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後期 B U S I N E S S P R O G R A M

■ 実践 植物工場基礎技術解説
ビジネスインテリジェンスとグローバル経営戦略
─激化するグローバル競争に勝ち抜くための情報活用戦略─ ───P.36
植物工場運営に必要な知識と技術の習得
─食と農へのビジネス展開に向けて─ ─────P.52
■ 在庫を起点に利益を生み出すロジスティクス・
■ 財務分析応用編──────────P.57
SCM時代の経営の仕組みづくり
─戦略的在庫管理によるプロフィット・センター構想の実現─ ───P.50 ■ 論理的思考による問題解決・意思決定力強化講座
─実務に即役立つロジカルシンキング─ ────P.78
■

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。

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」
で展開しています。
「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）
●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

戦略構想力を高める
明治大学ビジネスプログラムは、理論と実践から、活力あるビジ
ネスリーダーを育成します。

経営戦略セミナー（リスク・危機マネジメント編）
【事例】
新潟県中越沖地震を踏まえた BCP の整備拡充
（藤井多加志 株式会社リケン）
【事例】
全社的リスクマネジメントの取り組み
（吉野太郎 東京ガス株式会社）
他

p.30

ビジネスインテリジェンスとグローバル経営戦略
激化するグローバル競争に勝ち抜くための情報活用戦略
成田 徹郎（日本 IBM アプリケーション・ソリューション株式会社執行役員）他

p.36

ケーススタディ 戦略的企業経営
吉村 孝司
（専門職大学院会計専門職研究科教授）
【事例】
航空会社におけるコストマネジメント戦略
【事例】
家電企業におけるイノベーション・ジレンマ他

p.38

新規ビジネス・ベンチャー企業の成功法
落合稔
（専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授）
他
【事例】
ガリバーインターナショナルの成功要因

ご入会・受講申込の詳細は6・7ページ
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山折 哲雄
吉村 武彦
荒俣
宏
藤江 昌嗣
原 秀三郎
宮本 大人
波照間 永子
江波戸 昭
白石 隆生
須永 恆雄
赤津 眞言
中林 一樹
吉田 悦志

宗教学者・国際日本文化研究センター名誉教授 ほか
明治大学大学院長 明治大学文学部教授 ほか
作家 ほか
明治大学経営学部教授 ほか
静岡大学名誉教授 ほか
明治大学国際日本学部准教授
明治大学情報コミュニケーション学部准教授 ほか
明治大学名誉教授 ほか
尚美学園大学ピアノコース主任教授 ほか
明治大学法学部教授 ほか
バロックヴァイオリン奏者 ほか
明治大学政治経済学研究科特任教授
明治大学国際日本学部教授

圷
金山

昭二 TCI株式会社 代表取締役
秋男 明治大学法学部教授 ほか

歌代
黒田
平沼
篠原
吉村
林
風間

豊
兼一
高
敏彦
孝司
明文
信隆

明治大学経営学部教授
明治大学経営学部教授
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会計専門職研究科教授
株式会社トランストラクチャー 代表取締役
明治大学商学部教授

大友
大友
近藤
大友
首藤
井上
今津
吉岡
宍戸
武田

純
純
隆雄
純
禎史
崇通
美樹
洋一
良洋
哲男

明治大学商学部教授
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
明治大学商学部教授
大東文化大学経営学部教授
明治大学商学部教授
WinDo s 代表取締役
明治大学商学部兼任講師
明治大学植物工場基盤技術研究センター副センター長
株式会社武田マネジメントシステム 代表取締役

﨑
碓氷
碓氷
碓氷
恩田
坂本
﨑
坂本
﨑

章浩
悟史
悟史
悟史
英治
恒夫
章浩
恒夫
章浩

明治大学経営学部教授
亜細亜大学名誉教授
亜細亜大学名誉教授
亜細亜大学名誉教授
国際社会貢献センター会員
明治大学副学長・経営学部教授
明治大学経営学部教授
明治大学副学長・経営学部教授
明治大学経営学部教授

大友
坂本
落合

純
恒夫
稔

明治大学商学部教授
明治大学副学長・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

戦略とマネジメント

マーケティング戦略
速習・マーケティング入門
実践・マーケティング戦略セミナー
サービス・マネジメントとサービス・イノベーション
マーケティング・ゼミナール─
『俵屋の不思議』
(村松友視著)を読む─
マーケティング研究ゼミナール─ 市場志向 の戦略と組織を考える─
生き残る企業のコ・クリエーション戦略
ネットマーケティング実践講座
在庫を起点に利益を生み出すロジスティクス・SCM時代の経営の仕組みづくり
実践 植物工場基礎技術解説 植物工場運営に必要な知識と技術の習得
〜
「顧客
『不』
満足」
を基盤に〜 真のサービスを追及し
「顧客満足」を具現化する

財務・金融
55 財務諸表の見方・読み方(平日夜間コース・土曜集中コース)
56 財務分析入門編(平日夜間コース・土曜集中コース)
57 財務分析応用編
58 株式投資ゼミナール
59 知っておきたい外国為替の常識
60 新しい株式投資への第一歩
！─
61 「売れて儲かる新商品開発の進め方」─スピードと品質・コストで勝つ！
62 米英巨大銀行の栄光と挫折─英国ゲストスピーカーと語る─
63 戦略のための会計の理論と実践 ―実例やケーススタディにより実践応用力のアップを!!―
中小企業・ベンチャー
【大同生命保険株式会社寄付講座】
中小企業経営革新セミナー

11210029

64-65

11210030
11210031

66-67
68-69

11210032・33
11210034
11210035・36
11210037
11210038
11210039
11210040
11210041
11210042
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71
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75
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コーチング入門(火曜コース・金曜コース)
コーチング・アドバンス
ビジネスチャンスを掴む パブリック・スピーキング（Aコース・Ｂコース）
コミュニケーション広場で学ぶ三つの話力 真意を訊きだすインタビュー・共感を呼ぶスピーチ
人を動かすビジネスプレゼンテーション
行動心理コミュニケーション
WIN WINを築く「実践的・交渉術」
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─
論理的思考による問題解決・意思決定力強化講座

11210043

79

福島原発事故を乗り越えて─エネルギー問題の本質─

大震災に備える企業の組織的対応の課題と展望
NPO法人の経営学 ─したたかで逞しく元気なNPOを紹介します!─
新規ビジネス・ベンチャー企業の成功法

コミュニケーション

環

森山 展行
森山 展行
小沼 俊男
小沼 俊男
村松 かすみ
宇井 美智子
武田 哲男
阪井 和男
今井 繁之

日本コーチ連盟
日本コーチ連盟
元ＮＨＫアナウンサー
元ＮＨＫアナウンサー
プラネット（株）シニアインストラクター
元ＴＢＳアナウンサー
株式会社武田マネジメントシステム 代表取締役
明治大学法学部教授
株式会社シンキングマネジメント研究所 代表取締役所長

