クラス）
俳句大学（上級クラス）
現代を斬る
古代日本と朝鮮渡来文化
日本の哲学者たち（10）
考古学の方法<入門>Ⅳ
日本書紀の世界 XⅦ
俳句大学（夜間クラス）
ギリシア神話と芸術
シェイクスピアを読む
伊勢物語を読む 4
世界の「聖地」を旅する 第一の旅
花と童謡の文化誌
日本の祭りと異形の神々 シリーズ4
新版・ゆっくり学ぶ江戸の古文書
雲南の歴史と文化 ―明大アジア史講座（№13）−
全国古寺社めぐり
地域から見た古代文学
古事記の世界 Ⅲ
万葉集の世界 −巻四相聞を読むー
民族音楽紀行
西洋古版本の手ほどき
もう一度学ぶ平家物語とその時代
Your Mission to the Planet あなたにできる世界への貢献
オペラの愉しみ
笑い笑われまた笑う
江戸〜東京：都市と文化 Ⅷ
都市空間を歩く −近代日本文学と東京−
常識力を問い直す、専門家の視点 その２
クラッシクの名曲と女性たち
アメリカン・ミュージック再発見
フランス体験講座
漆アカデミー ベーシックコース特別編「漆を知り、使って楽しむ」
桃山文化 ⅩⅠ

講師名

時間

教養・文化講座
パンフレットページ

秀明（明治大学中央図書館事務長）ほか

13：00〜14：30

伊能
夏井 高人（明治大学法学部教授）ほか

18：30〜20：00

70
50

西山 春文（明治大学商学部教授）

19：00〜20：30

63

井上 優（明治大学文学部准教授）ほか
井戸田 総一郎（明治大学文学部教授）ほか
阪田 蓉子（元明治大学文学部教授）
渡 浩一（明治大学国際日本学部教授）
金山 秋男（明治大学法学部教授）ほか
大野 順一（詩人・日本文芸家協会会員）
大野 順一（詩人・日本文芸家協会会員）
牧野 健太郎（NHKプロモーション執行役員企画事業部長）ほか
吉村 武彦（明治大学文学部教授）ほか
重森 千靑（作庭家・京都工芸繊維大学非常勤講師）
伊能 秀明（明治大学中央図書館事務長）ほか
須田 努（明治大学情報コミュニケーション学部准教授）
福田 榮次郎（明治大学名誉教授）ほか
須田 努（明治大学情報コミュニケーション学部准教授）
浅沼 ゆりあ（演出家（劇団「害獣芝居」主宰））ほか
七沢 潔（ＮＨＫ放送文化研究所・主任研究員）
寺島 善一（明治大学商学部教授）ほか
鳥居 高（明治大学商学部教授）
阪田 蓉子（元明治大学文学部教授）ほか
津田 重憲（明治大学法科大学院教授）
林 雅彦（明治大学法学部教授）ほか
西山 春文（明治大学商学部教授）
伊能 秀明（明治大学中央図書館事務長）ほか

10：30〜12：30
10：30〜12：00
13：00〜14：30
13：00〜14：30
15：00〜16：30
15：00〜16：30
15：00〜16：30
18：00〜19：30
18：30〜20：00
13：00〜14：30
13：00〜14：30
13：00〜14：30
15：00〜16：30
15：00〜16：30
15：00〜17：00
17：00〜18：30
18：30〜20：00
18：30〜20：00
18：30〜20：00
13：00〜14：30
13：00〜14：30
13：00〜15：00
13：00〜14：30

43
48
52
92
38
86
87
75
83
64
68
77
73
76
41
34
40
55
78
35
60
62
69

日向 一雅（明治大学文学部教授）ほか

14：00〜15：30

90

西山 春文（明治大学商学部教授）
西山 春文（明治大学商学部教授）
飯田 和人（明治大学政治経済学部教授）ほか
金 任仲（明治大学文学部兼任講師）
合田 正人（明治大学文学部教授）
石川 日出志（明治大学文学部教授）
吉村 武彦（明治大学文学部教授）ほか
西山 春文（明治大学商学部教授）
山田 恒人（元明治大学文学部教授）
山田 恒人（元明治大学文学部教授）
山口 佳紀（聖心女子大学名誉教授）
立野 正裕（明治大学文学部教授）ほか
小川 和佑（文芸評論家）
水谷 類（明治大学文学部兼任講師）
伊能 秀明（明治大学中央図書館事務長）ほか
氣賀澤 保規（明治大学文学部教授）ほか
圭室 文雄（明治大学名誉教授）ほか
永藤 靖（明治大学文学部教授）ほか
永藤 靖（明治大学文学部教授）
居駒 永幸（明治大学経営学部教授）ほか
江波戸 昭（明治大学名誉教授）
雪嶋 宏一（早稲田大学教育・総合科学技術院准教授）
牧野 敦司（明治大学文学部准教授）ほか
川島 高峰（明治大学情報コミュニケーション学部准教授）ほか
須永 恆雄（明治大学法学部教授）ほか
山口 政信（明治大学法学部教授）ほか
加藤 隆（元明治大学理工学部教授）
佐藤 義雄（明治大学文学部教授）ほか
穴田 義孝（明治大学政治経済学部教授）ほか
白石 隆生（尚美学園大学大学院教授）ほか
鈴木 カツ（音楽評論家）ほか
高瀬 智子（明治大学農学部講師）ほか
宮腰 哲雄（明治大学理工学部教授）ほか
渡辺 誠一（明治大学名誉教授）

15：30〜17：30

62
63
36
54
80
72
82
63
56
57
91
59
66
67
71
53
65
84
85
89
46
51
88
39
45
42
74
81
37
44
47
58
61
79

15：30〜17：30
17：00〜18：30
17：00〜18：30
17：00〜18：30
18：30〜20：00
18：30〜20：00
19：00〜20：30
10：30〜12：00
10：30〜12：00
10：30〜12：00
13：00〜14：30
13：00〜14：30
13：00〜14：30
13：00〜14：30
15：00〜16：30
15：00〜16：30
15：00〜16：30
15：00〜16：30
17：00〜18：30
18：30〜20：30
18：30〜20：00
18：30〜20：00
18：30〜20：00
10：30〜12：00
13：00〜14：30
13：00〜14：30
13：00〜14：30
15：00〜16：30
15：00〜16：30
15：00〜16：30
15：00〜16：30
15：00〜16：30
15：00〜16：30
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ビジネスプログラム
高度専門職業人の時代一ビジネスにプロフェッショナル･スキルが求められています。リバティアカデミーでは、
「理論」と「実
践」の両面から経営科学に迫り、複雑なビジネス社会に対応できるスキルの育成を目指しています。
フレームワークを学ぶべ一シックなコースから、専門職に対応した高度な内容を含むコースまで、本学教員と実務家講師が、
みなさまのビジネスをサポートします。

曜日
月

火

講座名
組織を考える
経営ゼミナール
トヨタ流コスト造り込み活動
知っておきたい外国為替の常識
新しい株式投資への第一歩
NPO法人の経営学
コーチング入門（火曜コース）
団地再生実践講座
社会保険労務士総合研究機構協力講座

水

木

コーディネータ
高橋
風間
落合
恩田
坂本
坂本
森山
澤田
ケーススタディ実践

会社経営と人事労務
イノベーションと経営戦略
マーケティング・ゼミナール
−破壊的技術創造の理論と手法を学ぶ−
ネットマーケティング実践講座
小売ビジネスのマーケティング戦略
財務諸表の見方・読み方（平日夜間コース）
はじめて学ぶ経理実務入門講座
説得力を高めるプレゼン資料の作り方
経営戦略セミナーⅠ−戦略と組織を考える−
ビジネスは「消費者」理解からスタートする
地域ブランド戦略研究―地方の魅力と元気再生―
読売新聞連携講座 広報の要（カナメ）
財務分析入門（平日夜間コース）
株式投資ゼミナール
一気にコミュニケーションの コツ を学んでしまおう！
グローバル発想とリーダーシップ
世界の土俵で成功するためのビジネス・スキル
心のリスクマネジメント
〜生き方の癖を活かすコツ・変えるコツ 脚本編〜
社会保険労務士総合研究機構協力講座

金

土

経営労務監査の理論と課題
農と食のビジネス革新（植物工場編）
新商品・サービス開発とビジネス活性化戦略
−中小企業にも役立つ新商品・サービス開発のイロハから開発実践まで−
英国四大銀行から見た邦銀の経営戦略
コーチング入門（金曜コース）
人を動かすビジネスプレゼンテーション
実践・マーケティング戦略セミナー
EViewsで学ぶファイナンス計量分析入門
財務諸表の見方・読み方（土曜集中コース）
財務分析入門（土曜集中コース）
「商品開発と原価企画」セミナー
コーチング・アドバンス
パブリック・スピーキング（Ａコース）
パブリック・スピーキング（Ｂコース）
真意を訊きだすインタビュー・共感を呼ぶスピーチ・
参加者を引き込む司会技術
米国UL 寄付講座 安全学入門
CERI寄付講座 化学物質の法規制

正泰
信隆
稔
英治
恒夫
恒夫
展行
誠二

時間

ビジネスプログラム
パンフレットページ

明治大学経営学部教授
明治大学商学部教授
明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授
国際社会貢献センター会員
明治大学経営学部教授
明治大学経営学部教授
日本コーチ連盟
明治大学理工学部教授

19：00〜20：30
19：00〜21：00
19：00〜20：30
19：00〜20：30
19：00〜20：30
19：00〜20：30
19：00〜21：00
19：00〜20：30

黒田 兼一

明治大学経営学部教授

19：00〜21：00

吉村 孝司

明治大学専門職大学院会計専門職研究科教授

19：00〜20：30

40

大友 純

明治大学商学部教授

19：00〜21：00

44

今津 美樹
沢内 隆志
﨑 章浩
落合 稔
飯田 英明
高橋 正泰
井上 崇通
藤江 昌嗣
大友 純
碓氷 悟史
碓氷 悟史
大友 純
ヘンリー
アンダーセン

ＷｉｎＤｏ'ｓ代表取締役
明治大学名誉教授
明治大学経営学部教授
明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授
メディアハウスＡ＆Ｓ取締役
明治大学経営学部教授
明治大学商学部教授
明治大学経営学部教授
明治大学商学部教授
亜細亜大学名誉教授
亜細亜大学名誉教授
明治大学商学部教授

19：00〜20：30
19：00〜21：00
19：00〜20：30
19：00〜20：30
19：10〜21：10
19：00〜20：30
19：00〜21：00
19：00〜20：30
19：00〜20：30
19：00〜21：00
19：00〜21：00
19：00〜21：00

46
52
56
63
74
32
45
48
53
57
58
66

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科准教授

19：00〜20：30

68

阪井 和男

明治大学法学部教授

19：00〜20：30

75

平沼 高

明治大学経営学部教授

廣政 幸生/歌代 豊 明治大学農学部／経営学部教授

31
30
41
60
62
64
69
80
34

19：00〜21：00

36

19：00〜20：30

38

菊池 一夫

明治大学商学部准教授

19：00〜21：00

50

坂本 恒夫
森山 展行
村松 かすみ
大友 純
北岡 孝義
﨑 章浩
碓氷 悟史
﨑 章浩
森山 展行
小沼 俊男
小沼 俊男

明治大学経営学部教授
日本コーチ連盟
プラネット㈱シニアインストラクター
明治大学商学部教授
明治大学商学部教授
明治大学経営学部教授
亜細亜大学名誉教授
明治大学経営学部教授
日本コーチ連盟
元ＮＨＫアナウンサー
元ＮＨＫアナウンサー

19：00〜20：30
19：00〜21：00
19：00〜21：00
15：30〜17：30
10：30〜12：30
13：00〜16：00
14：00〜18：00
13：30〜16：30
11：30〜17：30
13：30〜18：30
9：00〜12：20

61
69
73
42
54
56
57
59
70
71
71

小沼 俊男

元ＮＨＫアナウンサー

13：30〜18：30

72

向殿 政男
北野 大

明治大学理工学部教授
明治大学理工学部教授

13：00〜16：10
13：00〜16：10

76
78

※一部、異なる曜日あるいは時間に実施する講義がございます。詳細はビジネスプログラムパンフレットにてご確認ください。

資格・実務講座
資格･実務講座は、各種資格取得や業務上必要とされる能力の向上を目的とした講座群です。個々の実力が試される、現代社会
では、個人の資質を高め、ステップアップするための手段として資格取得が注目されています。リバティアカデミーでは、社会人のス
キルアップ、大学生の資格取得、就職支援を基本方針として、実施されています。

曜日
月

火

水
木

10

講座名

時間

外務員資格（会員二種）合格対策講座
ビジネス能力検定（2級）合格対策講座
秘書技能検定（2級）合格対策講座
色彩心理（入門編）
宅地建物取引主任者合格対策講座
社会保険労務士直前合格対策講座
社会保険労務士合格対策講座（入門）
行政書士試験合格対策講座
日商簿記検定（3級）受験対策講座
ＦＰ3級資格（国家資格）合格対策講座
総合旅行業務取扱管理者受験対策講座
秘書技能検定（準１級）合格対策講座
ネットワーク時代のレファレンスサービスの原理と方法
通関士合格対策講座（平日夜間主コース）
外務員資格（会員二種）合格対策講座
知的財産管理技能検定（3級）合格対策講座
食生活アドバイザー検定®（3級）合格対策講座
日商簿記検定（3級）受験対策講座
貿易実務合格対策講座（初級）

18：30〜21：00
18：30〜21：00
19：00〜21：00
19：00〜21：00
18：45〜21：15
18：45〜21：15
18：45〜21：15
18：30〜21：00
18：30〜21：00
19：00〜21：00
18：30〜21：00
19：00〜21：00
19：00〜20：30
19：00〜21：20
18：30〜21：00
18：30〜21：00
19：00〜21：00
18：30〜21：00
19：00〜21：20

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

備考

水曜日（18：30〜21：00）も講義を実施します。
木曜日（18：30〜21：00）も講義を実施します。
木曜日（19：00〜21：00）も講義を実施します。
金曜日（18：45〜21：15）も講義を実施します。

木曜日（18：30〜21：00）、土曜日（12：30〜15：00）も講義を実施します。
土曜日（13：00〜18：10）も講義を実施します。
金曜日（19：00〜21：00）も講義を実施します。
土曜日（13：00〜17：50）も講義を実施します。
月曜日（18：30〜21：00）も講義を実施します。
金曜日（18：30〜21：00）も講義を実施します。
火曜日（18：30〜21：00）、土曜日（12：30〜15：00）も講義を実施します。
土曜日（4/30 13：00〜18：10、6/25 15：30〜18：10）も講義を実施します。

資格・実務・語学講座
パンフレットページ

38
41
43
49
27
28
29
30
32
39
40
42
50
34
38
36
44
32
33

曜日
木
金

土

講座名

時間

備考

18：30〜21：00
19：00〜21：00
13：00〜15：00
18：45〜21：15
18：30〜21：00
19：00〜21：00
9：30〜18：00
10：30〜12：00
10：30〜12：30
12：30〜15：00
13：00〜18：10
貿易実務合格対策講座（初級）
15：30〜18：10
通関士合格対策講座（平日夜間主コース）
13：00〜17：50
通関士合格対策講座（土曜集中コース）
13：00〜17：50
弁理士・知的財産管理技能検定（2級）合格対策講座
15：00〜17：30
総合旅行業務取扱管理者受験対策講座
13：00〜18：10
検索力のスキルアップとパスファインダー作成講座（演習方式） 15：00〜16：30
ビジネス能力検定（2級）合格対策講座
秘書技能検定（2級）合格対策講座
相続入門
宅地建物取引主任者合格対策講座
知的財産管理技能検定（3級）合格対策講座
秘書技能検定（準1級）合格対策講座
VE（価値分析・価値工学）入門講座
屋上緑化コーディネーター資格受験対策講座
証券アナリスト第1次レベル試験対策講座
日商簿記検定（3級）受験対策講座

月曜日（18：30〜21：00）も講義を実施します。

月曜日（19：00〜21：00）も講義を実施します。

火曜日（18：45〜21：15）も講義を実施します。
水曜日（18：30〜21：00）も講義を実施します。
火曜日（19：00〜21：00）も講義を実施します。

火曜日（18：30〜21：00）、木曜日（18：30〜21：00）も講義を実施します。

資格・実務・語学講座
パンフレットページ

41
43
48
27
36
42
24
25
26
32

木曜日（19：00〜21：20）も講義を実施します。

33

水曜日（19：00〜21：20）も講義を実施します。

34
34
37
40
51

火曜日（18：30〜21：00）も講義を実施します。

語学講座
曜日
月

講座名
Fun and Adventure in Creative English
すぐに役立つ実用英会話（初級・中級）
基礎英会話講座
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法 火曜コース（2クラス）

火

TOEICスコアアップ強化講座（駿河台）
TOEFL総合対策講座（通年クラス）
English in the News:ニューズで英語を学ぶ
らくらく中国語実用会話（入門）
挫折なしのビジネス英語（初級）
基礎英会話講座

水

TOEICスコアアップ強化講座（駿河台）
実用フランス語技能検定試験（仏検）3級・100％合格講座
国際英語ニュースで学ぶ世界の今と英会話
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法 木曜コース（2クラス）
英語で学ぶ日本文化（5月クラス）
英語で学ぶ現代日本の文化と時事（8月クラス）
気軽にはじめるハングル（入門）

木

TOEICスコアアップ強化講座（駿河台）
Talking about Britain 2
TOEICスコアアップ強化講座（生田）
TOEICスコアアップ強化講座（和泉）
挫折なしのビジネス英語（入門）
ビジネス英会話 電話対応からプレゼン、ミーティングまで（初級・中級）

金

土

TOEICスコアアップ強化講座（駿河台）
TOEFL総合対策講座（通年クラス）
挫折なしのビジネス英語（初級）
TOEICｽｺｱｱｯﾌﾟ土曜集中講座（駿河台）
英語で学ぶビジネス英会話に役立つピンポイント英文法
マイクのひとくち英会話プラスα（初級）(2クラス）
マイクのらくらく英会話（中級）(2クラス）
英語で学ぶビジネスコミュニケーションとビジネス英会話
Topics for Discussion（上級）(2クラス）

時間
19：00〜20：30
19：00〜20：30
Cクラス
10：30〜12：00
Dクラス
12：30〜14：00
10：30〜12：00
火-１-A
14：40〜16：10
火-2-B
16：20〜17：50
火-3-C
18：00〜19：30
火-4-A
19：40〜21：30
18：00〜20：30(初回および13回、最終回は18：00〜21：00)
19：30〜21：00
19：00〜20：30
19：00〜20：30
Aクラス
10：30〜12：00
Bクラス
12：30〜14：00
水-１-B
14：40〜16：10
水-2-C
16：20〜17：50
水-3-A
18：00〜19：30
水-4-B
19：40〜21：30
18：30〜19：50
19：00〜21：00
10：30〜12：00
13：00〜14：30
13：00〜14：30
13：00〜14：30
木-１-C
14：40〜16：10
木-2-A
16：20〜17：50
木-3-B
18：00〜19：30
木-4-C
19：40〜21：30
15：00〜16：30
18：00〜20：00
Aクラス
18：00〜20：00
Bクラス
18：00〜20：00
19：00〜20：30
19：00〜20：30
16：20〜17：50
金-2-B
18：00〜19：30
金-3-C
金-4-D
19：40〜21：30
18：00〜20：30(初回および13回、最終回は18：00〜21：00)
19：00〜20：30
10：30〜16：15
10：30〜12：00
10：30〜11：50
13：00〜14：20
13：00〜15：00
15：00〜16：20

備考

金曜日も講義を実施します。明治大学和泉キャンパスにて実施
金曜日も講義を実施します。

明治大学生田キャンパスにて実施
明治大学和泉キャンパスにて実施
明治大学和泉キャンパスにて実施

火曜日も講義を実施します。明治大学和泉キャンパスにて実施
火曜日も講義を実施します。

資格・実務・語学講座
パンフレットページ

76
84
61
61
80
62
62
62
62
68
75
54
78
61
61
62
62
62
62
52
86
81
79
79
53
62
62
62
62
71
65
66
66
77
85
62
62
62
68
78
64
83
72
73
82
74

★「チャレンジ!毎日学べる実践英会話(駿河台･和泉クラス)」は、月〜金曜日まで週5回です。
★リバティアカデミー会員が、割安で受験できる「TOElC®lPテスト」、
「TOEFL®テストlTP」の日程については、資格･実務･語学講座パンフ
レットでご確認ください。

教養・文化講座、資格・実務・語学講座の詳細は、
冊子「2011年前期 教養・文化講座」「2011年前期 資格・実務・語学講座」(無料)をご請求ください。

http://academy.meiji.jp
電話・FAXでもどうぞ
TEL：03-3296-4423 FAX：03-3296-4542
明大生のみなさん、語学講座は、明治大学(駿河台キャンパス)の時間割と連動しています!
ホームページから

リバティアカデミーの語学講座は、明治大学駿河台キャンパスの時間割で開講されています。
明大生の皆さん、講義のない時間帯はリバティアカデミーでスキルアップをはかりましょう!
(一部、例外講座もございます)
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

11

リバティアカデミーのあゆみ
取り組み

年度

12

1999年度

◆「明治大学リバティアカデミー」が創設され、公開大学講座、資格実務講座、博物館講座、大学院講座などを開講する。
◆1997年度から干葉県成田市との提携により開設している市民向け講座「明治大学･成田社会人大学」に「緑地環境
課程」を新設し、
「国際社会課程」及び「地域社会課程」と合わせて全3課程となる。※

2000年度

◆住宅金融公庫からの寄付金の受入により寄付講座「21世紀の住まいへのまなざし」を開講する。
◆厚生労働省「教育訓練給付制度」の対象施設に認定される。

2001年度

◆講座分野に「ビジネスプログラム」を追加し、本格的なリカレント教育を始める。
◆「法人会員制度」を導入する。
◆「明治大学生涯学習コミュニティサービス」を開発･導入。ホームページ「ナレッジカフェ」からの入会･受講申込の他、
大学として初めて「オンラインによるクレジットカード決済」を実現する。
◆長野県飯田市と連携して「明治大学･飯田産業技術大学」を開講する。※
◆厚生労働省より大学等委託訓練事業を受託し、
「経営管理者上級コ一ス」など3コースを開講する。

2002年度

◆インターネット講座「明治大学e-ゼミナール」の配信を始める。
◆講座分野に「語学プログラム」を開設し、TOElC ® 試験対策講座の拡充や、ビジネス英語、日常英会話などの講座を始める。
◆大同生命保険株式会社からの寄付金の受入により寄付講座「中小企業経営の再生実務」を開講する。※
◆神田神社(神田明神)、東京都古書籍商業協同組合神田支部などの協力により地域の産業、歴史、風土をともに考える
生涯学習事業を始める。また、NP0法人神田学会などとの連携講座では、学習成果を「神田再生計画発表会」として、
地域産業の代表者･住民の方々に発表する。

2003年度

◆会員誌「ACADEMYPRESS0(アカデミープレッソ)」を創刊する。
◆長野県飯田市と共同して「TV会議システムを活用したリアルタイム双方向遠隔講義」の実証実験を行う。
◆読売新聞社の協カによる「活字文化公開講座」を開催する。
◆干代田区講座講習会バウチャー制度（生涯学習個人補助金）の対象機関となる。※
◆文部科学省委嘱事業「東京湾岸地域大学間コンソーシアムによる社会人キャリアアップ推進事業」に協カし、駿河台
校舎でエンジニアを対象としたリカレント講座を2コース開催する。

2004年度

◆生涯教育を基本コンセプトとしたアカデミーコモンが竣工する。
◆箱根町などの協カを得て、地域産業活性化プロジェクト「箱根町地域活性化セミナー」を開講する。
◆講座の成果集としてブックレットを発行する。

2005年度

◆学習成果を認証する「称号」授与制度を開始する。
◆文部科学省からの委嘱による「司書講習」※、経済産業省委託事業「安全学入門」、全日本機械工業連合会委託事業
「安全工学の基礎」を開講する。
◆受託研修事業として「国税局職員専門研修講座」(東京国税局)※、
「最強の営業マン養成研修」(三幸製菓株式会社)
を実施する。
◆寄付講座「企業経営の臨床学」(社団法人日本経営士会)開講する。寄体講座（明治大学校友会）を開講する。※
◆平成17年度「現代的教育二一ズ取組支援プログラム（現代GP）」採択関連講座「地域経済連携支援講座」を開講する。
◆三鷹市にて、
「三鷹ネットワーク大学講座『太宰治考』」を開講する。
◆鳥取県と連携して「分権時代の公共経営セミナー」、「鳥取」講座（第17回全国生涯学習フェスティバル協賛講座）を開講する。

2006年度

◆「明治大学･成田社会人大学」が開設10周年を迎える。
◆読売新聞東京本社主催の「教育ルネサンスフォーラム食育セミナー」に「食」に関するリバティアカデミーの取組み事
例が紹介される。
◆和歌山県新宮市との提携協カにより、
「新宮市民大学」を開設する。※
◆那智勝浦町観光地魅カアップ推進委員会との共催により、
「日本の絵解きサミット」を開催する。
◆干代田区後援による「夏季源氏物語公開講座」、杉並区教育委員会共催による「近代文学講座」を開講する。※
◆受託研修事業として「（独）農林漁業信用基金中堅職員研修」を開講するほか、JR東日本、エプソン販売㈱などから受
講生の派遣を受ける。
◆文部科学省からの委嘱による経済産業省委託事業「製品の安全学」を開講する。
◆寄付講座「企業経営の臨床学」
（社団法人日本経営士会）を開講する。
◆「カレー探訪講座」で「カレー探訪シンポジウム」、
「現代GP成果発表」を行う。
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取り組み

年度

2007年度

◆多摩区･3大学連携協議会後援による生田キャンパス開設「食品の新たな機能を探る」、
「安全で安心なまちづくり」
を開講する。
◆和歌山県新宮市共催による「熊野学フォーラム」を開講する。※
◆埼玉県北本市で、
「明治大学公開講座」を開講する。※
◆福井県、大阪府枚方市,滋賀県高島市共催、読売新聞後援による「継体天皇即位1500年記念古代史フォーラム」を
開講する。
◆北国脇往還再見会議連携「北近江から日本史を考える」を開講する。※
◆寄付講座（明治大学連合駿台会）を開講する。※
◆受託研修事業として「ESJマーケティング･カレッジ」
（エプソン販売㈱）※、
「財務会計の基礎知識と意思決定」
（信越
ポリマー㈱）、
「平成19年度システム安全の研修システム安全専門技能研修」
（独立行政法人宇宙航空研究開発機構）
を開講するほか、JR東日本などから受講生の派遣を受ける。
◆文部科学省が公募する「社会人の学び直し二一ズ対応教育推進プログラム」に、事業名「広域連携による地方活性化
のための潜在的な社会参加二一ズ対応就労促進プログラム」で申請し、採択される。長野県飯田市、群馬県嬬恋村で
実施する。
◆長野県長和町との連携協カにより、
「長和町民大学」を開設する。※

2008年度

◆リバティアカデミー10周年を迎える。
◆寄付講座「自分年金作りのための田園型投資」
（ハートフォード生命保険㈱）、
「製品の安全学入門」･「機械安全とリ
スクアセスメント」
（㈱UL Japan）※、を開講する。
◆三鷹ネットワーク大学開設「東欧の歴史と文化 ヨーロッパ東部に広がる多彩な世界」を開講する。
◆読売新聞後援ビジネスプログラムオープン講座を開講する。※
◆京都府亀岡市連携講座「戦国武将『明智光秀』再考」を開講する。
◆和歌山県観光連盟連携講座「世界遺産『熊野路』を歩く」を開講する。
◆東紀州観光まちづくり公社連携講座「遥かなる海の旅路 聖地･熊野へ」を開講する。
◆社団法人日本経営士会連携講座「企業経営の臨床学」を開講する。
◆（財）飯伊地域地場産業振興センターとの連携により、飯田市産業技術大学「商品のパッケージデザイン･ネーミング」
を開設する。
◆受託研修事業として、「マーケティング研修」･「生産管理入門研修」（三幸製菓㈱）を開講する。
◆独立行政法人雇用･能カ開発機構より大学等委託訓練事業を受託し、
「戦略マネジメント実践コース」など6コースを
開講する。
◆文部科学省委託事業「社会人の学び直し二一ズ対応教育推進プログラム」を和歌山県新宮市及び鳥取県で実施する。
◆リバティアカデミー10周年特別企画アメリカツアーを実施する。

2009年度

◆寄付講座「新領域創造特論2（安全学入門）」
（（財）化学物質評価研究機構（CERI））を開講する。※
◆文部科学省委託事業「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」を長野県長和町で実施する。
◆文部科学省からの委嘱による「司書講習メディア授業」を開講する。※
◆文部科学省認定の「教員免許状更新講習」を開講する。※
◆福井県との連携により、連続講座とシンポジウムを開設する。※
◆山形県天童市との連携により、女性を対象にしたテーマ「私の一歩が地域を変える」を開設する。※
◆受託研修事業として「マーケティングの基礎」
（ミニストップ（株））、
「製品の安全学」
（JR東日本（株））※を開講する。
◆コープマネジメントスクール・コープカレッジを終了する。
（2001〜2009年度迄）

2010年度

◆受託研修事業として「マーケティング研修」三幸製菓（株）を開講する。
◆東京都府中市との連携により、
「府中市・明治大学連携講座」として3講座を開設する。
◆福井県鯖江市との連携により、
「鯖江市・明治大学連携講座」を開設する。
◆社会連携機構が創設され、同機構の下に、再編されたリバティアカデミーと新たに地域連携推進センターを設置する。

※印の講座は継続しておこなわれています。
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私の受講体験記

大川 隆司さん

キッコーマン株式会社

監査部

2008年4月に九州支社長より宣伝･メニュー開発の担当マネジャーに異動となりました。本社マーケティングスタッフ
は、2000年7月に近畿支社に異動以来8年振りの着任となりました。この8年間で、
マーケティングを行う上での生活環
境が大きく変わりました。2000年までは、
マスコミ4媒体（特にテレビ）が大きなウエイトを占め、企業側の一方的な情
報で購買活動を刺激していましたが、現在は、消費者が関心を持った商品は、まずパソコン・携帯電話で情報検索を行
い、自分自身で関心のある商品の品質・評判・価格を色々なサイトで検討してから購買する行動パターンに変わってきま
した。また、デフレ経済基調の中、食品業界の場合原料資材の高騰もあり、収益性確保の面から、広告宣伝費の削減
を進められ、一層広告の効率性が求められる状況でした。
アドバタイザーズ協会等のセミナーに参加して認識を深めてきましたが、着任１年が過ぎ、これから当社のWebマーケ
ティングをどのように展開すべきか考えていた時に、人事部より定期の案内があり、実践的で最新の業界動向が教えられると期待してこの講
座を申し込みました。
6回講座でしたが、今津講師以外に2回外部講師による最新の業界動向講座が組み込まれ、期待通りに最新のインターネット広告業界の
事情も確認できました。講義の中で多くの示唆がありましたが、講義を通じて得た事を業務に活かすべく、当社のホームページのコンテンツを
より一層充実し、そのコンテンツへの導線のための広告を展開（ターゲットにより使用媒体は異なりますが）しております。そしてお客様がコン
テンツへの感想・要望を返せる仕組も構築しました。また余談ですが、講師が会員の通販サイトも講義中に事例の一つとして紹介されました
ので、今津講師のブランドやデザインの好みが判り、女性参加者には親近感が湧いたようです。
短期講座にはめずらしく、講師の今津先生の人柄から、講義後食事会が催され、参加メンバーの業界事情・メンバーの性格が知らされるこ
ととなり、その後メンバー間での食事会や、女性の間ではスイーツ会が催されたようです。失礼ながら、大学教授には無い面が多い講師ですの
で、新しい発見をするにはいい講座だと思います。

関連講座 ネットマーケティング実践講座 46･47頁

私の受講体験記

西村 明子 さん

財団法人専修学校教育振興会

2010年前期に「心のリスクマネジメント」を受講しました。講座の開始時間が平日夜7時という社会人にとっては早い
時間にもかかわらず、性別・年齢様々な30人以上の受講者に驚き、刺激を受けました。昨今の労働環境のためかほぼ全
員社会人で、部課長クラスの方も散見されました。
本講座は、6回という非常に短い設定ですが凝縮されたものでした。交流分析の考え方のひとつを用いて、日頃の人
間関係を円滑にするヒントにしようというテーマで、私たちは、各々のコミュニケーションのクセやその人を動かす「ドラ
イバー」を学びました。グループワークも多く、和気あいあいとした雰囲気の中で受講できました。同じ人格タイプの方と
共感し、違うタイプの方の意見を聞いて違いを認識していくことで、今まで漠然と感じていたことの輪郭がはっきりする
面白さがありました。また、自分がどういう心理状態にある時がコミュニケーションエラーを招きやすいか、これも今まで
自分が経験していたことの理由がわかり、納得できました。
受講者の中には、上司・部下等身近な人間関係に課題があり解決のために出席されている方もいらっしゃいました。現実は到底「型どおり」
にはいきませんが、ヒントを得た方もいたようです。終了後も、メーリングリストでつながっているので、近況報告をしたり、質問をしたり、という
環境にあります。
私は、現在、教育の仕事に携わっています。また、キャリアカウンセラーの仲間とボランティアで、休日に、学生の就職活動のサポートをして
います。人間関係で躓く学生は少なくありません。交流分析等心理学に易しくアプローチしたものを学生たちも学び、自他を知り、違いを受け
入れることができたら、悩まなくてもいいことまで悩まずに済むかもしれません。今後も交流分析を学び、将来的に、学生たちが学べるプログラ
ム作成のヒントにできればと考えています。

関連講座 心のリスクマネジメント 75頁

私の受講体験記

松浦 亮さん

富士ゼロックス株式会社 品質本部 品質管理部

私は、'09年度 新領域創造特論2・3を受講した、社会人の受講生です。今回の2つの講座の課目とテーマは、私の業務に関連しているので、
興味あるものでした。また、受講しようと決意した主な要因は、各テーマの専門家が講師として最近の情報をもとに講義が開催され、教科書で
は入手が難しい「タイムリーな最新の専門情報が入手できる」ためです。受講前に講義内容に関する知識は多少ありましたが、すべてを網羅する
ほど広く・深いものではありませんでしたので、講義のいくつかの新しいテーマについて、専門家の講義を聞いて知識を得るのも「私のチャレン
ジ」の1つでした。受講の対象となる分野（化学関連と電気・機械安全関連）の中では、
「安全」の領域は広く、深いものがあります。そして、受
講した後に感じたことは、既存知識があっても、忘れかけていたものを思い出し、理解度を深めることや復習することはとても有意義だったとい
うことです。また、新しい分野については、私の知識で理解できる部分は興味深いものがあり、参考となりました。しかし、一方、現在の私の知
識では理解が十分出来ない難しいところもあり、
「学ぶことの重要性」を痛感し、今後の課題として「得意分野を少し外れた所の知識の取得」
を認識した、ちょっぴり苦い思い出でもありました。
キャンパスライフでは、受講生のみなさんとの交流も生まれ、新しい友人も多数でき、お昼休みや講義終了後に、受講生同士での講義内容
に関する意見交換が出来ました。私にとっては、会社の業務以外での知識を広げる場として、この講座はとても、充実した内容でした。

関連講座 化学物質の法規制 78･79頁

Our Curriculum

理諭と実践、
活力あるリーダーを育てたい
14
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レクチャー
経営科学の基礎力をつける
活力あるビジネスを推進するためには、新しいビジネスを創造する企画カや的確な判断によ
る意思決定がもとめられます。オリジナルの教材と、ときにインタラクティブなレクチャーに
より、ビジネスの基礎を学びます。

事例研究
ビジネス･リーダーに企業の成長力を学ぶ
経営科学は、理論だけでは成り立ちません。大学教員の研究成果としての企業事例に加え、
実務家教員を招聘する実務的講義を行います。実務家教員とビジネス研究の一線で活躍する
本学教員とのジョイント講義で、理論と実践に迫ります。

ゼミナール
変革する時代を読み解く発想力を高める
大学･大学院の輪読形式（ゼミナール）による学習手法を取り入れた講座です。講師のミニレ
クチャーと発表者による報告、クラスディスカッション、講師の講評によって進行します。受
講生同士の交流も活発に行いますので、異業種の発想を学ぶことができます。

戦略企画立案演習
マネジメントを体感し、実践力をのばす
新商品の企画･販促などの特定の課題設定や現実の企業経営に基づいたケース（教材）をも
とに、グループ毎に問題発見、環境分析、課題解決方策について討議し、最終意思決定を取
りまとめます。知識だけでなく実践的なマネジメントスキルを育成します。

グループディスカッション･ロールプレイング･実習
学びをビジネスに変換する応用力を訓練する
グループワーク、クラスディスカッション、シンポジウムなどインタラクティブな学習形式を取
り入れた講座があります。特にコミュニケーション関連科目では、実技･実習を重視し、体験か
らスキルを高める内容となっています。

学習成果を認証します
あなたの学習成果を大学が認証し、
『称号』を授与します。各講座に学習時間に応じ
たポイント『★』を表示しています。講座修了でポイントを修得、ポイントが一定数
累積すると、大学からこの制度オリジナルの称号（ビジネスプログラムの方は『明治
大学アカデミー･マスター（ビジネス･アドミニストレーション）
』）が与えられます。
この称号をもって、わが国の企業経営を牽引し、グローバルに活躍されることを願っ
ています。

図書館･閲覧席
会員期間中、大学図書館の閲覧･閲覧席の利用ができます。講義の事前準備、復習に
役立ててください。図書の館外貸出サービスについては別途手続きが必要です。詳
しくは、入会規約のぺ一ジをご参照ください。

ディスカッション･閲覧席
リバティアカデミーの講義では、受講効果を高めるための自主的なグループ討議や、
グループプレゼンテーションに備えたグループディスカションを奨励しております。
受講期間中は教室等の貸出しを行っておりますのでご利用ください。

交流サロン カフェ「パンセ」
講義前後での講師･クラスメイトとの交流や、休憩時間に利用いただける施設です。
カフェは会員割引料金にて利用できます。
各種サービス･施設利用については、入会規約88ぺ一ジをご参照ください。
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片川 統博さん

黒田 裕子さん

バイエル薬品株式会社
オンコロジー事業部
マーケティング

コトブキシーティング
株式会社
営業本部事業開発部

一昨年に「実践・マー
ケティング戦略セミナー
（前期）」を受講し、講師
陣の情熱ある講義が忘れ
られずにいましたが、転職
、単身赴任と慌ただしく過ごし、やっと受講の機会がで
きました。次は、より実務に即した参画型の講義を考え
ていたので、毎週楽しみながら参加しました。
本講義ではチームに分かれて企画立案を行いまし
たが、受講者は他業種で職種も多様であり、その思
考や発言は、後退しかかった発想に刺激を与えてく
れ、日頃の仕事では得難い体験であったと感じてい
ます。また、大友先生、小川先生も懇切丁寧に対応
を頂きながら、意見交換など積極的に働きかけて下
さり、我々の目線に立ちながら、考える事の大切さを
教示頂けたものと思います。特に大友先生から教え
て頂いた「売り手売り手間関係の創造の中に価値が
見える」という言葉は印象深く、今後の業務の中で
熟成させたいと考えています。
さて、
マーケティングは、先を見つめることが大切
であると意識してはいますが、現実は、日常の仕事に
追われ近視眼的になりがちです。
実際、私が属する医薬品業界は医師などの医療従事
者が顧客であると考えてしまいますが、「笑顔」を創れ
る環境が大切ではないかと考えるようになりました。
つまり、最終ユーザーである「患者（家族）」を意
識した行動を取り、自社の扱う医薬品（製品）が患者
（家族）に利益（病からの解放）をもたらすことによ
り、顧客に使用動機を高め、喜んで使用して貰える
機会を創出することで、それぞれに「笑顔」が生まれ
ると考えます。また、それらの経験から顧客との永続
的な関係構築ができ、最終的に製品（会社）を介し
て社会貢献できるのではないかと真摯に考える様に
なれたことは、大きな収穫であったと思います。
個人として、多角的な視点で、将来を見据えて奥深
く考えるマーケティングの視線など、当初の想像以
上に得られる知識が多く、社会人として成長できる
伸びシロを広げてくれるセミナーであり、マーケティ
ングを学びたい方はもとより、広く社会人交流をお
考えの方々にもお勧めのセミナーです。
あとは実務に活かすべく、学習した事を実践する
のみですが、ここが最大の難関といえます。研鑽を積
む事は勿論ですが、受講者や先生方とも継続した交
流を持ち、刺激し合える関係が持続できれば最高の
喜びであり、ぜひ実行したいと思います。
瞬く間に過ぎるほど充実した時間を共有できたこ
と、受講者ならびに講師の皆様方、そして受講を許し
てくれた家族に感謝しています。

関連講座

商品のデザイン、設計、
企画・開発に携わった後、
法人営業を担当して7年、
マーケティングの役割の
一部も担っていましたが、
自己流の理解で進めているのではないかと思ってい
たこともあり、異動で事業部門が変わったことを機
に、とにかく一度マーケティングの講義をきちんと受
講してみようといろいろ探した結果決めたのが、
2008年秋の明治大学のビジネスプログラムでした。
まずベーシックなマーケティングを学ぶために｢速
習・マーケティング講座｣の受講を決めましたが、同
時に、
ＩＴ・webの知識も無いながらも、これからの時
代のマーケティングにはwebマーケティングははずせな
いと考え、合わせて受講した講義が｢実践・webマーケ
ティング講座｣です。
「webマーケティングって？」、
「会
社で提案できるところまで理解できるのだろうか？」
というレベルからのスタートでしたが、講義は、ＩＴ業
界、web環境の世界の動向、国内や日本ではまだ殆
ど知られていない海外の最新事例の紹介が盛り込ま
れた、大変楽しく且つ刺激的な内容でした。また、自
己プレゼンテーションや社内・社外へのプレゼンテ
ーション、コミュニケーションのとり方なども含まれ、
思いがけず、これからのビジネスパーソンの基本素養
だと考えていたスキルを学べたように感じています。
変化の激しいITやweb環境の最新事例を知りたく、
2009年春には「実践・クロスメディアマーケティング
講座」として講義範囲をより広げた今津先生の講義
を続けて受講しました。
ＩＴ業界での実務経験と実績、
そしてワールドワイドな現地調査や情報収集に裏打
ちされた講義は、まさに変化や進化を感じるにふさわ
しく、継続した学習が必要だとあらためて認識させら
れるものでした。
同じ講義に参加したメンバーとの交流も収穫のひ
とつです。向上心のある多様な業界の方々と共に学
び意見交換や情報交換をすることは、視野が広がり、
励みや楽しみにもなっており、先生はじめ皆様にも感
謝しております。
今年度再び異動し、川上の営業の仕事にも携わる
ようになったため、学習をより活かすべき環境となっ
てきました。難しいことですが、これまでとは違った
説得力のある取り組み方ができるのではないかと、自
分自身に期待もしています。