境
松井

賢一 龍谷大学名誉教授

向殿

政男 明治大学理工学部教授

ＭＯＴ
11210044
11210045
11210046

80-81

【米国ＵＬ寄付講座 明治大学安全学研究所後援】

82-83

【一般財団法人化学物質評価研究機構
（ＣＥＲI）寄付講座

84-85

【一般社団法人団地再生支援協会後援講座】

86-87
88-89
90
91

製品と機械のリスクアセスメント
明治大学安全学研究所後援】

化学物質のリスク評価
団地再生実践講座③
キャンパスマップ・施設案内
入会と受講のご案内（入会規約）入会・講座に関するＱ＆Ａ
入会・受講申込FAXフォーム
（個人会員用）
明治大学カードのご案内

北野
澤田

大

明治大学理工学部教授

誠二 明治大学理工学部教授
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世界の民族音楽を聴く─レクチャー&コンサート─
女流作曲家たちと魅力あふれる珠玉の音楽 レクチャー&コンサート
オペラの愉しみ
オーケストラ ファン ヴァセナールの室内楽シリーズ「テレマン、って誰でしょう?」
東日本大震災から復興し首都圏・西日本の広域巨大地震に備える二元復興論
明治大学130年の星たち(芸能・文化の人脈)
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3.11後の生と死を考える

山折 哲雄
吉村 武彦
荒俣
宏
藤江 昌嗣
原 秀三郎
宮本 大人
波照間 永子
江波戸 昭
白石 隆生
須永 恆雄
赤津 眞言
中林 一樹
吉田 悦志

宗教学者・国際日本文化研究センター名誉教授 ほか
明治大学大学院長 明治大学文学部教授 ほか
作家 ほか
明治大学経営学部教授 ほか
静岡大学名誉教授 ほか
明治大学国際日本学部准教授
明治大学情報コミュニケーション学部准教授 ほか
明治大学名誉教授 ほか
尚美学園大学ピアノコース主任教授 ほか
明治大学法学部教授 ほか
バロックヴァイオリン奏者 ほか
明治大学政治経済学研究科特任教授
明治大学国際日本学部教授

圷
金山

昭二 TCI株式会社 代表取締役
秋男 明治大学法学部教授 ほか

杉原
林

重夫 明治大学博物館館長 明治大学文学部教授
雅彦 明治大学法学部教授

特別企画講座
【明治大学・鳥取県連携講座】地域の自然の再発見と再活用〜一般も専門家もおもしろい山陰海岸ジオパークの魅力〜
【明治大学・東紀州観光まちづくり公社連携講座】五感で感じる熊野

熊野紀行講座
【明治大学・福井県連携講座】
地域ブランドの源泉‐福井の歴史と伝統
【明治大学・宮崎県連携講座】古事記1300年記念講座
和泉キャンパス 文学と映画-原作との比較を通して
和泉キャンパス 地獄と極楽の日本史シリーズ1 地獄はいったいどこにある?

黒曜石原産地開発の画期と日本列島旧石器時代史
明治大学博物館入門講座 「常陸の埴輪をさぐる」
黒曜石をめぐるヒトと資源利用 PART 2
触れて知る瓦の世界─前場幸治瓦コレクションをさぐる1─
本の一生 ─本の街・神保町で考える─

落合 弘樹
大塚 初重
松下 浩幸
水谷 類
島田 和高
忽那 敬三
小野 昭
吉村 武彦
土屋 恵一郎

明治大学文学部教授
明治大学名誉教授 ほか
明治大学農学部准教授 ほか
明治大学文学部兼任講師
明治大学博物館学芸員
明治大学博物館学芸員
明治大学研究・知財戦略機構特任教授 ほか
明治大学大学院長 明治大学文学部教授 ほか
明治大学法学部教授、同教務担当常勤理事 ほか

伊藤 千尋
井田 正道
星野
茂
阪井 和男
林
雅彦
白石 隆生
須永 恆雄
江波戸 昭
鈴木 カツ
井戸田 総一郎
浅沼 ゆりあ
新田
功
夏井 高人
伊能 秀明
阪田 蓉子
阪田 蓉子
江川 ひかり
印南 博之
立野 正裕
鳥居
高
山田 恒人
山田 恒人
岩野 卓司
小川 和佑
西山 春文
西山 春文
西山 春文
西山 春文
西山 春文
牧野 健太郎
伊能 秀明
宮腰 哲雄
宮腰 哲雄
渡辺 友亮
浜口
稔
重森 千靑
重森 千靑
二又
淳
居駒 永幸
日向 一雅
山口 佳紀
大野 順一
大野 順一
牧野 淳司
永藤
靖
合田 正人
神鷹 徳治
佐藤 義雄
吉田 悦志
圭室 文雄
水谷
類
須田
努
須田
努
渡
浩一
宮治
昭

国際ジャーナリスト、朝日新聞記者
明治大学政治経済学部教授 ほか
明治大学法学部准教授 ほか
明治大学法学部教授 ほか
明治大学法学部教授 ほか
尚美学園大学ピアノコース主任教授 ほか
明治大学法学部教授 ほか
明治大学名誉教授
音楽評論家 ほか
明治大学文学部教授 ほか
演出家 ほか
明治大学政治経済学部教授 ほか
明治大学法学部教授 ほか
明治大学中央図書館事務長 ほか
元明治大学文学部教授
元明治大学文学部教授
明治大学文学部教授 ほか
西洋紋章研究家
明治大学文学部教授
明治大学商学部教授
元明治大学文学部教授
元明治大学文学部教授
明治大学法学部教授
文芸評論家
明治大学商学部教授
明治大学商学部教授
明治大学商学部教授
明治大学商学部教授
明治大学商学部教授
NHKプロモーション執行役員 ほか
明治大学中央図書館事務長 ほか
明治大学理工学部応用化学科教授 ほか
明治大学理工学部応用化学科教授 ほか
明治大学理工学部准教授 ほか
明治大学理工学部教授 ほか
作庭家・京都工芸繊維大学非常勤講師
作庭家・京都工芸繊維大学非常勤講師
明治大学法学部兼任講師
明治大学経営学部教授 ほか
明治大学文学部教授 ほか
聖心女子大学名誉教授
詩人、日本文芸家協会会員
詩人、日本文芸家協会会員
明治大学文学部准教授 ほか
明治大学文学部教授 ほか
明治大学文学部教授
明治大学文学部教授
明治大学文学部教授 ほか
明治大学国際日本学部教授 ほか
明治大学名誉教授 ほか
明治大学文学部兼任講師
明治大学情報コミュニケーション学部教授
明治大学情報コミュニケーション学部教授
明治大学国際日本学部教授
龍谷大学ミュージアム館長・龍谷大学文学部教授 ほか

教養･文化講座
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63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