関連講座

ネットマーケティング実践講座
46・47頁

実践・マーケティング戦略セミナー
42・43頁

ベーシックなフレームワークを学ぶ方から、財務、マーケティング販売･営業、経営支援などの
スペシャリストを目指す方、トップマネジメントの方も受講生全体の約10%を占めます。
交流から知を創出する「大学」のノンディグリープログラムです。

Our Student

ビジネスのツボ満載、
売れるひらめきのために
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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東京都
機

者

戦略マネジメント実践科
貿易実務・マーケティング科

ビジネス・マネジメント実践科
［研修時間］
180〜188時間

しています。
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法人会員制度をご利用ください
教養・文化講座、資格・実務・語学講座、ビジネスプログラム受講料が10%割引になります
法人会員制度は、法人（全社、事業所、部課）単位でご入会いただく制度です。
社員研修や自己啓発プログラムの一環としてご活用ください。
■入会金30,000円（3年度間有効）
■受講料10%割引（人数制限はございません）
詳しくは法人担当まで「法人会員案内」をご請求ください。 TEL：03- 3296- 4423
主な法人会員
● 株式会社プルータス
● 株式会社ナガホリ
● 岡部株式会社
● 株式会社京王百貨店
● 株式会社小田急百貨店
● NPO法人住宅外装テクニカルセンター
● 新日本無線株式会社
● 株式会社トーソー商品企画部
● キッコーマンビジネスサービス株式会社
● 株式会社丸三
●マイボイスコム株式会社
● サンウェーブ工業株式会社開発室
●ミニストップ株式会社
● 能美防災株式会社
● 株式会社マサル
●富国紙業株式会社
● 株式会社しんきんカード

●プレミアコンファレンシング株式会社
●日本ミルクコミュニティ株式会社
● 株式会社ジェイアール東日本パーソネルサービス
●マックス株式会社
●エプソン販売株式会社
● 株式会社UL Japan
● 株式会社第一ヒューテック
● 株式会社細川洋行
●東レ株式会社
● NPO法人チャリティ・プラットホーム
●日本メドトロニック株式会社
●白十字株式会社
●日本高周波鋼業株式会社
● 株式会社システムシンク
● 株式会社インフォメーション・ディベロプメント
● 株式会社トヨタレンタリース栃木
●日活株式会社
● 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモグループ事業推進部

●ビー・エム・ダブリュー株式会社
● 国士舘大学附属図書館
●日本トイザらス株式会社
● 薬樹株式会社
● 株式会社ディスタント・ビュー
● 株式会社トランストラクチャ
● 日本アスペクトコア株式会社ライブラリーサービス営業部
● 株式会社ビジコム
● 野口精機株式会社
●シチズン時計株式会社
●日本マルチメディアサービス株式会社
● 株式会社ヴィエント・クリエーション
● 株式会社イノベーショントラスト
● 株式会社エトワール海渡
● 株式会社タカムラ
● 株式会社ナイキジャパン
● 株式会社オープンループ

詳しくはホームページにて http://academy.meiji.jp

ビジネスの問題解決に必要な能力を身につけ新しい商品づくりに活かす
企業を取り巻く環境が激変していく中で、商品戦略の立案は年々難しくなり、さまざまな情報や幅広い知識が必要になってきて
います。私が所属する開発企画部は、商品づくりに必要な企画業務のスキル向上のため、2005年から法人会員になりました。
商品戦略立案に必要とされるマーケティング、調査分析、課題設定、戦略仮説等の検討を行うためにも企画スキルの向上が欠か
せません。当社では、教育訓練の一環として商品企画の実務遂行に必要な知識を習得するため、明治大学リバティアカデミーの講
座を受講しています。各講座の内容に基づき、参加メンバーは、報告もしくは必要に応じて勉強会を開催し、部内・グループ内で知
識の共有化を図っています。講座に参加したことをきっかけに、講師の先生にコンサルタントとして助言を戴いたこともあります。
私自身としては、何度か明治大学リバティアカデミーの講座を受講して、自分のスキルアップは勿論ビジネスにも活かせる内容が
多かったと思います。また、異なる業種の企業の方や学生の方も沢山参加しており、講座に参加することで刺激を受けモラールの
向上にも繋がりました。講座はロジックの内容だけでなく実際のビジネスに役立つヒントが多く含まれていると思います。一日だ
けの短期集中セミナーと異なり、毎週1回の講座を数回受講することによって理解を一層深められるカリキュラムになっています。
今後もマーケティングやマネジメント、そして人材育成面から社会に貢献するビジネス、商品づくりに活かせる講座の充実に期
待しています。

取引先に存在価値を認めてもらえる集団を目指して
初めてリバティアカデミーを受講し始めたのは5年前。
厳しい時代を乗り越えていくには頭脳を使わないと！と世間で叫ばれ弊社が商売をしている業界でも声高に言われておりました。が、頭脳
を使った商売とは？と考えてみたもののさっぱり分からない。
私達の商売は紙という最もシンプルで誰も知らない人がいない、また使わない日はない商品。頑張らなくても日本経済が成長すれば需要は
増加し、御用聞きのような営業（？）で会社が成り立っておりました。という事で今まで余り頭を使ってきませんでした。しかし、経済が変化し
厳しい時代になり今までのようにはいきません。そこでどうしたものかと困っていた時明大のリバティアカデミーの事を聞いたのです。早速ネ
ットで調べてみるとカリキュラムも豊富で時間と受講料もリーズナブル！これはいいなと思いました。すぐ資料を請求し、取りあえずマーケティ
ングを勉強してみよう、何かヒントが見つかるのでは？と考えました。そこで、もう一つ考えたのは私一人が勉強するよりも社員も一緒に勉強し
た方がヒントが増えるし、話がお互い分かり易いという事です。早速社員に説明し半ば強制的に違う講座を受講する事にしました。
石の上にも3年といいます。いままでマーケティング用語に無縁だった私達はよく分からない言葉に四苦八苦しながら、多少引き気味の社員
を説得し4年間続けました。そして今年は5年目。少しずつ慣れてきたようで今では自発的に参加しています。私自身も受講していく内にマーケ
ティングとは何なのか、どう頭脳を使えばいいのか、という事がおぼろげですが見えてきました。
色々な試みをして成功している企業の経営者の話を聞く事はとてもヒントになりますし、勇気をもらいます。またマーケティング理論を勉強
することで基本の考え方が理解出来ます。2つ受講する事でそれぞれ違った角度で勉強が出来るので見識が広がります。時間を捻出する事が
厳しいですが、何とかやりくりしています。また、其々のゼミで異業種の方々との輪が広がりどの業種も厳しい中色々な試みをしている事も知
り更に見識が広がっています。その結果、営業として取引先と話をする機会が多いですが、話の幅が広がりました。
今では知りたい事が出てくるとリバティのカリキュラムの中にその関連がないか探してしまう程です。
受講するゼミが増えて困っている一面もありますが、日々マーケティングも進化していく中、今後も勉強を続けながら頭脳を使った商売が出
来る集団へと変化していきたいと思っています。
これからも社員教育の一環・また自分自身の自己啓発にリバティアカデミーを活用し続けたいと思います。
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講座コード

11170009

オープン講座

明治大学連合駿台会寄付講座

明大出身法曹に揺らぐ社会の今を聴く
6月15日（水）

開場18:30 開講19:00
(〜20:30)

会 場／駿河台キャンパス
アカデミーコモン2階ビクトリーフロア暁の鐘

不祥事はなぜ起きるのか。
─その背景・要因について
21世紀の日本は、事前規制型社会から市場競争型社会、事後チェッ
ク型社会への転換が行われる中で起きた幾多の企業不祥事をはじめ、
政治と金の問題を含め、社会の広い領域で重大な不祥事や事件が発生
している。特に、大阪地検特捜部幹部らによる証拠品改ざん事件に係
る不祥事は社会に衝撃を与えた。法化社会と言われる中で、なぜ、守
られるべき当たり前の事が守られないようになったのか、予測もでき
ないような重大な不祥事が起きるのか。事件は時代を映す鏡である。
長年の東京地検特捜部時代における政・官・業に係る構造的な特殊、
重大事件の捜査や、弁護士としての企業不祥事の調査委員会活動など
に携わった貴重な体験を踏まえつつ、社会に多発する近時の不祥事の
特徴と発生の根本的原因・背景を洞察し、機能するコンプライアンス
を考え、併せて、衰退しつつあると言われる日本社会の活力を醸成さ
せるためにはどうあるべきか、また、若き世代の人間力強化のための
在り方などについてお話しする。
Profile

熊﨑 勝彦（くまざき かつひこ）
弁護士、元東京地検特捜部長、元最高検公安部長
明治大学法学部卒。72 年検事に任官。東京地検特捜部長、最高検公判部長、同公安部長などを歴
任し、04 年退官。弁護士となり、熊﨑勝彦綜合法律事務所を開設。明治大学法科大学院客員教授を
務めたほか、日本プロ野球コミッショナー顧問、企業の社外役員、岐阜女子大学客員教授、学校法
人明治大学監事などを務めるかたわら、テレビ解説、講演活動を行う。
なお、東京地検特捜部時代には、
「リクルート事件」
「共和汚職事件」
「元自民党副総裁に係る巨額
脱税事件」
「ゼネコン汚職事件」
「大手証券・銀行に係る利益供与事件」
「大蔵省・日銀汚職事件」な
ど、多くの特殊重大事件の捜査を担当・指揮した。

お申し込み
■受 講 料 明大生・会員…無料／一般…1,000円
■申込方法 事前予約制です(全席自由、先着150名)。
リバティアカデミー事務局までお申込ください。
TEL

03-3296-4423

FAX

03-3296-4542

E-Mail

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

アカデミーコモン
リバティタワー

academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX･メールでお申込みの場合には、
講座名、
お名前、
ご住所、
電話番号をお送りください。
（明大生、
リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●受講料は、
当日
「会場受付」
にてお支払い頂きます。
●駿河台キャンパスは、
JR
「御茶ノ水」
徒歩 3 分、
丸ノ内線
「御茶ノ水」
徒歩 3 分
干代田線
「新御茶ノ水」
徒歩 5 分、
新宿線･半蔵門線･三田線
「神保町」
徒歩 5 分です。
●リバティアカデミー
「オープン講座」
は、
会員以外の方も広く受講いただけます。
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明治大学駿河台キャンパス

大学会館

講座コード

11170010

オープン講座

明治大学校友会寄付講座

鼎談！「家元のお仕事」
協

5月14日（土）

開場13:00 開講14:00
(〜16:00)

会

力：読売新聞東京本社

教育支援部・文化部

場／駿河台キャンパス
アカデミーコモン3階アカデミーホール

室町時代に観阿弥・世阿弥によって大成
した能は、600 年余の長きにわたって演じ
継がれてきた日本が誇る伝統芸能です。この
観阿弥・世阿弥を祖とする観世流を率いて
いるのが二十六世宗家・観世清和さん。能楽
師 1,000 人を抱える最大流派の「家元」とし
て研鑽を積む一方、能の普及活動や復曲にも
積極的に取り組み、次代の家元となる息子・
三郎太さんの稽古にも力を入れています。そ
んな「家元」の仕事を通して、芸の伝承や国際
化、組織を統率するリーダーのあり方など
を、観世宗家と、明治大学国際日本学部の蟹
瀬誠一学部長、さらに読売新聞文化部の塩崎
淳一郎記者が論じ合います。

観世 清和（かんぜ きよかず）
能楽観世流宗家
1959年、能楽観世流の二十五世宗家・左近の長
男に生まれる。64年「鞍馬天狗」の花見で初舞
台。父の死後、90年に二十六世宗家となる。96年
に芸術選奨文部大臣新人賞を受賞。数多くの海
外公演にも参加している。

蟹瀬 誠一（かにせ せいいち）
明治大学国際日本学部長
1950年石川県生まれ。上智大学卒業。
米ＡＰ通信社記者、仏ＡＦＰ通信社記
者、米「TIME」誌特派員を経て、91年に
民放 TV 報道番組キャスターを務め
る。2004 年、明治大学文学部教授に
就任、2008年から現職。BS-TBS「賢者
の選択」のメーンキャスター。

塩崎 淳一郎
読売新聞 文化部記者

お申し込み
■受 講 料 明大生・会員…無料
■申込方法 事前予約制です(全席自由、先着800名)。
リバティアカデミー事務局までお申込ください。
TEL

03-3296-4423

FAX

03-3296-4542

E-Mail

明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン

academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX･メールでお申込みの場合には、
講座名、
お名前、
ご住所、
電話番号をお送りください。
（明大生、
リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●受講料は、
当日
「会場受付」
にてお支払い頂きます。
●駿河台キャンパスは、
JR
「御茶ノ水」
徒歩 3 分、
丸ノ内線
「御茶ノ水」
徒歩 3 分
干代田線
「新御茶ノ水」
徒歩 5 分、
新宿線･半蔵門線･三田線
「神保町」
徒歩 5 分です。
●リバティアカデミー
「オープン講座」
は、
会員以外の方も広く受講いただけます。

大学会館

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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講座コード

11170011

明治大学リバティアカデミー ビジネスオープン講座
オープン講座

後援 読売新聞

時代の証言者 才女を超えて・曽野綾子

─読売新聞記者による公開インタビュー─

6月25日（土）

会 場／駿河台キャンパス
アカデミーコモン2階ビクトリーフロア暁の鐘

開場13:30 開講14:00
(〜15:30)

23 歳で作家デビューし、「才女の草分け」と言われ
たころから、今なお旺盛な文筆活動を続ける作家・曽
野綾子さん。宗教や戦争、社会問題などに対する鋭い洞
察力に支えられた幅広い作家活動を展開する一方、途
上国への援助活動などでも活躍されてきました。読売
新聞の人気連載「時代の証言者」で披露されて大きな反
響を呼んだ体験をはじめ、キリスト教の倫理観で社会
を見据えてきた論客に、現代人・現代社会について語っ
ていただきます。聞き手は読売新聞東京本社生活情報
部の榊原智子記者が務めます。

Profile

曽野綾子（その あやこ）
作家
1931年（昭和6年）
、東京都葛飾区生まれ。聖心女子大学在学中に同人誌「新
思潮」に参加。同人の三浦朱門氏と結婚。卒業直後、
「遠来の客たち」が芥川
賞候補になる。70年にはエッセー「誰のために愛するか」がベストセラーに。日
本財団会長も務めた。現在は日本芸術院会員。代表作は「神の汚れた手」「天
上の青」など。

お申し込み
■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です(全席自由、先着150名)。
リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。
TEL

03-3296-4423

FAX

03-3296-4542

E-Mail

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

アカデミーコモン

academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX・メールでお申し込みの方は、
講座名、
お名前、
ご住所、
電話番号をお送り下さい。
（明大生、
リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●受講料は、
当日
「会場受付」
にてお支払い頂きます。
●駿河台キャンパスは、
JR
「御茶ノ水」
徒歩 3 分、
丸ノ内線
「御茶ノ水」
徒歩 3 分
千代田線
「新御茶ノ水」
徒歩 5 分、
新宿線・半蔵門線・三田線
「神保町」
徒歩 5 分です。
●リバティアカデミーオープン講座は、
会員の方以外も広く受講いただけます。
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講座コード

11170001

オープン講座

2011年度リバティアカデミー開講記念講座

「ニュースが変わる」
4月16日（土）

開場13:00 開講14:00

会

(〜15:30)

場／駿河台キャンパス
アカデミーコモン3階アカデミーホール

Progra m
開講の挨拶 明治大学社会連携機構 機構長
称号授与
記念講座 「ニュースが変わる」
講師：大越 健介

福宮 賢一

（NHK
「ニュースウオッチ 9」
キャスター）
この20年、政治への信頼は低下し、自らを「一流」と
呼んだ経済も大きく停滞感に包まれています。
方向舵を失って漂流し始めたかに見える日本。
一方、ネット杜会の進展で、情報は縦横無尽にかけめ
ぐり時に制御不能の怪物に変化します。
そうした時代にあって、わたしたち、情報の「プロ」集
団であるマスコミに求められる役割とは何でしょうか。
皆さんとともに考えたいと思います。

Pr o f i le

大越 健介（おおこし けんすけ）
NHK「ニュースウオッチ9」キャスター
1985年NHK入局。岡山放送局を経て報道局政治部記者。
政界再編など、数多くの政治ドラマを取材。2005年にワシン
トンに赴任。09年の大統領選挙では、同支局長として取材
指揮にあたり、熱狂的なオバマ･ブームを伝えた。2009年に
帰国、2010年3月より、総合テレビ夜9時からの「ニュースウ
オッチ9」キャスター。
東京大学野球部出身。投手として東京6大学リーグ通算8
勝。3年時には、国立大学から初めて日米大学野球選手権
代表に選出された。妻と三男。長男は日大三高のエースとし
て夏の甲子園ベスト8。明治大学硬式野球部で副主将兼投
手として活躍した。

お申し込み
■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着500名）
リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。
TEL

03-3296-4423

FAX

03-3296-4542

E-Mail

明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン

academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX・メールでお申し込みの方は、
講座名、
お名前、
ご住所、
電話番号をお送り下さい。
（明大生、
リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●受講料は、
当日
「会場受付」
にてお支払い頂きます。
●駿河台キャンパスは、
JR
「御茶ノ水」
徒歩 3 分、
丸ノ内線
「御茶ノ水」
徒歩 3 分
千代田線
「新御茶ノ水」
徒歩 5 分、
新宿線・半蔵門線・三田線
「神保町」
徒歩 5 分です。
●リバティアカデミー
「開講式」
は、
会員の方以外も受講いただけます。

大学会館

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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講座コード セット

11170003

オープン講座

明治大学創立130周年記念オープン講座

明治大学を創った若者たち
─近代日本の暁の鐘─
会

場／駿河台キャンパス アカデミーコモン11階311C教室
開講

15:00〜16:30（開場14:30）

講座趣旨
明治大学は、
今から 130 年前の明治 14 年
（1881 年）、岸本辰雄、宮城浩蔵、矢代操という３人の若者たちによっ
て創立された。法制官僚としての職務のかたわら法学の普及のため明治法律学校を創立した３人の熱情は、近代日
本の誕生と深い関わりをもっている。
幕末から明治という大きな時代変革のうねりのなかで、明治の青春と建学の精神とを考える。

矢代 操先生

岸本 辰雄先生

宮城 浩蔵先生

お申し込み
■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着70名）
リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。
TEL

03-3296-4423

FAX

03-3296-4542

E-Mail

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

アカデミーコモン

academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX・メールでお申し込みの方は、
講座名、
お名前、
ご住所、
電話番号をお送り下さい。
（明大生、
リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●駿河台キャンパスは、
JR
「御茶ノ水」
徒歩 3 分、
丸の内線
「御茶ノ水」
徒歩 3 分
千代田線
「新御茶ノ水」
徒歩 5 分、
新宿線・半蔵門線・三田線
「神保町」
徒歩 5 分です。
●リバティアカデミーオープン講座は、
会員の方以外も広く受講いただけます。
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講座コード

11170012

4月23日（土）

攘夷と開国の間（はざま）─近代エリート形成史序説─

渡辺 隆喜（わたなべ たかき）
明治大学名誉教授

講座コード

オープン講座

維新変革と西欧の相関を考察する。攘夷運動のさなか洋学知識を受容する青年層のあり方を、
蛮書調所教育、
兵制改革、
海外留学生を対象に検討する。近代エリート形成の歴史の検討である。
1936年長野県生れ。明治大学大学院修了。文学博士。専門は明治維新史、日本近代史。前明治大学
史資料センター所長。主な著書に『大系日本国家史』東京大学出版会、
『近代日本経済史を学ぶ』有
斐閣、
『明治国家形成と地方自治』吉川弘文館、
『概論日本歴史』吉川弘文館、
『日本近代政党成立
史序説』日本経済評論社、
『殖産興業と報徳運動』東洋経済新報社など。

11170013

5月7日（土）

因幡・パリ・東京を駆け抜けた法学者─岸本辰雄─

岸本辰雄は、嘉永 4
（1851）年に鳥取藩下級藩士の三男として生まれたが、幕末の動乱の中で
その英邁さが認められて東上、司法省内に新設された法学校からパリ大学に留学、帰国後は、法制
官僚として近代日本の枠組みとなる諸立法事業に関わりつつ、明治法律学校を創設して多くの法
曹を育成した。
幕末から明治に、因幡・パリ・東京を駆け抜けた岸本の 志 と 法への思い
を追ってみたい。

村上 一博（むらかみ かずひろ）
明治大学法学部教授

講座コード

1956年京都市生まれ。同志社大学法学部卒業。神戸大学大学院博士後期課程単位取得・退学。博
士（法学）。専攻は日本近代法史。主な著書に、
『明治離婚裁判史論』
（1994）、
『日本近代婚姻法史論』
（2003）、
『磯部四郎論文選集』
（2005）、
『磯部四郎研究』
（共編著、2007）、
『日本近代法学の揺籃と明
治法律学校』
（編著、2007）、
『岸本辰雄論文選集』
（2008）などがある。

11170014

5月14日（土）

法典と解釈─刑法学者・宮城浩蔵の創始した法の語り

近代日本における刑法学の祖として理解される宮城浩蔵について、その刑法を解釈する方法や
内容が、当時においていかに斬新でかつ奥深いものであったのか、実例を挙げながら解説してみ
たいと思う。

岩谷 十郎（いわたに じゅうろう）
慶應義塾大学法学部教授

講座コード

1961年東京都生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程単
位取得退学。慶應義塾福澤研究センター副所長。専攻は日本近代法史・法文化論。主な業績として、
『法と正義のイコノロジー』
（1997・共編著）、
『福澤諭吉の法思想』
（2002・共編著）、
『福澤諭吉著
作集・第八巻』
（2003・校訂と解説）
（以上、いずれも慶應義塾大学出版会）、
「宮城浩蔵の刑法講義」
（村上一博編『日本近代法学の揺籃と明治法律学校』所収・2007・日本経済評論社）。

11170015

5月21日（土）

日本人による日本人のための法学教育─矢代操─

明治法律学校の創立者３人のうち、矢代操だけは留学経験を有していない。岸本、宮城がフラン
スへ留学中、彼は一人、日本にとどまり、法律学の教育を開始する。そして、このことこそが、後の
明治法律学校の誕生につながる。法をめぐる明治十年代前半の日本社会の状況と、矢代操がめざ
した法学教育の意義について考えてみたい。

長沼 秀明（ながぬま ひであき）
明治大学文学部兼任講師

講座コード

1962年札幌市生まれ。明治大学大学院修了。専門は近代日本の歴史。大学史関係の最近の著作に
「人権派弁護士たち在学当時の明治法律学校」
（『大学史紀要』）のほか、『明治大学専門部女子部・
短期大学と女子高等教育』
『日本近代法学の巨擘磯部四郎研究』
（いずれも共著）、『尾佐竹猛著作
集』文化史編（編集・改題）などがある。明治大学史資料センター研究調査員。

11170016

5月28日（土）

日本海文化と明治大学─輝く個性の堆積─

明治法律学校は明治 14 年３人の若き法学徒により設立された。岸本辰雄は鳥取藩、矢代操は
鯖江藩、宮城浩蔵は天童藩、いずれも日本海の気候と精神風土の中で育ち、のち江戸・東京に集う
ことになる。
彼らの中にしっかりと根を張り、その『個』を育んだ日本海文化が、明治大学の長い歴
史を築き、そこに学んだ輝かしい個性たちを輩出した。平出修、尾佐竹猛、子母澤寛、岡本喜八、植
村直己たち。
一本の切れぬ強い糸で、繋いでみたいと思う。

吉田 悦志（よしだ えつし）
明治大学国際日本学部教授

1949年岡山県美作市生まれ。学部・大学院ともに明治大学で学ぶ。最終学歴・文学修士。博士後
期課程単位取得・退学。学部・大学院で文芸評論家・平野謙の指導を受ける。研究テーマは、日本
近代における文学と思想。近年は「明治大学と文学者」を題目に、漱石・鷗外・一葉・左千夫・尾
佐竹猛・子母澤寛などを研究している。埼玉大学において「近代日本文学地下水脈の諸相」で
2008 年博士（学術）取得。

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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講座コード

11170002

オープン講座

PIC
（太平洋諸島センター）
共催

太平洋の島々に生きる人々
〜ポリネシアの人々の航海術・神話・踊り・音楽〜
講座趣旨
コーディネータ
すが けい じ ろう

管 啓次郎
明治大学理工学部教授
理工学研究科新領域創造専攻
ディジタルコンテンツ系

太平洋の一角に横たわる日本列島は、海の道によってその文化を育んで
きました。ユーラシア大陸や朝鮮半島からの影響とおなじく、南の島々から
の全面的な影響が日本文化の基層をかたちづくってい ます。太平洋文化へ
のまなざしが私たちに教えてくれることは、予想をはるかに超えて大きい
と思われます。2011年夏、第１回太平洋文化芸術祭が開催されるにあたっ
て、明治大学リバティアカデミーでは太平洋諸島センター (PIC) との共催
によるオープン講座を企画しました。講師はポリネシア研究の第一人者で
ある人類学者・後藤明さん。太平洋地域の人々の神話や生活文化をめぐっ
て、興味のつきないお話をうかがえることと思います。
（管）

7月22日（金）

開場 18:30
（〜 21:00）
開講 19:00

会

場／駿河台キャンパス
アカデミーコモン3階アカデミーホール

│第1部│ポリネシア人の智慧、
way-finding

ご とう あきら

後藤 明

文化人類学者、考古学者。
南山大学人文学部人類文化学科教授

太平洋に星くずのように散らばる島々へ、なぜ、どのようにポリネシア人は移住したのか？ 風や海流に乗り、豊かな自然を
もつ島々へ移動したと思うかもしれない。しかし彼らの移住経路はおおむね風向と海流に逆らっての移動であった。またポリ
ネシアの島々は彼らの故郷アジア大陸から見ると著しく生物多様性も低く、鉱物資源も貧困である。それなのに彼らは風の変
化を読み、星や鳥を観察して大移動を成し遂げた。なぜ彼らは苦労を重ね海を越えたのか。この偉業をなしとげた太平洋諸島民
の航海術は科学的にも注目され、最近では総体的に way-finding と言われるようになったが、それは彼ら自身の人生の
way-finding でもあった。本講演では、彼らの培ってきたカヌーの技術、スターナビゲーションの方法、そして一見荒唐無稽に
思える創世神話、とくに宇宙創世神話や星の神話に人間と自然を分け隔てしない彼らの智慧を読み取ってみたい。

│第2部│ポリネシアンショー

,
司会：Ku uleinani 橋本

クウレイナニ・ポリネシアン
カルチャースクール 主宰

最後の楽園として日本人が最もあこがれる南太平洋ポリネシアの島々の代表的な踊りと音楽のパフォーマンスをご覧いた
だいてその共通性と独自性をご紹介します。

┃太平洋諸島センターとは？┃
太平洋諸島センター（Pacific Islands Centre, PIC）
（正式名称：南太平
洋経済交流支援センター、South Pacific Economic Exchange Support
Centre, SPEESC）は、1996 年 10 月 1 日に日本国政府と太平洋地域の
国際機関である南太平洋フォーラム（現太平洋諸島フォーラム：PIF）
とにより設立された国際機関で、日本とフォーラム加盟島嶼国（Forum
Island Countries, FICs）との間の貿易・投資・観光の促進を通じて、同
島嶼国の経済的発展を支援することを目的としています。
太平洋諸島フォーラム（1971 年発足）には、太平洋島嶼国 12 カ国 2
地域及びオーストラリア、ニュージーランド（NZ）が加盟しています。
また、準加盟国としてニューカレドニアとタヒチが加盟しています。

お申し込み
■受 講 料 無料
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着500名）
リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。
TEL

03-3296-4423

FAX

03-3296-4542

E-Mail

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

アカデミーコモン

academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX・メールでお申し込みの方は、
講座名、
お名前、
ご住所、
電話番号をお送り下さい。
（明大生、
リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●駿河台キャンパスは、
JR
「御茶ノ水」
徒歩 3 分、
丸ノ内線
「御茶ノ水」
徒歩 3 分
千代田線
「新御茶ノ水」
徒歩 5 分、
新宿線・半蔵門線・三田線
「神保町」
徒歩 5 分です。
●リバティアカデミーオープン講座は、
会員の方以外も広く受講いただけます。
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世界の民族音楽を聴く
レクチャー＆コンサート
コーディネータ
え

ば

と

会

あきら

江波戸 昭

明治大学名誉教授

場／駿河台キャンパス
大学会館8階 会議室

講座概要
民族音楽は、いうまでもなく現地で地元の楽士が演奏するものを聴くに越したことはないのですが、現実には
なかなかむずかしいものです。各地の音楽については教養・文化講座「民族音楽紀行」として、すでに10年にわ
たって話しを進めていますが、こちらでは引き続き日本在住のトップクラスの演奏家を招き、それぞれの分野で
の音楽や楽器の話を聞きながらの楽しいレクチャー＆コンサートを共遊していただきます。
第 講

講座コード
1

11170004

5月21日（土）

開場13:30

開講14:00〜16:30

「幻の明清楽と木琴の謎」
もり しげ

いく とし

演奏：森重 行敏＋月光楽団

幕末から明治前期、日本各地で中国楽器による「明清楽」が流行しま
した。月琴などの珍しい楽器や楽譜を紹介するとともに合奏を再現し
てみます。また、その中でも謎の多い木琴について、復元楽器による
演奏も試みます。
第 講

講座コード
2

森重行敏＋月光楽団

11170005

6月18日（土）

開場13:30

開講14:00〜16:30

アイルランド音楽の魅力
もり やす いさお

もり やす

まさ こ

演奏：守安 功／守安 雅子

アイルランドの様々な時代の、いろんなタイプの音楽を、複数の楽器
の実際の演奏に、解説や、お隣のスコットランド、イングランドの音
楽との比較も交えて、ご紹介させていただきます。
第 講

講座コード
3

11170006

7月16日（土）

開場13:30

開講14:00〜16:30

アラブ楽器の王、ウードの響き
つね み

ゆう じ

わ

だ

けい

演奏：常味 裕司 ゲスト：和田 啓 レク（アラブの打楽器）
守安 功

守安 雅子

常味 裕司

中近東のウードは西洋の弦楽器の祖であり、シルクロードを介して
琵琶とも深い関係にあると言われています。
当日は主にアラブ古典音楽の演奏を通して、旋法理論マカームやリズ
ム体系イーカーなどを解説します。

お申し込み
■受 講 料 明大生、リバティアカデミー会員：無料／一般：各講1,000円
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着150名）
リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。
TEL

03-3296-4423

FAX

03-3296-4542

E-Mail

明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン

academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX・メールでお申し込みの方は、
講座名、
お名前、
ご住所、
電話番号をお送り下さい。
（明大生、
リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●受講料は、
当日
「会場受付」
にてお支払い頂きます。
●駿河台キャンパスは、
JR
「御茶ノ水」
徒歩 3 分、
丸の内線
「御茶ノ水」
徒歩 3 分
千代田線
「新御茶ノ水」
徒歩 5 分、
新宿線・半蔵門線・三田線
「神保町」
徒歩 5 分です。
●リバティアカデミーオープン講座は、
会員の方以外も広く受講いただけます。
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講座コード

11170007

オープン講座

クラシックの名曲と女性たち〜名曲誕生をめぐって〜
レクチャー＆コンサート

7月10日（日）

開場13:30 開講14:00

会

(〜15:30)

講座概要

場／駿河台キャンパス
アカデミーコモン3階アカデミーホール

演 奏 曲目

不朽の名曲を残した音楽家たちの多くの名曲の背景には、
女性
たちの存在が大きい。
それは精神的なものや恋愛と様々あり、
苦
しみの中からの創作の大きな糧となった。
ベートーヴェンの理想
の女性や、
モーツァルトとシューマンの愛妻への想い、
超絶技巧
で女性たちのハート捉えたパガニーニとリスト、
ショパンと女流
作家サンド、
究極の愛の姿を表現したワーグナー、
精神的・経済
的な庇護者だった富豪の夫人とチャイコフスキー、
芸術家たちを
虜にしたマーラー夫人など、
音楽と女性を通して名曲の素晴らし
さを探って行きます。
レクチャー＆コンサートでは楽壇で活躍す
る演奏家たちの生演奏をじっくりと鑑賞します。

ソ プ ラ ノ：白石敬子 ヴァイオリン：繁桝百合子
ピ
ア
ノ：白石隆生 斎藤美土 小沢麻由子
モーツァルト：
《フィガロの結婚》
より
ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第 24 番
「テレーゼ」
パ ガ ニ ー ニ：奇想曲
リ
ス
ト：愛の夢 リゴレット・パラフレーズ 献呈
シ ュ ー マ ン：歌曲集
《女の愛と生涯》
より
シ ョ パ ン：前奏曲
「雨だれ」 舟歌
ブ ラ ー ム ス：ピアノ小曲集より
マ ー ラ ー ：歌曲集《子供の魔法の角笛》より
クライスラー：愛の喜び 愛の悲しみ 他

出 演 者

主宰講師

白石 隆生
（しらいし たかお）

講義・ピアノ
桐朋学園大学・ウィーン国立音楽大学卒
業。オーストリア政府給費留学生。ウィー
ン・フォルクスオーパー専属副指揮者を10
年間務める。ウィーン・フィルの首席奏者や
名歌手たちと世界各国で共演。著作・翻
訳・ＣＤ等多数。外務省派遣の文化親善
使節、各種音楽コンクール審査員（長）を
歴任。現在、尚美学園大学教授・同大学
院音楽表現専攻長、東京音楽大学大学院
講師。湘南室内合奏団代表。ウィーン名誉
金章を受賞。リバティアカデミー開講時か
ら担当。

白石 敬子（しらいし ひろこ）

繁桝 百合子（しげます ゆりこ）

ソプラノ レクチャーコンサート

ヴァイオリン レクチャーコンサート

日本人初のウィーン国立歌 劇場専属歌
手。ウィーン国立音大を最優秀首席卒業。
イタリア、ドイツ、スペインの国際コンクー
ルに入賞。内外の歌劇場で《蝶々夫人》
《ボエーム》《オテロ》《椿姫》《ファウスト》《トゥーランドッ
ト》《魔笛》で成功を収める。シュタイン、小澤征爾、ゲッダ、ド
ミンゴ、ウィーン・フィル、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管、Ｎ
響、読響、新日フィル、東フィル等と共演。シューベルト、シュー
マン、マーラーのＣＤがある。オーストリア共和国褒賞を受賞。

桐朋女子高音楽科卒業を経て、ウィーン
市立音楽院でワルター・シュナイダーハン
教 授 に 学 ぶ 。ウィーン 楽 友 協 会 で デ
ビューリサイタルを開く。帰国後はリサイ
タルや日本室内合奏団のコンサートマスター、東京ゾリステン
のメンバーとして活躍。米国と日本でもリサイタルや放送で好
評を得る。近年はロンドンや東京でピアニストの滑川幸子や、
チェリストの堀了介氏らとトリオやデュオリサイタルを活発に行
う。ＣＤも好評発売中。

斎藤 美土（さいとう みと）

小沢 麻由子（おざわ まゆこ）

ピアノ レクチャーコンサート

ピアノ レクチャーコンサート

愛知県立芸術大学卒業・同大学院修了。
神奈川県立音楽堂推薦演奏会に出演。リ
サイタルやオーケストラとの協演（ベー
トーヴェン：皇帝）、2台ピアノ、トリアなど
の室内楽でNHK-FM、琉球フェスティヴァルに出演。またフラン
ス歌曲やオペラ伴奏など幅広い活動を行っている。沖縄県立芸
術大学や興南高校講師を歴任。教育にも経験が深く、内外のコ
ンクールで入賞者を輩出している。現在、尚美学園大学講師。

東京芸術大学卒業。同大学院を経てパ
リ・エコールノルマル音楽院を卒業。文化
庁派遣芸術家在外研修員としてさらに研
鑽を積む。フランスを中心にオーストリ
ア、ギリシャ、キプロスなどで数々のリサイタルを行う。第5回ソ
フィア国際コンクール優勝。CD「小沢麻由子playsショパン＆
ラヴェル」と「「小沢麻由子plays前奏曲集」を好評発売中。現
在、沖縄県立芸術大学専任講師、尚美学園大学大学院講師。

お申し込み
■受 講 料 明大生、リバティアカデミー会員…無料／一般…2,000円
■申込方法 事前予約制です(全席自由、先着500名)。
リバティアカデミー事務局までお申込ください。
TEL

03-3296-4423

FAX

03-3296-4542

E-Mail

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

アカデミーコモン

academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX･メールでお申込みの場合には、
講座名、
お名前、
ご住所、
電話番号をお送りください。
（明大生、
リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●受講料は、
当日
「会場受付」
にてお支払い頂きます。
●駿河台キャンパスは、
JR
「御茶ノ水」
徒歩 3 分、
丸の内線
「御茶ノ水」
徒歩 3 分
干代田線
「新御茶ノ水」
徒歩 5 分、
新宿線･半蔵門線･三田線
「神保町」
徒歩 5 分です。
●リバティアカデミー
「オープン講座」
は、
会員以外の方も広く受講いただけます。
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講座コード

11170008

オープン講座

漆文化のはじまりと広がり
─文理融合研究から見えてきたこと─
明治大学博物館特別展開催記念講座／明治大学バイオ資源化学研究所成果公開関連事業／
明治大学日本先史文化研究所成果公開関連事業

7月2日（土）

開場12:30 開講13:00

会

(〜17:00)

場／駿河台キャンパス
リバティタワー地下1階1001教室

講座趣旨
漆は古くから用いられてきた天然塗料で、その塗膜は艶があり優雅で美しいことから器物の装飾や華飾に用いられ、また漆は漆器に金粉や金
箔を貼る接着剤として使われ美しい蒔絵が作られてきました。
漆文化に対する研究視点は様々ですが、神秘の物質と言われた漆について、科学
分析によって明らかになったことからはじめ、縦軸にその起源、横軸にワールドワイドな空間的広がりを置いてその特質を探ります。
さらに、こ
れらのテーマに関わり、漆の科学分析によって明らかになった点を紹介します。
近年、石油などの化石資源に依存しないものづくり、いわゆるグリーンケミストリ
（環境に優しい化学）
に関係して漆が見直されていますが、
明治大学における漆研究の特色である文理融合型研究の成果を報告します。

Pro gram

漆とは何か？
みや こし てつ お

天然資源として木を育てて得る栽培型の
材料である漆。
この、酵素により重合が進む
高分子化合物に化学の新しい技術や考え方
を導入し、
工業意匠や塗装に応用する。

アジアの漆文化
〜琉球王国と東南
アジアの国々より〜

コーディネータ

みや ざと まさ こ

アジアの風土が育んだ漆樹と、民族の美
意識が織りなす漆の造形美を、
「琉球王国の
漆文化」と「東南アジアの漆文化」を通して
紹介する。

沖縄県立芸術大学・

宮腰 哲雄 明治大学理工学部応用化学科教授

宮里 正子 沖縄国際大学非常勤講師

バイオ資源化学研究所所長。学術フロンティア推進事業「次世代機
能材料漆の高度利用に関する学際的研究」のプロジェクトリー
ダー。専門は有機合成化学であるが、最近天然物を利用した機能材
料合成や機能発現機構の解明を研究している。特に漆の科学に興
味を持ち、漆樹液の分析、漆の重合機構、合成漆の開発、漆の工業
的利用に関する応用研究、古い漆の分析などを研究している。

専門は琉球及び東南アジア漆芸史。国宝琉球国王尚家関
係資料を中心に琉球王国の漆芸、染織、金工などの調査研
究に携わる。とりわけ漆芸に関しては、沖縄の風土や文化の
共通項が多くみられ、現在も暮らしに漆文化が息づくミャン
マーやタイ、ベトナムなどの東南アジア地域との比較研究
に携わっている。

縄文時代の
漆文化
あ

べ

縄文の漆利用の多様性を、変遷や材質の
違いを超えた容器間の関係や非漆利用技術
との対比などから考察する。

科学の目から見る
漆 の世界

よし ろう

ほん だ

漆は硬化すると非常に堅くなり、化学的に
も安定なため化学分析には様々な工夫が必
要である。今回は漆に関わる分析技術を中心
に、具体的な分析事例を交えた解説を行う。

たか ゆき

阿部 芳郎 明治大学文学部史学地理学科教授

本多 貴之 明治大学理工学部兼任講師

日本先史文化研究所所長。専門は縄文時代の考古学。日本の先史
時代の特性を学際的な研究により解明するために、道具製作の技
術や資源利用、生業活動などを多視点的に検討している。近年では
土器製作技術と漆工芸技術の関係などを中心に「縄文容器論」と
いうあたらしいキーワードで縄文社会の研究を進めている。

博士（工学）。明治大学ポストドクター。大学院に進学時に漆
の熱分解分析を手がけたことをきっかけに、さまざまな天然
物の熱分解分析とその応用に興味を持つ。特に、外見が「漆」
であるものをいかにして「漆であるか否か？」や「漆に何を混
ぜているのか」を見極める分析手法の研究を行っている。あ
わせて、同じ手法による漆様考古試料の研究も行っている。

と やま とおる

進行役：外山 徹（明治大学博物館学芸員）

お申し込み
■受 講 料 明大生、リバティアカデミー会員：無料／一般：1,000円
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着150名）
リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。
TEL

03-3296-4423

FAX

03-3296-4542

E-Mail

明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン
リバティタワー

academy@mics.meiji.ac.jp

●FAX・メールでお申し込みの方は、
講座名、
お名前、
ご住所、
電話番号をお送り下さい。
（明大生、
リバティアカデミー会員の方はその旨ご記入ください）
●受講料は、
当日
「会場受付」
にてお支払い頂きます。
●駿河台キャンパスは、
JR
「御茶ノ水」
徒歩 3 分、
丸ノ内線
「御茶ノ水」
徒歩 3 分
千代田線
「新御茶ノ水」
徒歩 5 分、
新宿線・半蔵門線・三田線
「神保町」
徒歩 5 分です。
●リバティアカデミーオープン講座は、
会員の方以外も広く受講いただけます。
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戦略とマネジメント
講座コード