原発も基地もない世界を創るには
日本政治を考える
おひとりさまの終活
医療の仕組みを学ぼう
民衆の図像ー生と死をめぐる真摯な祈り─
女流作曲家たちと魅力あふれる珠玉の音楽
オペラの愉しみ
民族音楽紀行
アメリカン・ミュージックの巨人たち
コンサートホールで歌おう! 日本と世界の名曲
コミュニケーションは朗読から
日本の伝統芸能(講談・落語・浪曲)を学ぶ・楽しむ
ランの世界
ア・ミュージアム―「知」の玄関への招待―パート10
図書の文化史Ⅱ
図書の文化史Ⅲ
国際都市イスタンブルの社会と文化 ─明大アジア史講座（No.14）─
親子か兄弟か国旗と国章のきずな
世界の「聖地」を旅する 第二の旅
映像に描かれたアジアの歴史
ギリシャ神話と芸術
シェイクスピアを読む
小説家プルーストの世界へのいざない ─フランス文化を楽しみながら─
いま、甦る近代抒情歌・唱歌と童謡をたずねて
俳句大学(初級クラス)
俳句大学(中級クラス)
俳句大学(上級クラス)
俳句大学(駿河台夜間クラス)
【和泉キャンパス】俳句大学(和泉夜間クラス)
浮世絵で旅するお江戸
新版・ゆっくり学ぶ江戸の古文書 パート2
漆アカデミー
香りを楽しむ
陶器アカデミー
アイヌ文化の伝承と理解 ─多文化共生の未来を見据えながら
作庭家と行く・庭巡りの旅
和の空間 ─庭─ より一層の楽しみ方
江戸の戯作文学に親しむ パート4
万葉集の世界 ─巻五雑歌を読む─
源氏物語を読みなおす（4）光源氏、
不遇の時代を迎える ─葵巻から須磨巻まで─
『伊勢物語』を楽しむ
平家物語・その光と影 十四
芭蕉をたづねて
もう一度学ぶ平家物語とその時代
地域から見た古代文学Ⅱ
日本の哲学者たち（11）
日本の古典─『論語』の世界
都市空間を歩く─近代日本文学と東京
明治大学130年の星たち─人物で語る明治大学史─
全国古寺社めぐり
日本の祭りと異形の神々─シリーズ5
江戸時代の異文化コミュニケーションを探る
じっくり学ぶ 幕末から明治期の政治と社会（2）
『長宝寺よみがへりの草子』を読む
【龍谷大学・明治大学連携講座】龍谷ミュージアム開設記念 釈尊をみつめて

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

資格・実務・語学講座
オープン講座
11270001
11270002
11270003
11270004
11270005
11270006
11270007
11270008-10
11270011
11270012
11270013
11270014
11270015
11270016
11270017
11270018-20

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24-25

11230001

26

屋上緑化コーディネーター資格受験対策講座

11230002

27

知的財産管理技能検定（3級）合格対策講座

11230003
11230004

宅地建物取引主任者 直前答案練習講座
社会保険労務士合格対策講座

11230006
11230007
11230008
11230009
11230010
11230011
11230012

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

11230013
11230014
11230015
11230016

39
40
41
42

色彩心理（入門編）
事例で学ぶ相続
図書館員のためのブラッシュアップ講座3 あらゆる情報をすべての人に
図書館員のためのブラッシュアップ講座4 専門職としての技能を磨き、知識を深めよう

11240001
11240002

43
44

11240003

45

11240014
11240015
11240016

46
47
48
49
50

らくらく中国語実用会話（初級）
気軽にはじめるハングル（初級2）
Fun and Adventure in Creative English
笑顔のステキなカーミット先生と楽しく英語を学びませんか？
TOEIC ®スコアアップ強化講座
（駿河台）
TOEIC ®スコアアップ強化講座
（駿河台）
®
TOEIC スコアアップ土曜集中講座（駿河台）
®
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）

112410 01- 3
11242 0 01- 3

51

TOEIC ® IPテスト

11230005

11240004-13

11243001

52
53
54

11240018
11240019

55

11240020
11240021

56

11240022
11240023

57

11240024

58

11240025
11240026

59

11240027
11240028

60

11240029
11240030
11240031
11240032
11240033
11240034

61
62
63
64
65
66

11240035
11240036

67

11240037
11240038

68

11240017

69

【明治大学・和歌山県新宮市連携講座】第5回 熊野学フォーラム 熊野の至宝との出会い
【明治大学・奈良県桜井市連携講座】第1回 纒向学フォーラム 纒向遺跡・邪馬台国・古墳・ヤマト王権
【明治大学・和歌山県連携講座】南方熊楠シンポジウム〜南方熊楠のエコロジー思想とは何か？〜
【明治大学・福井県連携講座】CMや映画を使った地域ブランド戦略─ソフトバンクCMから越前和紙まで─
【明治大学・宮崎県連携講座】古事記編纂1300年記念〜日向神話ゆかりの地 宮崎の魅力発見!〜
【明治大学・鳥取県連携講座】あちら〉と〈こちら〉のあいだで─水木しげると谷口ジローの世界─
【PIC(太平洋諸島センター)連携講座】太平洋諸島と沖縄

世界の民族音楽を聴く─レクチャー&コンサート─
女流作曲家たちと魅力あふれる珠玉の音楽 レクチャー&コンサート
オペラの愉しみ
オーケストラ ファン ヴァセナールの室内楽シリーズ「テレマン、って誰でしょう?」
東日本大震災から復興し首都圏・西日本の広域巨大地震に備える二元復興論
明治大学130年の星たち(芸能・文化の人脈)
【地域連携講座】ホームカミングデー フードフェア講座
【連合駿台会寄付講座】日米両国IT産業界において信念を貫いた明大出身ビジネスマンにネットワーク社会の将来を聴く
3.11後の生と死を考える

山折 哲雄
吉村 武彦
荒俣
宏
藤江 昌嗣
原 秀三郎
宮本 大人
波照間 永子
江波戸 昭
白石 隆生
須永 恆雄
赤津 眞言
中林 一樹
吉田 悦志
圷
金山

宗教学者・国際日本文化研究センター名誉教授 ほか
明治大学大学院長 明治大学文学部教授 ほか
作家 ほか
明治大学経営学部教授 ほか
静岡大学名誉教授 ほか
明治大学国際日本学部准教授
明治大学情報コミュニケーション学部准教授 ほか
明治大学名誉教授 ほか
尚美学園大学ピアノコース主任教授 ほか
明治大学法学部教授 ほか
バロックヴァイオリン奏者 ほか
明治大学政治経済学研究科特任教授
明治大学国際日本学部教授

昭二 TCI株式会社 代表取締役
秋男 明治大学法学部教授 ほか

資格講座

行政書士試験合格対策講座
貿易実務合格対策講座（入門）
貿易実務合格対策講座（初級）
外務員資格
（会員二種）
合格対策講座
FP3級資格
（国家資格）
合格対策講座
ビジネス能力検定
（2級）
合格対策講座
食生活アドバイザー ® 検定
（2級）
合格対策講座
秘書技能検定
（準1級）
合格対策講座

輿水
肇 明治大学農学部教授 ほか
今村 哲也 明治大学情報コミュニケーション学部准教授
金子 敏哉 明治大学法学部専任講師 ほか
吉澤 政一 資格の学校ＴＡＣ 宅建講座講師
資格の学校TAC 社会保険労務士講座講師
米田 龍玄 弁護士
葛原 久美 株式会社ベリース代表
寺尾 秀雄 国際コミュニティ代表取締役
寺尾 秀雄 国際コミュニティ代表取締役
羽立 教江
村岡 清樹 東京シティ税理士事務所 ほか
伊藤 京子 ビジネス能力検定専門委員
竹内 弘光 ＦＬＡネットワーク協会会長
保坂 美鶴子 早稲田ワーキングスクール講師

実務講座
南
涼子
横須賀 啓子
阪田 蓉子
阪田 蓉子

日本ユニバーサルカラー協会理事長
税理士
明治大学文学部元教授 ほか
明治大学文学部元教授 ほか

語学講座

TOEFL®総合対策講座
TOEＦL® テスト ITP
マイクのひとくち英会話プラスα（初級）9月クラス
マイクのひとくち英会話プラスα
（初級）
12月クラス
マイクのらくらく英会話（中級）9月クラス
マイクのらくらく英会話（中級）12月クラス
Topics for Discussion（上級）9月クラス
Topics for Discussion（上級）12月クラス
英語で学ぶ日本文化
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法 火曜コース10月クラス
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法 火曜コース 1月クラス
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法 木曜コース10月クラス
英語で学ぶ英会話に役立つ英文法 木曜コース 1月クラス
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
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
挫折なしのビジネス英語（入門）
挫折なしのビジネス英語（初級）
English in the News：ニューズで英語を学ぶ
国際英語ニュースで学ぶ世界の今と英会話
すぐに役立つ実用英会話（初級クラス）
すぐに役立つ実用英会話（中級クラス）
ビジネス英話 電話対応からプレゼン、ミーティングまで（初級クラス）
ビジネス英話 電話対応からプレゼン、ミーティングまで（中級クラス）
【龍谷大学・明治大学連携講座】龍谷ミュージアム開設記念 釈尊をみつめて

関
学峰 日中人材コラボ・センター 中国語専任講師
バークレーハウス語学センター 韓国語専任講師
カーミット・カーベル 明治大学文学部兼任講師
タイムライフ専任講師
タイムライフ専任講師
タイムライフ専任講師
タイムライフ専任講師

資格の学校TAC 専任講師

マイク・マクサマック

明治大学法学部教授

マイク・マクサマック

明治大学法学部教授

マイク・マクサマック

明治大学法学部教授

手塚 朱羽子

エフェクトコム代表

手塚 朱羽子

エフェクトコム代表

手塚 朱羽子

エフェクトコム代表

手塚 朱羽子
エフェクトコム代表
手塚 朱羽子
エフェクトコム代表
飯田 健雄
明治大学国際日本学部兼任講師
飯田 健雄
明治大学国際日本学部兼任講師
ロバート・ハミルトン 明治大学国際日本学部特任講師
サイマル・アカデミー法人事業部講師
サイマル・アカデミー法人事業部講師
サイマル・アカデミー法人事業部講師
宮治

昭 龍谷大学ミュージアム館長・龍谷大学文学部教授 ほか

教養・文化講座、資格・実務・語学講座の詳細は、
パンフレット「2011年後期 教養・文化講座」
「2011年後期 資格・実務・語学講座」(無料)をご請求ください。
ホームページから
電話・FAXでもどうぞ

https://academy.meiji.jp
TEL：03-3296-4423 FAX：03-3296-4542
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お申込方法のご案内
会員受付▶9月1日（木）10：30〜
一般受付▶9月3日（土）10：30〜

お申込は
3方法

WEB https://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】https://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。

6

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

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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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。

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 77頁

Our Curriculum

理諭と実践、
活力あるリーダーを育てたい
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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

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
10

ネットマーケティング実践講座
48・49頁

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
●キッコーマンビジネスサービス 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
●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
●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
●神奈川県住宅供給公社
●株式会社 損保ジャパン人財開発
●フォーデイズ株式会社

詳しくはホームページにて https://academy.meiji.jp

わからなければ、勉強すれば良いじゃん！人材育成＆自己啓発とその効果的手法を求めて
私の「マーケティングって何？」は、2003年に製品設計部門から商品企画部門に異動することから始まった。それまでは半導
体集積回路（IC）の開発部門であったので、設計に関わる技術知識については良く勉強した。特に私の大学時代は、日本には
まだICの教科書はほとんど無く、当然日本の大学でもICについて教えるところはほとんど無かったと思います。したがって入
社した頃は、会社の先輩もそれほど詳しくなく、米国バークレー大学の教科書を用い、会社で上司・同僚交えて勉強をしまし
た。このころ「わからなければ、勉強しよう」が当たり前の文化となっていました。
2003年に商品企画部に異動したときの会社の目標に「顧客満足」がキーワードとして入っていました。「マーケティング」
や「顧客満足」って何をすればいいんだろう、どういうマネジメントをすればいいんだろうと悩んでいたところ、電車の中でふ
と見つけたリバティ・アカデミーの広告でした。そうだ、わからなきゃ勉強しようの精神で、直ぐに受講を申し込みました。実は
当時、私は部長として、もう一人は課長の立場で一緒に異動になっていて、二人とも同じことで悩んでいましたので、二人で受講
しました。現在リバティ・アカデミーで定番講座となっています「実践・マーケティング戦略セミナー」です。学んだことを日々
二人で実践し、特に部下に対する指導時でも積極的に使いました。しかし、そう簡単には部下に伝わらないことも沢山ありまし
た。翌年からは、この講座の受講をほかの課長、主任クラスへ展開しました。ボトムからアップするのではなくトップ自ら学
ぶ、最初は半信半疑で躊躇する部下も上司もやったのだから仕方ないと半ばあきらめがつき、順番に受講してくれました。
その結果は、思いのほか効果的でした。それぞれが学んだ知識、共感したフレーズが職場で実践で使えるようになったこと
です。若者同士では、
「これってあの時勉強したケースだよね、じゃ試してみようよ。」マネジメントのシーンでは「おい○○君、あそこで習った手法を
使ってみないかと」・・・と言うように、職場内で知識やフレーズに共通の価値観をもたらすことができるようになったことです。
部下だけが教育の対象ではなく、上司も新しいことを自ら学び、それを部下と言葉ごと共有する。
2004年は十数名、他の部門にも広がった2006年以降は毎年数十名が受講しています。毎年、多くの弊社の仲間達が自己啓発でリバティ・アカデ
ミーを受講し、思いを共有する他社の受講生とも親交を厚くしています。