戦略とマネジメント

11110001

経営ゼミナール

あなたの仕事、あなたの会社の明日が変わる！
P.F.ドラッカーに学ぶ『マネジメント─基本と原則』を読む

現在、
「失われた20年」とも呼ばれるような
長期の低迷に苦しむ日本経済のなかで企業活動
に携わる人々の間で「ドラッカー･ブーム」とも呼
ばれるほど、ドラッカー経営学に対する評価は高
まっている。しかし、ドラッカー経営学は確かにその一言一言が大き
な意味をもち、読む人に大きな感動を与えるものではあるが、その体
系的理解となると非常に難しい。一人で読む理解よりもみなで議論し
ながら理解を深めた方がその意味の根源に迫ることができるように
思われる。そこで本講座は、ゼミナール形式でディスカッションを行い
ながらドラッカー経営学の体系的理解を図り、今日の企業に対する意
味を明らかにすることを目的としたい。

講義形式

セミナーの
目的

講座のポイント

レクチャー
ゼミナール

講座概要
講

師

風間 信隆

曜

日

火曜日

時

間

19:00〜21:00

定

員

15名

回

数

8回

受講料

（1）ゼミ形式でのディスカッション中心の授業を目指します。参加者には授業での積
極的な発言・問題提起を求めます。
（2）第1回目については「ドラッカー経営学の現代的意義」、最後の第8回目は担当講
師が総括を行います。

プレゼンテーション

明治大学商学部教授

30,000円（一般）
27,000円（法人*）
ピーター ･ドラッカー著

教

材

ポイント

基本と原則』ダイヤモンド社
講座初回に配付いたします。

★★

（3）第2回目から第7回目については参加者の分担発表とこれを巡る討論を行います。
＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。

（4）受講料には、書籍代も含まれています。

法人会員制度 → 19頁

受講をお薦めする方
ビジネス･マネジメントのあり方に関心を持つ社会人や学生諸君

日程

内容

1

4/12
（火）

ドラッカー経営学と『マネジメントー基本と原則』の意義
ドラッカー経営学の特徴とその現代的意義を解明します。

2

4/26
（火）

マネジメントの使命（第1章･第2章）
第1章 企業の成果
第2章 公的機関の成果

3

5/10
（火）

マネジメントの使命（第3章･第4章）
第3章 仕事と人間 第4章 社会的責任

4

5/24
（火）

マネジメントの方法（第5章・第6章）
第5章 マネージャー 第6章 マネジメントの技能

5

6/ 7
（火）

マネジメントの方法（第7章）
第7章 マネジメントの組織

6

6/21
（火）

マネジメントの戦略（第8章）
第8章 トップ・マネジメント

7

7/ 5
（火）

マネジメントの戦略（第9章）
第9章 マネジメントの戦略

8

7/19
（火）

総括
ドラッカーに学ぶマネジメントの課題・責任・実践

講師紹介
かざ ま

のぶ たか

風間 信隆 明治大学商学部教授
現在、工業経営研究学会副会長、アジア経営学会理事、経営関連学会連合評議員。主要業績『ドイツ的生産モデルとフレキシビリティ』中央経済社、監訳『ラ
イン型資本主義の将来』
（文眞堂）、共編著『コーポレートガバナンスと経営学』
（ミネルヴァ書房）
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戦略とマネジメント
講座コード

─組織の不思議を解明する─

私たちは組織に係わることなく生活することはで
セミナーの きません。電車に乗ったり、コンビニを利用したりす
ることは、とりもなおさず組織によるサービスを受け
目的
るということになります。しかしながら、通常、建物や
働いている人、企業により提供される製品やサービスを見たり、経験したり
しているだけで、組織のほんの一部を見ているにすぎません。「官僚組織」
という言葉は、その意味を確認しなくても誰もが使い、あたかも理解してい
るように思えます。にもかかわらず、あらためて「組織」とは何か、と問われ
ると、それを説明することは難しいものです。この講座では、これを「組織の
不思議」として、今トピックスとなっている課題を取り上げつつ、組織を理解
するための疑問に答えようとするものです。

受講をお薦めする方

︻参考文献︼

大月博司・高橋正泰・山口善昭
『経営学』同文舘

講義形式
レクチャー

講座概要
講

師

高橋 正泰

曜

日

時

間

月曜日
19:00〜20:30

定

員

30名

回

数

5回

受講料

企業やその他の組織について興味をもっている方、および実際の日常の経験の中で、
企業や他の組織の管理者で組織について疑問を持っている方
大月博司・高橋正泰編著
『経営組織』学文社

高橋正泰
岩内亮一 他
『組織シンボリズム−メタファーの組織論−』同文舘 『ポストモダン組織論』同文舘

戦略とマネジメント

11110002

組織を考える

教

材

ポイント

明治大学経営学部教授

28,000円（一般）
25,200円（法人*）
オリジナルレジュメ資料
★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。

高橋正泰 他
『経営組織論の基礎』中央経済社

法人会員制度 → 19頁

内容

日程

事業部制の不思議？―組織構造は目に見えないもの―

1 5/30（月）

2 6/ 6（月）

3 6/13（月）

4 6/20（月）

5 6/27（月）

事業部制は、現在の企業、特に大企業で採用されている組織形態です。しかし、日本の企業と欧米の企
業が同じ事業部制をとっていますが、同じではありません。このことを、組織構造や組織行動の観点か
ら考えます。

組織論の考え方とはどのようなものか？
組織論には、どのような考え方があるのでしょうか？このことについて、機能主義の立場と解釈主義の立
場から考えてみます。

組織のパラダイムシフトとは何か？
昨今、パラダイムシフトという言葉がよく使われます。組織におけるこのパラダイムシフトとは何かを概
説します。

組織の知識創造とは何か？
知識創造ということが組織論では議論されています。通常、組織のイノベーションを導くものとして知識
創造をとらえますが、その知識とは何でしょうか。この知識を組織論的に考えます。

組織はどのようにして動くのか？
最終回として、組織はいかにして動くのか、を考えます。このことを、ポストモダンと位置づけられる社会
構成主義の立場から、ストーリーテリングをとおして考察します。

講師紹介
たか はし

まさ やす

高橋 正泰 明治大学経営学部教授 博士（経営学）
早稲田大学商学部卒、明治大学大学院経営学研究科博士後期課程を修了。小樽商科大学商学部教授を経て、1996年より現職。その間、The
Anderson Graduate School of Management at ＵＣＬＡ客員研究員。日本経営学会理事・経営戦略学会理事。専門は、経営組織論、経営管
理論、組織行動論。主著に『組織シンボリズム―メタファーの組織論―』
（同文舘）等。最新の科学観から戦略を含めた組織や組織行動を研究し
ている代表的研究者。ポストモダンや社会構成主義の組織論者として知られている。
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戦略とマネジメント
講座コード

戦略とマネジメント

11110003

経営戦略セミナーⅠ―戦略と組織を考える―

このセミナーでは、経営戦略や組織変革について、
アカデミックな領域の新しい研究展開のレクチャー
を行います。このセミナーの大きな特徴は、組織論の
立場から戦略を捉え直すことにあります。
昨今の組織変革の事例を見る限り、旧来の戦略論が前提としてきた「戦
略を策定する人」と「実行する人」という考え方には限界があるように思え
てなりません。既存の戦略論の狭い考え方を超え、戦略にまつわる様々な
複雑な問題にどう取り組めばいいのか、本セミナーを通じて考えるきっかけ
を提供したいと思います。

講義形式

セミナーの
目的

講座のポイント
（1）経営戦略の理論的系譜や経営における位置づけについて学べます。
（2）手法と理論の違いや、経営戦略の考え方が理解できます。
（3）具体的なケース・スタディを学ぶとき、そのケースの持っている本当の意味を理解
することができます。
（4）経営戦略はわれわれの生活する日常的な問題や事柄についての解決策を提供し
ます。

● 経営戦略論、経営組織論、経営管理論、あるいは経営学に興味のある方
● 経営戦略について、理論と実務を基礎から学びたい方
● 経営戦略について前提となる内容も解説しますので、業務経験、年齢は問いません
が、経営戦略的思考を身につけたい方の受講をお薦めします。

経営戦略セミナーの年間学習計画
入門コース

実践コース

経営戦略
セミナーⅡ

レクチャーによる
基礎理論の理解

ケースメソッドに
よる戦略の実践

コーディネータ 高橋 正泰

明治大学経営学部教授

曜

日

時

間

木曜日
19:00〜20:30

定

員

30名

回

数

6回

受講料
教

材

ポイント

28,000円（一般）
25,200円（法人*）
オリジナルレジュメ資料
★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。

【参考文献】
フェファー＆サットン
『事実に基づいた経営』
東洋経済新報社

ミンツバーグ
『戦略サファリ』
東洋経済新報社

沼上 幹
『経営戦略の思考法』
日本経済新報社

（後期：10月開講予定）

経営戦略
セミナーⅠ

講座概要

法人会員制度 → 19頁

受講をお薦めする方

（前期：5月開講）

レクチャー

ビジネスでの

活用

大月 博司
『組織変革とパラドックス』
（改訂版）
同文舘出版

ウィッティントン
『戦略とは何か？：
本質を捉える4つのアプローチ』
慶應義塾大学出版会

コーディネータ・講師紹介
たか はし

まさ やす

高橋 正泰 明治大学経営学部教授 博士（経営学）
早稲田大学商学部卒、明治大学大学院経営学研究科博士後期課程を修了。小樽商科大学商学部教授を経て、1996年より現職。その間、The
Anderson Graduate School of Management at ＵＣＬＡ客員研究員。日本経営学会理事・経営戦略学会理事。専門は、経営組織論、経営管
理論、組織行動論。主著に『組織シンボリズム―メタファーの組織論―』
（同文舘）等。最新の科学観から戦略を含めた組織や組織行動を研究し
ている代表的研究者。ポストモダンや社会構成主義の組織論者として知られている。
おお つき

ひろ し

大月 博司 早稲田大学商学部教授 博士（商学）
早稲田大学商学部卒、早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程を修了。北海学園大学経営学部教授を経て、2004年より現職。その間、
Duke University, Fuqua School of Business 客員研究員。日本経営学会理事・経営戦略学会理事。専門は、経営戦略論、経営組織論、経営
管理論。主著に『組織変革とパラドックス』
（同文舘）等。組織変革の視点から経営組織論と経営戦略論の統合研究をしているわが国の代表的
研究者。その理論的考察の明解な分析と鋭い洞察力には高い評価を得ている。
う

だ がわ もと かず

宇田川 元一 西南学院大学商学部准教授
立教大学経済学部卒、明治大学大学院経営学研究科単位取得。長崎大学経済学部准教授を経て、2010年度より現職。専門は経営戦略論、経
営組織論。独自のパースペクティブから、経営戦略の理論的研究をしている若手研究者。2007年度経営学史学会賞（論文部門奨励賞）受賞。こ
れまで北米中心だった戦略論とは違う欧州の研究展開に基づく最先端の経営戦略論を展開している。
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内容

講 師

講座を始めるにあたって、経営戦略論が経営学で論じられるようになった時期と背景、そして理
論的な位置づけを概説します。

高橋

日程

1 5/12（木）

3 5/26（木）

戦略を実現する組織
80年代から盛んに議論されたポジショニング戦略論や資源ベース戦略論を比較検討し、それら
の限界を克服する新しい戦略と組織の関係を検討します。

戦略とマネジメント

2 5/19（木）

戦略と組織変革

大月

ダイナミック・ケイパビリティを活かす組織変革
組織能力が競争優位の源泉とみなされてきましたが、特にダイナミック・ケイパビリティという新
しいコンセプトに注目し、それを実現する組織の在り方を実現する変革について考えます。

大月

経営戦略論のオルタナティヴを探る

4 6/ 2（木）

我々がイメージするいわゆる経営戦略論には気になる問題点があります。それは戦略を策定す
る段階で、世の中を全て見通せる千里眼を持っている必要があるという無理難題があることで
す。この回では、1980年代以降の「戦略プロセス研究」と呼ばれる研究展開から、新しい経営
戦略論のあり方について考えていきましょう。

宇田川

経営戦略論の「使い方」

5 6/

「なるほど、理論は分かった」。でも、ご自分の組織に戻ったら何から手をつけて組織を変えていっ
9（木） たらよいでしょうか？経営戦略論を使って組織変革とつなげていくためには、その「使い方」を知
ることが必要です。この回では、欧州の新しい研究展開から、組織を戦略化する方法について考
えていきましょう。

6 6/16（木）

ストーリーテリングと組織変革
最終に、これまでの内容を含めたまとめと、現在、注目されているストーリーテリングと組織変
革について考えてみます。

宇田川

高橋

高橋教授のコラム〜映画「踊る大捜査線」にみる戦略と組織の関係
映画「踊る大捜査線The Movie 2 レインボーブリッジ
を封鎖せよ!」をご存知でしょうか。この映画の主題は、戦
略論と組織論について実にいい所をついています。映画で
は、官僚型の組織形態〈= 会議室〉がアメーバ型の組織〈=
犯罪組織〉に太刀打ちできないという事態に、自立分散型
の組織〈= 現場〉が判断することで解決に至った、というこ
となんですね。
CMでもよく流れた「事件は会議室で起こっているんじゃ
ない、現場で起こっているんだ!」というセリフに集約され
るように、現場と組織の中枢の乖離は戦略と組織にさまざ
まな影響を与えます。こうした問題となっているものが、戦
略と組織の課題なのです。
企業活動は毎日が意思決定の連続で、組織によって経営
戦略は実行されています。経営上の課題をいかに解決して
いくか、組織と戦略の関係は密接なものです。
経営学上で戦略論が議論されたのは、1962年にチャン
ドラーが『経営戦略と経営組織』を、そして1965年にアン
ゾフが『企業戦略論』を著してからです。そして、1970年代
に展開されたコンティンジェンシー理論（環境適応理論）
を経て、企業の環境適応という視点から、戦略的考え方が
1980年代に注目されました。
この講座では、まず戦略論という学問が出てきた経緯に
ついて学びます。今、注目を集めているポーターのポジショ
ニングやバー二一の資源べ一ストビューといった戦略論は、
経済学がべ一スとなっていますが、それを 一 経営学的視点
から見てみるとどうなるのか 一 ということを、先の2人の
戦略論や、その他のオルタナティブな戦略論を見ながら、
経営戦略とは何なのかということを考えます。

戦略論では普遍的に「ああすれば、こうなる」とコンサル
的に語りがちです。しかし、実際の経営現場では全てを予
測することができないのです。ではそれに対しどう対処する
のか。熟慮され意図された戦略は実際には実現しないもの
です。エマージェントに発現するものを考えなければ戦略
として役には立ちません。そこで問われてくるのは、組織が
環境にどう適応するのか、ということです。
アンチポジショニング派の経営学者ミンツバーグは『戦
略サファリ』の中で、企業戦略を様々な比喩を使い、戦略と
組織を語っています。ポジショニングの戦略は水牛、プラン
ニングの戦略はリス、カルチャーの戦略はクジャクといっ
た具合です。
戦略論は日常生活においても十分活かされます。ぜひ、
役立ててください。仕事を成功させるためにはどうするか、
将来のためにはどうするか、ゴルフのスコアを上げるにはど
うするか、そしてデートを成功させるためにはどうするか。
これらも全て、戦略です。
この講座を通して、皆さんに自分なりの戦略論を持つき
っかけとして、その本質を学んでいただきたいと思います。
後期には、実際の
企業事例を教材に
したケース メソッ
ドで学ぶ戦略論
の講座を開講しま
す の で、1年 を 通
じてともに学びま
しょう。
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戦略とマネジメント
講座コード

戦略とマネジメント

11110004

社会保険労務士総合研究機構協力講座

ケーススタディ

実践 会社経営と人事労務

─経営統合と労務コンプライアンス監査─

未だ世界中の経済活動が萎縮する中、企業は
生き残りをかけて経営活動をグローバル展開さ
せています。国内においても企業経営を取り巻
く環境は大きく変化しており、企業は合従・連携
を進めています。企業再編が激しさを増している中で、企業はどのよ
うにして社員の働く能力と意欲をどのように引き出し、信頼関係を築
こうとしているのでしょうか。
現代の労働環境にあっては、潜在していた人事労務リスクは、いっ
たん発生すれば多大な経営ダメージとなる危険性があります。たとえ
ば、労基署の臨検、是正勧告に基づく時間外割増賃金等の遡及支払
が単なる費用リスクにとどまらず、待遇や就業条件の不満に対する内
部告発や法令違反企業名の公表など、ネットを介しての風評リスクの
拡大とあいまって、膨大な事業損失となる可能性があります。
本講座における「労務コンプライアンス監査」とは、
「法令の遵守」
に限定するものではなく、
「法令『等』の遵守」として、企業経営で遵
守すべき人事労務に関する社内規程や社会規範を含めたルールにま
で対象を広げたものとし、高まる企業内統治の再構築への足がかり
となることを構想しています。
講義では、企業経営者・管理者からの経営統合の事例紹介と、実務
家からの「労務コンプライアンス監査」業務の解説に大学研究者によ
る理論的解説を加え、企業を取巻く人事労務リスクを予防的にチェッ
クすることが、健全な企業成長に資することをご案内していきます。
あらためて、企業経営における利益の源泉とは何か、会社と働く者
との関係はどうあるべきか、会社と働く者はこの時代にどう向き合っ
ていけばよいのかを見直す契機にして頂きたいと考えています。

講義形式

セミナーの
目的

レクチャー

講座概要
コーディネータ

黒田 兼一

明治大学経営学部教授

時

間

時

間

水曜日
19:00〜21:00

定

員

40名

回

数

9回

受講料
教

材

ポイント

32,000円（一般）
28,800円（法人＊）
オリジナルレジュメ
★★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 →19頁

社会保険労務士とは？
従業員の労働社会保険諸法令に関する書類の作
成、官公署への提出、就業規則の作成、労務管理
のコンサルティングなどの業務を事業主に代わっ
て行い得る者および上記業務を企業で行い得る
者の国家資格です。

受講をお薦めする方

【関連書籍の紹介】
社労士総研 監修
石山隼人・大野実・山﨑憲昭 共著

企業管理職の方、人事労務、内部監査ご担当の方、社会保険労務士等

『経営労務監査の実務』
中央経済社、2009年

日程
1

内容

成果主義とグローバリゼーション
5/11（水） フリーターとニートの増加とともに、ワーキングプアが取りざたされている。大卒・高卒とも就職率は改善が見られず、成果主

義もうまく機能しているとはいえないが、しかし、後戻りもできない。どうすべきか、お手本があるわけではないが、グローバリ
ゼーションがいわれるこの時代、目を海外に向けて、そこに何らかのヒントがないか探ってみよう。

講師
黒田

企業の合併・分社化における人事・労務の視点

2

5/18（水）

従来、合併や分社など事業の統廃合は、経営環境の厳しいときにその多くが行われました。商社の合併で最も影響を受けるの
が従業員であり、制度の統合や処遇の変更・統一などに直接携わるのが人事部員です。経営方針や組織・役員などはトップが
決めても、従業員の人事制度や処遇の統合方針のようなものは人事部が提案していくことになるでしょう。そこで、中堅商社の
人事部門において、過去に６回の合併と１回の分社経験、更には労働・社会保険関係法改正に対応するための制度見直しなど
を踏まえ、人事責任者としてどのような心構えで対応し、まとめ上げてきたかをご紹介します。

浅香

経営統合とグローバル展開における制度統合と人材マネジメントについて

3

5/25（水）

弊社は2003年に経営統合を実行し、持株会社・分社体制でスタートしました。新しい会社としてベクトルを一つにするため早
期の人事制度統合、そして持株会社・分社体制の目的である分社各社の独立性尊重と求心力を踏まえた人事制度構築が課題で
した。経営統合、持株会社・分社体制のねらいを労使で共有し、1.5年の期間で人事制度を統合することを労使共通目標とし、
全ての人事制度の統合を予定通り実行しました。そして現在グローバル展開における新たな人事戦略が求められております。経
営統合における人事制度統合やグローバル展開における人材マネジメントなどの弊社の事例を一例として紹介します。

若島

労務コンプライアンス監査の実務体系

4

6/ 1（水）

①会社の人事労務リスクと労務コンプライアンス監査の背景・目的
②労務コンプライアンス監査の仕組み（組み立てロジック、労働法令の体系など）
③監査範囲の設定と監査契約（対象制度・規程の範囲、監査報酬の算出、決定など）
④実施スケジュールの策定（実査、ヒヤリング、書類精査、報告スタイルなど）

前半で経営労務監査の枠組みと理論について一通りお話しします。後半には、人事労務リスク、監査の背景・目的、また実際に
行っている労務コンプライアンス監査の仕組み、構成内容から監査範囲・監査報酬の設定方法および実施スケジュールまで順
を追ってお話します。

34
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野田

日程

内容

講師

労務コンプライアンス監査ツールの整備、監査報告書の作成・提出

6/ 8（水）

野田

戦略とマネジメント

5

①ヒヤリングシートやチェックリストなどツールの分類・整備
②主要ツールの使用方法と具体的適用
③報告書の構成
④報告方法
⑤報告後の対応など

労務コンプライアンス監査の各種ツールをご紹介します。監査を実施するうえで必要不 可欠となるチェックリスト・チェック
シートのご紹介、インタビューを実施する際の内容等、共通となる基本ツールから、監査目的・監査範囲により異なる各種ツー
ルを多数ご紹介します。また、監査報告書の構成や報告会の実施方法などもご紹介します。

事例研修①（就業規則と賃金規程など主要関連規程）

6

①適法性監査のポイント
②整備状況、運用状況監査のポイント
③監査結果の確認、集約

6/15（水） 就業規則やそれに付随する規程類の監査のポイントをなるべく事例を多く交え解説します。就業規則類は、法令上その規定が

下田

求められている部分と、経営上のリスク・トラブル回避のために規定しておくことが望ましい部分に分かれます。
この回では、就業規則やその他の規程類について、整備状況と運用状況いう観点にわけ、多くの会社で共通する監査上のポイ
ントを解説します。また、その監査結果を報告書へまとめる際のポイントにも、極力触れていきます。

事例研修②（労使協定・協約、法定帳簿、労働社会保険の届出、手続）

7

①適法性監査のポイント
②整備状況、運用状況監査のポイント
③監査結果の確認、集約

6/22（水） 実務的に監査を行う上で、労使協定・協約、法定帳簿、労働社会保険の手続・届出について、押さえておかなければならない重

机

要なポイントを把握する必要があります。
本講では、実践的な診断・監査手法の理解を深耕していただくため、過去事例を基にご説明します。具体的には、形式面として
内容を含め整備状況は適正か、実態面として運用状況は適正かといった形式面と実態面の両面における確認方法と、適法・適
用性を判断する際のポイントを重点的にお話します。

事例研修③（IPO対応の労務コンプライアンス監査）
①IPO監査の流れ
②IPO監査のポイント
③監査結果の確認、集約、監査レポート

8

株式公開を控えている企業の監査は、通常の労務コンプライアンス監査項目に加え、株式公開企業としてふさわしい人事労務

6/29（水） 管理体制が整備されているかを審査時に求められる為、それらの項目にも着目し監査項目として追加する必要があります。

宮武

株式公開をするために押さえておかなければならない人事労務分野の制度や規程の整備・運用状況について、主幹事証券会社
や証券取引所の審査を前提に、IPO監査の流れ、そのポイント、監査レポートの作成に至るまでを事例を踏まえてお話します。
実際の主幹事証券会社等からの質問内容を題材に、上場準備期にどの様な点に注意をし、どのレベルまで社内整備が必要なの
か、その為にはどの視点から監査をするべきなのか、過去事例に基づき具体的な内容をお話します。

講座総括

9

7/ 6（水）

経営労務監査の可能性

経営労務監査のねらいは、企業成長を促す、より効果的な企業組織の構築にあります。そこで経営労務監査では企業活動の起
点となる経営理念、経営計画をはじめ、労働力活用でのコンプライアンスの状況などを監査します。また、こうした企業組織の
静態的側面だけでなく、企業内部の労働力の配置、コスト、コミュニケーション状況の診断など経営組織の動態的側面にも注
目し、人材ポートフォリオとして監査していくことになっています。それは企業活動のより健全でより経営環境に適した経営体質
の構築を目指しているからです。講義では、経営労務監査の内容を概観し、その経営的意義について考えていきます。
また、出席の一定基準を満たした方に「履修証書」を授与します。

田村

コーディネータ・講師紹介
くろ だ

けん いち

た むら ゆたか

愛知東邦大学経営学部教授

黒田 兼一 明治大学経営学部教授

田村 豊 明治大学大学院経営学研究科兼任講師（労務監査論）

明治大学大学院経営学研究科単位取得中退。専門は人事労務管理論。
自動車産業を中心として、戦後日本の人事労務管理を研究。1992年から１
年間イギリス、2002年から２年間をアメリカでそれぞれ滞在し、現地日系
自動車企業の人事労務管理と労使関係を調査。現在は日本の人事労務管
理の「いまとこれから」に焦点をあてた研究にとり組んでいる。

明治大学大学院経営学研究科修了。博士(経営学)。専門は人事労務管理
論、生産マネジメント論。スウェーデン企業の経営戦略と労使関係の相互
関係について日本との比較から、日本企業の組織力の強さについて研究
を進めている。著書に『ボルボ生産システムの発展と転換』(多賀出版)、
『中小企業の経営力とは何だ』(中部経済新聞社)、共著など。

あさ か

ひろ き

NPTビジネスサポート株式会社

わか しま つかさ

コニカミノルタホールディングス株式会社

浅香 博胡 代表取締役社長

若島 司 人事部長

1966年三洋商事㈱（現日本紙通商㈱）入社、総務部及び人事部
を経験し、取締役管理本部副本部長を最後に2009年退任。こ
の間６回の合併を経験し人事制度の改定や統合を行い、環境
責任者としてISO14001の認証取得にも携わる。2009年から
NPTビジネスサポート㈱代表取締役社長。
1995年から東京都社会保険労務士会理事。主な共著に東京都
社会保険労務士会業務開発研究会編『人材を求め育て活か
す』、
『魅力ある会社作り』など。

1981年明治大学商学部卒、小西六写真工業(株)（現在、コニカ
ミノルタホールディングス(株)）入社、国内営業担当後、1986年
英国駐在（販売会社、スタッフ部門）。海外規程の見直しがあ
り、海外駐在経験者ということで1989年本社人事部（海外人
事担当）に異動。その後は一貫して人事関連部門で、製造・開
発拠点の人事、国内販売会社の人事総務、本社にて人事、労政
業務を経験。2003年の経営統合において人事関連課題を担
当。2009年4月より現職。

の

だ

よし のぶ

しも だ

なお と

野田 好伸 社会保険労務士

下田 直人 社会保険労務士

神奈川大学法学部卒。大学卒業後、社会保険労務士法人ユ
アサイドにて約６年間勤務し社会保険労務士としての基本
や実務を身に付ける。その後、社会保険労務士法人大野事
務所に転職し、現在、同法人においてパートナー社員として
勤務。人事労務相談、人事労務コンサルティング、労務監
査・診断、人事労務研修等を中心に、大企業から中小企業
まで幅広く活動を行っている。特定社会保険労務士付記。

社会保険労務士事務所エスパシオ代表。東洋大学文学部卒業。卒
業後小売業にて、地区統括責任者などの職を経て、平成14年に開
業。規模・業種を問わず様々は企業の、就業規則の作成を中心に人
事・労務問題のアドバイスを行っている。著書に「勝ち組企業の就業
規則」
（PHP）などがある。特定社会保険労務士付記。

みや たけ

つくえ ひで あき

机 秀明 社会保険労務士
机経営労務管理事務所所長。中央大学商学部会計学科卒。卒
業後、中小企業金融公庫にて、数百社の融資・審査を通じ、多
くの経営課題解決に関与。退職後、公認会計士等豊富な人脈
をブレーンとして、当初より労務管理上のリスクに着眼し、独自
に労務診断・監査手法の研鑽を積む。現在では、上場企業か
ら中小企業まで約150社の顧客に対する人事労務管理全般の
アドバイスに主事する他、金融機関等におけるセミナー講師
等、活動の場を拡げている。特定社会保険労務士付記。

よし き

宮武 善樹 社会保険労務士
宮武社会保険労務士事務所所長。日本大学生産工学部卒業。卒
業後上場企業にて「企業」「組織」について実体験を通して習得
し、退職後社会保険労務士の資格を取得。大手社会保険労務士
事務所にて人事労務分野における制度構築や運用、経営労務監
査について研究を重ねる。現在は主にIPOを視野に入れている企
業に対し、上場審査の視点から人事労務に関する各種制度の構
築、規程類の作成、運用などのサポートを行っている。特定社会
保険労務士付記。
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戦略とマネジメント

社会保険労務士総合研究機構協力講座
講座コード

戦略とマネジメント

11110005

セミナーの
目的

経営労務監査の理論と課題
経営管理の一翼を占める労務管理の
適切性を監査する理論を明らかにするこ

講義形式
レクチャー

とが本講座の主たる目的である。過去に
おいて労務監査論とその手法は何度となく提起された。し
かし、今日に至っても労務監査の理論は模索されているの
が現状である。本講座は法令監査、業務監査、人材育成監
査、人件費監査の４つの側面から、特に賃金管理の適切
性・不適切性をどのようにチェックするかという問題を中
心にして、理論的な枠組みを提起する。

講座概要
コーディネータ

平沼 高

明治大学経営学部教授

曜

日

時

間

金曜日
19:00〜21:00

定

員

40名

回

数

7回

受講料
教

材

ポイント

30,000円（一般）
27,000円（法人*）
オリジナルレジュメ
★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 →19頁

日程

内容

講師

現代日本の経営労務監査
1

5/ 6（金）

株式上場において従来財務の健全性が問われている。しかし今日では、労務管理の健全性が問われている。講
義では「それはなぜなのか」という疑問に答えながら、現代日本社会で真に求められているのは、法令監査に
とどまるものではなく、経営労務監査であることを述べる。経営労務監査の理論的構造について、法令監査、
業務監査、人材育成監査、人件費監査の４つの柱から労務管理の在り方を監査することの必要性を解説する。

平沼

会計監査と経営労務監査の類似性と異質性
2

5/13（金）

経営労務監査の在り方を考察する場合、いったい会計監査がどのような基本的な考え方に立って、どのように
行われているかという問題は避けて通る訳にはいかない。会計監査には基本的な考え方があり、守るべき監査
基準と監査の手続きがある。講義では会計監査の視点から、経営労務監査が厳密な監査の名に値するために
は、経営労務監査はどのような必要条件と十分条件を想定すべきであるか、このことについて問題提起する。

大倉

経営理念確立の意義と部門管理、業務管理
3

5/20（金）

中小企業であればこそ企業は自らの存在意義と目指す企業の将来像を示すために経営理念を掲げる必要があ
る。企業経営者は職場の管理者の協力を得て経営計画（事業計画・予算計画・利益計画）を立案し、経営計画
を部門目標として提示し、経営計画を労働者の日常業務にまで落とし込んで、労働者に遂行させなければなら
ない。中小企業家同友会（中同協）は、従来から明確な経営理念を掲げた中小企業像を掲げている。講義で
は、経営理念確立の意義と部門管理、業務管理のポイントについて解説する。

広浜

経営戦略と中期利益計画の策定
4

5/27（金）

どのような企業組織であっても、いまや経営戦略（全社的な企業戦略や事業ごとの事業戦略）を不可欠とす
る。そして、これらの経営戦略を実現するためには、それを経営計画へと反映し具体化するプロセスにおいて、
中期経営計画とその数値的表現である中期利益計画を策定する必要がある。講義では、そのような中期利益
計画の基本的な考え方と策定手続きに就いて解説する。

大槻

経営計画と予算管理の果たす役割
5

36

企業の長期・中期・短期の経営計画には予算の裏付けが必要とされる。企業経営にとって事業計画と予算計画
6/ 3（金） とは表裏一体の関係にある。講義では、利益計画の立案と予算管理の意義、予算の進捗管理の仕組みを解説
すると同時に、予算管理の視点に立ってビジネス活動を考えた時、企業が ビジネスサイクルを回す というこ
とはいったいどのようなことを意味するのかについて解説する。
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鈴木

日程

内容

講師

日本企業の賃金管理の功と罪
6/10（金）

山口

戦略とマネジメント

6

労働者が担当すべき業務が確定すれば、企業経営者は労働者をどのように処遇するかという問題に直面せざ
るをえない。労働者をどのように処遇するかという問題は、欧米であれば職務給制度を採用することになる。
しかし、属人的な職能中心で管理・運営される日本企業では、労働者の処遇には年功的処遇の側面が色濃い
というのが現状である。講義では、戦後日本の職務職階給導入時を振り返り、欧米企業と異なる原理に立つ
日本企業の処遇法に固有の問題点（功と罪の双方）について問題提起する。

現代の病院経営と経営労務監査―経営労務監査に求められるものは何か―
7

6/17（金）

地域医療サービスの堅実な発展を図る視点から、歴代政府の「医療改革」を批判しながら、市民に対する医療
サービス向上のために献身的に働く医療関係労働者の現実を告発する。つまり、労働法なきが如き医療労働
の現場を告発する。同時に、この講義では、国際保健機構から高い評価を得ている日本の医療が法令遵守の
健全な病院経営として成立するためには、経営労務監査が必要不可欠であることを指摘する。

本田

講座のポイント
・6月17日、講義終了後、修了者（80％以上の出席者）の代表に履修証書を交付いたします。代表者以外の方は、リバティアカデミー事務局
でお受け取りください。
・秋期には、「経営労務監査の課題」講座が開講予定です。春期と併せてのご受講をお薦めいたします。

受講をお薦めする方
・中小企業経営者
・企業の人事部所属の管理者及びスタッフ
・労務管理を企業経営と関連させて理解したい社会保険労務士
・税理士

コーディネータ・講師紹介
ひら ぬま たかし

平沼 高

明治大学経営学部教授

和光大学人文学部人間関係学科卒。
明治大学大学院経営学研究科博士後期課程退学（単位取得）。専門領域は労務管理と企業内教育・訓練管理の歴史研究。主要な著著①『アメリ
カ大企業と労働者』北海道大学出版会。②『熟練工養成の国際比較』ミネルヴァ書房。③『大学だけじゃないもう一つのキャリア形成』職業訓練
教材研究会。主要な学術論文①「アメリカ自動車産業の徒弟制度」
（労務理論学会編『モノづくりの危機と労務管理』所収）。②「経営労務監査の
理論的枠組み」
（明治大学『経営論集』第57巻第4号）2010年3月。③「青年労働者のキャリア形成―その神話と現実―」
（労務理論学会大会報
告、龍谷大学、2010年6月）
おお くら まなぶ

大倉 学

明治大学経営学部教授

明治大学大学院経営学研究科博士後期課程退学（2年在
籍）。明治大学経営学部助教授を経て現職。専門は国際会計
論。
会計の基礎概念研究を中心として会計制度の特質究明を
試みる。
共著
『比較会社法会計論』
（白桃書房）
他。

すず き

けん いち

鈴木 研一

明治大学経営学部教授

筑波大学理工学群社会工学類卒。
大阪大学大学院経済学研
究科博士後期課程修了、経済学博士。長銀総合研究所、広島
国際大学助教授を経て現職。専門領域は管理会計。主な著
書、
『 プロジェクト・バランス・スコアカード』
（ 生産性出版、
2004年、編著）、
『固定収益マネジメント』
（中央経済社、2005
年、
編著）
『
、業績管理会計』
（中央経済社、
2010年、
共著）
。

やま ぐち

よう いち ろう

山口 陽一郎 東京社労士会会員
明治大学大学院経営学研究科修了。全基連（厚生労働省）
「中小企業賃金制度モデル等作成委員会」委員（平成８〜１９
年）。主な著書･論文に、
『事例解説賃金退職金制度』
（ 第一法
規、
編著）
『
、改訂版 わかりやすい賃金体系改善の進め方』
（全
基連）、
『６５歳定年制を導入する際の賃金制度の在り方に関
する調査研究報告書』
（共著 高年齢者雇用開発協会 ）
「
、成果
主義における異なる２つのベクトル」
(労務理論学会誌)など。

ひろ はま やす ひさ

広浜 泰久

全国中小企業家同友会（全国協議会）幹事長

ヒロハマ株式会社代表取締役会長。ヒロハマ㈱は塗料・シン
ナー・食用油等に使用される業務用ぶりき缶部品の総合メー
カー。国内シェアＮｏ１。
「缶パーツとその関連技術を通じて、
缶の社会貢献を全面的に支援しよう」という経営理念と、そ
れに基づいた経営戦略、そしてその具体化細分化により、他
社との際立った差別化を進めると同時に、社員が誇りを持て
る企業づくりをめざしている。
おお つき

はる み

大槻 晴海

明治大学経営学部准教授

明治大学経営学部卒。
明治大学大学院経営学研究科博士後
期課程退学（単位取得）。専門領域は管理会計。主な著書は
『経営管理会計ハンドブック』
（東京経済情報出版）。主要な
学術論文は「日本の主要企業の原価企画（１）〜（６）」
『企業
会計』
Vol.62,No.2〜No.7.(2010年2月〜7月)

ほん だ

ひろし

埼玉県済生会栗橋病院 副院長

本田 宏 NPO法人医療制度研究会富士理事長
昭和29年、
福島県郡山市生まれ。
昭和54年国立弘前大学医学
部卒、
昭和56年東京女子医大第三外科、
平成元年済生会栗橋
病院外科部長、
平成13年より現職。
著書に
『誰が日本の医療を
殺すのか−「医療崩壊」の知られざる真実』洋泉社，07年9月、
『医療崩壊のウソとホント』
PHP研究所，
09年9月、
共著
『医療崩
壊はこうすれば防げる』
洋泉社，
08年7月など。
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戦略とマネジメント
講座コード

戦略とマネジメント

11110006

セミナーの
目的

農と食のビジネス革新（植物工場編）
─動向と事例から植物工場の可能性と課題を探る
世界規模での人口拡大や地球環境問題などを
背景に、わが国の農業は重要な転換点を迎えて
いますが、生産・流通に関する新たなイノベーシ
ョンも生まれ、農工商連携の多面的展開が進ん

でいます。
本セミナーでは、この農と食のビジネス革新の中で重要な役割を担
っている植物工場に焦点を充てます。植物工場に関しては、近年、栽
培方式、光源、センサー、制御手法などさまざまな面で技術革新が進
み、また農林水産省、経済産業省による政策的な支援も展開されて
います。しかし、一方で、さらなるコスト低減、需要に対応したビジネ
スモデルづくりといった課題も指摘されています。
そこで、本セミナーでは、農業政策、農工商連携との関連から植物
工場の技術、事業の動向を把握するとともに、植物工場のビジネス事
例を検討します。そして、農と食のビジネス革新のあり方と植物工場
の可能性と課題を探ります。

受講をお薦めする方

講義形式
レクチャー

講座概要
コーディネータ
曜

日

時

間

金曜日
19:00〜20:30

定

員

30名

回

数

5回

受講料
教

材

ポイント

20,000円（一般）
18,000円（法人＊）
オリジナルレジュメ資料
★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 →19頁

・農工商のビジネスモデル革新にかかわる経営者・事業関係者
・植物工場の関連事業に取り組まれようとしている経営者、企画担当者
・農業政策の担当者、農業関連団体の職員
・農業、農工商連携事業者との取引を促進する金融関係者、等

日程

廣政 幸生 明治大学農学部教授
歌代 豊 明治大学経営学部教授

内容

講師

「植物工場の動向と事業化に向けた課題とリスク」

1

5/20（金）

植物工場のこれまでの発展経緯、そして技術と市場の動向を概観するとともに、注目す
べき技術や生産、流通・販売に関する新たな取り組み事例等を紹介します。それらをと
おし、事業の採算性向上と事業化に向けた課題、
リスクを検討します。

伊藤

「植物工場のフロンティア─明治大学の取り組みを中心に」

2

5/27（金）

明治大学は、経済産業省が推進している先進的植物工場施設整備事業の対象施設の
一つとして採択されました。明治大学における植物工場関連の研究開発の現状と植物
工場基盤技術研究センターにおける今後の研究計画をお話しするとともに、植物工場
の普及・促進に向けた技術課題と解決アプローチを検討します。

池田

「事例：ヴェルデにおける植物工場の取り組みと今後の展開」

3

6/10（金）

ヴェルデは、有機栽培天然土壌資材の「ヴェルデナイト」を活用した「立体野菜工場」の
販売事業を展開しています。これまでの取り組みと今後の事業展開についてお話しい
ただき、土耕式植物工場の有効性と課題、海外展開の可能性等を検討します。

田野島

「事例：キユーピーにおける植物工場の取り組みと今後の展開」

4

6/17（金）

キユーピーは日本における植物工場のパイオニアとして1984 年より完全制御型植物
工場に取り組んできました。植物工場事業の経緯と現状、今後の事業展開、植物工場の
可能性と障害等についてお話しをおききします。それを踏まえ、生産と市場需要をつな
ぐためのコスト低減、高付加価値化、
新たなビジネスモデル創造等の課題を検討します。

清澤

「事例：グランパにおける植物工場の取り組みと今後の展開」

5

38

6/24（金）

グランパは建設・不動産企業数社、大成建設の出資により設立されました。円形回転方
式の水耕栽培により生産性の高い太陽光利用型植物工場を開発し、販売しています。ま
た、農業生産法人であるグランパファームでは野菜の生産・販売を進めています。同社の
これまでの取り組みをお話しいただき都市近郊の農と食のビジネスモデル革新のあり
方を検討します。
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阿部

本講座の背景とフレームワーク

〈農〉
生産

戦略とマネジメント

農業を取り巻くマクロ環境変化、政策転換・制度改革
●世界規模での人口拡大
●食に対する安全・安心ニーズの高まり

●地球環境問題に対する危機感の増大
●食に対する安全保障、等々

〈工〉
加工

〈商〉
販売・サービス

〈生活者〉
消費

農家、農業生産法人の経営改革・流通改革

農家

小売

建設
プラント

中食

制御・機器

場

農と食に関する
生産技術・流通技術の革新

市

食品メーカー

植物工場

農業
生産
法人

外食

異業種からの新アグリビジネスモデルの展開

コーディネータ・講師紹介
ひろ まさ

ゆき お

うた しろ ゆたか

廣政 幸生 明治大学農学部教授 農学博士

歌代 豊 明治大学経営学部教授

北海道大学大学院農学研究科修了。北海道大学助手、助教
授を経て2002年より現職。専門は、環境経済論、農村環境政
策論。農業・農村の多面的機能を活用した農村開発のあり方
と評価、循環型社会における生物系廃棄物を利用したリサイ
クルシステムの社会・経済条件等の研究を進めている。
主な著
書として
『消費者行動とフードシステムの新展開』
（共著、
農林
統計協会）
などがある。