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

11270001

オープン講座

明治大学・和歌山県新宮市連携 熊野学フォーラム 第5弾

熊 野 の至 宝との出会 い

美術史と宗教観から聖性を説く〜

1月21日（土）

2012年

開場12:00 開講13:00

会

(〜17:00)

後援:和歌山県・熊野学研究委員会
国際熊野学会

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

熊野の宗教的な主題が垂迹画の世界でも見事に表されて
いる。
日本人の感性は山中浄土観とともに、
海
（川・滝）
をも
モチーフとして、世界的に名高い名品を生み出した。
芸術と自然と信仰の交響、
照応。
美術史的、
宗教的に説き、
そ
の宇宙観に迫ります。
Presented by Shingu
■基調講演会

山折 哲雄 氏
（宗教学者・国際日本文化研究センター名誉教授）

■特別講演①

日本有数の美術館から招聘（予定）

■特別講演②

日本を代表する美術史学者（予定）

■パネルディスカッション（予定）
山折 哲雄
美術史学者
美術館の代表と学芸員
林 雅彦（明治大学法学部教授）
■交流の夕べ（軽食付き）
17：20〜19：00 会場：アカデミーコモン2階

会費：3,000円（当日、会場受付にてお支払いください）
定員：先着150名（事前予約制）
※申込みの際に
「交流の夕べ」
への参加の有無をお伝えください。

■パネル展「植物の霊場 熊野」
（仮題）
会場：アカデミーコモン1階エントランスホール
期間：2012年1月11日（水）〜1月22日（土）
那智大滝

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1,000名）
リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp

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

大学会館

●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

11270002

オープン講座

まき

むく

がく

明治大学・奈良県桜井市連携講座 第1回 纒向学フォーラム

纒向遺跡・邪馬台国・古墳・ヤマト王権
日本古代学研究所共催
読売新聞社後援

10月1日（土）

開場12:30 開講13:00

会

(〜17:00)

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

初期ヤマト王権発祥の地であり、邪馬台国の候補地である纒向遺跡。
飛鳥以前、古代ヤマトの都があった桜井には、記紀万葉の時代から語り継
がれた悠久の時の流れと、古代からの信仰の山、三輪山の山裾を縫うように続く山の辺の道、歴史の重みを感じさせる遺跡や古社寺には、心のふ
るさとの趣があります。今回、纒向学フォーラムとして、纒向遺跡を多様な側面からの講演とシンポジウムで解明を進めます。

Pro gram

■講 演

①纒向遺跡研究の現状―40年の調査成果から―橋本 輝彦

④ヤマト王権と纒向―吉村 武彦

②3世紀の倭の国都
「纒向遺跡」
―苅谷 俊介

■ シンポジウム
「纒向から古代日本を展望する」

③纒向地域の弥生墳丘墓と前方後円墳―大塚 初重

Profile
はし もと てる ひこ

かり や しゅんすけ

橋本 輝彦 桜井市教育委員会文化財課係長

苅谷 俊介 俳優 日本考古学協会会員
1946年大分県生まれ。映画助監督を経て1971年に映画俳優
としてデビュー。NHK大河ドラマや映画・テレビなど俳優とし
て活躍する傍ら、考古学研究を続けており、とりわけ纒向遺
跡の発掘には深いかかわりを持っている。
「考古見聞会」を主
宰。
「まほろばの歌がきこえる〜現れた邪馬台国の都」
（Ｈ＆Ｉ
出版）他多数。
（公式HP）http://www.tutibutai.com/

1969年奈良県生まれ。奈良大学文学部卒。専攻は日本考古
学。1994年より桜井市教育委員会に勤務。現在、文化財課係
長。研究テーマは、弥生時代から古墳時代にかけての土器・墳
墓の研究。近年は、纏向遺跡の調査を担当する。主な共著に、
『ホケノ山古墳発掘調査概報』
（学生社）、
「纏向古墳群の出土
土器とその年代」
（『古墳出土の土師器と実年代』大阪府文化
財センター）、
「纏向遺跡の初期古墳」
（『古代「おおやまと」を
探る』、
学生社）
他多数。
おお つか はつ しげ

よし むら たけ ひこ

大塚 初重 明治大学名誉教授
1926年東京都生まれ。明治大学文学部卒。同大学院博士課
程中退。文学博士。日本学術会議会員。山梨県立考古学博物
館館長、日本考古学協会会長等歴任。現在、静岡県文化財保
護審議会委員、静岡県登呂遺跡再整備検討委員長。2005年
春「瑞宝中綬章」受章。専門は弥生時代と古墳時代全般。編
著書は『日本考古学を学ぶ1〜3』(有斐閣選書)、
『日本古墳大
辞典』
（ 東京堂出版）、
『 日本古代遺跡事典』
（ 吉川弘文館）、
『最新日本考古学用語辞典』
（柏書房）、
『東国の古墳と大和政
権』
（吉川弘文館）、
『「古墳時代」の時間』
（学生社）、
『「弥生時
代」の時間』
（ 学生社）、
『 東アジアの装飾古墳を探る』
（ 雄山
閣）
『古墳時代の日本列島』
、
（青木書店）など。

吉村 武彦 明治大学大学院長 明治大学文学部教授
1945年朝鮮生まれ。京都・大阪育ち。東京大学大学院人文科
学研究科博士課程中退。博士（文学）。専攻は、日本古代史。
主な著書に、
『日本の歴史3 古代王権の展開』
（集英社）、
『日
本古代の社会と国家』
（岩波書店）、
『古代天皇の誕生』
（角川
選書）、
『日本社会の誕生』
（岩波ジュニア新書）、
『聖徳太子』
（岩波新書）、
『ヤマト王権』
（岩波新書）他多数。
11月19日（土）
・20日（日）に、奈良県桜井市において、纏向学講演会と纏向遺跡
の現地説明会を開きます。詳細・申込については、10月１日にご案内いたします。
19日（土）午後 講演会：橋本輝彦「纏向遺跡の今日」
・佐々木憲一「箸墓古墳」
・
吉村武彦「古代の纏向」
・小笠原好彦「古墳から寺院へ」
20日（日）
纏向遺跡のフィールド調査

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800名）
リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp

●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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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

大学会館

講座コード

11270003

南方熊楠シンポジウム
みな

かた

くま

オープン講座

明治大学・和歌山県連携講座
ぐす

記念行事：
COP10一周年
国連生物多様性の10年
国際森林年

〜南方熊楠のエコロジー思想とは何か?〜

10月2日（日）

開場12:30 開講13:30

会

(〜17:00)

共催：環境省

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

南方熊楠（1867-1941）は、民俗学の分野における近代日本の先駆者的存在であり、博物学、宗教学の研究や、植物学、特に「隠
花植物」と呼ばれていた菌類・変形菌類・地衣類・蘚苔類・藻類の日本における初期の代表的な研究者です。今からちょうど100年前
に生物どうしのつながりの重要性、つまり現代の生物多様性の考え方に通じるエコロジーの思想で神社合祀令に反対し、自然保護
運動を展開しました。その熊楠の視点は生命のつながりの大切さでした。現在、東日本大震災は私たちの生活に計り知れない影響
を与えています。自然への畏敬、命の尊さを改めて考え直さなければなりません。
「生きる」ことは一人ではありません。人と人がつ
ながり、自然との共生のなかで生きています。このシンポジウムを通して、熊楠のエコロジー思想を現代社会に問いかけます。

P ro gram

○プロローグ
○講演
○座談会
スライドショー
「生命誌の世界と熊楠」
中村 桂子
荒俣宏・中村桂子・井川憲明・
「南方熊楠へのいざない」
写真：鈴木 理策 「熊楠のエコロジー思想」
井川 憲明
黒田大三郎・仁坂吉伸
○主催者挨拶/和歌山県知事
「熊楠の愛した
○基調講演
“生物多様性の宝庫─熊野”」
黒田 大三郎
「エコロジーの先駆者南方熊楠」荒俣 宏

南方 熊楠
〔画像提供：南方 熊楠顕彰館（田辺市）〕

Profile
あら また ひろし

荒俣 宏

なか むら けい こ

中村 桂子 JT生命誌研究館館長

作家

1947年東京都生まれ。慶応大学卒業後、10年間のサラリーマン
生活ののち独立。百科事典の編集助手をしながら書いた小説
『帝都物語』がベストセラーになり日本SF大賞受賞。
『世界大博
物図鑑』で、サントリー学芸賞受賞。神秘学、博物学、風水等多
分野にわたり精力的に執筆活動を続け、その著書、訳書は350
冊あまり。南方熊楠に関しては、
「南方熊楠-奇想天外の巨人」な
どがある。武蔵野美術大学客員教授・サイバー大学客員教授。
い かわ

1936年東京都生まれ。東京大学理学部化学科卒業、同大学院生
物化学専攻博士課程修了。1993年に自ら提唱する「生命誌」の
理念を実現する「JT生命誌研究館」を設立し、2002年には館長に
就任。生命の普遍性と多様性を総合的に捉え、関係と時間の中
で解明しようとしている。南方熊楠全集(平凡社)との出会いが、自
身の生命誌研究に影響を与えた。日本のこころ〈地の巻〉
「私の好
きな日本人」(講談社)で南方熊楠についての執筆を担当。

のり あき

くろ だ

だい ざぶ ろう

井川 憲明 元明治大学農学部教授

黒田 大三郎

1939年三重県熊野市生まれ、少年期南方熊楠の話をよく聞かされる。
元明治大学農学部教授。農学博士。専門は、食品、モノつくりの物理
化学と環境倫理学。モノつくりはヒトの感性も重要と、感性工学を発
案。日本感性工学会設立に参加。現、日本感性工学感性商品研究部会
副会長、日本景観学会理事、NPO・グリーンサイエンス21運営委員。

1952年東京都生まれ。1975年環境庁(当時)入庁。1975年10月か
ら1978年3月まで吉野熊野国立公園管理事務所（当時:和歌山県
新宮市）に勤務したほか、大雪山、雲 仙天草の国立公園レン
ジャーを勤める。2008年自然環境局長。2009年から現職。特に、
昨年10月愛知県名古屋市で開催された生物多様性条約COP10
に関しては誘致、準備、会議開催に取り組み、現在は、本年から始
まった「国連・生物多様性の10年」国内委員会に参画している。

に さか

よし のぶ

仁坂 吉伸 和歌山県知事
1950年和歌山県生まれ。桐蔭高校・東京大学経済学部卒業後、通商
産業省入省。生活産業局総務課長、経済企画庁長官官房企画課長、
経済産業省製造産業局次長、ブルネイ国大使、社団法人日本貿易会
専務理事を経て、2006年12月から現職。国際森林年国内委員会委員
も務める。少年の頃からの趣味である昆虫採集は現在も継続中。

環境省参与

同時開催 「熊楠と熊野」
紹介展示
明治大学アカデミーコモン2階 10時〜 18時
熊楠の遺品・標本展示/熊楠ゆかりの地の紹介
南方熊楠の未完成映画
「熊楠KUMAGUSU」
（パイロット版）
上映

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1,000名）
リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp

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

大学会館

●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

11270004

オープン講座

明治大学・福井県連携講座

CMや映画を使った地域ブランド戦略
─ソフトバンクCMから越前和紙まで─

11月12日（土）

開場12:30 開講13:00

会

(〜15:30)

場／駿河台キャンパス
リバティタワー1階リバティホール

明治大学・福井県連携講座は今年で3年目を迎えます。
これまで、
幕末の福井、
大河ドラマ
「江」
をテーマとしてきました。
今年
のテーマは地域ブランド戦略。現在、テレビで流れているソフトバンクCMの舞台は福井県一乗谷。そして、2011年秋に公開
の映画[ＨＥＳＯＭＯＲＩ〜へそもり]の舞台も福井県の越前和紙職人。映像を使って地域資産を発信し、それをどのように地
域活性につなげていくかを話します。朝倉氏遺跡保存協会会長の岸田さんより、CMの裏話や今の一乗谷についてお話いただ
きます。映画[ＨＥＳＯＭＯＲＩ〜へそもり]総合プロデューサーの木村さんより、
[ＨＥＳＯＭＯＲＩ〜へそもり]の制作秘話
や地域伝統産業の魅力についてお話いただきます。そして第二部では、地域ブランド研究者、明治大学藤江教授も加わり、
今後
の地域ブランドづくりについてディスカッションを行います。

P ro gram
│第一部│■講演
「1本のCMが生み出す経済効果」
1573年 織田軍によって三日三晩焼え続け灰燼し
た戦国城下町跡。
山々に囲まれた谷間に存在し、
国の
指定を受けた歴史の里で訪客はあるが、
白い犬でお馴
染みのCMによって全国に広く知れ渡り、
想像以上の
経済効果を生んでいる。

社団法人 朝倉氏遺跡保存協会会長 岸田 清

「映画による地域振興の効果と今後」
映画[HESOMORI 〜へそもり]は最近流行してい
るご当地映画とは違った仕掛けが施されています。
こ
の映画はあくまで地域振興のフックであり、
題材と
なった越前和紙の普及がその最終目標であります。
映
画による地域振興とは？映画の役割とは？この視点
でご当地映画を見つめ直します。