上智大学理工学部卒業、
筑波大学大学院経営・政策科学研究
科修士課程修了
（修士
（経営学）
）
。
株式会社三菱総合研究所に
入社し、
経営システムに関するコンサルティング等に従事。
2004
年、
明治大学経営学部助教授に就任、
2009年より現職。
BSC
フォーラム会長。
主な著書として、
『情報・知識管理：IT とナレッ
ジマネジメント』
（編著、
学文社）
等がある。

株式会社三菱総合研究所
伊藤 保 地域経営研究本部 主任研究員
上智大学経済学部卒業。
株式会社三菱総合研究所入社。
専門
は地域産業、
地域経営。
入社以来、
築地市場再整備や農協経
営、
農林水産業振興等を担当。
大田区内のものづくり産業振興
など、
製造業等地域産業振興、
地域経済活性化も担当。

池田 敬 明治大学農学部准教授 博士（農学）

いけ だ

い とう たもつ

た

の しま

青山学院大学経済学部商学科卒業。新光精工株式会社入
社。その後、株式会社トーホーインターナショナル設立。株
式会社ロプコ、川鉄商事株式会社化学品本部等における
技術顧問を経て、2000年１月、有限会社ヴェルデ設立に伴
い技術顧問、2002年余り株式会社ヴェルデ代表取締役。
その間、高速タブレットマシン、液晶ガラス接着プレス等の
開発に携わり、
「コーティング・ピートモス」のアメリカ、カナ
ダ、日本での特許取得。
べ

大学院修了後、科学技術庁特別研究員、独立行政法人農業
技術研究機構主任研究員などを経て2007年より現職。専門
は生産システム学、園芸学、植物生理学、計測工学。都市近
郊型農業生産システムの開発・改良、植物の環境ストレス応
答及びその計測法、植物工場生産システムに関する研究など
を行っている。

てつ や

田野島 鐵也 株式会社ヴェルデ 代表取締役

あ

たかし

きよ さわ

まさ ひこ

清澤 正彦 キユーピー株式会社 グリーンファクトリーセンター
千葉大学園芸学部園芸学科卒業。キユーピー株式会社入
社。生産本部鳥栖工場、生産本部原料部試験農場に勤務。
1986年植物工場「ＴＳファーム」第１号機を販売。その後、植
物開発センターＴＳファームプロジェクトチームリーダー、グ
リーンファクトリーセンター長に就任。自社プラント及び外販
プラントの管理及び事業部内（サラダ・惣菜事業）の野菜開
発・仕入に従事。

たか あき

阿部 隆昭 株式会社グランパ 代表取締役社長
日本大学経済学部経済学科卒業後、青森銀行入行。支店長、
その後国際部長に就任（二年間派生商品を学ぶ為に世界各
国の銀行を視察）。1996年退職後、株式会社みちのく建設取
締役会長就任。財務、事業拡大を手掛ける。企業間の交流か
ら株式会社グランパ設立。代表取締役社長就任。未来産業
型農業についての企画開発に取組み現在に至る。
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戦略とマネジメント
講座コード

戦略とマネジメント

11110007

イノベーションと経営戦略

加速化する経営環境の変化の中において、現
セミナーの 代企業にとって不可欠の課題とされるのがイノ
ベーション（革新）の実現と、それを可能とする
目的
戦略的経営の遂行です。本講座では、こうした
企業が抱える課題としてのイノベーションについて、その本質と構成
内容、さらには企業が遂行すべき戦略的経営のあり方について、理論
的接近のみならず、現実の企業経営事例をもとに分析、考察します。

受講をお薦めする方
ビジネスの第一線で活躍されている方をはじめ、経営学にはじめて触れる方を含め、
広く多くの方々の受講を歓迎いたします。

講義形式
レクチャー

講座概要
明治大学専門職大学院
会計専門職研究科教授

講

師

吉村 孝司

曜

日

時

間

水曜日
19:00〜20:30

定

員

20名

回

数

5回

受講料
教

材

ポイント

20,000円（一般）
18,000円（法人*）
オリジナルレジュメ
★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 →19頁

日程

内容

1

6/ 1（水）

企業経営の現在（いま）と課題
経済理論として登場したイノベーション理論について、その構成内容と、現代の企業経営への定着過程について解説します。

2

6/ 8（水）

経営戦略理論の系譜
現代企業にとって不可欠要件である経営戦略について、代表的理論に関する史的考察をはかるとともに、企業が直面してき
た戦略的課題の変遷について検証します。

3

6/15（水）

イノベーション経営事例研究 ─イノベーション成功企業にみる戦略的経営（1）─
従来のビジネスモデルを根底から変革し成功をおさめた巨大書籍流通企業におけるイノベーション経営の実態を探ります。

4

6/22（水）

イノベーション経営事例研究 ─イノベーション成功企業にみる戦略的経営（2）─
研究開発と新製品開発が成功要因であるプロダクト・イノベーションにおいて、そこに存在するイノベーション・ジレンマ（イ
ノベーション阻害要因）についての検証をその実現過程の分析を通して行います。

5

6/29（水）

イノベーション経営事例研究 ─イノベーション成功企業にみる戦略的経営（3）─・イノベーション経営の方向性
比類のない研究開発力を武器に世界企業へと成長した化学企業におけるイノベーション経営の実態を探ります。また、これ
からの企業におけるイノベーション経営の方向性と施策を検証します。

講師紹介
よし むら

こう じ

吉村 孝司 明治大学専門職大学院会計専門職研究科教授
明治大学大学院経営学研究科博士後期課程修了、博士（経営学）。専門は経営戦略論、イノベーション論、経営管理論。「遺伝子学的アプ
ローチからの企業イノベーションの解明」をテーマに研究。日本経営教育学会常任理事。著書『企業イノベーション・マネジメント』
（中央経
済社）、
『マネジメント・ベーシックス（編著）』
（同文舘出版）、
『経営戦略（編著）』
（学文社）など多数。
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戦略とマネジメント
講座コード

トヨタ流コスト造り込み活動

近年、
「モノづくり」は商品の短命化、多様化、
セミナーの グローバル競争の激化・環境問題・低価格化・円
高等厳しさを増す環境の中で、製造業として不況
目的
下にあっても企業競争に勝ち抜く為には「良い商
品をより安く提供し、確実に利益を確保する」ことが原則です。一般的
に、利益確保といえばコストダウンがイメージされますが、よりコスト
を下げ価格競争力を高める活動として、従来型「原価計算・コストダウ
ン」活動に対し、現在では「利益創造・コスト造り込み」活動が注目さ
れるようになってきました。その上で、利益を確実に実現させる為に
は、モノづくりの「タイミングに合ったコストの造り込み」活動が重要と
なり、どの程度実施されているかにかかっています。
今回はトヨタ流の「モノづくり」
（開発段階〜生産段階）における原
価管理からコストに関する基本的な考え方や事例・演習・解説を通じ
て、徹底した低コストのモノづくりの可能性やヒントを見出せるよう理
解を深めることを目的とします。

講義形式
レクチャー

実

習

講座概要
コーディネータ 落合 稔

明治大学専門職大学院
グローバル・ビジネス研究科教授

曜

日

時

間

火曜日
19:00〜20:30

定

員

25名

回

数

5回

受講料
教

材

ポイント

20,000円（一般）
18,000円（法人*）
オリジナルレジュメ
★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。

受講をお薦めする方

法人会員制度 → 19頁

・製造業（モノづくり）に勤務し、「原価管理・原価企画・原価改善」に関する業務に携わる方
・開発設計・生産準備・調達等で原価低減に関心のある方
・コスト管理や低減に関心をもつビジネスパーソン

日程

戦略とマネジメント

11110008

内容

講師

国内外での厳しい競争の中にあって、
「お客様第一」で「良いものを安くタイムリー」に提供するための高い技術
力と高い生産性がコスト競争力を向上させ、トヨタのモノづくりを支えています。
初めに、トヨタのモノづくりとコストについて、トヨタウェイの枠組みと関連させながら説明いたします。

鳥居

トヨタのモノづくりとトヨタウェイ

1 5/10（火）

（トヨタ流）コストの基本的考え方

2 5/17（火）

3 5/24（火）

コストの構造・種類・使い道について理解を深めます。
・価格とコスト→価格とコストの関係と
「儲ける」ための方法は？
・コストの構造→コストに含まれる費目や把握単位は？
・コストの変化→コストの変化と対応方法は？
コストは生き物、コストは造るもの、原低への動機付け

・コストのいろいろ→コストはひとつ？
財務計算との違いは？
・コストの使い道→コスト情報でどう判断しますか？
経済性検討（機会損失・内外製判断・生産継続判断等）

（トヨタ流）原価管理
原価を管理しコスト競争に勝ち抜く仕組み、コストダウンの推進、意思決定を実行する為の正しいコスト把握の
基本的な考え方・留意点について理解を深めます。

鳥居

鳥居

（トヨタ流）コストの造り込み（原価企画）

4 5/31（火）

製品のコストは開発段階（図面を書いた段階）で大半が決まる為、この段階でのコスト造り込み活動が重要ですので、
コスト要素を明確にしコスト見積の基本的考え方・留意点やコストエンジニアリング活動について理解を深めます。
・原価企画とは？ ・原価企画の重要性・プロセス ・利益計画とコストの造り込みの関連 ・目標原価設定と展開とフォロー
・コストの見積・コスト要素 ・コストの造り込み ・ＶＥ、ＳＥ活動 ・他社での実践事例

鳥居

（トヨタ流）コストの造り込み（原価維持・原価改善）

5 6/ 7（火）

「知恵」を駆使した生産活動に沿ってコストを造り込む活動が必要であり、コストの視える化やコスト管理について理
解を深めます。
・原価維持・原価改善とは？ ・原価維持・原価改善の違い ・標準づくり ・原価単位・異常値管理
・トヨタ生産方式との関連 ・品質管理との関連 ・予算管理 ・他社での実践事例

鳥居

〈注〉2〜3回では主として演習で授業を進めますが、事前に課題を渡し、当日は説明を加えながら解答を示し理解を深めます。

コーディネータ・講師紹介
おち あい みのる

落合 稔 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授
米系監査法人に勤務し日米にて会計監査従事。1979年から（株）ト
ミー（現タカラトミー）勤務。米国現法にてトレジャラー、本社にて専
務取締役（CFO）。経理、財務、法務、IT、人事等の担当を初め、グ
ループ経営管理、海外事業、M&A、事業再生、IR、IPO等々の実現
に取組んできた。2001年CFOカレッジ代表。2004年から現職。著
書「CFOの戦略会計」、「CFOハンドブック」「国際財務へのパスポート」ほか多数。

とり い

まさ はる

鳥居 正治 （株）トヨタアカウンティングサービス常務取締役
1966年にトヨタ自動車（株）に入社以来2003年まで経理部・原価改
善部で原価管理に携わり、国内・海外の原価改善、原価企画、原価教
育の推進を経験し仕組みやツール作り・実務での原低成果に貢献。その
後（株）トヨタアカウンティングサービスでコンサルタントを推進中。コ
ンサルティングはトヨタ自動車の指導も続け、医療・住宅・設備・サー
ビス業界など多くの会社で原価管理全般について仕組み作りや企業教育など指導中。
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マーケティング
講座コード

11110009

実践・マーケティング戦略セミナー
基礎課程：戦略論を深め、実践力を身につける

マーケティング

製造・生産業務を含め企業活動のすべてが
講義形式
セミナーの マーケティングである といわれる今日、「企業
レクチャー
経営・事業展開＝マーケティング」という図式が定
目的
着してきました。このセミナーでは、事業展開にと
講座概要
って不 可欠なマーケティング戦略について、 環境変 化に対応でき
る 基礎能力の向上を図ることを目的に開講します。
コーディネータ 大友 純 明治大学商学部教授
講義では、具体的な事例を豊富に取り入れ、実務に活用できるマー
曜 日
土曜日
ケティング戦略の基本的な思考と方法を体得することを目指します。
時 間
15:30〜17:30
講師には、企業での経営指導、コンサルティング経験豊かな本学教授
定 員
40名
陣を迎え、最新のビジネス事例研究を基にした、実務に対応した実践
回 数
8回
的な授業を展開します。
38,000円（一般）
教科書的なマーケティングではなく、事例を中心にわかりやすく、
受講料
34,200円（法人*）
かつ実務に活用できるプログラムです。講師・受講生相互の交流も重視
教
材
参考図書・レジュメ
し、異業種間での新しいビジネスの創造に貢献することもねらいとし
ポ イ ン ト ★★
ています。
＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。

受講をお薦めする方
・あらゆる業種・職種で適用可能なマーケティング・スキルを基礎から学習しますので、経
験を問わずどなたでも参加することができます。
・事例研究を中心に講義を進めますので、マーケティング部門に限らず、さまざまな部門
の方に有効です。

法人会員制度 →19頁

受講された方へ
参考図書のプレゼント！
「マーケティング戦略論―
実践パラダイムの再構築」
上原征彦
有斐閣

日程

1

2

5/21（土）

3

5/28（土）

内容
マーケティングにおける基本的なビジネスの捉え方
（1） マーケティングとは何か一マーケティング理念、戦略、技術の変化
（2） マーケティング的視点におけるビジネスに対する基本姿勢
（3） 顧客サービス活動の本質と顧客満足のマーケティング技術

6/

5

6/11（土）

6

6/18（土）

7

6/25（土）
7/ 2（土）

講師

上原

懇 親 会 初回（5月14日）講義後、講師･受講生間の懇親会（17：30〜18：30）を予定しています。
異業種交流、名刺交換、講師との懇親にお役立てください。

製品戦略の基本視点─製品コンセプトとプロモーション戦略
（1） 製品概念の複雑性一製品とは何か
（2） 製品の2つの有用性と製品戦略の基本課題
（3） 製品コンセプトの創造
4（土） （4） プロモーション戦略における製品コンセプトの重要性
（5） 製品開発の基本視点

4

8
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5/14（土）

著

大友

流通戦略と物流戦略の今日的視点
（1） 流通機能とマーケティング
（2） マーケティング・チャネル戦略の基本視点
（3） 卸・小売業のマーケティング戦略
（4） 物流、ロジスティクス、サプライチェーン･マネジメント(SCM)の概念
（5） 物流サービス企業の経営戦略とサード･パーティ･ロジスティクス（3PL）

小川

マーケティング戦略の事業開発と消費者行動分析の方法
（1） マーケティングの基本一事業の定義、戦略志向と4P概念
（2） 新たな事業開発と市場対応
（3） 消費者行動研究の分析視点
（4） 顧客満足の捉え方とその測定方法
（5） 消費者行動の社会的・心理的要因

井上
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セミナーの特徴
1.レベル別による「実践的」カリキュラム

4.質疑応答･意見交換による経験交流学習

受講生の担当業務に対応したマーケティング戦略を提案す
るために基礎･応用の各課程を設置し、体系的にスキル向上
をはかります。春期の募集は基礎課程になります。応用課程
は後期（10月予定）開講です。

最もふさわしいマーケティング教材はあなた自身です。あ
なたのマーケティング思考を、懇親会や質疑応答の際に、講
師とともに検討し、実際の業務に生かしてください。マーケテ
ィング･スキルを深化させるセミナーです。

基礎課程（当期）

応用課程（後期）

5.人的ネットワークの構築を支援
マーケティング

ビジネスパーソンにとって幅広い人的ネットワークは、スキル
の向上とともに重要なことです。このセミナーでは、講師･受講
生相互の交流を大切にし、業種を超えた幅広い人的ネットワー
クの構築と拡大を支援します。

6.修了された方に「履修証書」を発行します
2.大学教員が「実践」と「理論」の両面から講義を展開
講師は、
マーケティング研究の第一人者でビジネスティーチン
グや経営指導に積極的な本学教員が担当します。豊富な成功･
失敗事例と、その分析･コメントを通じて、
「実践的」マーケティ
ング思考を体得します。

当コースを修了（基礎課程、応用課程をそれぞれ5分の4以
上出席）された方には「履修証書」を授与します。

3.教科書の理論を超える「視点」を事例に学ぶ
教科書的な理論だけでは、多様な環境下で意思決 定を迫
られる実務に対応することは、難しいものです。実際の企業
事例に学ぶことでマーケティング業務に不可欠な「基本的視
野」を育成します。

関連講座
● あなたの仕事、あなたの会社の明日が変わる！Ｐ.Ｆ.ドラッカーに学
ぶ『マネジメント−基本と原則』を読む「経営ゼミナール」
（30頁）
●『イノベーションのジレンマ―技術革新が巨大企業を滅ぼすと
き』（Ｃ.Ｍ.クリステンセン著）を読む「マーケティングゼミナー
ル―破壊的技術創造の理論と手法を学ぶ―」
（44頁）
● 最先端の研究成果をあなたの顧客理解のために！「ビジネスは
「消費者」理解からスタートする」
（45頁）
当セミナーに併せての受講をお薦めします。

コーディネータ・講師紹介
おお とも じゅん

うえ はら ゆき ひこ

大友 純 明治大学商学部教授

上原 征彦 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授

明治大学大学院商学研究科博士後期課程退学。専門はマーケ
ティング戦略論、広告論。食品・化学・自動車・機械メーカー
や小売店等の大手企業で経営実務・マーケティング戦略の研
修指導を数多く手がける他、中小企業経営、地域商業活性化
に関する指導も続けている。明治大学専門職大学院グローバ
ル・ビジネス研究科兼担教授。

1968年東京大学経済学部卒。日本勧業銀行に数年勤めた後、９
年間（財）流通経済研究所にてマーケティングと流通の研究に従
事した。その後、明治学院大学経済学部教授を経て現在に至る。この
間、ペンシルベニア大学ウォートン校の客員教授として取引慣行
の日米比較研究を行った。著書：『経営戦略とマーケティングの
新展開』
（誠文堂新光社）、
『マーケティング戦略論』
（有斐閣）
など多数。

いの うえ たか みち

お がわ とも よし

井上 崇通 明治大学商学部教授

小川 智由 明治大学商学部教授

専門はマーケティング戦略論、消費者行動論等。「戦略的マー
ケティング」及び「消費者行動研究の文化論的アプローチ」を
テーマに研究。主著に「マーケティング戦略と診断」
（同友館）
等。企業研修指導・研究会講師、各種資格試験出題委員など
実務指導においても幅広く活躍している。

明治大学商学部卒、明治大学大学院商学研究科博士課程単位取
得。専門はマーケティング戦略論、物流・ロジスティクス論。専門
の研究に加え「小売業の経営戦略」や、高齢社会に向けたエルダ
ーマーケティングの展開に関心を寄せている。大学での教育・研
究活動に並行して、民間企業の経営戦略の企画メンバーや、 マ
ーケティング戦略構築のチームメンバーとしての経歴を有する。
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マーケティング・ゼミナール

マーケティング
講座コード

11110010

−破壊的技術創造の理論と手法を学ぶ−

『イノベーションのジレンマ―技術革新が巨大企業を滅ぼすとき』（C.M.クリステンセン著）を読む
技術革新の成功の延長上にある市場は

マーケティング

講師からの 必ず縮小する！
メッセージ
状況の変化は既存の組織能力を無能化する！
今回のゼミナールで取り上げる本書は、2006年春期の当ゼミで議論し
たクリステンセン教授の『イノベーションへの解』の理論的基盤をなしてい
るものです。ようするに、以前に議論した『･･･への解』では前著となる『･･･の
ジレンマ』で導き出された技術と市場の関係における理論をベースにした戦
略的思考(アイディア)が論じられていたのです。したがって、06年度のゼミ
では戦略案創出の源となる理論そのものよりも 何をどうすればよいのか
といった手法的な課題について、受講生の方々のお企業での経験も交えな
がら議論を行ったのでありました。
そこで今回は、私たちの 技術と市場 に関する理解をさらに理論的に深
めるためにも本書を精読してみたいと思います。そこから受講生それぞれの
お会社の課題解決のための一般理論としての応用可能性を探り出してみよ
うと目論んでいます。もちろん本書が出版された1997年当時と現在とでは
市場環境も異なり、そこで取り上げられた事例に関する教授の理論的予測
のいくつかについては、その妥当性に関する検証が可能な状況にあるもの
も少なくありません。例えば第10章で論じられている 電気自動車市場 に
おける破壊的イノベーションの問題などは、受講生の皆さんと非常に興味深
く議論していけるのではないかと思います。
前回の『イノベーションの解』の講座にご参加いただいた方はもちろんの
こと、そのときご参加いただけなかっただけなかった方にとっても、本書が
その理論ベースであることから、逆に取り組みやすい内容になるのではない
かと思います。また前回受講していただいた方々にも講師としてご協力いた
だくことで、理論と戦略との関連性、そして自らの実際のビジネス現場での
応用可能性について、そこから導出される理論的妥当性を吟味することで、
興味深く、また実践的なゼミナールが展開できるのではないかと思います。
技術が市場を創造するのか、市場が技術を創造するのか、クリステンセン
教授の今回のテキストを利用しながら、ビジネス人の明日の糧につながる
（大友純）
有益な理論を一緒に考えていきませんか！

講義形式
レクチャー
プレゼンテーション

講座概要
講

師

大友 純

曜

日

時

間

水曜日
19:00〜21:00

定

員

15名

回

数

8回

受講料

4月14日より順次発送致します。
4月13日（水）

ポイント

★★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 → 19頁

目次

第1部．優良企業が失敗する理由

受講をお薦めする方
企業の経営やマーケティングに興味・関心のある方であればどなたでも参加できます。

日程

曜日・時間

Ⅰ. 4/20 Ⅱ. 5/11
Ⅴ. 6/22 Ⅵ. 7/ 6

Ⅲ. 5/25 Ⅳ. 6/ 8
Ⅶ. 7/20 Ⅷ. 8/ 3

講師紹介
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30,000円（一般）
27,000円（法人*）
（テキスト代含みます）

■ 講義は、毎回数名が報告者となって該当部分の報告を行い、この報告と講師による
問題提起をもとに議論を進めるゼミナール方式です。
■ テキストは、C.M.クリステンセン著/玉田俊平太監修/伊豆原弓訳『イノベーション
のジレンマ―技術革新が巨大企業を滅ぼすとき』
（翔泳社）です。
■ 受講料には、書籍代も含まれております。
※ テキストは4月14日より順次発送致します。講座開始時までに熟読をお願いいたします。

コーディネータ講師
事例担当
講師

明治大学商学部教授

教 材
申込締切

講座のポイント

水曜日
19：00〜21：00

ゼミナール

大友 純
奥澤 公明
瀬志本 明
髙島 邦夫
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第1章
第2章
第3章
第4章

なぜ優良企業が失敗するのか
バリューネットワークとイノベーションへの刺激
掘削機業界における破壊的イノベーション
登れるが、降りられない

第2部．破壊的イノベーションへの対応
第 5 章 破壊的技術はそれを求める顧客を待つ組
織に任せる
第 6 章 組織の規模を市場の規模に合わせる
第 7 章 新しい成長市場を見出す
第 8 章 組織のできること、できないことを評価す
る方法
第 9 章 供給される性能、市場の需要、製品のライ
フサイクル
第10章 破壊的イノベーションのマネジメント
― 事例研究

明治大学商学部教授／大学院商学研究科教授
奥澤産業㈱代表取締役社長 小堺 規行 住友大阪セメント㈱建材事業部新規事業グループ担当部長
新日本無線㈱取締役 汎用IC事業部長兼新IC事業開拓部長
合同酒精㈱東京工場製品グループアシスタントマネージャー

マーケティング

ビジネスは「消費者」理解からスタートする

講座コード

11110011

最先端の研究成果をあなたの顧客の理解のために！

講座のポイント

レクチャー

ゼミナール

プレゼンテーション

講座概要
講

師

井上 崇通

曜

日

時

間

木曜日
19:00〜21:00

定

員

15名

回

数

8回
30,000円（一般）
27,000円（法人*）

受講料
教

明治大学商学部教授

講座初回に配布します

材

ポイント

★★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 → 19頁

消費者行動論
なぜ、消費者はＡではなくＢを選ぶのか？
（平久保仲人：著 ダイヤモンド社）

●本講座は、毎回数名が報告者となって該当部分の報告を行い、関連する事例を紹介す
る中で、講師と受講生で議論を進めるゼミナール方式です。
●受講料には、書籍代も含まれていますので、講座初回に配布させていただきます。

受講をお薦めする方
消費者行動の理解に関心のある方であれば、あらゆる種類の業界の方に参加していただきたいと思います。
消費者行動に関する専門知識は、必要ありません。むしろ本講座をつうじてそれらの知識、考え方を向上さ
せたいと思われる方におすすめしたい講座です。

日程

曜日・時間
木曜日
19：00〜21：00

講義形式

マーケティング

今日の企業経営において、企業と顧客（消費者）との継続
的・持続的な関係の構築、
1人1人の顧客とのカスタマイズした
講師からの
メッセージ 関係の構築、さらにはそれに基づいた顧客からの支持と信頼の
持続的確保の必要性が叫ばれています。しかし、そこで提案さ
れているのは、多くはそのための企業の対応策であり、仕組み作りであると思われます。
しかし、今ひとつ忘れてならない視点が存在するはずです。それは、消費者そのものの理
解であり、その理解に必要とされる基本的な知識であります。たとえば、次のような質問に
対する解答をお持ちでしょうか。「消費者はどのような心理的プロセスを経て購買行動に
いたるのか」、「その経験が次の購買にどのように蓄積されているのか」、「そのプロセス
の中でどのような対象（人・組織）からどのような影響を受けているのか」、「その購買の
結果あるいは使用にどの程度満足しているのか」。どれもが知りたい情報・知識でありなが
ら、どこから手を付けていったらよいのかわからない問題でもあります。しかも、消費者は
理性的・合理的に行動している場合もあれば、理に合わない情緒的・衝動的な行動をとる
こともあります。
今回の講座では、このような「消費者」の姿について、これまで蓄積された消費者行動
研究の蓄積をもとにして受講生の皆さんと考えていきたいと思います。このような知識は、
Ｂ to Ｂの業界でも、Ｂ to Ｃの業界でも、共々必要とされる基本的知識でもあります。
講座で取り上げる著書は、消費者行動研究の第一人者で、現在アメリカのニューヨーク
大学に所属されている平久保仲人教授の『消費者行動論 なぜ消費者はAでなくＢを選ぶ
のか』です。今日の消費者行動の研究は大きく進展してきております。本書は、そのような
最新成果を取り入れながら、現著者自らも述べているように「ビジネスマン」の立場で書か
れたものです。
消費者行動の理論的・科学的な知識をもとに、現実に皆さんが日々対応している消費
者・顧客を見つめ直すと、これまでとは違った消費者の姿が見えてくるかもしれません。本
講座では、そのような消費者への見方・考え方、そしてアプローチの仕方について、本著書
を手がかりにじっくりと考えていきたいと思います。これは、消費者としてのご自身を見つ
め直す機会にもなると思います。
なお、本講座では、ナビゲート役として上記テキストを利用しますが、その都度、関連資
料も利用していくつもりです。

1. 4/14
4. 5/26
7. 7/ 7

2. 4/28
5. 6/ 9
8. 7/21

3. 5/12
6. 6/23

目次
第 1 章 消費者行動論とは何か？
第 2 章 個人的影響要因
第 3 章 個人的要因：パーソナリティとセルフイ
メージ
第 4 章 消費者関与
第 5 章 問題認識
第 6 章 動機づけ
第 7 章 情報収集
第 8 章 学習
第 9 章 消費者の知覚
第10章 消費者の態度
第11章 社会的要因―グループの影響
第12章 選択肢の分類
第13章 評価選択
第14章 購買と購買後評

講師紹介
いの うえ

たか みち

井上 崇通 明治大学商学部教授
専門はマーケティング戦略論、消費者行動論等。「戦略的マーケティング」及
び「消費者行動研究の文化論的アプローチ」をテーマに研究。著書に「マーケ
ティング戦略と診断」
（同友館）等。企業研修指導・研究会講師、各種資格試
験出題委員など実務指導においても幅広く活躍している。
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45

マーケティング

ネットマーケティング実践講座

講座コード

11110012

─今すぐ始めるクロスメディア戦略、モバイルマーケティングの最新動向─

経済環境の変化に伴い、従来のマーケティング戦略だけでな
く、ネットマーケティングに大きくシフトする企業が増加してい
ます。誰もが持っているケータイも、昔のスーパーコンピュータ
並みのスペックを有しており、いわば、だれもがコンピュータを
携帯する時代となり、最近ではスマートフォンやタブレット端末など、身近なコンピュータ
環境も多様化が加速しています。
ネットマーケティングの分野では、「口コミ、バイラル」の増幅を目指したソーシャルメディ
アの活用、スマートフォンやタブレット向けのサービスの活用など消費者が増加する媒体に
注目した新たなアプローチが次々と登場しています。
先進のITやネットの特性・メリットを活用することで、その効果をマーケティング現場に導入
していくことがビジネス戦略上の重要な命題となっている今、知らない、分からないでは競
争を勝ち抜くことができません。
消費行動は、めまぐるしく変化し、適切なマーケティング戦略の策定と、有効な施策の実
践は、マーケッターや事業推進者にとって、必要不可欠な業務のひとつです。
リアルビジネスとバーチャルビジネスを効果的に連動させ、ネットやモバイルの特性を理
解し、売れる仕組みづくり、強いブランド作りをコンセプトに、事例研究とデータ検証を柱と
する実践情報を通じて理解を深めます。また、マーケティングアクティビティを推進する上
で、必要なインターナルマーケティング・セルフマーケティングの観点から、社内モチベー
ションの向上、ネットの特性をうまく生かした情報収集効率化に関する学習に加え、効果的
な企画書づくりまで一連のプロセスにおける具体的な施策についても学習していきます。

セミナーの
目的

マーケティング

講座のポイント

講義形式
レクチャー

実

習

グループワーク

講座概要
コーディネータ 今津 美樹

WinDo s代表取締役

曜

日

時

間

水曜日
19:00〜20:30

定

員

25名

回

数

6回

受講料
教

材

ポイント

24,000円（一般）
21,600円（法人*）
オリジナルレジュメ
★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 → 19頁

【関連書籍の紹介】

（1）講義と演習を交え、実践的な講座で現場力の強化を目指します。
（2）最新動向や成功事例などを通じて、自分の持つ課題解決のためのヒントと応用力
を養います。
（3）大企業から小規模プロジェクト、ベンチャー企業などの事業規模に関わらず、こ
れからのビジネスにおける競争力強化のためのクロスメディアマーケティング力
を強化します。
（4）基本的な内容だけでなく、最新動向を交えた応用的な手法を取り入れることで、
従来の初級講座より一歩進んだ実践力を養います。

読むだけで
プレゼンがうまくなる本
〜プレゼンはつかみだー！〜
本講座講師
今津美樹と藤木俊明による共著

受講をお薦めする方
• 新規ビジネス・プロジェクトにおいて、新たなマーケティング視点でのスキルアップ
を目指す方
• 企業の経営企画や管理職、マーケティングご担当などのビジネスリーダーとして責
任のある方
• ネットマーケティングやモバイルを活用したクロスメディアマーケティングにおける
戦略立案、推進を目指している方

コーディネータ・講師紹介
いま づ

み

き

WinDo s（ウィンドゥース）代表取締役

今津 美樹 リンクステーション取締役マーケティングディレクター
日本ディジタルイクイップメント（現日本ユーレット・パッカード）において海外ソフトウェアのポーティングや誘致およびマーケティングを経験。サ
イベース、ブロードビジョン等米国系IT企業にてマーケティングスペシャリストとして活動後、独立。PRおよびプロダクトマーケティングを実践的な
アプローチで展開するマーケティングアウトソーサーWinDo's設立。新規ビジネスのためのマーケティングサービスやコンサルティングを多数手が
ける。ハーマンメソッドを活用したインターナルマーケティングをはじめ、ITを活用したマーケティングに関する講演・企業研修など幅広く活動。同
時に海外ソフトウェアの豊富なマーケティング経験を活かし、ITアナリストとして執筆活動・解説・書評等多数。
おぎ の
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よし ゆき

株式会社ビデオリサーチ

ふじ き

とし あき

荻野 欣之 インタラクティブ取締役

藤木 俊明 Garden-City Planning代表取締役

1960年生まれ、東京出身。ビデオリサーチ入社
後、ダイレクトマーケティング部、営業部を経て、
1997年にビデオリサーチUSA出向。2002年に
ビデオリサーチ デジタル戦略室 インターネット
事業推進部 部長、2003年にビデオリサーチイ
ンタラクティブ出向、現職に至る。

石川県金沢市生まれ。早稲田大学卒業。リクルート、ぴあを経て独立。九段の
コンテンツ制作会社を経営。プレゼンツールが評価され、プランナーとしても
各社のプレゼンに関わり高い成功率を誇る。学者・評論家としてではなく、
フィールドワークで鍛えられたプレゼンツールの制作について述べた「明日の
プレゼンで使える企画書・提案書のつくり方(日本実業出版社)」を2003年に
出版。ロングセラーとなり、台湾・中国でも翻訳発行される。近刊「ビジネス・
スキルズ ベーシック プレゼン術(秀和システム)」「ライバルに勝つ!企画書の
書き方・つくり方 ゼロから5日間で仕上げる実戦ノウハウ」など。
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セミナーの内容
内容

日程

講 師

ネットマーケティング戦略を実践しよう
―マーケティング潮流の変化と身近な媒体との付き合い方―
クラウド・コンピューティング時代の到来により、ネットサービスの構築や情報システムの構築も今

1 5/18（水）

まで以上に容易な環境が整いつつあります。ネットマーケティングの分野では、
「口コミ・ブログコ
ミ」、
「クロスメディア」、
「モバイル・ケータイ」、
「ターゲティング」、
「リッチメディア」など話題の

今津

キーワードに枚挙にいとまがありません。こうしたインフラの浸透による、複雑な市場動向を把握
し、今すぐ取り入れるための実践的な手法について最新事例を通じて学習します。また、講座全体に

マーケティング

渡る受講者の自己課題の整理を行います。

新たな市場トレンドはデータを通じて把握しよう
―消費者の行動特性をデータによって把握し、最新動向をいち早く対応するための分析力を身につける―
消費者を起点にダイナミックに変化する最新の市場動向をデータに基づき、理解を深めます。ソーシャ

2 5/25（水）

ルメディア利用事例を通じて学習するとともに、スマートフォンの普及に注目が集まるモバイルの市場

今津

動向をはじめ、動画の活用、さらには地デジの影響など注目の媒体の普及動向などを分析します。

荻野

日本のインターネット視聴動向調査をリードするビデオリサーチインタラクティブの荻野氏をゲスト
講師に ネット市場の今 を最新データをもとにディスカッションし、モバイルの活用など、注目の次世
代型クロスメディアマーケティングの最新トレンドを理解し、いち早くマーケティング活動に活用する
ための視点を育成します。

口コミマーケティングの最前線
―ソーシャルメディアによって創出される口コミマーケティングの実践―
企業のメディア化が進む中、消費者主導のソーシャルメディアによって創出さる口コミに大きな注目

3 6/ 1（水）

が集まっています。中でもツイッターに代表される口コミ（バイラル）の企業での活用は、多くの担
当者が直面する課題となっています。しかし、実際にスタートしても、思った効果が出ない、企業ポ

今津

リシーや情報管理の観点から留意点も多いなど、運用が難しいのが実態です。活用企業の事例を
通じて解決方法を模索し、ビジネスやサービスに適したコミュニティ戦略を学習し、効果的な集客
と顧客満足度の向上や競争力強化のための演習を行います。

情報化社会における情報収集能力とビジネス推進力の強化
―クラウドサービスを活用するヒントとドキュメント作成スキルの向上―

4 6/ 8（水）

ネット上に増大する情報から、ビジネスに必要な情報を日常的に抽出し、収集するためのノウハウ
をクラウドサービスなどの活用を通じて、簡単で効率的に実践する方法を紹介します。また、ビジネ
スを推進するために欠かすことができない企画書などのドキュメント作成のノウハウと効果的なア
ピール方法を学習します。
企画書作成に関する著書などで広く活躍される藤木俊明氏をゲスト講師に圧倒的な成功率を誇る
企画書の構成ノウハウをご紹介し、ビジネスをスムーズに推進するためには不可欠のプレゼンの成
功への秘訣をレクチャーします。

今津
藤木

消費者の行動を把握したマーケティングの演習
―ライフスタイルやビジネススタイルを意識したターゲッティング―

5 6/15（水）

半径30cm以内のメディアとして最も身近な存在となったケータイをはじめ、Suicaに代表される
RFID（非接触ICカード）、デジタルサイネージ（電子看板）など電子媒体の多様化が進んでいます。

今津

こうした媒体の利用比重が増える消費者のライフスタイルやビジネススタイルを意識した先進的な
サービス事例に着目し、これからのマーケティングの可能性を各自の課題に沿って演習します。

ブランディング戦略と効果的なコミュニケーション
―ブランディング戦略と分析に基づいた適切なプロモーションを実践―
企業のメディア化が進む中、消費者の行動特性を理解し、ネットマーケティングを活用したブラン

6 6/22（水）

ドの確立が求められます。収益 性の高い企業活動を推進するためには、多くの施策を研究し、自

今津

社（ビジネス）にあった手法を試みていかなければなりません。集客を行うための取り組みと顧
客満足 度を向上し、ブランドロイヤリティを向上するための施 策とこれらを実践するためのツー
ルの学習を通じ、競争力強化のための演習を行います。

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

47

マーケティング
講座コード

11110013

地域ブランド戦略研究
―地方の魅力と元気再生―

地域ブランド戦略について、全国レベルの視
点から検討するとともに、地域的視点から奈良
（三輪）、函館、熊本などを含む多数の事例を取
り上げる。ブランド確立のためのコンセプトづく
り、地域戦略の基礎：地域ブランドと地域クラスター、ブランドイメー
ジの活用、サブブランド戦略の構築、地域ブランド戦略策定のための
マーケティングリサーチ方法についての講義を行うとともにワーク・
ショップも行う。地方の魅力と元気を再生するためのブランディング
―新たな地域ブランド戦略の視点や設計方法について体系的に学び、
デザインしていくことを目的とします。

セミナーの
目的

マーケティング

受講をお薦めする方

講座概要
コーディネータ

明治大学経営学部教授

日

時

間

木曜日
19:00〜20:30

定

員

30名

回

数

8回

受講料

・地方自治体行政関係者
・商工会議所
・まちおこしNPO
・地域ブランド戦略に関心のある方

藤江 昌嗣

曜

教

材

ポイント

30,000円（一般）
27,000円（法人＊）
オリジナルレジュメ
★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 →19頁

日程

48

内容

講師

1

4/14（木） ブランド確立のためのコンセプトづくり

2

4/28（木）

地域戦略の基礎
地域ブランドと地域クラスター地域資源・ブランドの魅力に対する再確認

三浦

3

5/12（木）

ワーク・ショップ Ⅰ
地域ブランド戦略研究―事例研究と分析

藤江

4

5/19（木） 地域ブランド戦略策定のためのマーケティングリサーチ方法

江戸

5

5/26（木） ブランドイメージの活用、サブブランド戦略の構築

岩瀧

6

6/ 9（木）

7

6/16（木） 地域ブランド戦略

8

6/23（木）

奈良・三輪ブランド戦略−新たな可能性を探る
地域文化財の活用に向けた取り組み ―桜井市三輪地区の事例―

ワーク・ショップ Ⅱ
地域ブランド戦略研究―チーム作業と発表
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原田

田中

熊倉

藤江

熊本城

函館山

五稜郭

マーケティング

平城京大極殿

コーディネータ・講師紹介
ふじ え

まさ つぐ

藤江 昌嗣 明治大学経営学部教授・経済学博士
1978年京都大学経済学部卒業、民間企業勤務後、神戸大学大
学院を経て、1984年岩手大学人文社会学部専任講師、東京農
工大学を経て、1992年明治大学助教授、93年同教授に就任、現
在に至る。明治大学ビジネス・イノベーション研究所所長。戦略
研究学会理事、『スロースタイル』（分担執筆）、共編著『地域再
生と戦略的協働』
（共著）、『格差社会の統計分析 』
（共著）他
はら だ

たもつ

ソーシャルユニバーシティ校長

いわ たき

とし あき

原田 保 多摩大学ルネッサンスセンター客員教授

岩瀧 敏昭 明治大学ビジネス・イノベーション研究所客員研究員

シアーズ・ローバックで学んだ後、株式会社西武百貨店取締
役企画室長、香川大学経済学部教授等を経て、現在は多摩
大学ルネッサンスセンター教授を経て現職。戦略研究学会
会長、地域ブランド戦略研究推進協議会代表。著書：『ブラ
ンドデザイン戦略』
（共編著、芙蓉書房）。

一橋大学大学院国際企業戦略研究科修士課程修了、2007年
より現職。地域ブランド戦略研究推進協議会理事。著書：『ス
ロースタイル』
（共著、新評論）、
『ｅマーケティング戦略原理』
（共著、有斐閣）、リース・クレジット取引法（共著、金融財政
事情研究会）、クレジット取引実務全書（共著 第一法規）。

み うら

とし ひこ

た なか なお と

三浦 俊彦 中央大学商学部教授

田中 直人 文化学園大学服装学部助教

1982年慶応義塾大学商学部卒業、1986年同大学院商学研
究科博士課程を中退し、中央大学商学部助手。1999年より現
職。その間、コロンビア大学ビジネススクール客員研究員、
ESCP（パリ高等商科大学）客員教授、イリノイ州立大学客員
教授。著書：『グローバル・マーケティング入門』
（共著、日本
経済新聞出版社）、
『スロースタイル』
（共編著、新評論）、
『
マーケティング戦略［第３版］』
（共著、有斐閣）など。

2007年京都大学大学院文学研究科博士課程を単位取得
退学、2010年4月より現職。勤務校では、博物館学芸員養
成課程を担当。論文：「古代都市労働者の借銭」
（『クレジ
ット研究』41号、2009年）、「三井越後屋呉服店の職方調
書と年賦願い」
（『文化女子大学紀要 人事・社会科学』第19
集、2010年）など。

え

ど

かつ え

くま くら

ひろ し

江戸 克栄 文化学園大学服装学部准教授

熊倉 広志 専修大学商学部教授

1991年慶応義塾大学商学部卒業、1997年同大学院商学研究
科博士課程を単位取得退学。1999年より文化女子大学家政
学部（現服装学部）専任講師。2005年より現職。㈱サーベイ
リサーチセンター顧問。著書：『スロースタイル』
（担当執筆、
新評論）、
『マーケティング戦略−レビュー・体系・ケース』
（
担当執筆、芙蓉書房）など。

1985年早稲田大学商学部卒業、1993年筑波大学大学院経営・
政策科学研究科修士課程修了、2002年東京工業大学大学院
社会理工学研究科博士後期課程修了、2009年ノースウエスタ
ン大学ケロッグスクールオブマネジメント客員研究員。著書：
『ブ
ランドデザイン戦略』
（分担執筆、芙蓉書房）、
『日本企業のグロ
ーバル・マーケティング』
（分担執筆、白桃書房）
など。
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マーケティング
講座コード

11110014

新商品・サービス開発とビジネス活性化戦略
―中小企業にも役立つ新商品・サービス開発のイロハから開発実践まで―

今日の消費者・マーケットは絶えず刺激・新鮮
味・共感度などを求めています。
今まで売れてきたものの売れ行きが鈍化した
り、売れるはずのものが売れなかったりと市場
拡大が難しくなっています。
とくに中小規模の企業においては、ここでヒット商品が出せれば明
日の経営展望が大きく開けるという局面も多いことでしょう。
そこで、今回、このコースでは、今まで若者の感性と商品・サービス
開発のロジックを実践的に指導し、いくつかの中小規模企業でヒット
商品を生み出してきた当方の実績を踏まえ、｢商品・サービス開発の
いろは｣から各社の取扱商品・サービスを手がかりとした新たな商品・
サービス開発のプロセス（ロジック＋実践）と市場拡販プランまでを
実践的に指導します。また、商品・サービス開発の具体化に当たって
は、明治大学のゼミナールの教員・学生の皆さんの協力を得てアイデ
ア出しや成果報告・評価の場を設け、生きた形での市場創造を目指し
ます。

セミナーの
目的

マーケティング

受講をお薦めする方

50

コーディネータ

菊池 一夫

明治大学商学部准教授

曜

日

時

間

金曜日
19:00〜21:00

定

員

20名

回

数

10回

受講料
教

材

ポイント

32,000円（一般）
28,800円（法人＊）
オリジナルレジュメ
★★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。

・今まで、いろいろな商品開発に挑戦してきたがうまくいかなかったという企業
・近年、経営業績が停滞し、新たな商品開発で上昇のきっかけを掴みたいと考えてい
る企業
・老舗企業であるが、近年、市場にフィットする商品がなく、伝統の技術を生かして今
までの停滞を脱したいと考えている企業
・原材料・シーズはいろいろあるが、何をどのような方向で商品開発したら良いかの
アイデアが思いつかず、広い角度から商品開発の可能性を探りたい企業
・今の商品も売れてはいるが、更に新しい感性で次のマーケット開発の可能性を作っ
て行きたいと考えている企業

日程

講座概要

法人会員制度 →19頁

内容

講師

1

商品開発の事例とゴールイメージ（DVD）に関する討議
まず、今までに成功した商品開発の事例のプロセスと成果をDVDで紹介する。
これらに基づいて、今日の市場において売れる商品・サービスとはどのようなも
4/22（金）
のかを討議する。その上で、参加各社の商品・サービス開発のニーズを個別に
出してもらい、本講座において参加者が最終目標とする商品・サービス開発の
イメージ・方向性を明確にする。

吉岡

2

商品・サービス開発成功へ向けての着眼・仮説作りと求められる環境条件
商品開発 の 基 本プロセス、特に「 商品開発 の 着眼・仮 説 」段階について解 説
5/ 6（金）
し、商品開発を進める上での基 本的な条件作りと取り組み姿勢について実例
をモデルにしながら講義する。

吉岡

3

参加者からの商品・サービス開発テーマの提出とシートに基づく課題設定講義と演習
参加者から提出された商品・サービス開発テーマに基づき、そのテーマの 選
5/20（金） 定 動機は何なのか、目標とするところは何なのか、何が本当にやりたいのか、
どのようなものがアウトプットされればいいのか（真の狙いと課題設定）につ
いて講義し、各人のテーマに基づきその目標を討議し明確化する。

吉岡
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日程

内容

講師

吉岡

5

アイデア創出の方法
アイデア開発の方法にはいろいろな発想法が使われる。テーマによって、それ
6/17（金） は使い分けられるが、今回の商品・サービス開発に有効と思われるいくつかの
発想法を紹介し、代表的なものを実践演習する。

吉岡

6

各テーマ別アイデア創出の課題整理とアプローチ方法の選択と実践
7/ 1（金） 各参加者のテーマに基づき、どのような方法でアイデア創出を行うかのプラン
を作成し、これらの実践し、アイデアを出し・まとめる。

吉岡

7

7/15（金）

商品・サービス開発アイデア出しの実践（グループ討議）
検討したアイデアを発表し、さらに各人のテーマに基づいて追加のアイデア討
議を行い、改善・改良・革新方向をグループで話し合い、さらにアイデアを充実
して、各人テーマ別に一定フォーマットにまとめる。

吉岡

8

各テーマ別商品・サービス開発アイデアの発表・評価会
7/29（金） 各テーマ別にアイデ アの 発 表を大 学 の 教 授・学生向けに行い、アイデ アの評
価と市場化へ向けての優先順位の目途を立てる。

吉岡

9

8/19（金） 評価されたアイデアに基づき、優先順位の高いものについて、これらのイメー

各テーマ別商品・サービス開発アイデアの整理と具体化優先順位付けと基本仕様書作成

マーケティング

4

商品・サービス開発へ向けての着眼・仮説作り
6/ 3（金） 商品・サービス開発 の入口の 着眼と仮 説作りの具体 的方法について講 義し、
各人のテーマと状況に基づき検討する。

吉岡

ジをフォーマットに従い具体化方向を整理しまとめる。

10

新商品市場化へ向けての計画と条件整備
優先順位付けされた新商品・サービスについて、市場へ打ち出す場合の流通・マ
9/ 2（金）
ーケティングの具体化について、価格・チャネル・プロモート・バックアップの視
点から討議し、各人のアイデアについて具体化の条件整備と計画策定を行う。

A：日本初の
「みかんと日本酒のコラボ酒
（リキュール）
（i-sole）
」
温州みかんと日本酒のコラボ
（ i-sole original ）

吉岡

伊予柑と日本酒のコラボ（i-sole premium）

B：まつやま産ライムによる
「ライム・サイダー」
（Plime）
のうみん社と松山大学の
連携プロジェクト
ライムサイダー

ライムの果実

コーディネータ・講師紹介
きく ち

かず お

よし おか

よう いち

株式会社流通システム総合センター代表取締役

菊池 一夫 明治大学商学部准教授

吉岡 洋一 元松山大学経営学部教授

明治大学大学院商学研究科博士後期課程修了、博士（商学）
。専
門は商業経営論、ロジスティクス論。主要著書に「マーケティング
の原理：コンセプトとセンス」（中央経済社）共著、「流通と消費
者」（慶應義塾大学出版会）共著、「ロジスティクス概論」（実教
出版）共著。

明治大学商学部卒業後、揺籃期の大型流通小売業に就職、
その後早稲田大学生産研究所にてシステム設計を研究。
（財
）流通システム開発センター主任研究員として流通分野の調
査・研究・システム提案に従事。その後独立して流通システム
関係のコンサルタント。大学では「流通産業論」「流通・マー
ケティング論」「物流・ロジステイクス論」等を担当。松山大
学では、地域企業と大学の連携プロジェクトに力を入れ、食
品等の分野でいくつかの人気商品を生み出す。
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マーケティング

小売ビジネスのマーケティング戦略

講座コード

11110015

マーケティング

今日、どのような企業においても、
マーケティン
セミナーの グ戦略は必要不可欠なものと考えられています。
その マーケティング理論 の基本は、戦略展開に
目的
際しての考え方（Concept）と感覚（Sense）で
あるということができます。
そこで、本講座では、マーケティング理論のフレームワークについて
論じ、それを実践において、どのように応用すべきかについて言及い
たします。
したがって、講座の進め方として、理論とケース・スタディを組み合
わせることによって、実務に少しでも有益となるように考慮しており
ます。

講義形式
レクチャー

講座概要
コーディネータ 沢内 隆志
曜

日

時

間

水曜日
19:00〜21：00

定

員

30名

回

数

5回

受講料

受講をお薦めする方
小売ビジネスにおけるマーケティング戦略の基本から実務面での活用
まで学べます。小売業関係者はもちろん、経験のない方でも、小売業
の経営やマーケティング戦略に興味、関心のある方ならどなたでも歓
迎いたします。

明治大学名誉教授

教

材

ポイント

20,000円（一般）
18,000円（法人*）
オリジナルレジュメ
★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 →19頁

日程

1

2

3

4

5

内容

講師

4/13（水）

マーケティング戦略の基本と小売ビジネスへの応用
マーケティング戦略の理論的枠組みと小売ビジネスへの応用について学びます。
・小売業の概念と役割 ・マーケティング戦略の基本と理論的枠組み
・マーケティング戦略の小売ビジネスへの応用

4/27（水）

小売業の営業形態と経営原則
小売業の営業形態と経営原則について学びます。
・小売業のマーケティング戦略要素のミックス ・小売業の営業形態論
・小売業の営業形態と経営原則

菊池

5/11（水）

小売ビジネスのマーケティング戦略の展開
競争力を発揮する商品戦略の概念と品揃え戦略を学びます。
・小売業の商品戦略の概念 ・商品分類と商品戦略の基本 ・小売業の品揃え戦略
・競争に強い商品戦略
・小売業のブランド戦略

前田

5/25（水）

小売ビジネスのマーケティング戦略の展開
小売業の集客とプロモーション戦略を学びます。
・集客力・販売力を高めるプロモーション戦略 ・小売業の広告・宣伝戦略と実際
・小売業の店舗・陳列戦略 ・小売業のその他の販売促進戦略 ・小売業の接客サービス戦略

前田

6/ 8（水）

小売ビジネスとサービス・ビジネスの異同点
小売ビジネスとサービス・ビジネスを比較し、共通点を見出してサービス・ビジネスの戦略を学びます。
・サービス・ビジネスの特性 ・インターナル・マーケティングの意義
・小売ビジネスへの応用
・まとめ

沢内
菊池

沢内
菊池

コーディネータ・講師紹介
さわ うち たか し

前田 進 （株）マネジメントコア前田 代表取締役

1969年明治大学大学院商学研究科博士後期課程修了。主要著書
に「マーケティングの原理：コンセプトとセンス」
（中央経済社）編
著、
「卸売・小売のマーケティング」
（PHP研究所）、
「実務マーケ
ティング用語1500」
（経林書房）編著、
「演習 店舗管理の基礎」
（同友館）、
「マーケティング基礎講座」
（日本マンパワー）など。

明治大学大学院商学研究科修士課程修了。経営コンサルタン
トとして空港ビルや駅ビル等の商業施設、個別小売業におい
て経営の実務指導に従事するかたわら、中小企業大学校客員講
師、全国商店街振興組合連合会委員、中央職業能力開発協会委
員、商工会議所専門指導員等を通じて小売業の発展に貢献。
主要著書：「専門店新時代の発想」
（同友館）、「超商店街づ
くりのノウハウ」
（ぎょうせい）、「中心市街地商店街の活路」
（ぎょうせい）、
「ヘルシービジネス」
（同友館）、
「飲食店経営
者マニュアル」
（PHP研究所）他。中小企業庁経営診断シンポ
ジウム（1989年）において、中小企業庁長官賞を受賞。

きく

ち

かず お

菊池 一夫 明治大学商学部准教授
明治大学大学院商学研究科博士後期課程修了、博士（商学）。
専門は商業経営論、ロジスティクス論。主要著書に「マーケテ
ィングの原理：コンセプトとセンス」
（中央経済社）共著、「流
通と消費者」
（慶應義塾大学出版会）共著、
「ロジスティクス概
論」
（実教出版）共著。
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沢内 隆志 明治大学名誉教授
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マーケティング
講座コード

11110016

読売新聞連携講座

広報の要（カナメ）
〜広報の効果的手法を学ぶ〜

受講をお薦めする方
広報業務に携わる方、広報業務に関心のある学生の方。

日程

内容

講師

広報の基本（概論）

1

広報活動の基本、心構えなどを、昨今の事例や変遷をたどり
ながら紹介します。取材する側とされる側、その両方を経験し
5/19（木） たという、稀有な経歴を持つ講師が、自身の体験をもとに解説
します。対応によっては甚大なダメージをこうむりかねず、迅
速・適切な対処が寛容な危機管理などについても紹介します。

2

レクチャー

講座概要
コーディネータ 大友 純

尾関

明治大学商学部教授

曜

日

時

間

木曜日
19:00〜20:30

定

員

40名

回

数

7回
8,000円（一般）
7,200円（法人*）

受講料
教

読売新聞、オリジナルレジュメなど

材

★

ポイント

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。

メディア対応
広報としてメディアとどう付き合うべきか、メディアはどう
5/26（木） いう事柄であれば取り上げるのか、平時とトラブル発生時の
対応法は、変えるべきか･･････。メディアの仕組み、その価値
判断、付き合い方などについて説明します。

講義形式

マーケティング

社内外への情報発信だけでなく、ブランド力
セミナーの の構築や危機管理など、企業で重要度を増す広
報活動。広報の基本、効果的なリリースの書き
目的
方、トラブル発生時の対処法など、広報活動の
ポイントを、読売新聞のベテラン記者らが解説します。広報企画の立
案演習などのワークショップも行い、実践的な広報力を養成します。

丸山

法人会員制度 →19頁

読まれるリリースの書き方

3 6/ 2（木）

リリース作成演習をもとに、メディアリレーションを研究し
ます。読ませる文章、説得力のある文章とは？思わず手に取ら
せ、惹きつけるリリースとは、どういうものか。文章を書くコツ
やレイアウトのポイントなどを伝授します。

安部

おお とも じゅん

大友 純 明治大学商学部教授

マーケティング広報と広告活用

4 6/

メディアが多様化する中、効率よく情報を発信するため
には、媒体はもちろん、提供する情報の内容も適切に選択
9（木） しなければなりません。時に広告との連携･活用も重要で
す。広報活動の一環として広告をどのようにとらえていく
のかをワークショップを交えて解説します。

コーディネータ・講師紹介

国友

専門はマーケティング戦略論、広告論。食品･化学･自動車
･機械メーカーや小売店等の大手企業で経営実務･マーケ
ティング戦略の研修指導を数多く手がける他、中小企業
経営、地域商業活性化に関する指導も続けている。明治
大学専門職大学院グローバル･ビジネス研究科兼担教授。
お ぜき

けん いち ろう

尾関 謙一郎

統合マーケティングと広報

5 6/16（木）

広報の価値を最大限まで引き上げるにはどうしたらい
いのでしょうか。統合マーケティング戦略の観点からコミ
ュニケーションの手法を取り入れた広報について取り上げ
ます。

大友

新しい広報展開

6 6/23（木）

7 6/30（木）

ＣＳＲ、ＩＲ、コンプライアンスなど、従来の広報の範囲
を拡大した活動について、パナソニックの社名変更、味の
素の社会貢献活動「親子昆布たんけん隊」、CSRを広報
する事例などを例に紹介します。

戦略的広報とは
企業広報、ブランド戦略などについてのワークショップ
を行います。広報計画の企画･立案の演習を行います。

尾関

尾関

元読売新聞東京本社宣伝部長
明治学院大学客員教授
日本ＰＲ協会理事

1950年生まれ。学習院大学法学部政治学科卒。1975
年、読売新聞社入社。福島支局、社会部、経済部、経済
部次長、ヴェルディ川崎広報部長、販売企画調査部次
長、社長室宣伝部長、プランタン銀座取締役広報担当、
社長直属教育支援部長を歴任。2009年から明治学院
大学客員教授。著書に「メディアと広報」
（宣伝会議刊）。
まる やま じゅんいち

丸山 淳一 読売新聞東京本社経済部長
1962年生まれ。早稲田大学法学部卒。1986年、読売新聞
社入社。甲府支局を経て経済部に配属、大蔵省、経済産業
省、金融、証券、情報通信などを担当。経済部次長を経て、
論説委員として農業、運輸、税制、情報通信など担当。
2010年から経済部長。現在、交通政策審議会委員。著書
（共著）に「自動車産業は生き残れるか」
（中公新書ラクレ）。
あ

べ

じゅんいち

安部 順一 読売新聞東京本社編集委員
1961年生まれ。早稲田大学政治経済学部経済学科卒。1985
年、読売新聞社入社。岐阜支局、横浜支局、世論調査部など
を経て、経済部に配属、大蔵省、産業などを取材。社長室宣
伝部次長を経て、経済部次長として金融、Ｍ＆Ａなどを担当。
2006年から編集委員。現在、産業構造審議会臨時委員。
くに とも

よし

え

国友 美江 読売新聞東京本社広告局マーケティング部調査課長
1967年生まれ。東京女子大学文理学部卒。1990年、読売
新聞社入社。広告企画部調査課で調査業務、広告第二部
・広告第三部で流通・出版業界の営業職を経て、2001年か
ら宣伝部で広告キャンペーン実務を担当。2005年に広告局
マーケティング部調査課、2009年6月より現職。広告反響
調査、読者消費動向調査などマーケティング調査を行う。
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財務・金融

EViewsで学ぶファイナンス計量分析入門

講座コード

11110017
（セット）

11110043 〜
11110047

─ファイナンス計量分析の基礎から応用まで─

EViews De Finance

（テーマ別）

ファイナンス分野の計量分析手法は、近年、急
速に発展しています。しかし、日本の金融機関の
リサーチの現場は、そうした計量分析手法の発展
に追い付いていないのが現状です。金融機関のリ
サーチャーが系統的にファイナンス計量分析手法を学習する場のない
こともその原因の1つだと思います。
本講座は、そうした実務家のニーズに応えるものです。ファイナンス
のリサーチに携わっている金融機関の実務家に、計 量 分析用ソフト
EViewsを使って、最新の計量ファイナンスの入門講座を提供すること
が本講座の目的です。本講座の主なテーマは、予測、時系列分析、パネ
ル分析、ボラティリティ分析です。
本講座の特徴は、種々の統計量の解説において、数式による説明を極
力排しモンテカルロやブートストラップによる標本分布によってビジュア
ルに理解できるよう配慮している点にあります。また、テーマ毎に代表的
なファイナンスの分析事例を取り上げ、ファイナンス計量手法を具体的
に実務の場でどのように使うのかを実感できるよう工夫しています。

講義形式

セミナーの
目的

レクチャー

習

講座概要
コーディネータ 北岡 孝義

明治大学商学部教授

財務・金融

会

場

12号館5階メディア4教室

曜

日

時

間

土曜日
10:30〜12:30

定

員

30名

回

数

15回

受講料

受講をお薦めする方
証券アナリスト、マーケット・リサーチャー、金融機関エコノミスト、クォンツ、金融商
品開発、債券運用などに興味のある方。

実

教

材

ポイント

【セット受講】
60,000円（一般）
54,000円（法人*）
【テーマ別受講】
（1テーマあたり）
15,000円（一般）
13,500円（法人*）
オリジナルレジュメ
なし〜★★★★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 → 19頁

資料を配布しますが、
【この講座は以下の著書を参考にします
【
Chris Brooks, Introductory
Econometrics for Finance,
Second Edition,
Cambridge 2008.

飯塚信夫・加藤久和
『EViewsによる経済予測とシミュレーション入門』
日本評論社、2006.

北岡孝義・高橋青天・矢野順治
『EViewsで学ぶ実証分析入門 基礎編、応用編』
日本評論社、2008．

コーディネータ・講師紹介
きた おか

たか よし

北岡 孝義 明治大学商学部教授
現在、明治大学商学部で「証券市場論」を担当。研究テーマは
金融・証券市場の実証分析。最近の著書として、
『証券論』
（共
著、有斐閣2004年）、『EViewsで学ぶ実証分析入門』
（共著、
日本評論社2008年）。広島大学経済学部教授を経て、2000年
4月より現職。証券市場論担当。1997年オーストラリア・ニュー
サウスウェールズ大学客員教授。神戸大学大学院経済学研究
科博士後期課程中途退学、経済学博士。
か とう

ひさ かず

加藤 久和 明治大学政治経済学部教授
筑波大学大学院経営・政策科学研究科修了（経済学修士）。
（財）電力中央研究所主任研究員、国立社会保障・人口問題研
究所室長を経て、現在、明治大学政治経済学部教授。専門は
人口経済学、マクロ経済・財政学・社会保障論、計量経済学。
主要な著書は、
『EViewsによる経済予測とシミュレーション入
門』
（共著、日本評論社）など多数。
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たか はし はる たか

高橋 青天 明治学院大学経済学部教授
米国ロチェスター大学大学院博士課程卒（Ph.D.）。カナダ・サ
ンカチュアン州立大学経済学部講師を経て、現在、明治学院
大学経済学部教授。専門は成長理論、動学的ゲーム理論、公
共経済学、日本の経済成長や地方財政の実証分析。『EViews
で学ぶ実証分析入門（共著）』
（日本評論社）の著書の他、国
際的な学術専門誌への論文多数。

セミナーの内容
下記のいずれかを選択して下さい。

テーマ別受講 では希望するテーマの講座コードを選択してください。

セット受講（全15回）

講座コード 11110017
もしくは

テーマ別受講（全15回）

講座コード 11110043〜47

ご希望のテーマをお選びください。複数のテーマをお選びいただけます。
講座コード 11110043
日程

1 4/16（土）
2 4/23（土）

講 師

EViews入門
EViews Ver.7の設計思想と操作画面、データの読み込み・保存やグラフの作成、季節調整などの基本操作を学習します。

回帰分析−CAPMとマルチファクター・モデル
最小2乗法による単回帰分析、重回帰分析を学習します。パラメータの推定と仮説検定を解説します。分析例として、単回帰ではCAPMのベータ
値、重回帰ではマルチファクター・モデルの推定を取り上げます。

単位根検定と共和分検定−金融時系列データの非定常性
金融時系列データに関する単位根検定と共和分検定を学習します。いくつかの単位根検定、共和分検定を紹介します。分析例として、単位根検定で
は金利データを、共和分検定では金利裁定の成否を取り上げます。

北岡

加藤

財務・金融

3 4/30（土）

内容

加藤

講座コード 11110044
日程

4 5/ 7（土）
5 5/14（土）
6 5/21（土）

内容

講 師

VARモデルとインパルス応答・分散分解−為替レートのVARモデル
定常時系列のVARモデルの推定とインパルス応答・分散分解の求め方および結果の解釈を学習します。分析例として、円、ユーロ、ドルの為替レ
ートの3変数VARモデルを取り上げます。

構造VARモデル−マクロ金融政策のインパルス反応関数
独立なショックの識別条件を課した構造VARモデルを学習します。分析例として、金融政策のVARモデルを取り上げます。リカーシブ制約、短期
制約、長期制約を課した上で金融政策ショックのインパルス応答関数を求めます。

VECM−金利の波及経路の分析
複数の時系列データが単位根を持ち共和分関係にある場合のVARモデルであるVECM (Vector Error Correction Model)を学習します。
VECMの推定およびインパルス反応関数を求めます。分析例として、国債の長短金利の政策波及経路を取り上げます。

北岡

北岡

北岡

講座コード 11110045
日程

7 5/28（土）
8 6/ 4（土）
9 6/11（土）

内容

講 師

ARCH/GARCHモデルの理論
ボラティリティ変動モデルであるARCH、GARCHモデルの理論的骨子と推定方法について解説します。様々なタイプのARCH、GARCHモデル、
モデル選択方法と非線形最尤法による推定の問題点等について解説します。

1変量ARCH,GARCHモデル−株式収益率のボラティリティ分析
日次のTOPIXの収益率を取り上げ、ARCH、GARCHモデルによる収益率のボラティリティの推定と予測を行います。また、推定したボラティリ
ティに基づくオプション価格の現実説明力を検討します。

多変量ARCH,GARCHモデル−為替レートと株価のボラティリティ分析
ドルと日経平均株価のボラティリティの依存関係を考慮したボラティリティ分析を行います。分散共分散行列が正値定符号行列であることを保証
するBEKKモデルに基づいて、多変量ARCH、GARCHモデルの推定を行います。

高橋

高橋

高橋

講座コード 11110046
日程

10 6/18（土）
11 6/25（土）
12 7/ 2（土）

内容

講 師

GMMの理論と推定量の性質
モーメント法の拡張であるGMMの理論的骨子を学習します。GMMが一致性や漸近的正規性を持つこと、最適GMMが有効性（efficiency）を持
つことをモンテカルロ・シミュレーションやブートストラップ法を使って確認します。

GMMの分析例(1)−金利確率モデルとイールドカーブ
GMMの分析例として、金利確率モデルであるVasicekモデルやCIRモデルを取り上げます。それらモデルのパラメータを推定し、イールドカーブ
を求めます。同時に、非線形最尤法による推定を行い、GMMの推定結果と比較します。

GMMの分析例(2)−消費CAPMとEquity Premium Puzzle
GMMの分析例として、Hansen-Singletonの消費CAPMを取り上げます。GMMを用いて、オイラー方程式から相対的危険回避度のパラメータ
を推定します。また、消費CAPMと関連して、いわゆる Equity Premium Puzzle の問題を解説します。

加藤

加藤

加藤

講座コード 11110047
日程

13 7/ 9（土）
14 7/16（土）
15 7/23（土）

内容

講 師

パネルデータのモデルと推定量の性質
パネルデータの特性、モデルの定式化、fixed effect モデル、random effectモデルの推定、ハウスマン検定、アンバラスド・パネルの推定、そし
て推定量の性質等パネル分析の理論的骨子を解説します。

非定常時系列データとパネル分析
パネルデータは時系列データの部分を含みますので、データの定常性を確認する必要があります。パネルデータの定常性を確認するために、いく
つかのパネル単位根検定を紹介します。また、単位根を持つパネル変数間の共和分検定を解説します。

ダイナミックパネル分析−財務分析
1期前の被説明変数を説明変数として含むモデルでは、説明変数と誤差項が相関するので、GMM等を用いてパラメータを推定します。企業の財
務パネルデータを取り上げ、EViewsのDynamic Panel Wizardによるダイナミックパネル分析を解説します。

高橋

高橋

高橋
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財務諸表の見方・読み方

財務・金融
講座コード

11110018 平日夜間コース／土曜集中コース
平日夜間コース
11110019 財務諸表を読み会社の分析力を高めよう
土曜集中コース

財務諸表は会社の実態を金額で映し出す鏡で
す。この講座では、財務諸表を作成する立場では
なく、財務諸表を読むための基礎を学びます。財
務諸表がどのようなルールで作成され、また財
務諸表のそれぞれの数字にはどのような意味があり、そして財務諸表
をどのように活用していくのかを理解します。
会計の知識がまったくなくても理解できることを前提とした講義です
から、関心があれば数字は苦手という方も安心して受講できます。財務
諸表を読むことは今や、ビジネスパーソンの必須要件であり、得意先の
分析や投資分析など、さまざまな局面で有効なツールとなりえます。
講義は、実際の財務諸表を活用して、理論的にわかりやすく、かつ
実務に応用できるよう、インタラクティブに展開していきます。

講義形式

セミナーの
目的

講座概要
平日夜間コース

財務・金融

講

師

﨑

曜

日

水曜日

時

間

19:00〜20:30

定

員

30名

回

数

6回

受講料

受講をお薦めする方
企業分析、投資分析などのツールとなる「財務諸表」を読み込むための入門講
座です。会計の知識のない方、数字の苦手な方も安心して受講できます。
実際の企業の財務諸表により理解力を高め、企業事例の検討により実践力を身
につけます。

回数

レクチャー

教

材

ポイント

内容

2
3

5

オリジナルレジュメ
＊電卓をご持参ください。

★

土曜集中コース
講

師

﨑

貸借対照表から企業を読む（1）

曜

日

土曜日

時

間

13:00〜16:00

定

員

30名

回

数

3回

財務諸表の1つである貸借対照表について、個々の科目の意味するところ、そして
どんな情報を発しているのか、流動資産を中心に説明します。

貸借対照表から企業を読む（2）

建物や土地といった固定資産を中心に学びます。特に近年時価会計の導入が議論
されている領域でもあり、減損会計を含めてその動向についても説明します。
負債会計と資本会計について解説。 負債については、法的な債務のみならず、
会計上の債務、貸借対照表に現れてこない債務などの重要事項を、また資本会計
については、その考え方を解説します。

損益計算書から企業を読む

貸借対照表と損益計算書は車の両輪です。損益計算書の意味と、様々な利益概念
の考え方、そして背後にある損益会計の基本的な考え方を解説します。

キャッシュ・フロー計算書から企業を読む

6

28,000円（一般）
25,200円（法人*）

簿記会計の知識がまったくないことを前提に、財務諸表とは何かという基本から始め、
なぜ必要なのか、そして我々にとって、どんな情報を提供してくれるのか、その全
体像を概観します。

貸借対照表から企業を読む（3）

4

明治大学経営学部教授

講座概要

財務諸表とステーク・ホルダー

1

章浩

受講料
教

材

ポイント

章浩

明治大学経営学部教授

28,000円（一般）
25,200円（法人*）
オリジナルレジュメ
＊電卓をご持参ください。

★

＊法人会員料金とは「
、リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 → 19頁

近年新しい財務諸表の1つとして導入されたキャッシュ・フロー計算書。なぜ、キャッ
シュ・フローが注目されるようになったのか、そしてどんな情報が得られ、どう活用
できるかについて説明します。

コース 平日夜間コース（水曜日 全6回）
1

5/11

2

5/18

3

5/25

4

6/ 1

5

6/ 8

6

6/15

コース 土曜集中コース（土曜日 全3回）
1・2

6/11

3・4

6/18

5・6

6/25

講師紹介
﨑

章浩 明治大学経営学部教授

明治大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得。現在、日本管理会計学会常任理事。専門は管理会計、原価管理。編著に『管理会計
―業績管理会計と意思決定会計―』『会計の戦略化』、他多数。明治大学で教鞭をとるかたわら、明治大学リバティアカデミーの東京都の
大学等委託訓練講座や企業研修の講座の講師を務めている。
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財務分析入門

財務・金融
講座コード

11110020 平日夜間コース／土曜集中コース
平日夜間コース
11110021 企業を読む力がビジネスを征す
土曜集中コース

貸借対照表（B/S）、損益計算書（P/L）、キャ
ッシュ・フロー計算書を読めるということは、営
業マン、経理マン、工場関係者も技術関係者も
含めて企業人に絶対に必要不可欠の知識・能力
です。本講座では、その基礎を超かんたんにご案内します。単なる分
析技術の習得を目指すのではなく本当の意味で企業の良いか悪いか
普通かを超かんたんに伝授いたします。ロングセラーの著者がその真
髄を直接伝授します。
※受講料には書籍代も含まれています。

講義形式

セミナーの
目的

全く会計や財務を知らない方にも、理工系出身で製造関係や技術関係の方々に
もお薦めの講座です。

回数
1

2

3

4

5

6

講座概要
平日夜間コース
師

碓氷 悟史

曜

日

時

間

木曜日
19:00〜21:00

定

員

30名

回

数

6回

受講料

内容
教

財務分析の中心核

財務分析の中心核である設立から現在までの長期間の経営力をあらわす比率を解説
します。

きもの経営大学校学長
亜細亜大学名誉教授

講

材

財務・金融

受講をお薦めする方

レクチャー

36,000円（一般）
32,400円（法人*）
「決算書の超かんたんな読み方」
（中経出版）碓氷 悟史

講座初回に配付いたします。
＊電卓をご持参ください。

ポイント

★

財務分析の中心核2

1年間の現在の短期収益力をあらわす比率を、長期間の経営をあらわす比率と関係
づけながら解説します。

講座概要
土曜集中コース

貸借対照表の入門分析

きもの経営大学校学長
亜細亜大学名誉教授

安全性や流動性を中心とした貸借対照表の分析を、債権の回収や棚卸資産の回転
を含めて解説します。

講

師

碓氷 悟史

損益計算書の入門分析

曜

日

土曜日

時

間

14:00〜18:00

定

員

30名

回

数

3回

短期の収益性や資産の効率性を中心に損益計算書の分析を解説します。

キャッシュ・フロー計算書の入門分析

2000年に導入されたキャッシュ・フロー計算書の解説と入門的分析を解説します。
キャッシュ・フロー経営の入門としても絶対に必要不可欠の解説です。

受講料

総合分析演習

総合問題で分析演習を行い解説を行います。

教

材

36,000円（一般）
32,400円（法人*）
「決算書の超かんたんな読み方」
（中経出版）碓氷 悟史

講座初回に配付いたします。
＊電卓をご持参ください。

ポイント

コース 平日夜間コース（木曜日 全6回）
1

5/12

2

5/19

3

5/26

4

6/ 2

5

6/ 9

6

6/16

7/23

3・4

7/30

5・6

＊法人会員料金とは「
、リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 → 19頁

コース 土曜集中コース（土曜日 全3回）
1・2

★

8/ 6

講師紹介
きもの経営大学校学長

碓氷 悟史 亜細亜大学名誉教授

明治大学大学院商学研究科博士課程修了。大学院・大学校で教鞭をとるかたわら会計戦略コンサルタントとして実務界で活躍、また経営
者向けや会社研修などでの数多くの講演は、親切丁寧で分かりやすいと定評がある。著書に「日産のＶ字回復を会計で読む」「決算書の超
かんたんな読み方」（以上、中経出版）、「アカウンタビリティ入門」「ROE不用論」（以上、中央経済社）等48冊あり。
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財務・金融
講座コード

11110022

セミナーの
目的

株式投資ゼミナール
株式投資というと株価の上がり下がりを利用
した売却益で儲けようとすることが中心と考え
られがちですが、それは事実であるとしても、ハ
イリターンであるものの危険(ハイリスク)もあり

財務・金融

ます。
しかし、株式投資のもう一つのあり方は、株式を長期に保有するこ
とによって、株の値上りや安全で安心な配当を長年にわたってもらい
続けることです。これが本来の投資のあり方であります。こうした株
式投資のあり方では、強力で安全な株式銘柄を選び出すことが最も
大切なこととなります。本講座では、このような観点から長期にわた
って安全で安心な株式銘柄の選び方を伝授します。
また、安全で安心な株式銘柄を選ぶ力は会社の実力を見抜く力で
もあります。株式市場を通じて会社の実力を見極めたいビジネスマン
の受講もお薦めします。数字の苦手な方、経理知識のない方でも、株
式に関心がある方なら受講できるように講義します。

受講をお薦めする方
・株式投資を始めたいと考えている方
・株式投資の基礎知識を学びたい方
・株式投資を行っているが、銘柄の選び方がよく分からない方
・株式市場を通じた企業の実力判断をしたい方
・企業の経営層の方で、企業の財務体質の強化や株式市場からの資金調達を考え
ている方

回数 日 程

講義形式
レクチャー
講座概要
きもの経営大学校学長
亜細亜大学名誉教授

講

師

碓氷 悟史

曜

日

時

間

木曜日
19:00〜21:00

定

員

40名

回

数

2回

受講料
教

材

ポイント

6,000円（一般）
5,400円（法人*）
講座初回に配付いたします。
＊電卓をご持参ください。

対象外

＊法人会員料金とは「
、リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 → 19頁

内容

経営･会計から見た強くて安全な会社の選び方
第一部では、経営力が強くて安全な会社の選び方とし
て、利益剰余金を中心に超かんたんにわかる選び方を
伝授します。
4/21
1
1.強い会社はここを見ればわかる
（木）
2.強くて安全な会社はこうして判断する
3.無借金経営と自主･自立経営の達成の仕方
4.強くて安全な会社の実例
5.質疑応答
長期に安全で安心配当が受けられる株式銘柄の選び方
第二部では、第一部で選ばれた会社を中心に、その中
で長期に保有することによって高配当を受け取り続けら
れる株式銘柄の選び方を伝授します。
1.長期収益力比率とは
4/28 2.配当できる利益とは
2
（木） 3.配当可能年数とは
4.配当利回り
5.直近3期間の当期純利益と今後の動向
6.株価動向の見方一1株あたりの純資産額との比較
7.1株あたりのキャッシュフロー残高
8.質疑応答
講師紹介
きもの経営大学校学長

碓氷 悟史 亜細亜大学名誉教授

明治大学大学院商学研究科博士課程修了。大学院・大学校で教鞭をとるかたわら会計戦略コンサルタントとして実務界で活躍、また経営
者向けや会社研修などでの数多くの講演は、親切丁寧で分かりやすいと定評がある。著書に「日産のＶ字回復を会計で読む」「決算書の超
かんたんな読み方」（以上、中経出版）、「アカウンタビリティ入門」「ROE不用論」（以上、中央経済社）等48冊あり。
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財務・金融
講座コード

11110023

「商品開発と原価企画」セミナー
─「売れて儲かる新商品」を開発する仕組みの研究─

「売れて儲かる新商品」を開発する仕組みを
説明し、商品開発能力の向上を図ることを目的に
開講します。
講義ではまず、事例を交えながら、どのように
して商品開発の仕組みを作り、いかにしてその仕組みを運営していく
かについて解説します。とりわけヒット商品を取り上げ、実際の有益な
開発プロセスを紹介します。さらに、これらの活動の全般を管理する
原価企画について理論的かつ実践的に説明します。
事例を中心にわかりやすく、かつ実務に応用できるプログラムです。

講義形式

セミナーの
目的

レクチャー

講座概要
章浩

コーディネータ
曜

日

時

間

土曜日
13:30〜16:30

定

員

30名

回

数

8回（4日間）
27,000円（一般）
24,300円（法人*）

受講料

事業企画、営業企画、商品企画、開発設計、利益管理・原価管理、資材
調達などの業務に携わっている方

教

財務・金融

受講をお薦めする方

明治大学経営学部教授

オリジナルレジュメ

材

★

ポイント

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 → 19頁

内容

日程

講師

製品コンセプトエンジニアリングの考え方と方法

●コンセプトメーキングの考え方と方法
● 売価設定の考え方と方法
1
・ 7/ 2（土）
原価企画の考え方と進め方 ●原価企画の目的と活動概要
2

目標原価の決め方

3
・ 7/ 9（土）
4
5
・ 7/16（土）
6

価値創造の物語

●

●

●

採算性分析の進め方

田中

目標原価・目標利益の設定と細分化

価値創造開発のポイント

価値創造を行う条件
商品開発力強化

●

●

ヒット商品の共通点

開発プロセス革新

●

●

開発事例

●

創造的開発の風土作り

経営体質強化：コスト力強化

開発プロセスの「見える化」 ●マクロとミクロで「見える化」
原価見積りの方法 ●原価見積りとコストテーブル
開発設計段階のコストレビュー

7
・ 7/23（土） 目標原価の達成管理
8
原価企画活動の評価

●

●

●

太田
三木

そのTOOL：開発PDM構築

コストテーブルの作り方と活用方法

田中

原価改善の方法

原価企画のインフラ整備
コーディネータ・講師紹介
さき

﨑

あき ひろ

章浩 明治大学経営学部教授

明治大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得。現在、
日本管理会計学会常任理事。専門は管理会計、原価管理。
編著に『管理会計―業績管理会計と意思決定会計―』
『会計
の戦略化』
、他多数。明治大学で教鞭をとるかたわら、明治大
学リバティアカデミーの東京都の大学等委託訓練講座や企業
研修の講座の講師を務めている。
おお た

ふみ お

た なか

まさ やす

田中 雅康 目白大学大学院教授・東京理科大学名誉教授
中央大学大学院商学研究科 修士課程修了。アメリカVE協会
Fellow.CVS、日本管理会計学会元会長。日本経営システム協会
で40年以上にわたり「原価企画」の研究会（530回以上）を主宰
し、また数十社に原価企画の導入指導。著書『ＶＥ（価値分析）』
『利益戦略とＶＥ』など多数。
『原価企画の理論と実践』

み

き

やす まさ

太田 文夫 感動開発研究所代表

三木 康全 開発プロセス研究所代表

パナソニック株式会社元洗濯機事業部長。著書『 感動開発の
『 感動開発の創造 』など。1998、2003、2005年日本
伝承 』、
経済新聞最優秀賞受賞。

パナソニック株式会社元開発プロセス革新部門部長。
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財 務・金 融
講座コード

11110024

知っておきたい外国為替の常識
外国為替（外為）が分かると世界が見えて来る

ニュースの度に伝えられる外国通貨の値段、す
セミナーの なわち「（外国）為替相場」は既に日常語となっ
ています。世界経済を理解する上で外為の知識
目的
は今や欠かせません。相場に影響を与える様々
な要因を分析し、為替相場の成り立ちを解き明かす 目からウロコの
「為替の常識」を 現場経験豊富な商社・銀行OBの講師陣により分
かり易く解説します。

講座のポイント
財務・会計

（1）外国為替の基礎知識・用語の解説。
（2）為替相場の変動要因は何か？ 何を基準に相場が決まるのか？
（3）為替リスクとは何か？ リスクの回避策はあるのか？
（4）物の動きと金(かね)の流れ、国際収支から見た為替相場の動きにも注目。
（5）受講料には書籍代も含まれています。

受講をお薦めする方

レクチャー
講座概要
コーディネータ

恩田 英治

国際社会貢献センター
会員

曜

日

火曜日

時

間

19:00〜20:30

定

員

30名

回

数

4回

受講料
教

材

ポイント

・外国為替のことを基礎から学びたい方（初級･中級向け講座です。）
・貿易・金融関係の仕事をしているか、この方面のビジネスに興味があり、知識を整
理したい方
・外貨預金、外貨建て証券に関心のある方

日程

講義形式

12,000円（一般）
10,800円（法人*）
「アカデミーブックレット13
知っておきたい外国為替の常識」
（明治大学リバティアカデミー）
対象外

＊法人会員料金とは「
、リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 → 19頁

内容

講師

1

為替の基礎を覚えよう
5/10（火） 外国為替とは何か？ 為替市場、為替相場の成り立ち、企業経営と外国為替リスクとの関係など外国為替
を取り巻く環境を分かり易く解説する。

鈴木

2

外国為替相場はなぜ動くのか
5/17（火） 為替相場は何を基準にどこでどのようにして決定されるのでしょう？何故こうも時々刻々変動するのでし
ょうか？ 相場形成に影響を与える様々な要因を解きほぐしながら相場決定の舞台裏に迫ります。

木村

3

外国為替の持つリスク
5/24（火） リスクを取らねば利益は出ない。でもうかつに取れば損をする。如何に損をしないで利益を出すか？その
方法はいかなるものか？対処策を解説します。

石橋

4

外国為替と国際収支
5/31（火） リーマンショック、金融危機、新興国と先進国、国際収支の赤字と黒字等々 新聞・テレビをにぎわす言
葉を理解すると世界の経済金融情勢が見え 新聞記事・TVニュースの面白さは倍増です。