│第二部│■フリーデイスカッション

ご講演頂いた2名の先生に、
明治大学経営学部藤江
教授も加わり、
映像を使った地域活性についてお話し
ます。

映画[ＨＥＳＯＭＯＲＩ〜へそもり]
プロデューサー 木村 昭宏

Profile

岸田 清

木村 昭宏

（きしだ きよし）

（ふじえ まさつぐ）

映画[HESOMORI〜
へそもり]プロデューサー

社団法人朝倉氏遺跡
保存協会会長
1947年 歴史の里 朝倉で生
ま れ 育 つ。1967年
（昭 和42
年）
以来の発掘に伴い自ら
住む朝倉の地に興味を持ち
協会に入会。
1980年当協会理事に就任、
4年後の
1984年 か ら12期24年 間 に 渡 り 副 会 長 を 務 め
2008年会長に就任し、中世唯一最大の歴史の里
朝倉の地を主とした観光PRに専念し、
協会の発
展、
更なる訪客増に尽力。

藤江 昌嗣

（きむら あきひろ）

映 画[ＨＥＳＯＭＯＲＩ〜 へそも
り]プロデューサーのチーフプロ
デューサー。1954生まれ。日本大
学芸術学部放送学科卒。在学中
に劇団ＧＡＹＡを結成。石井聡互監督と映画[狂い咲きサ
ンダーロード]に役者として参加。劇団の仲間である山田
辰夫が日本アカデミー賞、など数々の映画賞を受賞。劇
団も注目され、テレビ、映画など出演する。テレビドラマ
[さよなら三角またきて四角][コップ]映画[横浜ＢＪブルー
ス]他。10年前から映画のプロデュースを始める。

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。IBIM明治大
学ビジネス・イノベーション研究所所長、戦略研
究学会副会長、共著『スロースタイル』
『地域ブラ
ンドのコンテクストデザイン』
『格差社会と統計
分析』
『地域再生と戦略的協同』他。

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300名）
リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp

●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

11270005

オープン講座

明治大学・宮崎県連携講座 古事記編纂1300年記念講座

日向神話ゆかりの地 宮崎の魅力発見!
11月13日（日）

開場12:30 開講13:00
(〜16:15)

会 場／駿河台キャンパス
リバティタワー1階リバティホール

神話のふるさと宮崎。
宮崎県内各地には、古事記・日本書紀に記された「国産み」から「神武東征」までのよく知られ
た話に、ゆかりのある地が数多く登場します。今回の明治大学との連携講座は、古事記が編纂され 1300 年目を迎
えることを記念して行うもので、九州では宮崎県が初めての取組みとなります。日向神話を歴史学や考古学などの観
点からひもとき、
神話のふるさと宮崎の魅力をお伝えしてまいります。

P ro gram
│第一部│
│第二部│
「日向神話と神武伝承に史実をさぐる」 「考古学から読み解く日向神話」
紀・記神話や神武伝承が歴史学の対象から見捨て
られて久しい。
しかし、
崇神・垂仁天皇の没年確定を基
礎に信託・伝承を読み解くと、
そこには豊かな史実が
浮かび上がってくる。
この講演では、
その試みの大筋
を示したい。

景行天皇から雄略天皇まで、
日向出身の妃が迎え
られている。
親密な婚姻関係とその破綻は、
古墳群の
盛衰と整合的である。
この史実から、
瓊瓊杵尊と木花
開耶姫から神武天皇までの日向神話の謎が読み解か
れていく。

講師／原 秀三郎

講師／北郷 泰道

│第三部│
対談：
「日向神話の魅力を語る」
対談者：原 秀三郎 北郷 泰道

Profile
はら ひで さぶ ろう

ほん ごう

ひろ みち

宮崎県埋蔵文化財センター副所長・

原 秀三郎 静岡大学名誉教授 京都大学文学博士

北郷 泰道 南九州大学非常勤講師

昭和9年、伊豆・下田市に生る。77歳。静岡大学文理学部史学
専攻卒業。京都大学院文学研究科博士課程国史学専攻修
了。奈良国立文化財研究所員、静岡大学人文学部教授、千葉
大学文学部史学科教授を歴任。静岡県史古代部会長、沼津
市史原始古代部会長・編集委員長を務め、現在下田市史・大
仁町史編纂委員長。著書『日本古代国家史研究』東大出版
会、
『地域と王権の古代史学』塙書房、
『日本古代国家の起源
と邪馬台国』
國民会館。

宮崎県埋蔵文化財センター副所長・南九州大学非常勤講師。
1953（昭和28）年、宮崎県都城市生まれ。宮崎大宮高校卒
業、立正大学文学部史学科考古学専攻卒業。埋蔵文化財係
長、西都原対策班主幹として西都原古墳群の整備・活用事業
及び西都原考古博物館建設事業を総括。2004年度から、宮
崎県立西都原考古博物館、宮崎公立大学非常勤講師、放送
大学非常勤講師。2010年度から、現職。主要著書は、
『海にひ
らく古代日向―玉璧・諸県君・アジアの架け橋』
（ 鉱脈社、
2010年）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300名）
リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp

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

大学会館

●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

11270006

オープン講座

明治大学・鳥取県連携講座
〈あちら〉と
〈こちら〉
のあいだで─

水木しげると谷口ジローの世界
11月26日（土）

開場12:30 開講13:00

会

(〜14:30)

場／駿河台キャンパス
リバティタワー2階1021教室

鳥取県は、
水木しげる先生、
谷口ジロー先生、
青山剛昌先生等の著名な漫画家を輩出しています。
近年、
境港市が、
水
木しげる先生が描かれたマンガ
「ゲゲゲの鬼太郎」
をモチーフにした妖怪の町として知られるようになり、
年間370
万人を超える観光客で賑わうようになるなど、
「まんが王国とっとり」
として展開しつつあります。
この鳥取県におい
て、
来年11月に、
「国際マンガサミット鳥取大会」
が開かれ、
世界中の漫画家が鳥取県に集まることになりました。
こ
れに併せて国際的な漫画コンテストや
「まんが王国とっとり」
の各種イベントなどを実施します。

鳥取県が生んだ二人のマンガ家、水木しげる
と谷口ジロー。海外でも高い評価を受けている
二人の作風は一見、大きく異なりますが、共通点
もあります。
二人の作品世界に、みなさんと一緒
に分け入ってみたいと思います。

Profile

宮本 大人（みやもと ひろひと）
明治大学国際日本学部准教授
1970年、和歌山県生まれ。東京大学大学院
総合文化研究科博士後期課程単位取得退
学。北九州市立大学文学部准教授を経て、現
職。日本マンガ学会理事。専門はマンガ史。

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。

お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp

●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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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