村林

講師紹介
すず き

国際社会貢献センター会員

いし ばし みつる

国際社会貢献センター会員

石橋 満 （丸紅出身）

一橋大学卒、東京銀行（現三菱東京ＵＦＪ銀行）入行。72年旧西独研修生
を皮切りに西欧ドイツ語圏（独、墺、蘭、ルクセンブルグ）に通算12年駐在、
93年シカゴ東京銀行頭取兼東京銀行シカゴ支店長、96年東京三菱銀行新
丸の内支店長を歴任、その後98年ウシオ電機（株）に転じ、99年から複数の
在欧州子会社群社長兼務による欧州事業統括を経て、07年12月帰国。

慶應義塾大学卒。丸紅㈱に入社し、一貫して外国為替、貿易金融、プロ
ジェクトファイナンスなどにかかわる業務に従事。アルジェ、パリに駐在
し、海外支店の財務経理部長としての経験を積み、1992年本社貿易金
融部にて外為法、カントリーリスク担当責任者。その後みずほ銀行グル
ープの芙蓉総合リース勤務を経て、現在独立財務コンサルタント。

き むら
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しげ たか

鈴木 成高 （東京三菱銀行出身）

こう さく

国際社会貢献センター会員

むらばやし しげ ひこ

国際社会貢献センター会員

木村 好作 （三菱商事出身）

村林 榮彦 （日商岩井出身）

早稲田大学卒。三菱商事入社。以来主として財務分野を歩
み、ペルー三菱商事社長、カナダ三菱商事副社長、(株)興人
常務取締役（CFO）等を歴任。現在は亜細亜大学講師、(財)
海外職業訓練協会国際アドバイザーを務める。

慶應義塾大学卒。日商岩井（現双日）の財務･外国為替部門で15年。
パリ、トロント、シカゴ、バンコックに駐在し総務経理部門で13年。国
内関係会社で8年。イスラエルの医療器械の日本法人に4年。退職後
現在までLEC大学教授・特任教授・客員教授を歴任、キャリア開発
学、国際ビジネス論、産業人材論、経営理念論等の講師を務める。
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財務・金融

講座コード

11110025

英国銀行ゲストスピーカーと語る

英国四大銀行から見た邦銀の経営戦略
-なぜHSBCは勝利し、RBSは転落したか講義形式
レクチャー

講座概要
コーディネータ
曜 日

坂本 恒夫 明治大学副学長・経営学部教授
金曜日

時

間

19:00〜20:30

定

員

30名

回

数

7回

受講料
教

材

ポイント

30,000円（一般）
27,000円（法人*）

財務・金融

リーマンショック以 降 、英 国 銀 行 の 様
相は大きく変わりました。
それまでM＆A 戦 略などで大 成 功を収
めていた R B Sが 大 量 の 不 良債 権 を抱 え
て政 府の管理下に入り、現在では英国政 府により切り刻ま
れて叩き売りされています。Lloyds TSBも住宅金融専門
銀 行との合併が 痛手になって四苦八苦です。バークレイズ
は大 掛かりなM＆A 戦 略に敗れて元 気がありませんでした
が、それ が 幸 いしていち早く立ち直りました。HSBCはサ
ブプライムローンへ の 投 資 が比 較 的 少くなかったために、
傷が大きくならないうちに危機から脱出しました。
このような英国四大 銀 行のゲストスピーカーの話も交え
て邦銀の経営戦略のあり方について考えて見ましょう。

セミナーの
目的

オリジナルレジュメ
★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。

講座のポイント

法人会員制度 →19頁

（1）メガバンクと地方銀行の経営戦略の動向について理解できます。
（2）英米銀行の形成過程や国際戦略が理解できます。
（3）BIS規制など金融規制などの基礎が理解できます。

受講をお薦めする方
・金融業、特に都市銀行、地方銀行に勤務の方
・わが国のメガバンクや地方銀行との取引がある方
・メガバンク、地方銀行、外資系銀行を調査・研究している方

【参考文献】
①著者：ジェフリー・ジョーンズ
監訳：坂本恒夫・正田繁
『イギリス多国籍銀行史（1830〜2000）』
日本経済評論社

日程

内容

②著者：坂本恒夫
『英国四大銀行の経営行動−株主価値経営の形成・展開・破綻−』
中央経済社 （4月刊行予定）

講師

1

5/20（金） イギリス四大銀行の経営行動と邦銀の経営戦略

坂本

2

5/27（金） イギリス四大銀行の形成と展開

正田

3

HSBCのゲストスピーカーが語る
6/ 3（金）
日英銀行の経営戦略①

4

6/10（金）

バークレイズ銀行のゲストスピーカーが語る
日英銀行の経営戦略②

日程

内容

講師

5

6/17（金）

シティバンクのゲストスピーカーが語る
日英銀行の経営戦略③

坂本

6

6/24（金）

三菱UFJ銀行のゲストスピーカーが語る
日英銀行の経営戦略④

正田

7

7/ 1（金） 邦銀は英米銀行から何を学ぶべきか

坂本

正田

坂本
正田

コーディネータ・講師紹介
さか もと

つね お

坂本 恒夫 明治大学副学長・経営学部教授
経営学博士。ニュー・サウスウェールズ大学、レディング大学客
員研究員等を経て現職。日本経営財務研究会会長、日本経営
分析学会会長などを歴任。中小企業・ベンチャービジネスコン
ソーシアム、企業集団研究会、中小企業経営・財務研究会など
経営実務に関する研究会を多数主宰。
『経営分析の方法』
『企
業集団経営論』他、著書多数。

しょう だ しげる

ファイナンシャルブリッジ（株）取締役

正田 繁 日立製作所金融システム営業統括本部事業企画本部 部長

日立製作所経理部、日立ヨーロッパGmbH、日立ヨーロッパLtd.財務部長等を
経て、現職。明治大学経営学部特別招聘教授（2004年）、日本学術振興会経
営問題第108委員会委員等を務める。専門は、キャッシュフロー経営、コーポ
レートベンチャー論、企業財務論等。
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財務・金融

若林史江（ファイナンシャル・アドバイザー）による

教科書通りではダメ！発想と反応力が自身の投資を変える♪

講座コード

11110026

新しい株式投資への第一歩

財務・金融

「貯蓄から投資」へと促され誰もが金融・資産運用
セミナーの に夢見た時代から、世界の金融市場が崩壊し、今や国
さえも揺らぐ時代・・・。経済対策・金融緩和と打ち出
目的
しながらも、景気停滞期から抜け出せないでいる世界
経済の中で、投資家、そして、国民の生活、もっと言えば自分の生活を守るも
のは何なのか？
資産運用というと、難しくてプロがするもの、損をするなど、色々な負のイメー
ジが付きまといますが、その勝敗は、投資への自身の向き合い方や考え方が大き
く左右されるのです。
景気後退と回復は必ず繰り返します。だからこそ、今しなければいけないこと、
今だから出来ることが数多くあります。
この講義では、移り変わる時代にどう対応していくのか？ また、歴史はどう対応し
てきたのか？そしていま私たちがしなければならない資産運用とは何なのか？を、
今
一度、基本に立ち返りながら皆さんと学んでいきたいと考えております。
また、ちょっと視点を変え、発想を一転二転させるだけで、違った世界が見え、
今までとは違ったご自身なりの投資手法が見つかるはずです。
そんな、ちょっとしたコツを講義でお話出来たらと思っています。
また、皆さんともディスカッションしながら、楽しく近未来の資産の活用方法を
探っていきたいと考えております！

講義形式
レクチャー

講座概要
コーディネータ 坂本 恒夫

明治大学副学長・経営学部教授

曜

日

時

間

火曜日
19:00〜20:30

定

員

20名

回

数

6回
24,000円（一般）
21,600円（法人*）

受講料
教

オリジナルレジュメ

材

ポイント

★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 → 19頁

受講をお薦めする方
初心者から、中級者を想定しております。ただ、来て下さる投資家層は予想がつかな
いため、臨機応変に対応できるよう考えております。

日程

内容

講師

ショック という言葉ばかりを聞いた2年前…。その後大きく出遅れる日本…。まるで未曾有の暗い闇に引き込まれ、抜けだ
せないでいるような中にも、やっと光が見え始めた昨今。「歴史知ることは今を知ること」
改めて、今を考え直したいと思います。

若林

「歴史と今の経済を考え、今を乗り切る方法」

1

5/10（火）

2

5/17（火）

「先手、先手の株価予測」
経済指標をどう読み解くと先手が打てるのか？
一番見なければいけない指標や見方、考え方などをお話しします。とはいっても、結果はポジティブにもネガティブにも作用
します。

若林

「リスクとリターンの本当の意味とは？」

3

5/24（火）

4

5/31（火）

5

6/ 7（火）

6

6/14（火）

個々で取れるリスク取れないリスクがあると思います。
自分にあったポジションとは？時代が変わった今、リスク＝リスクではなくなりました。投資家として持つべき考え方とは？ そ
して、自分に見合う金融商品とは？
色々なパターンから探っていけたらと思います。

若林

「時代・流行・時間にあった銘柄選別と、価格・価値の見方」
投資家の誰しもが最初に当たる壁が銘柄選びです。
好きな企業を買ってみたけど失敗しちゃった…。から、卒業し、時流や目的にあった銘柄探しをしませんか？そんなヒントをお話します。
また株式格言から市場を見る！何てこともお話しします。

「明日から生かせるチャート分析と賢い注文の出し方」
チャートは苦手！という人、多くないですか？でも難しいチャートも結局は基本から派生したもの…。基本を押さえ、チャート
から投資家心理を読むコツさえ知ればあなたも明日からチャーティスト？！

株式投資とファイナンス理論
これまでの投資実践をファイナンス理論から再評価します。実践と理論の違いを全体的かつ理論的に検証します。

コーディネータ・講師紹介
坂本 恒夫 明治大学副学長・経営学部教授
経営学博士。ニュー・サウスウェールズ大学、レディング大学
客員研究員等を経て現職。日本経営財務研究会前会長、日
本経営分析学会会長などを歴任。中小企業・ベンチャービジ
ネスコンソーシアム、企業集団研究会、中小企業経営・財務
研究会など経営実務に関する研究会を多数主宰。『経営分析
の方法』『企業集団経営論』他、著書多数。
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若林
若林

坂本

ファイナンシャル・アドバイザー

若林 史江 徳山大学特任教授

投資顧問会社等金融関係の会社を経て、6年前に独立。テレ
ビ・ラジオ等出演、銀行・証券会社等のセミナー講師で活躍
する傍ら、株式投資の啓蒙活動に努める。 著書に『若林史
江のはじめての株選び♪』、『やっぱり株が好き♪』など多数。

財務・金融

はじめて学ぶ経理実務入門講座

講座コード

11110027

受講をお薦めする方

レクチャー

講座概要
コーディネータ

落合 稔

明治大学専門職大学院
グローバル・ビジネス研究科教授

曜

日

時

間

水曜日
19:00〜20：30

定

員

30名

回

数

6回

受講料
教

材

27,000円（一般）
24,300円（法人*）
①「先輩がやさしく書いた
「経理」がわかる引き継ぎノート」（中継出版）
②「財務諸表の分析入門」（千倉書房）
（講座初回にお渡しします）

ポイント

・経理担当者、補助者
・これから経理の仕事に就く方
・将来、経理の仕事に就きたい方
・仕事上、経理知識が必要と感じている経営者、管理者、スタッフの方々

日程

講義形式

財務・会計

簿 記の資 格を取ったので経 理の 仕事につき
セミナーの たいと思う方は多いのではないでしょうか。し
かし、仕訳を覚えたからといって経理の仕事が
目的
できるわけではありません。会社やビジネスを
知り、経理が果たす役割を理解してから経理の仕事を覚えていただ
くことが重要です。経理の仕事は、1日の仕事、1ヶ月の仕事、1年の
仕事に大 別して学ぶことができます。そんな経理の仕事をやさしく
丁寧に解説します。この講座では、現場で役立つ経理実務のエッセ
ンスとコツをしっかりと学んでいただきます。
新しく経理に配属された方、経理の仕事には就いているけどきちん
と引継ぎを受けていない方、ぜひ経理の仕事につきたいと願っている
方、そんな方々に受講していただきたい講座です。経理経験の無い方
も大歓迎です。
※受講料には書籍代も含まれています。

★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 → 19頁

内容

講師

経理はいま会社で非常に注目され期待されています。その理由は会社の社会的役割・責任が著しく高まってき
たことで、経理の重要性が再認識されてきたからです。
・マネジメントが経理に期待すること、経理の役割、仕事とは ・経理を志す方の将来展望

落合

いま期待される経理の仕事

1

5/25（水）

2

6/ 1（水）

経理の仕事と基本のルール
会社を理解し、経理の仕事を理解し、経理の全体像を把握していきます。経理の基本である現預金管理の手順
やポイントを説明します。
・経理部の仕事 ・仕訳の基本 ・現金管理 ほか

加藤

仕入計上と買掛金管理、支払管理

3

6/ 8（水）

4

6/15（水）

5

6/22（水）

6

6/29（水）

仕入商品の納品から仕入計上、買掛金の管理そして支払という一連の流れを理解します。銀行での支払手続も
確認します。
・買掛金管理 ・業者への支払手続き ・従業員の立替経費精算 ・仮払い手続き ほか

加藤

売上計上と売掛金管理、固定資産の管理
商品を販売してから、請求書を発行して、売上代金を回収するまでの流れを理解します。さらに固定資産の購入と
管理のポイントを説明します。
・請求書発行 ・売掛金管理 ・固定資産管理と減価償却 ・資金繰り ほか

加藤

月次決算、年次決算
経理で最も大事な決算業務。年次決算をスムーズに進めるための手順やポイントを説明いたします。月次決算の
重要性も理解していただきます。
・決算整理仕訳 ・各勘定残高の確認 ・決算書作成 ほか

加藤

税務と人事の知識、経理の仕事総まとめ
経理として最低限知っておきたい税金の基本的な知識を説明します。給与計算や人事労務の基礎も学びます。
・法人税の基礎知識 ・経理に必要な税金あれこれ ・給与計算の概要 ほか

加藤

コーディネータ・講師紹介
おち あい みのる

か とう

ゆき と

アクタスマネジメントサービス（株）代表取締役

落合 稔 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授

加藤 幸人 アクタス税理士法人 代表社員

１９７３年、米国系監査法人に勤務。日本・米国にて会計監査を担当する。19７９年
からトミー（現株式会社タカラトミー）勤務。専務取締役（CFO）として、経理、財務、
法務、情報システム，人事等の担当を皮切りに、関連企業管理、財務戦略、海外事
業、M&A、事業再生、ＩＰＯ、ＩＲ活動などに取組んできた。2001年、ＣＦＯカレッジ
代表。２００４年から現職。著書；「財務諸表の分析入門」（共著）、「ＣＦＯの戦略
会計」、「ＣＦＯハンドブック」（編著）、「国際財務へのパスポート」ほか多数。

１９８９年アクタスの前進である稲村会計事務所入社、１９９７年税理士登録。
税理士は、「接客・サービス・コンサル業」であるという考えにもとづき、絶えず
お客様の立場で問題を考え、経営的な視点をもって、税務会計のアドバイスを
提供することを心がけている。中堅・中小企業に対する企業再生の支援も積極
的に取り組む。税務や経理実務に関する講師経験も多数。短大生向けの「経
理実務入門」講座の講師も務める。
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中小企業・ベンチャー

社会起業家が語る課題解決とその実践

ＮＰＯ法人の経営学

講座コード

11110028

〜10の事例により、したたかで逞しく元気なNPOを紹介します！〜

ＮＰＯ（特 定 非 営 利 活 動）は、ボランティアの
マンパワーだけで組織は成り立ちません。安定し
た活動を行うことも出来ません。活動を継続する
には巧みな経営と一定の収入をあげる財政基盤の
確立が不可欠です。ＮＰＯ＝ボランティアが善ともいえないようです。
各ＮＰＯ団体のミッションは異なるとはいえ、法人を運営することに
かわりありません。全国で40,000を超えたＮＰＯ法人は、設立したも
のの継続のための運営、ミッションの達成等に苦慮しています。
多くのＮＰＯが抱えている課題である、ＮＰＯ法人継続のための経営
方法と、運営手法について、実際にＮＰＯ関連の仕事に就いている実践
者達が、ＮＰＯ経営に関するノウハウを具体的に解説します。バラエティ
に富んでいるケーススタディ講座で、ＮＰＯについて学習してください。

講義形式

セミナーの
目的

受講をお薦めする方
中小企業・ベンチャ ー

・ＮＰＯ法人を運営している方、認証間近の方、設立を検討している方
・行政のＮＰＯ関連、企業の社会貢献部署を担当している方
・ＮＰＯ法人以外の公益法人、普通法人、個人事業者の方など経営に興味のある方
・ＮＰＯに興味のある、団塊世代・社会人・主婦・学生の方々

レクチャー

講座概要
コーディネータ

坂本 恒夫

明治大学副学長・経営学部教授

曜

日

火曜日

時

間

19:00〜20:30

定

員

30名

回

数

8回
26,000円（一般）
23,400円（法人＊）

受講料
教

オリジナルレジュメ

材

ポイント

★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 →19頁

コーディネータ・講師紹介
さか もと

つね お

坂本 恒夫 明治大学副学長・経営学部教授
経営学博士。ニュー・サウスウェールズ大学、レディング大学
客員研究員等を経て現職。日本経営財務研究会前会長、日
本経営分析学会会長などを歴任。中小企業・ベンチャービジ
ネスコンソーシアム、企業集団研究会、中小企業経営・財務
研究会など経営実務に関する研究会を多数主宰。『経営分
析の方法』
『企業集団経営論』他、著書多数。
た

だ

（認定特活）日本グッド･トイ委員会理事長

たん の

やす こ

丹野 安子 （特活）ビジネスネットワーク・ジャパン代表

明治大学法学部卒業後、モスクワ大学系属プーシキン大学留学。
現在は子どもの福祉文化論及び世代間交流の実践・研究、新時
代の子育て支援、環境と福祉の共生などに取り組む。「遊びが育
てる世代間交流」「動くおもちゃ工作」他、著書多数。芸術教育
研究所所長、高齢者アクティビティ開発センター代表。

中小企業・ベンチャービジネスコンソーシアム監事。会計事務所、ベン
チャー企業で財務部門を担当。明治大学起業家ベンチャービジネス養
成研修を転機にNPO法人を設立。行政と協働してセミナーの企画・開
催及び事業活動に取り組んでいる。坂本恒夫・丹野安子編著「図解
NPO経営の仕組みと実践」（税務経理協会）2009年12月1日刊行。

やま ね

ま

ち

こ

みね ぎし

かず ひろ

山根 眞知子 （特活）ＮＰＯ事業サポートセンター常勤理事

峰岸 和弘 （認定特活）スペシャルオリンピックス日本・東京事務局長

生活協同組合東京マイコープ理事長、財団法人消費生活研
究所研究員を経て、現在（特活）ＥＤＧＥ理事、
（特活）シニア
メイト副理事長、
（特活）介護者のサポートネットワークアラ
ジン理事、21世紀コープ研究センター客員研究員、生活協同
組合東京マイコープ顧問。NPO支援に従事し、現在に至る。

中央大学文学部卒業後、ジャーナリストとしてベンチャー
企業を中心に取材、執筆活動を続ける。2002年より、知的
発達障害者に各種スポーツプログラムを提供する世界的な
ボランティア団体に参加。2005年より事務局長として、認
定NPO法人化に携わるなど、組織運営に従事する。

す

だ

ひろ し

いし い

だい すけ

中野区政策室予算担当主査

須田 啓資 須田啓資税理士事務所所長

石井 大輔 社会福祉士

明治大学商学部卒業、昭和63年税理士登録、明治大学大学
院保佐人講座第1期生。租税訴訟学会会員。日本経営コーチ
協会会員。税理士業務を中心として、現在、成年後見制・
NPO法人の税務等の支援活動中。

明治学院大学社会学部卒業後、中野区に福祉指導職として入
区。療育センターアポロ園など障害福祉の現場、保健福祉部
経営分野での企画調整業務に携わり、現在に至る。この間、
日本社会事業大学にて実習指導講師（非常勤）を務める。

あん どう

64

ち ひろ

多田 千尋 東京おもちゃ美術館館長

す

み

こ

おか

し ろう

安藤 寿美子 （特活）西会津国際芸術村理事長

岡 四郎 （特活）安全環境システム理事長

神戸市出身。学習院女子中・高等科、短期大学卒。１９７２年
渡独。ミュンヘン大学付属校ドイツ語科２年終了。１９９２年
より主 婦 業の 傍ら、東京世田谷 等々力で「ギャラリー
space S」主催。２００４年、福島県西会津町自治体との共同
事業「ＮＰＯ西会津国際芸術村」が発足し、理事長に就任。

群馬大学工学部卒業後、三菱化学㈱に入社。品質管理、起
業予算審査、環境分析センター、臨床検査の部署を経て退
社後はＩＳＯ（国際規格）の審査（品質、環境、労働安全衛
生、食品安全等）に従事した後現職。保有資格は労働安全
衛生コンサルタント、ISO主任審査員、環境計量士など。
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日程

1 5/10（火）

内容

講師

NPO活動の実践と教育―NPO活動を盛り上げる
自己実現の場ともいえるNPO、そのNPO法人をスムーズに運営するために必要な定款内容
と認証等現状について解説する。またNPO活動を活性化し盛り上げる方法について事例を
交えて紹介する。

丹野

事例1．ＮＰＯ法人 ビジネスネットワーク・ジャパン
ＮＰＯ支援が主な目的。中小企業・SOHO事業者・個人事業者の支援も行っている。これら
の活動は、税理士・CPA・経営士・社労士・産業カウンセラー・キャリアカウンセラー・臨床
心理士・ＮＰＯコンサルタント等専門家の会員による。

峰岸

3

事例3．認定ＮＰＯ法人 日本グッド・トイ委員会 フィールドワーク
「東京おもちゃ美術館」を四谷の廃校になった小学校跡に移転。建設時の
5/24（火） 2008年4月、
資金調達方法及びNPO法人ならではの運営手法を事例により紹介する。当日は、東京お
もちゃ美術館でのフィールドワークです。
（現地集合・現地解散）

多田

事例4．中小企業・ベンチャービジネスコンソーシアム
本ＮＰＯの設立は、2000年4月。創立者の坂本恒夫が在外研究でイギリスの生活を体験した中
で生まれた。①中小企業の経営改革支援②ベンチャービジネスの起業・成長支援③大学生の就
職・キャリア形成支援が目的である。

坂本

事例5．ＮＰＯ法人 安全環境システム
平成22年5月の総会で極端に減少した会員の増強に成功し、解散を食止めた。理念とし
て 強調、創意、社会貢献 を提示し、 労働安全衛生リスクアセスメント の出版を事業
活動の第1弾として取り組んでいる。その現状を紹介する。

岡

4

5/31（火）

5 6/ 7（火）

6 6/14（火）

7

8

6/21（火）

6/28（火）

NPO法人の決算と他の法人との税比較
NPO法人の会計・税務、及び決算と申告方法のポイントについて講義する。収支計算書・貸
借対照表・財産目録の作り方、収益事業の要件や税率について。また、他の公益法人や普通
法人との税比較について解説する。

中小企業・ベンチャ ー

2

事例2．認定ＮＰＯ法人 スペシャルオリンピックス日本・東京
寄付金の
5/17（火） 知的発達障害者に各種スポーツを提供する世界的なNPO組織の事例を紹介する。
種類や国際比較のついても解説する。また、実際に携わった認定NPO法人取得のための要
件について講義する。

須田

事例6．NPO法人 クリオネ
主に栄養士の資格者を中心として、練馬区を中心に、住民に対する健康の自己管理を助ける
保健指導、高齢者の生涯現役をめざした低栄養を防ぐための介護予防食の試作など、食育
事業を通して地域住民の健康と福祉の向上に努めている。
NPO事業と行政「新しい公共」
行政との「新しい公共」について考える。また、行政との協同事業である指定管理者制度・市
場化テスト・一般委託事業など、パブリックビジネスの進展について、民間の事例を交えて講
義する。

石井

事例7．NPO法人 わかみやクラブ
障害児の学童クラブとして保護者を中心に活動を開始し、2008年NPO法人として認証を取
得した。通常の学童クラブの対象が小学3年生までに対し、高校生までを受け入れ、預かりニ
ーズと同時に子どもたちの余暇活動を支援している。
事例8．ＮＰＯ法人 宮崎文化本舗
かつて映画館が閉鎖された時、映画館運営をＮＰＯ法人の事業として始めた。文化活動・環
境活動など、宮崎県のＮＰＯを支援するＮＰＯとしての中心的存在として活躍している。宮崎
のネットワークを駆使した様々なＮＰＯ活動を紹介する。

山根

事例9．ＮＰＯ法人 高齢社会の食と職を考えるチャンプルーの会
東京郊外立川市の団地商店街で、コミュニティレストラン「レストランサラ」、介護保険事業の
「デーサービスサラ」、子育て支援や講習会など多様な活動の場「ひろばサラ」の3つの事業
を展開。地域に密着し着実に運営している事業に学ぶ。
事例10．ＮＰＯ法人 西会津国際芸術村
過疎化が進む地方町村から業務を委託され、廃校になった木造校舎を利用した「アーチス
ト・イン・レジデンツ」の事業運営を解説。また、
「芸術」をツールに町の活性化、森林再生
・休耕田再生・グリーンツーリズムの助勢等について紹介する。

安藤

なぜ、いまNPOか
「排除の論理から参加の論理へ」
「株主価値経営と世界的仕組みの欠如」
「ボランティアの
制度化・組織化」「ＮＰＯ運営の課題」「ＮＰＯの現状とこれから」など、経営学の見地から
講義する。

坂本
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コミュニケーション
講座コード

11110029

一気にコミュニケーションの コツ を学んでしまおう！
ビジネスの決め手はお客様との強力な関係創造！！そのための技術を学ぶ！！

ビジネスにかかわっている多くの方々
から、「なぜ 売 れ ない のだろう」、「なぜ
一 生 懸命 話をしているのに理 解してくれ
な い のだろう」、「 な ぜ こ ん な い い 製 品
なのに買ってもらえないのだろう」、「……」ため息ばかり
が 聞こえてきます。昔と違って、企 業 の 購買 担 当 者 はもち
ろんのこと、一 般の消費 者でさえ今日ではたくさんの 情 報
を持っています。売り手 の薦める製 品の良し悪しに関する
情 報だって、チョイとネットで検 索するだけであらゆるとこ
ろから集めることが できるのです。幼児やよほどのお 年寄
りでない 限り、そうした 意 味でもう''素 人'' なんていないの
かもしれません。売り手のまわりはみんな''専門家''のお客
様ばかりになってしまいました。
こんな 環 境の中でのビジネスは辛いものがあります。売
り手である皆さん方も学んでいないわけではありませが、
でもそれ 以 上に膨 大 な情 報 がお客 様 の周辺には流 れてい
るのです。そのような''専門家''たちにこちらの話に耳を 傾
けてもらい、内容を的 確に理 解してもらい、その 価 値を納
得していただく。そうして買っていただいて、その後に「買っ
てよかったよ!」「使ってよかったよ！」「他の人にも薦めてみ
るよ!」「ありがとう!」と感 謝されるようなビジネス関 係を
実現するためには、何を考え、何を実行しなければならない
のか。その肝心 要 の 技（ワザ ）こそが『コミュニケーション
の方法』の中に隠されているのではないでしょうか。
そこで、自分たちの誠実さ、まじめさ、そして扱っている製品
の価値の高さを理解していただくためには、どのような''メッ
セージ''を創り、どのように''伝達''しなければならないのか。そ
の重要なポイントどころだけを、日々お忙しいビジネスに携
わっている皆さんに簡潔に、短時間でお伝えしたい。それが
この講座の目的なのです。たった5回の講座ですが、中身の
濃い授業を展開しようと思っています。受講後は間違いなく
皆さんのビジネスの方法が変わると思います。ほんとうの顧
客志向の下で、お客 様に「魅力的な商品だ」、
「自分に不可
欠な商品だ」と思ってもらえるようなビジネスを実現するた
めに、その コツ をぜひともこの講座でつかんでください。
最後に、そういえば、近年の数々の企業不祥事、そしてス
ポーツ界の不祥事、もちろん政界やお役人の世界も負けじと
不祥事だらけ。でもそこで目立つのは謝罪の仕方のまずさ。
より一層マスコミから叩かれていますね。キチンと正直に、
真摯な態度で謝罪会見に臨めば、中には逆に応援してくれる
ファンが出てくることも。マスコミ側の 叩きの程度 さえも
変わってしまうことが少なくありません。そうした事実を見て
も、
「あ〜ぁ、コミュニケーションの方法をせめてこうした講
座で少しでも学んでくれていたらなあ…」とため息の1つも出
（大友純）
てしまいます。

講義形式

講師からの
メッセージ

コミュニケ ーション
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レクチャー

講座概要
コーディネータ

大友 純

明治大学商学部教授

時
曜

間
日

木曜日
19:00〜21:00

定

員

30名

回

数

5回
22.000円（一般）
19,800円（法人＊）

受講料
教

①『企業コミュニケーションNOTE』

材

（同友館）
（講座初回にお渡しします）

②オリジナルレジュメ
ポイント

★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 →19頁

教材のプレゼント！
『企業コミュニケーションＮＯＴＥ』
（坂本

是馬：著）

（同友館）

目次 1. 企業コミュニケーションのフレーム（パラダイ
ム・シフト；３つの領域 ほか）
2. マーケティング・コミュニケーション（マーケテ
ィングの変遷：戦略の位置づけ ほか）
3. コーポレート・コミュニケーション（基本命題：
企業価値の向上 ほか）
4. ソーシャル・コミュケーション（ニューウェイブ
：ＣＳＲとＳＲＩ ほか）
5. 企業コミュニケーションのマネジメント（コミ
ュニケーション活動の管理：調査 ほか）

セミナーの内容
日程

内容

1

5/12（木）

2

5/19（木）

3

5/26（木）

4

6/ 2（木）

5

6/ 9（木）

講師

マーケティング・コミュニケーション戦略のコツを学ぶ
マーケティングとは売り手と買い手の関係、商品と買い手の関係を育てる活動である。
巧みなビジネス・プレゼンテーション戦略のコツを学ぶ
顧客はいかなる話に耳を傾け、いかなる商品やサービスに心を預けてくれるのか。
ＰＲ戦略のベテランが伝授するそのワザのコツを学ぶ
ＰＲの成否が企業価値を大きく左右してしまう時代の理論と手法を習得する。
人に伝わるデザイン戦略のコツを学ぶ
製品の魅力を倍加するネーミングやパッケージ、ロゴなどのデザインをいかに創造するか。
人を感動させるコミュニケーション・テクニックのコツを学ぶ
自分の考えていることを的確に伝え、理解してもらうために不可欠なワザを習得する。

大友

村松

坂本

原田

小沼

講座のポイント
（1）ビジネスが変わる。その日からすぐに実践できるコミュニケーションの コツ を伝授します。
（2）お客様から感謝されるコミュニケーションの技を学びます。

受講をお薦めする方

コミュニケ ーション

・営業や販売、企業の管理職、広報、マーケティング業務等で活躍されている方。
・コミュニケーションのコツを一気に学びたい方。
・前提条件や、職歴経験等は一切問いません。興味・関心のある方であればどなたで
も参加できます。

コーディネータ・講師紹介
おお とも じゅん

はら だ

すすむ

プラクシス株式会社代表取締役･

大友 純 明治大学商学部教授

原田 進 CI+ブランドデザイナー

専門はマーケティング戦略論、広告論。食品・化学・自動車・
機械メーカーや小売店等の大手企業で経営実務・マーケティン
グ戦略の研修指導を数多く手がける他、中小企業経営、地域
商業活性化に関する指導も続けている。明治大学専門職大学
院グローバル・ビジネス研究科兼担教授。

サンフランシスコ・アカデミーオブアート大学広告デザイン学
科BFA。プラット大学大学院環境デザイン学科中退。日本カ
ウンセリングカレッジ専門過程アライアント国際大学CSPP
臨床心理大学院MA。馬場デザインから独立後フリーランス。
リッピンコット＆マーギュリーズ社（ニューヨーク）、ミナリ・タ
ターズフィールド＆パートナーズ社（ロンドン）、株式会社
PAOSを経て、プラクシス株式会社創業。主な著書に『コーポ
レートアイデンティティデザイニング』
（実務教育出版）、
『企
業ブランドデザイニング』
（実務教育出版）。

さか もと

これ ま

ニットー経営研究所フェロー

坂本 是馬 亜細亜大学非常勤講師

文京学院大学非常勤講師
1968年明治大学商学部卒業、電通パブリックリレーション
ズに勤務。研究開発部長、企画部長を歴任し、マーケティン
グ、ＣＩ、コーポレート・コミュニケーションなどのプランニン
グを担当する。2001年よりニットー経営研究所フェロー。亜
細亜大学、文京学院大学の非常勤講師を兼務する。著書に
『ビジネスキャリア検定標準テキスト』
（分担執筆）社会保
険研究所 他。

こ ぬま

とし お

別府大学客員教授

小沼 俊男 （財）NHK−CTI日本語センター専門委員

元ＮＨＫアナウンサー
明治大学経営学部卒。昭和３６年、ＮＨＫアナウンサーとし
て入局。東京アナウンス室、帯広、名古屋、京都放送局で社
会・報道・教養・教育番組を担当。平成元年（財）ＮＨＫ放
送研修センター日本語センター部長、エグゼクティブ・アナ
ウンサー。音声言語表現に関する教材制作、企業・団体の
人材育成講師。平成１７年別府大学短期大学部初等教育科
教授。コミュニケーション論、情報メディアの活用、文学、表
現技術、学位論文指導を担当、保育士、幼稚園、小・中・高
校教諭、司書教諭の養成を行う。また、インターネットを活
用した海外との遠隔交流授業の開発、調べ学習教師向けＤ
ＶＤ教材「深め発見する喜び」を制作。ＰＨＰ認定ビジネス
コーチ。明治大学教育会会員。

むら まつ

村松 かすみ プラネット（株）シニアインストラクター
神奈川県川崎市に生まれる。日本体育大学女子短期大学を
卒業後、富士通株式会社勤務。富士通時代に初めて参加し
たビジネス・プレゼンテーション研修をきっかけに、プロのイ
ンストラクターを生涯の仕事とすることを決意。富士通を退
職し教育研修会社に転職する。現在、ビジネスパーソンを対
象に、プレゼンテーション研修、プロジェクト・マネジメント
技法のグローバル・スタンダードの研修（米国 Novations
Project Management社認定）、コーチング研修、ＮＬＰ研
修、マナー接遇応対研修。厚生労働省YES-プログラム認定
試験 ビジネス・キャリア・エントリー試験問題作成委員、中
京大学大学院客員教授、日経ビジネススクール講師、六本木
アカデミー講師、Office Specialist（旧MOUS) PowerPoint
2003、米国ＮＬＰ協会公認 ＮＬＰマスタープラクティショ
ナー、ＰＨＰ認定ビジネスコーチ。
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グローバル発想とリーダーシップ

講座コード

11110030 ―世界の土俵で成功するためのビジネス・スキル―
本講座では、グローバルなビジネス環境で成功
するために世界的に通用する思考法とリーダー
シップ・スキルを 体 験 的に 身に 着 けます。思 考
法 として 創 造 的 発 想 法 、クリティカ ル・シ ン
キング な ど、リー ダーシップ・スキルとしてグ ロ ーバ ル・ファシリ
テ ー ションと多国籍チーム・リーダーシップを演習します。本講座を
通じて、グローバルなチームや職 場で自信を持ちながら、効果 的な
貢 献ができるようになります。講義は日本語で実 施します。参 考資
料は日本語と英語のものが配布されます。

講義形式

セミナーの
目的

受講をお薦めする方
・日本の企業で国際的に活躍されている方、多国籍チームなどに参加される方、又は
海外赴任前の方。
・外資系の企業で外国人と一緒に仕事をされる方。
・将来的に上記を目指す方。

レクチャー

実

グループワーク

習

ロールプレイング

プレゼンテーション

講座概要
講

師

ヘンリー アンダーセン

曜

日

時

間

木曜日
19:00〜20:30

定

員

30名

回

数

8回

受講料
教

材

ポイント

明治大学専門職大学院
グローバル・ビジネス
研究科准教授

28,000円（一般）
25,200円（法人＊）
オリジナルレジュメ
★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 →19頁

コミュニケ ーション

日程

内容

講師

思考スタイルとグローバル・ファシリテーション

1

5/12（木）

2

5/19（木）

3

5/26（木）

4

6/ 2（木）

5

6/ 9（木）

6

6/16（木）

特定な異国文化との問題解決（１）

7

6/23（木）

特定な異国文化との問題解決（２）

8

6/30（木）

グローバル・プレゼンテーション・スキル

自己アセスメントツールによる思考スタイル分析とグループ・インタラクション。ファシリテート型リーダー
シップの概念とグローバル・ファシリテーションの基礎。

創造的思考法
困難な問題解決・機会探索に、ブレークスルー思考が必要で、様々な発想法などを含むシネクティクス創造
的問題解決のプロセスを、生徒達が実際に抱えている課題を活用して演習。

ロジカル・クリティカル思考
課題の原因追求、問題解決に、MECEの概念、ロジックツリーなどを演習。

他思考ツールとコンフリクト解消・コンセンサス達成
PMI、SCAMPER、シックスハットなどの手法を演習。コンフリクト解消技法とItemized Responseなど
のコンセンサス達成法。

ヘンリー
アンダーセン

多国籍チーム・リーダーシップと異文化コミュニケーション
Hosfstedeなどの文化的次元の各国調査結果と自己アセスメント。グローバル・チーム・リーダーシップと
異文化コミュニケーションへの応用。
欧米州の主要国に個別に焦点を当て、様々な問題解決を演習。

BRICSの国に個別に焦点を当て、様々な問題解決を演習。
グローバルに通用するプレゼンテーション構成からプレゼン技法まで演習。

講師紹介
ヘ

ン リ ー

ア ン ダ ー セ ン

Henry Andersen 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科准教授
米国ハーバード大学において日本文学を専攻した後、米国コロンビア大学においてジャーナリズム修士、フランスINSEADにて MBAの学位を
取得。現職に至るまでは、アメリカ、ヨーロッパ、南米において、三菱重工や三菱商事、ソニーピクチャーズ、Scott Paper のような企業でマー
ケティングと企業戦略の管理職として駐在勤務後、グローバル・ビジネス・イノベーションのコンサルタントとして活躍。ビジネスイノベーション
に関する彼の業績は、Financial Times等で特集された。
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コーチング入門

講座コード

11110031
（火曜コース）

─気持ちをつかみ潜在力を引き出す技術─

11110032
（金曜コース）

コーチングは、相手の個性を効果的に触発し、自発的な行
動を通じて自己成長を促す技術です。とくにコーチング基礎
技法のひとつである「聴く技術」は、相手の気持ちや強みを引
き出し、信頼関係を促進する上で大変有効です。これまでは
カウンセラーやサイコロジストの専門技術であったものです。またコーチングは、相手の
主体性に働きかけ、不平や不満という負のエネルギーを建設的な力へ転化させるととも
に、自分とは違う見方や考え方への対応力を向上させ、自己のリーダーシップの幅を広
げます。このような特性から、コーチングは企画立案・目標達成・部下指導・問題解決を
始め、スタッフの気持ちを巻き込む力として様々な組織で導入が進んでおります。
この講座は、コーチングの基礎を「実際に使用できる」スキルとして楽しく学習できる
プログラムです。管理職層の方に限らず、専門職・教育関係者等のほか、実践的なヒュー
マンスキルの習得を希望される方々に大変有効です。なお、当講座を修了されると、日
本コーチ連盟認定コーチ養成プログラム基礎課程の単位の一部に認定されます（欠席
１回迄。開講後20分超の遅刻は欠席扱い。尚、いずれも受講は可）。詳細は、日本コー
チ連盟（http://www.coachfederation.jp）にお問い合わせください。

セミナーの
目的

実

グループワーク

習

ロールプレイング

プレゼンテーション

講座概要
講

師

森山 展行 日本コーチ連盟

曜

日

火曜コース・金曜コース

時

間

19:00〜21:00

定

員

24名

回

数

6回

受講料
材

ポイント

この講座では、スタンフォード大学等の米国ＭＢＡコースで重視されている
「エニアグラム」技法を取り入れています。エニアグラムは米国政府機関でも利用
され始めており、
「個性的能力」を活用する技法として高い評価を得ています。
日程

レクチャー

教

セミナーの特色

36,000円（一般）
32,400円（法人*）
オリジナルレジュメ
★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 →19頁

内容

火曜コース 金曜コース

コミュニケ ーション

回数

講義形式

Coaching FoundationⅠ「コーチング概論」

1

5/24（火） 4/22（金）

−コーチングって何？−
コーチングは相互の感性と思考を活用するコミュニケーション技法です。通
常のコミュニケーションとコーチングのコミュニケーションはどのように異
なるのか？また、コーチングは専門技術としての独特のコミュニケーション
の「型 」を持っています。コーチング技能の構成要素とはどのようなもの
で、どのように機能するのかを体験的に学んでいきます。

2

5/31（火） 5/ 6（金）

3

6/

Coaching FoundationⅡ「アクティブ・リスニング①、②」

−えっ、聞くことも技術だったんだ！−
相手が伝えようとしている本当の思いをどこまでキャッチできていますか？
「訊く・聞く・聴く」、何がどう違うのか？無意識のうちに聞き流してしまう
7（火） 5/13（金） 理由とは？相手の気持ちを受けとめ、相互理解と信頼関係を促す「聴く技
術」を、実習を通じて感得します。

Coaching FoundationⅢ

4

5

[グループワーク]

「パーソナリティ①、②」

6/14（火） 5/20（金）

−自分の「フツウ」を押し付けていませんか？−
あなたは自分固有の「反応」をご存知ですか？他者に知らず知らずのうち
に与えている自分の印象や、自分では当たり前と思っている感じ方や考え
方。「エニアグラム」の心理ワークを通じて自己の個性的な傾向を体験し、
6/21（火） 5/27（金） 技能としての「共感力」を感得していきます。従来はムリ・苦手だった相手
が、ちょっと関わってみたい対象に感じてくるかもしれません。

Coaching FoundationⅣ「スタート・ザ・コーチング」

6

6/28（火） 6/

−「違い」を活かしあう交流技能「コーチング」−
コーチングは、
「効果的な質問」を活用するコミュニケーションスキルです。
3（金） 「効果的な質問」とはどのようなものか？「疑問表現」と「質問表現」はど
う違うのか？そして、コーチング学習者・既習者が陥りやすい質問技法の盲
点とは何か？相手の個性に働きかけ「やらされ感」から「やってみよう」へ
と主体的な行動を促すコーチングフローを学びます。
（講義の進行状況により、終了時間が20分程度延長する場合があります。）

[ロールプレイング]

講師紹介
もり やま

のぶ ゆき

森山 展行 日本コーチ連盟公認マスターコーチ
一般社団法人日本コーチ連盟理事長、コーチアカデミー学長。国際コーチ連盟認定コーチ養成プログラム修了。法政大学文学部哲学科卒業。
コーチアカデミーのほか、大学の公開講座でもコーチングの教授・普及に努めている。2010年度においては、全国の少年院・少年鑑別所・刑務所
の管理職（250名）を対象としたコーチングプログラムの主幹コーチとして招へいされた。
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コミュニケーション
講座コード

11110033

コーチング･アドバンス
─実践コーチング、ベストコーチを目指す第一歩─

コーチング入門講座及び経験者を対象としたアド
バンスコースです。コーチングスキルは「覚える」も
のではなく「身につける」もの。当講座では、入門講
座で学習した、
(1)傾聴技法(相手の気持ちを受け入れる)
(2)個性感知(自分特有の感じ方･考え方を知る)
(3)質問技法(問いによって相手の潜在力を引き出す)
これら3つの基礎技能を豊富なロールプレイとグループワークで着実に
「身につけ」ていきます。
当講座の受講により、自分本来の特質を活かしたコーチング基盤を養成
することができるとともに、白分とは違う感じ方や考え方を持つ相手とのコ
ミュニケーションをより一層豊かにすることができます。更にコーチングを
学び深めたいと思った方、プロのコーチやコーチ資格取得を目指す方々に
受講をお薦めします。
【講師は入門講座同様に森山講師が担当します】

セミナーの
目的

講義形式
レクチャー
グループワーク

講座概要
師

森山 展行 日本コーチ連盟

曜

日

土曜日

時

間

定

員

24名

回

数

3回

日程

内容

コミュニケ ーション

Coaching Foundation I「傾聴技法/実践･演習」

1

〜アクティブ･リスニング上達方法!〜
アクティブ･リスニングを実践するうえで、
「うなずき･あいづち･繰り返し」を丁寧に行う

7/ 9（土）

11:30〜17:30
※講義の途中に適宜10分程度の休憩が
ございます。

43,000円（一般）
38,700円（法人*）
オリジナルレジュメ 他

教

材

修 了単 位(24 単 位 )を取 得できます。コー チ 資 格、コー チ 養 成プログラムの 詳 細 は同 連 盟
(http://www.coachfederation.jp)にお問い合わせください。

ロールプレイング

講

受講料

当講座は、日本コーチ連盟認定コーチ養成プログラムに基づき実施されており、「コーチン

習

プレゼンテーション

コーチ資格について
グ入門」「コーチング･アドバンス」の両方を修了された方は、同プログラムのうち、基礎課程

実

ポイント

受講対象者は、
「コーチング入門」の同時申込
者及び過去に受講した方、または他機関にて
コーチングの基礎既習者。

★★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 →19頁

ことはよく言われること、でも、実際にやってみるとなかなか上手くいかない…。どのよう
なタイミングで繰り返すのか?どの言葉を繰り返すのか?自分の中に生まれてきたモヤモ
ヤ感はどうすればいいのか？カウンセリングのアクティブ･リスニングとはどう違うのか?
理論と豊富な実習から、コーチング特有の聴く技術を身に付けていきます。

Coaching Foundation II「個性感知実践･演習」

2

〜I m OK, you re OK.って、こんな感じのこと!〜
コーチングは、相手の感じ方や考え方を活かす技法です。ところが、学習当初はコーチ自
7/16（土） 身の思いや考えを語ってしまったり、無意識のうちに相手をコーチの考える落としどころ
に導いてしまうことが少なくありません。これは、表面的な言い方･関わり方の工夫や、意
識化だけでは極めて困難です。自分とは異なる感じ方や考え方への好奇心を抱ける「き
っかけ」と特別なトレーニングを積むことが効果的です。

Coaching Foundation III「質問技法実践･演習」

3

〜パーソナル･コーチングを実感!〜
コーチングは、自分流のやり方で目標を達成していただく技法です。ただ、個別の目標を
7/30（土） 設定する前に、自分が未だ意識化･言語化していない「そもそもの目標」を設定できるかど
うかでコーチングの質がずいぶん違ってきます。
「目標を探さないで自分独自の目標を浮
き彫りにする」コーチングのダイナミズムを体感していただきます、初級･中級コーチ･就職
･転職･進学･資格取得･結婚･人生再構築等々、自分をさらに活かしたい方にお勧めします。
(講義の進行状況により、終了時間が20分程度延長する場合があります。)

Student Voice

コーチングは奥が深くてやめられない!

前職で企業研修にて自ら教える機会があり、その中で「傾聴=アクティブ・リスニング」のワークを実施した事がありました。その時
は多少聞きかじった知識をベースに実施したものだったので、自身では満足はしておりませんでした。そのため、それ以来「コミュニケ
ーション」を深く勉強したいという気持ちが大きくなり、
「コーチング」に興味を持ち始めたので、継続して講座を探していました。そん
な時にリバティアカデミーの中に森山先生の講座を見つけ、
「これだ!」と感じすぐに申し込みました。実際、森山先生のコーチングの
講義を受けていると、自分の選択が間違っていなかったと思わせてくれるものでした。最初のうちは、
「相手の気持ちに寄り添う」
「自分の反応に取り組む」と教えられても全く理解出来ませんでしたが、森山先生の熱のこもった講義とワークショップによって次第
に「腑に落ちて」来ました。
また、毎回授業の最後に出されるホームワークも一週間の中で実践する事で、教えてもらった内容を自身で体験し、実感出来たし、
それを受講生の皆さんと次回講義の冒頭で共有する事がいろんな意味で参考になりました。そのほかにもエニアグラムのワークを通
青代 勉さん
して、これ程タイプによって違いがあるのか、という事に驚きながらも、
「他者の感じ方、考え方、捉え方」が違って当然な事なのだ、
（2009年度後期受講）
と実感する事が出来ました。「自分と向き合う」事で、新たに気付かされた事も本当に多く、私にとって大変貴重な経験が得られたと
思っています。講義の時間も先生の「今日はここまで教えたい」という熱意（推測ですが）によりしばしば30分程延長されましたが、皆さんも聞きたい内容
だったのか最後まで全員が残っていました。私自身は、ますます「違いを活かし合う」コーチングを深く学習したいという気持ちが膨らみ、引き続きアドバ
ンスコースも受講する事に決めました。学習の成果を仕事や家族とのコミュニケーションに活かせる様、引き続き楽しく勉強して行きたいと思っています。
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コミュニケーション
講座コード

11110034
（Aコース）

11110035

ビジネス ランゲージ アート プログラム

ビジネスチャンスを掴む

パブリック･スピーキング

─伝わる話し方の基本から相手の納得を得る応用までの実践力を磨く─

（Bコース）

「仕事がよくできる」
「人望が厚い」
「信頼できる」
等と評価されている人は、一方的に「伝える」のでは
なく、相手の立場に立って話のできる「伝わる」話し
方の技術を持っています。
講座では、パブリック･スピーキングのノウハウを、音の言葉の特徴を知る
基礎から、相手が確実に理解し納得する応用までを、段階を踏んで学習し、
ビジネスチャンスを掴む確かな表現力を身につけることを目指します。

セミナーの
目的

講座のポイント
（1） 実習中心の講座です。ロールプレイングによる課題演習により、スピーキングの基
礎能力(話の組み立て、発声･発音など)から応用までを鍛えます。
（2）少人数のクラスで、個別の指導も取り入れます。必要に応じて、録音･ビデオ収録
を行い、点検、振り返りを行います。
（3）内容は、
「説明」「報告」などの基礎･基本と、ビジネスシーンに応用するためのト
レーニングです。
基礎・基本コース

レクチャー

インタビュー・
スピーチ・司会技術

師

小沼 俊男 元NHKアナウンサー

曜

日

土曜日

時

間

Aコース 13:30〜18:30
Bコース 9:00〜12:20

定

員

18名

回

数

Aコース2回/Bコース3回

※講義の途中に適宜10分程度の休憩が入ります。

受講料
材

28,000円（一般）
25,200円（法人*）
オリジナルレジュメ 他
★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。

●営業や販売など、顧客サービスの第一線で活躍する方
●医療関係、教育関係など対人コミュニケーションが重要視される分野の方
●企業の管理職、社会活動のリーダーなど組織の責任者
●インターンシップ、就職など、これから社会人としての第一歩を踏み出す方

法人会員制度 →19頁

コミュニケ ーション

日程

ロールプレイング

講

ポイント

受講をお薦めする方

習

講座概要

教

人を動かす
ビジネスブレゼンテーション

実

プレゼンテーション

応用･実践コース

パブリック・スピーキング

Aコース
（午後）

講義形式

内容

Bコース
（午前）

伝えるから伝わるへ：瞬時に理解できる表現

1 5/14（土）

話し言葉は、その瞬間に消えます。「書き言葉」と「声の言葉」の違いを知り、音声言語として伝える順序を考え、実践します。また、
発音･発声･速さ･間･イントネーションにも触れます。

分かりやすさの決め手：筋道立てて話す

1 4/ 9（土）

きき手が誤解することなく、話の内容が確実に伝わる組み立て、
「何を」「どう」話すのかのポイントを、課題を通して実践します。

説明に求められる伝え手の判断力

2 6/ 4（土）

説明の場面では、情報を受ける側にとってほしい情報を過不足なく伝えることができるかどうかがカギになります。情報を取捨選択し、伝える
内容を明確にするトレーニングと合わせ、
「具体的に」
「項目に見出しをつける」
「センテンスを短く」など相手に伝わる表現法を学びます。

事実と意見を区分けした明快な報告
報告は、説明要素に加えて話し手の主張を組み込み、情報への付加価値をつけます。混同しやすい事柄や場面、動作、言動、論理などが
きき手に仕分けされて伝えられるようにします。

顧客を引きつける表現力

2 5/14（土）
3 7/ 2（土）

お客様への商品や資料の説明、会議での交渉内容の報告、訪問者に事業内容や現場を紹介するときなどは、より練り上げられた表現カが問われま
す。常に相手のウォンツを掴みコミュニケーションギャップを埋めていく作業をしながら、話の組み立てを考え、表現力を高めるトレーニングです。

きき手の納得を得るパブリック･スピーキング
相手のウォンツを掴んで必要な情報を提供する段階から一歩踏み込み、問題やポイントが何かを気づかせ提案します。しかし、良い提案でも、表現の仕方
によっては決定権者の意思決定に結びつかないのです。納得の得られる効果的なパブリック･スピーキングについて、言葉の表現に特化して検討します。

講師紹介
こ ぬま

とし お

別府大学客員教授

小沼 俊男 （財）NHK−CTI日本語センター専門委員
元ＮＨＫアナウンサー

明治大学経営学部卒。昭和３６年、ＮＨＫアナウンサーとして入局。東京アナウンス室、帯広、名古屋、京都放送局で社会・報道・教養・教育番組
を担当。平成元年（財）ＮＨＫ放送研修センター日本語センター部長、エグゼクティブ・アナウンサー。音声言語表現に関する教材制作、企業・団
体の人材育成講師。平成１７年別府大学短期大学部初等教育科教授。コミュニケーション論、情報メディアの活用、文学、表現技術、学位論文指
導を担当、保育士、幼稚園、小・中・高校教諭、司書教諭の養成を行う。また、インターネットを活用した海外との遠隔交流授業の開発、調べ学習
教師向けＤＶＤ教材「深め発見する喜び」を制作。ＰＨＰ認定ビジネスコーチ。明治大学教育会会員。

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

71

コミュニケーション

ビジネス ランゲージ アート プログラム

コミュニケーション広場で学ぶ三つの話力

講座コード

11110036

真意を訊きだすインタビュー・共感を呼ぶスピーチ・参加者を引き込む司会技術

セミナーの
目的

体をことばにするスピーチ力、そして配慮の行き届いた司会技術です。この三つは、決

ビジネスの現場で求められるのは、確かな情報を収集するインタビュー力、人間像全

講義形式

して特別なものではなく、日常活動の中でその役割を担います。その場に立ったときに

レクチャー

どのように取り組んだらいいのかを考え、対処法を自分のものにするのがこの講座の

プレゼンテーション

目的です。

実

習

ロールプレイング

今回取り上げる三つの話力は、切り離されたものではありません。相手から深く話を訊くことができる人は、スピーチの場

講座概要

では、相手の立場に立って話材を選び、相手の訊きたいことを具体的に話せるようになります。他者感覚が備わっているから
です。こうしたインタビュー、スピーチを積み重ねた人は、司会の場でも、参加者全員に目配りをきめ細かく行い、分かりやす

講

師

小沼 俊男 元NHKアナウンサー

曜

日

時

間

土曜日
13:30〜18:30

さらに、インタビューではコーチングマインドの手法を取り入れることにより、相手の思考をより確かなものにし、自分自身

定

員

18名

の中に新しい発見をすることが期待できます。実践では、私自身がアナウンサー時代に経験した失敗例や参考事例なども織

回

数

2回

い話し方で、会の目的に沿う流れをつくりあげることができるのです。
この講座では、教室をコミュニケーション広場として、インタビュー、スピーチ、司会の三つのステージのノウハウを身に付
けていただきます。受講された方がそれぞれの役割を経験して、一人ひとりが三つの話力をひとつのものとして活用できるよ
うに構成いたしました。

り交ぜながら、ご一緒に考えてみようと思います。明日からのビジネスや社会生活に役立つ講座内容として組み立てました。

講座のポイント

受講料
教

（1）インタビュー・スピーチ・司会の楽しさや意義が実感できる場づくりを一緒につくるコミュニケー
ション広場で、構えず普段の姿で実践に参加していただきながらノウハウを学ぶようにします。
（2）自分自身で振り返りができるように必要に応じて録音やビデオ収録を行います。
（3）インタビューでは、リスニングスキル、傾聴するポイント、コーチングマインドを組み込んだインタビュー手法を習得します。
スピーチは、話材の発掘の仕方、テーマの絞り方、具体事例の表現の仕方、司会では、ねらいと筋道などをポイントにします。

材

ポイント

※講義の途中に適宜10分程度の休憩が入ります。

28,000円（一般）
25,200円（法人*）
オリジナルレジュメ 他
★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 →19頁

受講をお薦めする方

【講師はパブリック・スピーキング講座同様に小沼講師が
担当します。】

日程

1

2

6/4（土）

7/2（土）

コミュニケーション広場︵1︶ コミュニケーション広場︵2︶
〜司会・スピーチ・インタビュー〜
〜インタビューを中心に〜

コミュニケ ーション

●営業や販亮などサービスの最前線で活躍している方
●企業の管理職やリーダーなど組織の責任者
●社員教育に携わっている方、企業内インストラクターの方 他

内容
1．インタビュー：広く訊く＝軸足を訊き手において、訊きたいことを広く訊く。
名刺交換からはじまります。相手に対する好奇心が問いを生み出します。信頼関係を構築する・相手の話を「傾
聴する（listen）」、聴いた話から情報収集を行う「広く訊く(ask)」のスキルを学びます。
2．インタビュー：深く訊く＝軸足を話し手において相手の話したいことを深く訊く。
真意を訊きだすために訊き手と話し手がしっかり向き合う、インタビュースキルの核になるところです。
この段階で、放送におけるインタビューとコーチングマインドの手法を組み合わせ相手の話を深めます。
3.相手を変え、自分を高めるコーチングマインドによるインタビュートレーニング。
目標を明確にするＧＲＯＷモデルを使います。目標設定、現実の把握、資源の発見、選択肢の創造、意志の確認
等のステップを踏み、相手をサポートし自分自身を見直します。
1.異業種交流の場を設定し、司会の方法とスピーチの組み立てを学ぶ。
司
会：事前の準備、会の目的、流れ、配慮、表現を考えます。
スピーチ：印象に残るスピーチ。突然の指名でも戸惑わずに乗り切ります。
2.活動報告の場を設定し、司会・スピーチ・意見交換を行い、総合力を身に付ける。
司
会：活動の現状・課題等を整理し、内容の焦点化を目指します。
スピーチ：根拠をもとに明確な方向を示します。
意見交換：相手を変え、自分を高めるインタビュー力を身につける方法について話し合います。
3.インタビュー・スピーチ・司会の応用。
全体を振り返り、実践で生み出したノウハウを発展させるポイントを学びます。相手のニーズ・ウォンツを掴むイ
ンタビュー。会議・会合・祝賀会等の場における配慮の行き届いた司会・スピーチ。問題解決の方法を共に考え
導く具体事例をもとに、ビジネスや日常生活におけるノウハウの活用を明確にします。

《ビジネスランゲージアート（Business language art）プログラム》
ことばによるコミュニケーション能力を育成する3つの講座「パブリック・スピーキング」「インタビュー・スピーチ・
司会技術」「ビジネス・プレゼンテーション」は、ランゲージアートプログラムとして開講しています。
この講座を受講した方は600人以上で、異業種交流の『ビジネス・ランゲージアートクラブ』を結成しています。
交流の集いやセミナーなどを開催し研鑽を積んでいます。皆様の参加をお待ちしております。 （小沼俊男）
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コミュニケーション
ビジネス ランゲージ アート プログラム

講座コード

11110037

人を動かすビジネスプレゼンテーション

本 講 座では、「 動 機づけをする」「意 思 決 定
を促す」「承認を得る」といった、相手に行動を
促すプレゼン･スタイル の 基 本について「短 時
間」「具体的」「実践的」に学びます。
今、忙しい時間を割いて「プレゼンテーショ
ン」を学ぶ人 たちが増えています。それは、自己 流でプレゼンテー
ションを行うことに限 界があるということに気づ いているからで
す。
ビジネスの場では、限られた時間の中で相手を説得し「意思決定
を促すプレゼンテーション」が必要となります。
プレゼンテーションに必要な「話の構成」「スライド作成」「伝え
方」をトータル的に学びます。

講義形式

セミナーの
目的

（1）実習中心の講座です。全体の50%の時間を実習にあてた、受講者参加型のコースです。
「スライド作成」
「伝え方」をすべて習得
（2）プレゼンテーションで必要となる「話の構成」
することができます。
（3）標準的なプレゼンテーションの技法とMicrosoftパワーポイントの機能を融合し、最新
の手法を実習を通して学びます。
（4）その日からすぐに実践できるスキルを具体的に学びます。
（5）個々の可能性を実現するためのスキルを身につけることができます。

受講をお薦めする方

習

プラネット（株）
シニアインストラクター

講

師

村松 かすみ

曜

日

時

間

金曜日
19:00〜21:00

定

員

20名

回

数

5回

教

材

ポイント

28,000円（一般）
25,200円（法人*）
オリジナルレジュメ 他
（パソコンを 使 用します。
『 受 講にあたって』
をご参照下さい）

★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 →19頁

受講にあたって
（1）この授業では３回目よりパソコンを使用します。事務局にて貸
し出しを致します。ご希望の方は、当日、受付カウンターにて
お申し出ください。
（2）普段お使いのパソコンをご持参いただいても結構です。その
場合、USB接続が可能なもので、Power Point97以上を搭
載しているものをご用意ください。

コミュニケ ーション

●顧客や社内スタッフの説得のためにプレゼンテーションの基本とノウハウを取得したい方
●プレゼンテーションの構成方法、デジタル･ドキュメント作成、ソフト･機器の効果
的な使用方法を身につけたい方
●人数に関わらず、コミュニケーションをスムーズに行えるようになりたい方

実

講座概要

受講料

講座のポイント

日程

レクチャー

内容
【個

性】Personality

【計

画】Program

1

7/ 1（金） 「個性=自己流」で逆効果なことをしているかもしれません。ここでは、人前で話をする時の「話し方」
「ジェスチャー」
「アイ･コンタクト」の基本について学びます。

2

7/ 8（金）

3

7/15（金） 言葉だけで説明するには難しい部分をいかにわかりやすくスライド化するか。
「短時間」で「効果的」なスライドを作成
する方法について学びます。

4

7/22（金） 相手に行動を促すプレゼンテーションにおいては、視覚物の活用は重要です。ノートPCや液晶プロジェクターといっ
た視覚物(機材)を使って伝える技術を学びます。

5

8/ 5（金） 1〜4で習得したスキルを活用し、準備したプレゼンテーションを発表します。相手の行動を促すプレゼンテーション
を目指します。

伝えたい内容をどのように構成するか。
「やってはいけない三つのスタイル」
「ピラミッド型思考法」について学びます。

【デザイン】Design

【発

表】Delivery

【個性─発表】

講師紹介
むら まつ

村松 かすみ プラネット（株）シニアインストラクター
神奈川県川崎市に生まれる。日本体育大学女子短期大学を卒業後、富士通株式会社勤務。富士通時代に初めて参加したビジネス・プレゼンテーション研修
をきっかけに、プロのインストラクターを生涯の仕事とすることを決意。富士通を退職し教育研修会社に転職する。現在、ビジネスパーソンを対象に、プレゼ
ンテーション研修、プロジェクト・マネジメント技法のグローバル・スタンダードの研修（米国 Novations Project Management社認定）、コーチング研修、
ＮＬＰ研修、
マナー接遇応対研修。厚生労働省YES-プログラム認定試験 ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ｷｬﾘｱ･ｴﾝﾄﾘｰ試験問題作成委員、中京大学大学院客員教授、日経ビジネスス
クール講師、六本木アカデミー講師、Office Specialist（旧MOUS) PowerPoint 2003、米国ＮＬＰ協会公認 ＮＬＰマスタープラクティショナー、ＰＨＰ認定ビ
ジネスコーチ。
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コミュニケーション

説得力を高めるプレゼン資料の作り方

講座コード

11110038 自信の持てるストーリーとひとめでわかるビジュアル表現
与えられた時間の中で、わかりやすい説明を行
い、相手に「わかった！」と言わせることは、仕事を
する上で誰もが必要とするスキルです。本講座は、
参加者ひとりひとりが仕事のなかで取り組む説明
をケースとして取り上げ、確実に成果につなげられるストーリーづくりと
図解、表、グラフなどのビジュアル表現やイラスト、色を効果的に使った
資料の作成、説得力のある伝え方を学ぶことによって、自信を持って説
明できる力を身につけていきます。

セミナーの
目的

講座のポイント
（1）取り上げる材料を寄せ集めただけの資料や情報を提示するだけの一方的な説明
でなく、相手から理解と納得を引き出すプレゼンができる。
（2）成果に確実につなげるための問題解決型のアプローチと効果的な伝え方を身に
つける。
（3）参加者が持ち寄った課題や説明資料をケースとして取り上げ、講義とディスカッションを
通じ、自分に足りないものに気づき、また他の人の考え方から学び、実践に役立てる。
（4）受講料には書籍代も含まれています。

受講をお薦めする方

コミュニケ ーション

内容
「わかりやすい説明、説得力のあるプレゼン」

1

5/11（水）

レクチャー

「プレゼン資料がなぜわかりにくくなってしまうのか」原因を理解した上で、
説得力のあるプレゼンにおける資 料の役割、プレゼン資 料に必要な条 件と
作成手順について事例を見ながら学びます。

「相手を動かすストーリーのまとめ方」

2

5/18
（水） プレゼンの場で「話を聞いてもよくわからない」と言われることなく相手の

3

5/25
（水） 第二回で作成した演習課題「説明ストーリー」を全員が発表し、講師や他

4

6/ 1（水） あれもこれもと盛り込みすぎた表現をわかりやすく説得力のある表現に変

共 感を得ながら納得してもらうため、何を取り上げ何を取り上げないのか
ということからストーリーの組み立て方までを学びます。

「ワークショップ（１）」
の参加者と積極的に交流し、自らに足りなかったものや他の方の考え方を
学びます。

実

グループワーク

習

ロールプレイング

プレゼンテーション

講座概要
講

師

飯田 英明 メディアハウスＡ＆Ｓ取締役

曜

日

時

間

水曜日
19:10〜21:10

定

員

20名

回

数

6回

受講料
教

材

ポイント

・効率の良いプレゼンの準備の仕方や企画書の作り方を学びたい方
・自己流のプレゼンを見直したい方
・論理的に考え、説明する能力を身につけたい方
・「資料が多すぎてわからない、読む気がしない」「何が言いたいのかわからない」と
言われたことがある方
・PowerPointを使いますが、使用経験の習熟度は問いません。

日程

講義形式

28,000円（一般）
25,200円（法人＊）
①飯田英明著『プレゼンに勝つ図解
の技術』
（講座初回にお渡しします）
②オリジナルレジュメ
★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 →19頁

演習で、参加者ひとりひとりが、実際にパソコンを使
って、自らの仕事に直接に関係のある課題を完成さ
せていきます。以下のものを持参ください。
これ から使 用する、あ るい はこれまで 使 用した 企 画
書・提 案 書 等 の 説 明 資 料 を持 参下さい 。説 明 時 間は
10 分 間 前 後 から2 0 分 間 程 度 まで で、パワーポイン
トで 作 成したも の。パ ソコンのファイルと、プリント
アウトしたも の を持 参下さい 。適 当 なも のが な い 場
合 には 、こちらで用 意した 課 題 を 演 習 の テ ーマとし
ていただきます。
演習で作成したファイルを、講師用パソコンで映しま
すので、保存し、コピーできる記録媒体（CD-R、USB
メモリなど。フロッピー不可）をご用意下さい。

「見た目でひきつけるプレゼン資料」

えていく方法やレイアウト・デザインのガイドラインなど実践的なノウハウ
を学びます。

「ビジュアル表現をプレゼン向けにブラッシュアップする」

5

グラフ、
図解やイラスト、
色づかいといったビジュアル表現を活用し、
「 ひと
6/15（水） 表、
めで言いたいことが伝わり、より強い印象を与える」具体的な方法について
事例とともに取り上げます（演習含む）
。

「ワークショップ（2）」

6

第5回までに作成した資料を基にして、受講生自らが発表し、お互いに学び

6/29（水） 合い、講師と積極的に交流することによって、他人の考え方を参 考にしな

がら、まとめ方･伝え方を身につける。さらに自らの仕事に生かしていくた
めがの方法についても取り上げます（演習含む）
。

講師紹介
いい だ

ひで あき

飯田 英明 （有）メディアハウスＡ＆Ｓ取締役
筑波大学第三学群情報学類卒業。パナソニックを経て、１９９２年より現職。マネ
ジメントから見た説明／説得のためのストーリーづくりとビジュアル表現を専門と
し、研修、講演、コンサルテーションに携わる。さまざまな企業・団体のプレゼン
テーション資料について十数年の経験と千を越える事例のアドバイスの実績を持
つ。著書に日経文庫「プレゼンに勝つ図解の技術」、日経ビジネス人文庫「つまら
ないと言われない説明の技術」など。ホームページ http://www.m-h.co.jp/。
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①授業で使用するパソコンは、事務局にて貸出を致
します。詳細は初回講義時に説明します。
② 普段お使 い のノートパソコンをご持 参頂いても
結構です。なお、初回は使用しませんので、ご持参
は不要です。

コミュニケーション
講座コード

11110039

心のリスクマネジメント
〜生き方の癖を活かすコツ・変えるコツ

あなたの「心」は、今、どんなリスクを感じて
いますか？
ストレス、不安。自分自身の困った生き方。わ
か って い る つ も り で も 、実 は わ か って い な
い・・・そんな「心」の癖。
体と同じ。
「心」にも仕組みがあります。
わかってしまえば、リスクはコントロールが可能。そのコツを知る
ことで、もっと楽に生きていくことができるのです。
〜脚本編〜では、子どもの頃に描いた一生の人生計画について。こ
の脚本は、個人だけではなく、組織や文化の中にも潜んでいます。
大人になっても、無意識の内に従っている脚本。その仕組みと、活
かすコツ・変えるコツをお伝えします。

セミナーの
目的

脚本編〜

講義形式
レクチャー
ロールプレイング

講座概要
コーディネータ

明治大学法学部教授

日

時

間

木曜日
19:00〜20:30

定

員

30名

回

数

6回

教

●「心のリスクマネジメント」を実践したい方
●心の仕組みと働きについて興味のある方
●生き方を改善したい方

阪井 和男

曜

受講料

受講をお薦めする方

実習

材

ポイント

24,000円（一般）
21,600円（法人*）
オリジナルレジュメ
★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 →19頁

1

内容

講師

「心のリスクマネジメント」とは〜「心」の仕組み〜
6/ 9（木） 人間の「心」はどのように発達するのでしょうか。そこには、共通の仕組み＝構造があります。そして、私達が大人になっても無意識で
従う、
「脚本」＝一生の人生計画が潜んでいるのです。

2

「脚本」＝一生の人生計画
6/16（木） 「脚本」とはどのようなものでしょうか。そして、どれ程の影響があるのでしょうか。ご自身の「脚本」について知ることで、良い変化

コミュニケ ーション

日程

阪井
遠藤

遠藤

を起こすための多くのヒントが得られます。

3

「脚本」に合わせ、
「値引き」される現実
6/23（木） 私 達が事実だと思っている現実。それは、本当に事実なのでしょうか？実は、「脚本」に合わせて「値引き」されています。この「値

遠藤

引き」の仕組みから、「脚本」に良い変化を起こすコツをお伝えします。

4

「脚本」に合わせた、行動・思考・感情
6/30（木） 「脚本」は、個人の行動・思考・感情、全てに根付いています。特に、ご自身が本物だと信じている「感情」が、実はニセモノの「感情」

5

「脚本」からの脱出法
7/ 7（木） 「脚本」は、子どもの頃に描いたもの。無意識の内に従っていますが、大人になった今、ふさわしくない内容であるならば、変えること

遠藤

だとしたら？ニセモノの「感情」の仕組みと、
「脚本」との関連をお伝えします。

遠藤

ができます。「脚本」を活かすコツ・変えるコツをお伝えします。

6

組織や文化にも潜む「脚本」
7/14（木） 「脚本」は、個人だけでなく、組織や文化にも潜んでいます。そして、個人に大きな影響を及ぼしています。その内容と影響を知ること
で、ご自身の「脚本」をより深く理解し、注意点に気づくことができます。

阪井
遠藤

コーディネータ・講師紹介
さか い

かず お

えん どう

み

ほ

阪井 和男 明治大学法学部教授

遠藤 美保 ＴＡ心理研究所教育・研修部門主任トレーナー／研究員

１９５２年和歌山市生まれ。１９７７年東京理科大学理学部物
理学科を卒業し，同大学院修士課程を経て１９８５年博士課
程を退学。ソフトハウスに勤務し１９８７年理学博士（論文）を
取得。サイエンスライターを経て１９９０年明治大学法学部専
任講師。１９９８年から教授。明治大学サービス創新研究所
所長。明治大学死生学研究所副代表。明治大学社会イノベー
ション・デザイン研究所事務局長。情報コミュニケーション学
会副会長等。

情報処理会社に約１３年在籍。主に新規開拓営業を実践し、
その後独立。研修業務に携わる。各種団体・企業にて、多数
の研修を実施。
ＴＡ（交流分析）に出会い、日本では数少ないＩＴＡＡ（国際Ｔ
Ａ協会・アメリカ。ＴＡ本部組織）教授メンバーに師事。教育
分野のトレーニングを修了。ＩＴＡＡ（国際ＴＡ協会）正会員。
『Growth and Change for Organizations /Transactional
Analysis』に寄稿。２００６年７月ヨーロッパにて出版。
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米国UL 寄付講座 明治大学安全学研究所共催

入会金無料

安全学入門

講座コード

11110040

入会金（通常）3,000円が
無料になります。

安全・安心な社会の実現のためには、ものづくり
技術として安全を実現するだけでなく、社会科学や
人文科学も包含して、広く、統一的、包括的、領域
横断的に考察する必要があります。このような新し
い学問が安全学です。本講座では、安全とは何かなどの理念的な面、誤
使用などの人間的な面、消費者の生活や原子力エネルギーの社会的な面
など、安全学の立場から、安全の在り方について広く統一的に考えます。
（注)本講座は、理工学研究科新領域創造専攻の科目である安全学特論
１を一般に公開するものです。
※受講料には書籍代も含まれています。

セミナーの
目的

受講をお薦めする方

Greetings from Underwriters Laboratories Inc;

It is well known to UL works with many Japanese companies who export their
products to the USA, especially manufacturers of electrical and electronic
devices. UL Japan, with offices in Ise, Tokyo, and Yokohama and Ise, is a wholly
owned subsidiary of UL offering services of that offers product safety testing
and certification, EMC measurement and others to address services to help
manufacturers access global markets, including the USA and Japan. You can
learn more about UL by visiting www.ul.com.

コーディネータ

向殿 政男

明治大学理工学部情報科学科教授

曜

日

土曜日

会
時

場
間

リバティタワー教室
13:00〜16:10

定

員

50名

回

数

16回（8日間）

受講料
教

材

10,000円（一般）
9,000円（法人*）
①『安全学入門〜安全の確立から安心へ〜』
（研成社）（講座初回にお渡しします）

安全に興味を持つ一般の方々から、安全を学習する学生・大学院生、および企業お
よび公官庁の安全関係者（安全管理者、製品設計者、法規・規格担当者、安全評価
関係者、経営者、等）まで、広く受講されることを期待しています。

Underwriters Laboratories Inc, or "UL", is a US headquartered company that is
focused on product safety. is known around the world for its work on safety. UL
was established in Chicago in 1894 and has been working for a safer world for
more than 100 years. Its corporate mission is "to promote safe living and
working environments for people, through the application of safety science and
hazard based safety engineering", and to achieve it UL develops product safety
standards, conducts safety testing and certifies products for safety.
Recognizing the growing concern in the world about our environment, UL now
also offers environmental certification services. The company also endeavors to
educate the general public, including young children, about safety.

講座概要

②オリジナルレジュメ
ポイント

★★★

UL was established in Chicago in 1894 and has been putting efforts into
securing safety for the sake of the society working for a safer world for more
than 100 years. Its corporate mission is "to promote safe living and working
environments for people, through the application of safety science and hazard
based safety engineering", and to achieve it, UL covers development of UL
develops product safety standards, conducts safety testing and issuance of
certifications for conformity among otherscertifies products for safety. On top
of them, itUL also endeavors to educate the general public, including young
children, for about safety.
With the support from Meiji University, Underwriters Laboratories Family is again
honored to donate to Safety Research classes consistent with its corporate
mission of promoting public safety and wishes that the class contributes to
building a safer society.

ULからのご挨拶（参考訳）

MOT

Underwriters Laboratories IncことULは、安全に関する業務で世界中に知られている米国
法人で、1894年に設立されて以来、もう100年以上も世界をより安全な場所にすることに注力
してきました。ULの組織としてのミッションは、「安全科学と危険に基づく安全工学を適用する
ことにより、安全な生活・職場環境を推進する」であり、このミッションの達成を目指して、製品
安全規格の開発、安全試験の実施、製品の安全認証などの業務を提供しています。公共安全に
注力する米国の組織で、同国に製品を輸出される日本企業、特に電気・電子機器の製造業者の皆
様に広く知られています。また、子どもを含む一般市民を対象にした安全に関する啓発活動にも
積極的に取り組んでいます。
日本においては、米国に製品を輸出される日本企業、特に、電気・電子機器の製造者の皆様より
広くご愛顧をいただいております。UL JapanはULの100%子会社で、伊勢、東京、横浜に主要
事業所を設け、主に製品安全試験・認証、EMC測定などのサービスを通じて、日本のお客様が米
国・日本のみならず世界中の市場に製品を出荷されるお手伝いを対応した製品安全試験・認証、
EMC測定などのサービスを主に提供しております。詳細は、www.ul.com/jpをご覧ください。

1894年にシカゴに設立されたULは、すでに100年以上に亘り、社会のために安全を守る努力
を続けています。ULのミッションは、「安全科学と危険に基づく安全工学（safety science
and hazard based safety engineering）を適用することにより、人々の安全な生活・職場環
境を推進する」となっており、このミッション達成を目指して、主に製品安全規格の開発、製品安
全試験、適合認証書の発行などの業務を提供しております。また、児童を含む一般市民を対象に
安全に関する啓蒙啓発活動にも積極的に取り組んでいます。
この度、明治大学殿のご支持を得て、公共安全の推進という弊社のミッションを体現する安全学
の講座に再び協力させていただくことになり、誠に光栄に存じます。この講座がより安全な社会
の構築に役立つことを切に祈っております。
敬具

オーガスト

W

シェーファー

上級副社長兼公共安全担当役員

コーディネータ・講師紹介
むかいどの

まさ お

明治大学理工学部情報科学科教授

まさる

増田 優 お茶の水女子大学教授

明治大学大学院工学研究科博士課程修了。専門は、ファジィ
理論、人工知能、安全学。工学博士。元日本ファジィ学会会
長、日本信頼性学会会長。現在、安全技術応用研究会会長。
日本学術会議連携会員、経済産業省消費経済審議会製品安
全部会長、私立大学情報教育協会会長。

京都大学理学部卒業、通商産業省化学品安全課、工業技術
院技術審議官、経済産業省製造産業局次長等を歴任、東京農
工大学教授・副学長を経てお茶の水女子大学教授。化学生物
総合管理学会会長、社会技術革新学会会長、知の市場会長。
学術博士。

こ まつ ばら

あき のり

早稲田大学理工学術院創造理工学部

小松原 明哲 経営システム工学科教授

早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。博士(工学)。金沢
工業大学教授を経て現職。専門は人間生活工学。著書に、
「ヒューマンエラー」
（丸善）、
「エンジニアのための人間工学」
（日本出版サービス）、「ワークショップ人間生活工学」
（丸
善）などがある。
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向殿 政男（兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系
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すぎ もと のぼる

明治大学理工学部機械工学科教授

杉本 旭（兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系
早稲田大学大学院修士、労働省産業安全研究所機械研究部
主任研究官、工学院非常勤講師、北九州市立大学国際環境
工学部機械システム工学科教授、長岡技術科学大学システム
安全系教授を経て、現職。NPO安全工学研究所理事長を併
任。長らく、自動化技術、ロボット技術に伴う安全についての
プラスとマイナスの両面からの研究に従事。工学博士。

日程
1
4/23

2
3
4
5

（土）

世界の中の安全学
グローバル化した現代で、我が国だけで安全を考えることはもはや出来ない。世界の中の安全学として、世界的な観点か
らの安全の在り方についての現状と将来について考察する。

増田

6/11

社会制度として安全を創る
安全の規則や安全の社会制度の在り方を考えることを通して、安全と責任の関係について考察する。

杉本

6/25

地域における安全を考える
身近な地域における災害と犯罪の事前予防に焦点を当て、まちづくりを通した安全と安心の確保について考察する。

山本

8

（土）

10

7/ 9
（土）

12
13

7/23
（土）

14
15

8/ 6
（土）

16

向殿

介する。

5/28

（土）

11

安全学のすすめ
安全とは何か、リスクとは何か等の安全の哲学な面の紹介と共に、安全学という新しい安全に関する学問の全体像を紹

個人から安全を考える
製品の「誤使用」や、
「使いやすい」製品設計等の安全に関連したヒューマンファクターについて詳しく紹介をする。

（土）

6

9

講師

5/14

（土）

7

内容

原子力の安全
原子力の安全確保の考え方と実例また事故の例を紹介し、原子力発電と核燃料サイクルのしくみおよび放射線の基本的
な知識を分かりやすく概説しながら、原子力の安全とその社会的受容性について考える。

小松原

森

ものと環境としての安全
材料や物質を通して環境の安全を考えると共に、リサイクルを通して安全を創ることを考える。

菊池

暮らしから安全を考える
リスクコミュニケーションの基礎について紹介すると共に、安全におけるリスクコミュニケーションの重要性と、リスク
コミュニケーションの実践等についても考察する。

北野

(懇親会) なお、最終日の8月6日には、授業終了後、講師と履修者全員参加で懇親会を開催し、フリーディスカッションを行う予定です。

この講座のお申込は、
「電話」「FAX」「メール」での受付となります。ホームページからの「オンライン申込」はご利用いただけませんのでご了承ください。

電話

03-3296-4423

FAX

03-3296-4542

メール academy@mics.meiji.ac.jp

MOT

やま もと

とし や

明治大学理工学部建築学科教授

きく ち

まさ ふみ

明治大学理工学部建築学科教授

山本 俊哉（兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系

菊池 雅史（兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系

1959年千葉県に生まれ、1983年千葉大学大学院工学研究科
修士課程建築学専攻を修了。建築・都市計画コンサルタント
の（株）マヌ都市建築研究所主席研究員を経て、2004年4月
より現職。博士（学術）。専門は、都市計画、まちづくり、防
災、防犯。著書に「防犯まちづくり」
（単著、ぎょうせい）、
「大
地震に備える」
（丸善）。

明治大学工学研究科修了。1974年から建設廃棄物、工業副
産物の再資源化に関する実験的研究に着手し、その後、建築
材料の環境影響評価システム、目的指向型材料設計システ
ム、解体設計システム等の構築。国土交通省や神奈川県等の
グリーン調達関連委員会・建築材料のＪＩＳの改正等の委員
長を歴任。また、環境保全・資源循環に関する技術開発を民
間企業・自治体等の委託を受けて実施している。

もり

みち つぐ

東京電力(株)技術開発研究所部長（兼）主席研究員

森 治嗣 東京工業大学非常勤講師

明治大学客員教授（予定）
東北大学大学院工学研究科博士課程修了、工学博士。米国Ｍ
ＩＴ原子力工学科客員研究員を経て、東京電力(株)技術開発
研究所入社。日本機械学会理事、日本伝熱学会理事、日本原
子力学会理事を歴任。現可視化情報学会理事。1998、2002
年日本原子力学会賞技術賞受賞、2005年日本機械学会賞(技
術)、2009年日本原子力学会熱流動部会業績賞受賞。専門は
原子炉工学、原子力システム及び安全工学、熱流体工学。

きた の

まさる

明治大学理工学部応用化学科教授

北野 大（兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系
1942年東京都に生まれ、1965年明治大学工学部工業化学
科卒業、1972年東京都立大学大学院工学研究科博士課程
修了（工学博士）。
（財）化学物質評価研究機構企画管理部
長、淑徳大学教授を経て、2006年4月より現職。経済産業省
化学物質審議会委員及び産業構造審議会委員、環境省中央
環境審議会委員。専門は、環境化学、リスクコミュニケーショ
ン。2004年度日本分析化学会技術功績賞受賞、2006年度
環境科学会学会賞受賞。
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一般財団法人化学物質評価研究機構（CERI）寄付講座 明治大学安全学研究所共催

化学物質の法規制

講座コード

11110041

現代社会において化学物質の果たしている役割
については誰もが認めるところです。しかし、一方
においては化学物質に起因する人の健康や環境生
物に有害な影響が有ったことも事実です。
本講座では、現在国内的および国際的にどのように化学物質の規制
が行われているか、具体的にはわが国の化学物質審査規制法、化学物質
管理促進法、海外の法律ではEUのREACHまた国際法としてPOPｓ条
約などを対象とし講義します。これらの工業化学物質の規制に加えて、
農薬、食品添加物の安全性についても学びます。
なお、化学物質のリスク評価については後期の講義で行います。
※本講座は、理工学研究科新領域創造専攻の科目である新領域創造特
論2を一般に公開するものです。

セミナーの
目的

受講をお薦めする方

入会金無料
入会金（通常）3,000円が
無料になります。

講座概要
コーディネータ

北野 大

明治大学理工学部応用化学科教授

会

場

リバティタワー教室

曜

日

土曜日

時

間

13:00〜14:30
14:40〜16:10

定

員

100名

回

数

16回（8日間）
10,000円（一般）
9,000円（法人＊）

受講料
ポイント

★★★

＊法人会員料金とは、
「リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。

化学物質及び農薬、食品添加物の安全性を担当する自治体や企業の方々、またこれ
らの物質の安全性に関心を持ち活動をされているNPOの方々、安全学を学習する大
学院生等、多くの方が受講されることを期待しています。

法人会員制度 →19頁

コーディネータ・講師紹介
きた の

まさる

明治大学理工学部応用化学科教授

北野 大 （兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系
1942年東京都に生まれ、1965年明治大学工学部工業化学
科卒業，1972年東京都立大学大学院工学研究科博士課程
修了（工学博士）。
（財）化学物質評価研究機構企画管理
部長、淑徳大学教授を経て、2006年4月より現職。経済産業
省化学物質審議会委員及び産業構造審議会委員、環境省
中央環境審議会委員。専門は、環境化学、リスクコミュニケ
ーション。2004年度日本分析化学会技術功績賞受賞、2006
年度環境科学会学会賞受賞。
むかいどの まさ お

明治大学理工学部情報科学科教授

くぼ た

きよ ひろ

一般財団法人化学物質評価研究機構

窪田 清宏 安全性評価技術研究所
研究企画部

研究企画課

課長

1988年横浜国立大学大学院物質工学科修士課程修了。1992
年一般財団法人化学物質評価研究機構入構。主に、化学物
質のリスク評価の実施、リスク評価・暴露評価手法開発及び
化学物質管理手法の検討・開発に従事。

みや ち

しげ き

一般財団法人化学物質評価研究機構

MOT

向殿 政男 （兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系

宮地 繁樹 安全性評価技術研究所

専門は、
情報科学
（特にファジィ理論、
人工知能）
、
安全学
（特
に、
機械安全、
製品安全、
労働安全）
。
国際ファジィシステム学
会副会長、
日本ファジィ学会会長、
日本信頼性学会会長を歴
任。
現在、
安全技術応用研究会会長、
私立大学情報教育協会
会長、日本学術会議連携会員、経済産業省製品安全部会部
会長、内閣府国民生活審議会臨時委員、国土交通省社会資
本整備審議会 臨時委員を務める。

1993年九州大学大学院分子工学科修士課程修了。同年一般
財団法人化学物質評価研究機構入構。1997年からの2年間経
済協力開発機構（ＯＥＣＤ）に勤務。主に、日本、欧州、米国及
びアジアにおける化学物質管理制度の調査・研究に従事。

よし だ

とも ひこ

一般財団法人化学物質評価研究機構

吉田 智彦 化学物質安全センター
営業企画部

営業企画第一課

副長

2001年東京工業大学大学院総合理工学研究科博士課程
修了（工学博士）。同年一般財団法人化学物質評価研究機
構入構。主に化学物質の安全性試験（分解度試験）の実施・
評価に従事。

いの うえ

よし ゆき

一般財団法人化学物質評価研究機構 久留米事業所

研究企画部

もと やま

なお き

研究企画課

副長

東京農業大学客員教授

本山 直樹 千葉大学大学院名誉教授
1942年生まれ。1964年千葉大学園芸学部卒業。1966年名古
屋大学大学院農学研究科修士課程修了。1969年ノースカロ
ライナ州立大学（USA）Ph.D課程留学。1978年千葉大学で
農薬の抵抗性、環境影響、漢方農薬などについて研究、2008
年名誉教授。2008年から東京農業大学客員教授。農薬に関
する日米科学協力事業セミナーを日本側代表として2回（1990
年、1997年）企画・実施。1998年から農水省農業資材審議会
委員（2001年から農薬分科会会長）
（2008年12月退任）とし
て農薬行政に関与。日本農薬学会評議員。
さ なか のぼる

井上 義之 試験第二課 副長

佐仲 登 日本食品添加物協会 常務理事

2001年九州大学大学院生物資源環境科学研究科修士課
程修了。現在、九州大学大学院生物資源環境科学生物機能
科学専攻博士課程在学。同年一般財団法人化学物質評価研
究機構入構。主に、化学物質の安全性試験(濃縮度試験)の実
施･評価に従事。

1948年長崎市生まれ。1971年九州大学農学部食糧化学工学
科卒業。1971年〜2004年食品添加物メーカーに勤務、主に研究開
発業務に携わる。2004年5月より現職。食品添加物の有用性や安
全性について正確に理解していただくために様々な活動を行ってい
る。専門は、食品化学、栄養化学。

この講座のお申込は、
「電話」「FAX」「メール」での受付となります。ホームページからの「オンライン申込」はご利用いただけませんのでご了承ください。

電話

78

03-3296-4423

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

FAX

03-3296-4542

メール academy@mics.meiji.ac.jp

日程

内容

講師

1
・
2

安全学概論
安全は、技術的、人間的、組織的な側面を持つ総合的な学問である。これを安全の哲
4/16（土） 学の下に構造化することにより、安全学として体系化する。各種の安全に関する事項
を、安全学の観点から包括的、統一的に考察する考え方を紹介する。

3
・
4

5/ 7（土）

5
・
6

7
・
8

9
・
10

13
・
14

15
・
16

吉田

化学物質の環境内運命（2） 生物濃縮
化学物質審査規制法に定められた濃縮度試験の背景、試験方法について学ぶ。また、魚類
4（土） の 化学 物質の濃縮性について、化学 物質の 物理化学性状や試 験 条 件が濃縮性に与える影
響とＯＥＣＤテストガイドラインに導入予定である経口濃縮度試験(Dietary Exposure)
について学ぶ。

井上

海外の法規制（1）ＲＥＡＣＨ
REACH（化学品の登録、評価、認可及び制限に関する規則）は、２００７年６月１日に発効し
た欧州における新しい化学品規則である。欧州の法律であり基本的には欧州域内の事業者
が対応するものである。しかし、日本の企業にも影響があり、直接/間接に化学品あるいは製
品の輸出を行う場合は、REACHを考慮する必要がある。REACHが施行された背景、目的、
構成及び内容について学ぶ。

6/18（土）

窪田

海外の法規制（2）米国・ＯＥＣＤ
経 済協力開発機構は、各国の政 策をハーモナイズしている。米国はToxic Substances
Control Law を基軸に化学物質の管理を進めている。本講義では、経済協力開発機構や米
国の政策、規制の概要等について学ぶ。

宮地

海外の法規制（3）中国、韓国等
昨今、日本以外のアジア諸国においても化学物質管理の重要性が認識され、韓国、中国、台
湾において新たな規制が導入されている。本講義では、これらの国における化学物質管理規
制の概要について学ぶ。

宮地

海外の法規制（4）ＰＯＰｓ条約
残留性有機汚染物質に係るストックホルム条約（POPs条約）について、成立の背景、法の目
的、規制方式などについて学ぶ。更に物質の選定作業を担当するPOPｓ審査委員会での審
査基準の適用などについても言及する。

北野

7/16（土）

農薬の安全性
農薬取締法は1948年に制定されてから、1971年の大改正、2006年の一部改正を経てそ
れぞれの時代に生じた問題に対応してきた。農薬をめぐる歴史的な経緯について概観すると
ともに、農薬の安全性はどのように確保されているかについて学ぶ。農薬は現在は実態とは
逆に、社会的なバッシングの対象とされており、食の安全・安全な食の確保にマイナスの影響
を及ぼしている実情についても言及する。

本山

7/30（土）

食品添加物の安全性‥これまでの問題点と取られた安全対策
食品添加物の歴史と法律（食品衛生法：１９４７年制定）による規制の変遷をベースに、食品
添加物の有用性、安全性、表示などについて学ぶ。さらに、一般の方々がなぜ食品添加物に
対して不安を抱くかについても言及する。

佐仲

7/ 2（土）

MOT

11
・
12

北野

化学物質の環境内運命（1） 分解性
分解性を評価するための様々な試験法について、試験の目的、実施方法、結果の解釈等につ
いて学ぶ。化学物質審査規制法を中心とした各国の法規制におけるこれらの試験法の活用
状況についても学ぶ。

5/21（土）

6/

化学物質審査規制法
化学物質管理促進法
これらの2つの法律について、それぞれ立法の背景、法の目的、法の構成、規制の方式等につ
いて学ぶ。またこれら２つの法律の改正が最近行われたが、その目的と考え方、および変更
点についても触れる。

向殿

（懇談会）なお、最終日の7月30日には、授業終了後、講師と履修者全員参加で懇親会を開催し、フリーディスカッションを行う予定です。
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MOT

一般社団法人団地再生支援協会連携講座

講座コード

11110042

団地再生実践講座
─理念から実践へ─③

老朽化した住宅団地は、居住者の高齢
化や空き家の増加によりいまや社会問題
化している。それに対応して国土交通省
による “ストック活用” の場となると共
に、新エネルギーと ITシステム導入の新市場として期待さ
れている。
この講座は “団地再生プロジェクトマネージャー” の育
成を目的としている。そのために団地再生を実践する講師
の方々に各科目を担当いただき、6回目はワークショップ
形式としている。

受講をお薦めする方
団地再生に関心を持つ自治体、団地自治会・管理組合の幹部、プ
ランナー、デベロッパー、建設業、金融業の幹部

講義形式
レクチャー
講座概要
コーディネータ

澤田 誠二

明治大学理工学部教授

曜

日

火曜日

時

間

19:00〜20:30

定

員

30名

回

数

6回

受講料
教

材

30,000円（一般）
27,000円（法人*）
オリジナルレジュメ

ポイント

★

＊法人会員料金とは「
、リバティアカデミー法人会員」
にご入会いただいている企業の方の料金です。
法人会員制度 → 19頁

講師紹介
明治大学理工学部教授

MOT

安孫子 義彦 団地再生支援協会理事・基礎研究部会長

1942年生まれ。東京大学大学院修了（建築生産専攻、
1966）。日本とドイツで建築設計・技術開発に従事。工
学博士(住宅政策の国際比較、1981）清水建設勤務（1982
〜2000）、エンジニアリング、建築企画に従事。滋賀県
立大学教授（環境計画専攻）を経て明治大学教授（2002
〜）。団地再生研究会、団地再生産業協議会の設立に参加。
地域開発、団地再生、建築生産に関する著作多数。

1968年東京大学建築学科卒業。工学修士。1970年株式
会社ジェスを創立。住宅用熱負荷計算プログラムの開発、
集合住宅用設備システムの研究開発、給排水関連の新製
品開発に従事、現在代表取締役。1984年、建築設備の
劣化診断技術を育成する日本建築設備診断機構（JAFIA）
を設立、専務理事として現在に至る。2009年、団地再
生支援協会の設立に参画、現在理事。共著に「住宅イン
テリアの設備」
「建築単位の事典」
「建築再生の進め方」
「団
地再生まちづくり」など。一級建築士、建築設備士、設
備設計一級建築士。

近角 真一 集工舎建築都市デザイン研究所所長

田村 誠邦

1947年生まれ。1971年東京大学工学部建築学科卒業。
内井昭蔵建築設計事務所を経て現職（1978年〜）
。日本
建築家協会会員、日大、東京芸大講師を兼任。武蔵大学、
麗澤大学などのキャンパス計画、大阪ガスNEXT21、フレッ
クスコート吉田、求道学舎などの集合住宅（フレキシブル、
サステナブル、リノベーション）のデザインと技術開発に従事。
日本建築学会賞（業績2008）
、JIA環境建築賞（2008）
など受賞。NEXT21関係など著書多数。
NPO 多摩ニュータウンまちづくり
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株式会社ジェス社長

澤田 誠二 一般社団法人団地再生支援協会副会長

まさくに

株式会社アークブレイン社長
マンション再生協議会会員

1954年生まれ。東京大学工学部建築学科卒業 博士（工
学）、一級建築士、不動産鑑定士。1997年株式会社アー
クブレイン設立。工学院大学大学院非常勤講師、共立女
子大学非常勤講師、マンション再生協議会会員（学識経
験者）。マンション建替え・建築再生等、各種建築プロジェ
クトのコンサルティング、コーディネイトを専門とする。
「建築企画のフロンティア」、
「建築生産（共著）
」
、
「建築
再生の進め方（共著）
」他著書多数。
株式会社アール・アイ・エー取締役・社長室長、

秋元 孝夫 専門家会議副理事長

淺野 和幸 一般社団法人団地再生支援協会理事

1949年愛媛県生まれ、香川県育ち。東京電機大学建築学
科卒業。1977年秋元建築研究所設立、1982年法人化。
技術士（都市及び地方計画）
、NPO多摩ニュータウンまちづ
くり専門家会議理事長。著書：実践コミュニティビジネス（共
著、2003年、中央大学出版局）
、ニュータウンの未来（多
摩ニュータウンまちづくり専門家会議、2005年）
、ニュータウ
ン再生‐引き潮時代のタウンマネージメント（2007年）

1951年生まれ。京都大学建築系学科卒業、同修士修了。
1976年（株）アール・アイ・エー入社、大阪支社勤務。
1997年広島支店長、2007年取締役・本社社長室長。西
日本中心に市街地再開発のコンサルタント業務、団地・
マンションの再生に従事。技術士（建設部門）
（社）再
開発コーディネーター協会・高山賞受賞（2005年）
。
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セミナーの内容
日程

内容

講師

1

団地再生プロジェクトの様相、取組の現状
現在プロジェクト化が検討されている団地再生事例は、規模・立地、管理方式などが多
6/ 7
（火）
様である。この概論では、そうした団地再生プロジェクトの取組み方について、実践事
例を紹介しつつ、基本的な課題を整理する。

澤田

2

団地再生プロジェクトの創出について
スケルトン・インフィル住宅の技術開発と環境・建築再生プロジェクトの実績の豊富な
6/14
（火）
実務家が、そうしたプロジェクトの創出と設計・工事の発注・管理の決め手について解
説し、団地再生プロジェクトへの発展のポイントを語る。

近角

3

団地再生プロジェクトの進め方について
多摩ニュータウン初期開発地区では団地建替えが始まり、20年余りを経た管理組合は “ ま
6/21
（火）
るごと外断熱改修 ” を実施、電線類の埋設化を進める環境改善も始まっている。実例を
通しプロジェクトの進め方を探る

秋元

4

団地再生に必要な技術：ハードとソフト
団地再生を実現するにはハード、ソフトを含め多様な技術が必要です。住戸内の技術、
6/28
（火）
安孫子
住棟の大規 模修繕やグレードアップの技術、団地全体にかかわる技術など、その技術の
事例と導入方策について実務的視点から解説する。

5

団地再生プロジェクトの事業性評価
団地再生プロジェクトの実現を図る上では再生を実現するためのコストを把握し、その
7/ 5（火）
負担の仕組みを考え、区分所有者間の合意を形成する必要がある。団地再生プロジェク
トの事業性評価について実務的視点から解説する。

田村

6

プロジェクト・コンセプトを探る
7/12（火） 講義の前半で、参加者各人の団地再生の課題（再生への発意、現況課題、計画地の立地・
規模等）を整理し、後半では、それぞれの意図する団地再生プロジェクトのコンセプト
のあり方をワークショップ形式で探る。

淺野

MOT
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おすすめ講座

挫折なしのビジネス英語（入門）

講座コード

11140039 TOEIC 300レベルからでも学べます
®

講座趣旨

講座概要

ビジネス英語は英会話と違って難しくありません。ビジネス 英 語は
電 話 の応 対、会 議 の 表 現、英文Ｅメール、プレゼンテーションの４
つから成り立っています。この4つの要素の定型パターンを覚えれば
すぐに職場で使えるからです。講座は演習方式ですから実践的で、講
師は日本人でベテランですので安心して学習できます。ビジネス英語を
学んでいくには、あなたの職場での仕事が基本であり、第2番目にビジ
ネス英語が位置します。あなたが仕事に自信があるならば、ビジネス
英語はきわめてやさしく習得できます。

期

間

5月〜7月

曜

日

木曜日

時

間

定

員

19:00〜20:30
15名

回

数

12回

受講料

一般：32,000円
学生：30,000円
（テキスト代含まず）

教 材
飯田健雄「現場英語」
（別売） （桐原書店）定価1,500円
※教材購入については、初回講義にてご案内します。
※電子辞書をご用意ください。

講師紹介
いい だ

たけ お

飯田 健雄 多摩大学経営情報学部教授・明治大学国際日本学部兼任講師
大手外資系企業の日本人スタッフを対象に15年以上のビジネス英語研修の経験を持つ。特に、プレゼンテーションやＥメールのスキル向上には
定評がある。ビジネス英語に関する著作は多数ある。

※講座の詳細については、資格・語学講座パンフレットにてご確認下さい。

おすすめ講座

英語で学ぶシリーズ

講座コード

11140048

英語で学ぶビジネス英会話に役立つピンポイント英文法

基礎英文法を学び、正確で分かりやすいビジネス英会話力をつける！

講座趣旨

おすすめ講座

英会話に役立つ基礎文法をピンポイントで学びながら、ビジネス英
会話のトレーニングをしていきます。ブロークンな英語から脱し、自分
の意思をきちんと伝える訓練をすると共に、ビジネス英会話力を効率
的に強化することが目標です。役立つイディオムやフレーズも満載。会
議や商談のシーンにも役立ちます。授業は英語で行なうため、スピー
キングとリスニングを同時にトレーニング。楽しみながら、英文法、ビ
ジネス英会話、そしてリスニングを強化できる、一石三鳥の超お得な
講座。忙しい方も参加しやすい、各回完結型の授業です。
英語レベル：英会話初級者
講師紹介
て づか

しゅ う

期
曜
時
定
回

間
日
間
員
数

受講料

講座概要
5月〜7月
土曜日
10:30〜12:00
16名
8回
一般：24,000円
学生：22,000円
（テキスト代含まず）

『Grammar in use〜 intermediate〜THIRD EDITION』
(Cambrige University Press)
3,591円（税込）他プリント教材
※教材購入については、初回講義にてご案内します。

教 材
（別売）

こ

手塚 朱羽子 Effectcom（エフェクトコム）代表
青山学院大学大学院国際コミュニケーション修士課程修了。英国ロンドンにて、貿易、TV番組制作コーディネーション、通訳等の仕事に従事。帰国
後は通訳ガイド、商談通訳、留学事業、企業研修の企画・営業・運営等の仕事に携わる。現在、教育・研修コンサルティングを行う他、企業や教育機
関にて、ビジネス英語関連の講座を担当。英語教育だけでなく、英語によるビジネススキル研修やコミュニケーション研修も行う。 通訳案内士、日本
英語検定協会面接委員、キャリア・ディベロプメント・アドバイザー。

※講座の詳細については、資格・語学講座パンフレットにてご確認下さい。
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LIBERTY ACADEMY
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おすすめ講座

ＶＥ
（価値分析・価値工学）
入門講座

講座コード

11130001
講座趣旨

講座概要

VE
（Value Engineering）
は、
製品・サービス・業務などの価値を抜本的に高める技法
です。
ユーザーの立場にたって、
製品・サービス・業務などの
「機能」
に注目し、
機能の視点
からグループのアイデアを発想することにより、
必要な機能を最小のコストで達成させ
るものです。
現在VEは、
鹿島建設、
日立製作所、
IHI、
キャノン、
三菱電機、
JR、
いすゞ自動車など、
多
くの企業で活用されております。
そのような組織においてVE活動を実践するために必
要なVEの基礎知識を習得した人が
「VEリーダー認定試験」
に合格すると、
VEリーダー
（VEL）
になります。
VEリーダーの認定試験は満20歳以上が受験の年齢要件であり、
学生時代に取得で
きる実務的な資格として、
早稲田大学、
東京理科大学など多くの大学の学生が受験して
います。
最近のVEリーダー認定試験での合格率は70％程度であり、
学生がビジネスス
氷河期の就職活動を勝ち抜くためには、最適な資格であると考え
キルを身につけ、
られます。
この講義は実務家―製品企画、開発設計、生産技術、生産管理、購買管理、原価管理、
システム設計などの実務に携わっている方、
学生―学部生・大学院生
（学部・専攻を問わ
ず）
「
、VEリーダー認定試験」
にチャレンジしたい方に受講をお薦めいたします。
VEを初めて学ぶ方向けの入門セミナーであり、
一流のVE専門家がわかりやすく丁寧
に解説・指導いたします。
受験対策講座を設け、
「VEリーダー認定試験」
に合格する手助けをします。

期

間

5月〜6月

曜

日

時

間

土曜日
9:30〜18:00

（5/28・6/4 7時間）

9:30〜12:00（6/11 2.5時間）

※講義の途中に、適宜休憩が入る
場合があります。

定

員

30名
グループワークのため、一定の人数に達しない
場合は、開講できないこともございます。

回

数

受講料
教

材

3回
一 般 ： 39,000円
学 生 ： 24,000円
新・VEの基本
―価値分析の考え方と実践プロセス

（産能大学ＶＥ研究グループ著）

VEリーダー認定試験問題集
―要点整理と解説・解答
(日本バリューエンジニアリング協会)

※教材費は受講料に含まれています。

試験概要
日程

内容

講師

VEの概要・チーム活動の進め方
VE対象の情報収集
機能の定義

1 5/28（土） 機能の整理

田中

機能別コスト分析
機能の評価
対象分野の選定
アイデアの発想

2 6/ 4（土）

概略評価

田中

具体化

3 6/11（土） 受験対策講座

田中

DATAで見るVEリーダー

試験期間：
【前期】2011年4月19日（火）〜7月31日（日）
受験申込:2011年4月1日(金)〜
【後期】2011年9月1日（木）〜2012年2月28日（火）
受験申込:2011年8月17日(水)〜
受験資格要件：
①2011年3月31日時点で満20歳以上であること
②必要とする内容を含む12時間以上のVE研修
(社内研修、通信教育、学内での授業も含む)を
受講していること

合格者数
488
253
152
150
122
120
102
90
79
75

2009年度

VEリーダー認定試験（第1回〜第28回）
合格者累計数 上位10社
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

企業名
鹿島建設
日立製作所
戸田建設
日立国際電気
日立建機
間組
IHI
フジタ
三菱電機
シャープ

合格者数
2,082
2,008
1,598
1,500
1,419
1,378
1,339
1,200
959
878

■試験時間

90分間

■受 験 料

21.000円（学生は、10,500円）/税込

■申込方法

インターネットからのお申し込みとなります

■試験会場

全都道府県に会場があります

■合否判定

試験終了後、受験会場で
結果をおしらせ〈合格基準70点以上〉

おすすめ講座

VEリーダー認定試験（第1回〜第28回）
企業別合格者数 上位10社
企業名
日立製作所
三菱電機
IHI
日立電子サービス
日立ビルシステム
日立国際電気
いすゞ自動車
日立ハイテクノロジーズ
日立アプライアンス
フジタ

★試験期間の中から都合のよい受験日時を選べます
★全都道府県に試験会場があります
★試験終了後、その場で合否がわかります

受験日の3営業日（土日受験は4営業日）
■受験申込の
変更・キャンセル 前まで可能

詳細評価・提案

順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2011年度 VEリーダー認定試験

※詳しくは、http://pf.prometric-jp/testlist/ve/jp/payment.htmlをご参照ください

ガイダンス

5月11日（水）18：10〜18：40
5月14日（土）13：00〜14：00
※ガイダンスはどなたでも参加できます。
（無料･予約不要）
※会場は駿河台キャンパス（アカデミーコモン11階）で実施いたします。

講師紹介
さき あき ひろ

コーディネータ

﨑 章浩 明治大学経営学部教授
明治大学大学院経営学研究科博士後期課程単位取得。現在、
日本管理会計学会常任理事。専門は管理会計、原価管理。編
著に『管理会計─業績管理会計と意思決定会計─』
『会計の
戦略化』、共著書に『要説 企業簿記』
『企業簿記 ワーク
ブック』他多数。明治大学で教鞭をとるかたわら、明治大学
経理研究所や専門学校で 20 年以上にわたり簿記教育に従
事する。

た なか

まさ やす

田中 雅康 目白大学大学院教授・東京理科大学名誉教授
中央大学大学院商学研究科修士課程修了。アメリカVE協会
Fellow.CVS、日本管理会計学会元会長。日本経営システム協会
で40年以上にわたり「原価企画」の研究会（530回以上）を主宰
し、また数十社に原価企画の導入指導。著書「ＶＥ（価値分析）」
「原価企画の理論と実践」
「利益戦略とＶＥ」など多数。
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キャンパスマップ・施設案内

執務室

社会連携
事務室
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受付カウンター
リバティアカデミー
事務局
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入会と受講のご案内（入会規約）
リバティアカデミーは会員制です。ご入会･ご受講の際には必ずお読みください。

■ 会員制度･入会

1 リバティアカデミーは会員制です。会員の登録にあたっては、年齢、
性別、学歴などを問わず、どなたでもご入会いただけます。会員登録
は受講申込とあわせてお申し込みください。
2 会員資格は入会年度を含め、3年度間有効です（2011年度入会の方
は2014年3月末日まで）。
3 会員には個人会員と法人会員があります。法人会員は会社（全社･部
門）･団体名で登録し、社員の方は、割引料金（一部講座除く）にて受
講できます。詳細については法人案内資料をご請求ください。

■ 入会金

1 新規入会の方は、入会金3,000円が必要です。
2 以下の方々には入会金割引の特典があります。特典を受けるために
は、自己申告が必要です。お申し込みの際に自己申告がない場合は、
割引特典は適用されません。
3 入会金割引を適用された方は講座初回時にご本人確認をさせていた
だきますので、お忘れなくご持参ください。忘失等により確認できな
い場合は、割引特典は受けられません。
割

引

対

象

半

額

無

料 （明治大学120周年募金に協力し、

ご持参証明書

明治大学力一ド会員
福利厚生会員（福利厚生倶楽部、
CLUB CCl、ふろむな倶楽部、Club 0ff
Alliance、ベネフィット･ステーション）

明治大学力一ド
各福利厚生会員証また
は携帯ホームページの
ロゴマークなど

学生・生徒

学生証

リバティアカデミー特別会員

特別会員証

特別会員証を授与された方）
※本学教職員（専任教職員、兼任講師、嘱託職員を含む）の方は無料です。
講座初回時に教職員証をお持ちください。

場合、提示してください。
3 紛失した場合には事務局にお申し出ください。再発行いたします（再
発行手数料1,000円を申し受けます）。

■ アカデミー･ポイント制度

1『アカデミー･ポイント制度』は、会員の継続的な学習を支援し･受講
成果を認証することを目的として、リバティアカデミーが独自に認め
るポイント制度で、2005年度講座より適用になります。
2 この制度の対象となる講座は、原則として「教養･文化講座」、
「特別
企画講座」、
「ビジネスプログラム」です。
3 アカデミー･ポイント（以下、APという）は、
「AP（リベラルアーツ）」
と「AP（ビジネス･アドミニストレーション）」の2種類があり、学習内
容により分類され、種類毎に集計･累積されます。
〔ポイントの種類〕
名

1 リバティアカデミーでは3年度毎に会員資格の更新をおこなっており
ます。
2 会員有効期限2011年3月の方は、2011年3月より会員更新の受付
を開始いたします。更新の手続きは、会員期限内（3月末日）に完了
してください。4月1日以降は再入会となります。
3 更新料は2,000円（明治大学力一ド会員は1,000円）です（3年度
間有効）。

■ 再入会

1 過去に会員であった方が、再び受講される場合、
「再入会」の手続き
が必要です。
2 再入会の場合、入会金は3,000円(3年度間有効)です。
3 再入会の手続きでご入会された場合に限り、過去の受講データなど
を参照いただけます。

■ 会員証

1 明記されている本人のみ有効です。他人に譲渡することはできません。
2 会員証は受講･特典利用の際には携行し、係員から特に要請のあった
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ビジネスプログラム

4 ポイント修得には、全授業回数の5分の4以上出席することが基礎と
なります。この他、講師による評価が加味されることがあります。
5 この制度の対象講座では毎回、出欠席を確認します。遅刻の場合は、
出席になりません。
6 年2回（9月、3月）、
「講座履修表」を送付し、講座のポイントの修得
結果についてお知らせします。
7 APは、7.5時間（90分授業で5回分）で1APです。7.5時間未満の講
座はAPの対象講座になりません。なお、ポイント数は講座案内に記
載します。
〔ポイント数の基準〕
ポイント数の基準
7.5時間未満
7.5時間以上15.0時間未満
15.O時間以上22.5時間未満
22.5時間以上30.0時間未満

■ 入会の特典

■ 会員更新

ポイント対象となる講座
教養・文化講座及び特別企画講座

アカデミー･ポイント
（ビジネス･アドミニストレーション）

4 一度納入された入会金はお返しできません。

1 明治 大学図書 館の館内閲覧･館外貸出が利用できます。なお、貸出
（冊 数6冊、期間15日）を希望される場合は、ライブラリー･力一ド
の発行手続きが必要です。
（1）ライブラリー･力一ドの発行に必要なもの
リバティアカデミー会員証
住所を確認できるもの（運転免許証または健康保険証）
発行手数料1,000円（リバティアカデミー会員証の有効期限内の
更新手続･手数料は不要）
（2）ライブラリー･力一ド発行場所
駿河台キャンパス中央図書館B2貸出カウンター、和泉キャンパス
和泉図書館、生田キャンパス生田図書館
（3）図書館入館ゲートについて
ライブラリー･力一ドをお持ちの方は、リバティアカデミー会員証
では図書館入館ゲートが通れません。必ず、ライブラリー･力一ド
をご利用ください。
2 オープン講座へのご招待、ご優待。
3 優先受付期間での受講申込。
4 レストラン「サロン燦」、カフェ「パンセ」が飲食代10%割引。
5 博物館が主催する特別企画展へのご招待。
6 リバティアカデミー講座パンフレットの送 付〔年2回〕の他、各種お
知らせの送付。
7 学内の書店で、図書･雑誌が10%割引。

称

アカデミー･ポイント（リベラルアーツ）

ポイント数
ポイントなし
1AP
2AP
3AP
以下、同基準にて算出

8 APには、有効期限はありません。会員期間が途切れた場合にも、再
入会の手続きを行うことで、過去に修得したAPは有効になります。

■ 修了制度

1 規定のAPを修得された方にリバティアカデミー独自の称号を授与し、
修了を認証する制度です。
2 修得したポイントは、AP（リベラルアーツ）、AP（ビジネス･アドミニ
ストレーション）の種類毎に集計され、いずれかの合計が、規定のポ
イント数に達した場合（50APは指定する学習成果の提出が必要で
す。）、以下の称号が授与され、修了が認証されます。
〔修了規定ポイント数及び称号の名称〕
修了ポイント数 AP
（リベラルアーツ）の方 AP（ビジネス・アドミニストレーション）の方
10AP
20AP
30AP
50AP
（※）

アカデミー･マスター★
アカデミー･マスター★シングル
シングル
（リベラルアーツ） （ビジネス･アドミニストレーション）
アカデミー･マスター★★ダブル
アカデミー･マスター★★
（ビジネス･アドミニストレーション）
ダブル
（リベラルアーツ）
アカデミー･マスター★★★ アカデミー･マスター★★★トリプル
トリプル
（リベラルアーツ） （ビジネス･アドミニストレーション）
アカデミー･ドクター
（リベラルアーツ）

アカデミー･ドクター
（ビジネス･アドミニストレーション）

（※）指定する学習成果の提出

3 称号の授与は、認証の基準に達した翌年度のリバティアカデミー開
講式で行います。
4 対象の方には「修了証書」および「記念品」を授与します。

■ 履修証書

1 一部講座では、全授業回数の5分の4以上出席された方には、各講座
終了日に「履修証書」を発行します（希望される方のみになります）。

■ 講座申込･お支払い

1 各講座とも定員になり次第、受付を締め切ります。
2 講座の性質上、受講に一定の資格･条件を要する場合があります。
3 受講料･入会金等はお申込後1週間以内にお支払いください。またお申
し込み日から開講日までが1週間に満たない場合は、開講前日までに
お支払いください。
4 期日までに受講料のお支払いが完了しない場合は、講座の受講をお
断りする場合があります。

■ 受講料の割引

1 以下のとおり、受講料の割引特典があります。特典を受けるためには、
自己申告が必要です。お申し込みの際に自己申告がない場合は、割引
特典は適用されません。

入会・講座に関する

Q& A
講座申込について

2 講座初回に以下の証明書をご持参ください。忘失などにより確認でき
ない場合には、割引特典は受けられません。この場合、正規の受講料
をお支払いいただくまでの間、受講することはできません。
3 割引の併用はできません。
割引対象講座
オ一プン講座と特別企画講座を除く講座 ※一部対象外となる講座があります。
割引率

割引区分

ご持参証明書

（※3）
50％（※1） 学生･生徒（※2）
リバティアカデミー特別会員
20％

10％

学生証
特別会員証

明治大学力一ド会員
福利厚生会員（福利厚生倶楽部、CLUB
CCl、ふろむな倶楽部、Club Off
Alliance、ベネフィット･ステーション）

明治大学力一ド
各福利厚生会員証または
携帯ホームページのロゴ
マークなど

この他、リバティアカデミー法人会員割引制度があります。案内資料をご請求ください。
※1 資格･実務･語学講座のみ割引率が異なります。詳細は「資格･実務･語学講座パンフレット」
をご確認ください。
※2 文部科学大臣の所管する小･中学校、高等学校、高専、短大、大学･大学院の正規学生（専修学
校･各種学校を除く）並びに本学の聴講生及び科目等履修生。
※ 3 本学教職員（専任教職員、兼任講師、嘱託職員を含む）の方は、学生料金です。講座初回に教
職員証をご持参ください。

■ 講座中止

1 受講生が一定数に満たない場合、講座を中止、または延期すること
があります。
2 講座が中止された場合、開講1週間前までにお知らせし、受講料及び入会
金（新規入会の方のみ）を返金します。返金は銀行振込になります。

■ 受講キャンセル･講座変更

1 お申込み後にキャンセルする場合、至急リバティアカデミー事務局に
お電話にてご連絡ください。
2 キャンセルする場合には、所定のキャンセル手続きを経た上で、下記
のキャンセル手数料を差し引いた受講料を返金いたします。
◆講座開講日から起算して8日前まで
◆講座開講日から起算して7日前から前日まで

1,000 円
3,000 円

3 一度申し込んだ講座を変更することはできません。所定のキャンセル手
続きを行い、再度ご希望の講座にお申し込みください。
4 講座開講日以降のキャンセル･講座変更の取り扱い及び受講料等の
返金はできません。
※TOEIC lP、TOEFL lTPについては、入金後のキャンセルはお受
けできませんので、あらかじめご了承ください。

■ 休講･補講･代講

1 講師の都合および事故、台風、ストライキ等により、やむを得ず休講
する場合があります。その際に、当初の日時を変更、あるいは講師を
変更し実施する場合があります。
2 休講および補講の連絡は、事前に判明した場合には、会員個人に直接ご
連絡いたします。また、事前に判断しかねる場合や、当日、判明した場合
は、リバティアカデミーホームページおよびアカデミーコモン1階・11階
インフォメーションボードにてお知らせし、補講等の対応をいたします。

■ 教室案内･テキスト

1 講座はリバティアカデミー専用教室（アカデミーコモン11階）にて行い
ます（一部、アカデミーコモン以外の施設を利用することがあります）
。
2 教室は講座当日、アカデミーコモン1階･11階インフォメーションボー
ドに案内掲示をいたします。
3 教材･テキスト、資料のみの販売はいたしません。
4 教材･テキスト、文房具などの貸し出しはいたしません。
5 受講料には特に明示した場合を除き、教材費･テキスト代は含まれて
おります。
6 欠席された分のテキストは、後日事務局窓口にてお渡しします。

■ その他

1 住所等を変更された場合は、速やかに事務局までご連絡ください。
2 教室内での喫煙･飲食はご遠慮ください。
3 他の受講生の迷惑となるような行為、講義の進行を妨げるような行
為を行った場合、会員資格の取り消しや受講をお断りする場合があ
ります。
4 リバティアカデミー講座受講以外での教室利用はできません。
5 貴重品は必ず手元に置き、盗難･紛失にはご注意ください。
6 自動車で来校される際はリバティタワー地下駐車場をご利用ください（有料）。

入会･受講申込FAX

Q 初めて申し込みたいのですが？
A 入会･会員登録が必要です。
新規入会の方は、入会登録が必要です。講座と併せてお申込
ください。※
※入会のみのお申し込みはできません。
※オープン講座 のみ受講される場合は入 会の必要はありま
せん。
Q 友人の分の申込はできますか？
A 受講されるご本人様が直接お申し込みください。
Q 受講料の支払いはどうすればいいですか？
A 銀行振込かクレジットカードでのお支払となります。
所定の振込用紙でお近くの銀行でお支払いただく方法と、イ
ンターネットからクレジットカードでのお支払の2種類があり
ます。現金の窓口取扱はできませんのでご了承ください。
Q 受講料を支払い忘れた場合どうすればいいですか？
A 事務局で入金を確認次第、受講参加ができます。
原則、受講申込後1週間以内にご入金ください。開講直前にご
入金された場合は、講座初回に必ず振込控をご持参ください。
入金が確認できないと、開講していても受講が認められませ
んのでご注意ください。
Q 会員証はいつもらえますか
A 通常1ヶ月程度で発行いたします。
Q 通年講座の半期だけ受講できますか？
A 原則として半期のみの受講は認めておりません。
Q 受講のキャンセルはできますか？
A キャンセル規定に基づき所定のキャンセル料が発生します。
Q 申込講座の振替はできますか？
A できません。
申込済みの講座は一度キャンセルいただき、別の講座を新規
でお申込いただくことになります。

講座受講について
Q 開講初日はどうすればいいですか？
A 事務局よりお送りする「受講のご案内」に記載されている場所
へお越しください。
講座初回は、出欠および、配布資料をお渡しいたします。事務
局よりお送りした「受講のご案内」をご持参ください。
Q 講義の見学や開講後の途中からの参加はできますか？
A 事務局へお問合せください。
講義の見学はできません。開講後の途中参加は、定員に余裕
があるものについて、申込みを受付けることがあります。但し、
受講料は途中からでも同額となります。
Q 講義を欠席した際、事務局に連絡は必要ですか？
A 特に必要はございません。
欠席された場合、後日事務局カウンターでその日に配布され
た資料をお渡ししますので申し出てください。

その他
Q 講師･受講生の連絡先を教えてもらえますか？
A お教えできません。
個人のプライバシーを保護するために、事務局でお教えする
ことはありません。

個人情報の利用目的について
次の目的以外に利用することはありません。
1 受講生への連絡及び受講資料（受講料振込用紙、受講案内、
会員証、教材、アンケート等）の送付
2 講座関連情報のご案内（パンフレット、チラシ、会報等）
3 受講生に関する資料の作成（名簿、出欠表、講座履修表、統
計資料等）
なお、会員の情報を会員の同意なしに第三者に開示･提供する
ことはありません（法令等に基づき提供する場合を除く）。た
だし、講座申込・運営上必要不可欠な場合に限り、講座委託先
業者または講師に受講生 氏名等を通 知する場合があります。
会員の個人情報は、明治大学にて厳重に管理いたします。

03-3296- 4542
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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お申し込み・お問い合わせ 明治大学リバティアカデミー事務局 〒101- 8301 東京都千代田区神田駿河台1-1
駿河台キャンパス アカデミーコモン11階
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「 明治大学力 一ド」のご案内
明治大学力一ドは、大手力一ド会社と提携し発行するクレジットカードです。
在学生の奨学基金の拡充を目的に1994年に発足し、現在20,000名の会員を有しています。

リバティアカデミー会員の皆様が

明治大学力 一ド
に入会すると
（クレジット
カード ）
受講料が

1割引 に
なります！

〔受講料割引についての注意点〕
力一ドがお手元に届いてから割引対象となります。
尚、力一ド発行には、最短でも約3週間かかりますので
お早めにお申込下さい。
（講座の初回受付の際にカードをご提示下さい。）

カード発行対象

特 典

■リバティアカデミー会員（※新規申込時は除く）
■ 本学卒業生

●リバティアカデミー各種講座の受講料が1割引になります。
（オープン講座、特別企画講座ほか一部講座を除く）
●大学の最新情報満載の明大力一ド会報「 LlNK TOGETH
ER」を年に2回お届けします。

■ 本学在学生･卒業生父母
■ 本学大学院生

●リバティタワー23階サロン「燦」、アカデミーコモン1階
「カフェ･パンセ」での飲食料金が割引になります。
その他たくさんあります。

明大カードのしくみ
明 治 大学 創立者 記 念 奨 学 基金
大学独自の各種サービスの提供

カード会員

明治大学
会報を通じてのコミュニケーション

明治大学カード会報誌
「LINK TOGETHER」
ポイントサ一ビス

加盟店

会員の利用額に応じて、カード
会社から大学へ支払われます

カード会社

※クレジットカード年会費（一般カードで1,312円）がかかります。

※上記「受講料割引についての注意点」をご確認のうえ、お間い合わせ･お申込ください。

明治大学力一ドの資料請求･お問い合わせ

明治大学 カード事務局
（大学会館6階）

〒101- 8301 東京都干代田区神田駿河台1-1
TEL 03 - 3296 - 4077 FAX03 - 3296 - 4366
E-mail mcard@mics.meiji.ac.jp

URL http://www.meiji.ac.jp/mcard/
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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生涯マナビト宣言！
知の広場で新しい自分を創り出しませんか。

実践

マーケティング戦略セミナー

実践

マーケティング戦略セミナー

コーチング入門

心のリスクマネジメント

経営ゼミナール

プレゼンテーション講座

駿河台キャンパス・アカデミーコモン11階

明治大学キャラクター
「めいじろう」
表紙絵画 右上：網野 宏 作 右下：吉村 弘 作 左下：石上 茂 作