大学会館

講座コード

11270007

オープン講座

PIC
（太平洋諸島センター）
連携講座

太平洋諸島と沖縄

〜沖縄芸能におけるミクロネシア・南洋群島〜
「南洋浜千鳥」
節にのせた
創作舞踊
「千鳥有情」

コーディネータ
は てる ま

なが こ

波照間 永子
明治大学情報コミュニ
ケーション学部准教授、
琉球舞踊 重踊流 師範

2012年

南洋群島とは、戦前、大日本帝国が国際連盟の委託を受けて統治していた
ミクロネシアの島々の総称です。現在の北マリアナ諸島・パラオ共和国・
マーシャル諸島共和国・ミクロネシア連邦に相当し、第二次世界大戦では激
戦地となったことで知られています。戦前の南洋群島には、沖縄から多くの
人々が移り住み、島々の風土や文化に触発された芸術文化を創出しました。
本講座では、まず前半で、ミクロネシア・沖縄関係史研究の第一人者である
今泉裕美子さんに「南洋群島と沖縄の関わり」についてお話いただきます。
後半では、南洋に渡った芸能人によって伝えられたうたや、そのうたにイン
スピレーションを得て生まれた創作舞踊を、仲村逸夫さん(歌三線)と志田房
子さん(舞踊)の実演とともに紹介します。

2月25日（土）

開場 13:30
（〜16:00）
開講 14:00

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

│第1部│
「憧りぬ南洋」
から
「メリケンの牧場」
へ 今泉 裕美子
いまいずみ

ゆ み

―沖縄にとってのミクロネシア

こ

法政大学 国際文化学部教授

「南洋帰り」
たちが戦前から歌い継ぎ、
あるいは戦後新たに作ったうたを理解するために、
南洋での沖縄の人々の仕事やく
らし、
現在に続くミクロネシアの人々との関わりあいについてお話します。
なかむら いつ お

│第2部│沖縄の歌と踊りにみるミクロネシア

し だ

ふさ こ

実演 : 仲村 逸夫(歌三線)・志田 房子(舞踊)
解説 : 波照間 永子

南洋に渡った沖縄の人々の娯楽に供すべく、
沖縄芝居の役者らもそこに巡業の地を求めました。
海を越え移動した人々の、
南洋、
そして故郷に対する
「想い」
を、
沖縄三線の響きとともに味わいましょう。

講師：今泉 裕美子

┃太平洋諸島センターとは？┃

歌三線：仲村 逸夫

舞踊：志田 房子

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100名）
リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp

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

大学会館

●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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オープン講座

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

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年以上
にわたって講座を進めていますが、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

11270008

10月15日（土）

開場13:30

開講14:00〜16:30

生きているフォルクローレを聞こう
なか た

しゅういち

演奏：中田 秀一とコリカンチャ

中田 秀一

南アメリカ、ペルー、エクアドル、ボリビアにはさまざまな民俗楽器による音
楽が伝承されています。白雪をいただく山岳は民衆の敬虔な信仰の鏡であり、
谷間や高原は生活の糧を与えてくれる神聖な大地でもあります。プレインカ時
代〜インカ時代〜コロニアル時代、そして現代へと多彩な音楽文化が生まれ伝
えられてきました。私は日本のアンデス、信濃の地でアンデスの魂、ケーナ、
サンポーニャ、チャランゴ、ギターラ、アルパ・アンディーナといった楽器を
製作して音楽活動を続けています。

第 講

講座コード
2

1127009

11月19日（土）

開場13:30

開講14:00〜16:30

バンジョーの響きーその誕生から現在まで
いし かわ しゅう じ

はら

あお き

けん

演奏：石川 修次・原 さとし・青木 研
石川 修次

原 さとし

青木 研

奴隷貿易のさなかにあって、西アフリカからもたらされた民族楽器が、北アメ
リカにおいてどのようにしてバンジョーとして生まれるに至ったのか、そして
21世紀を迎えた現在も身近な楽器として人々に愛され続けているのか、と
いったことについてご紹介します。

第 講

講座コード
3

11270010

12月17日（土）

開場13:30

開講14:00〜16:30

フラメンコのドゥエンデをさぐる
かた ぎり かつ ひこ

もり

かお り

みや もと

あ

つ

こ

演奏：片桐 勝彦 歌 : 森 薫里 踊り : 宮本 亜都子
片桐 勝彦

宮本 亜都子

森 薫里

ドゥエンデ(duende)とは、フラメンコの中に存在する神秘的で言葉に表せな
い魔力のことです。それは演者と受け手の中に神がかったような瞬間として
訪れます。フラメンコの施法・リズム(コンパス)の説明や、ギター・歌・踊りの
実演を通して、ドゥエンデをさぐっていきます。

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。

お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp

●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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明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン

大学会館

講座コード

11270011

オープン講座

女流作曲家たちと魅力あふれる珠玉の音楽
レクチャー＆コンサート

12月3日（土）

開場15:30 開講16:00

クラシック音楽の女流作曲家は演奏家に比べて少なく、創作活
動が社会的に認められるようになったのは 19 世紀以降で、啓蒙
思想のベートーヴェンでさえも、女性に作曲は向かないと信じて
いました。
この講座では、優れたピアニスト・作曲家として活躍
をしたクララ・シューマン、秀作を残したメンデルスゾーンの姉
ファニー、ウィーン芸術界の華アルマ・マーラー、
《乙女の祈り》
で知られるバダルゼフスカ、フランス音楽界の輝くシャミナード
やタイユフェール、ブーランジェ姉妹、ロシアのグバイドゥーリ
ナ、それに邦人作曲家などを取り上げて、その魅力に迫ります。
恒
例のレクチャー & コンサートでは、彼女たちの珠玉の作品を、魅
力あふれる生演奏でご鑑賞頂きます。

白石 隆生
（しらいし たかお）

講義・ピアノ
尚美学園大学ピアノコース主任教授・大学
院教授・音楽表現専攻長。桐朋学園大・
ウィーン国立音大卒業。オーストリア政府
給費留学生。ピアニスト・指揮者として国
際的に広く活躍。ウィーン・フォルクスオー
パー副指揮者。ウィーン・フィルの首席奏者
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を歴任。東京音
大大学院講師。湘南室内合奏団代表。藤
沢市みらい創造財団理事。全日本ピアノ指
導者協会委員。ウィーン名誉金賞を受賞。
リバティアカデミーの開講時から担当。

会

(〜17:30)

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

プログラム
（予定）
「音楽夜会」よりトッカティーナ
ク ラ ラ・シ ュ ー マ ン : ロマンス、
ファニー・メンデルスゾーン :「ピアノのための4つの歌」
より
ア ル マ ・ マ ー ラ ー : 歌曲
「賛歌」
「私は花の下をさまよう」
セ シル・シャミ ナード : フルート小協奏曲、駕篭、秋のセレナード
バ ダ ル ゼ フ ス カ : 乙女の祈り
ソフィア・グバイドゥーリナ :「音楽おもちゃ箱」
より
ジェルメーヌ・タイユフェール : 野外遊戯他
中

島

は

る : 黒髪幻想曲

北條 陽子（ほうじょう ようこ）

野宮 淳子（のみや あつこ）

ピアノ レクチャーコンサート

ソプラノ レクチャーコンサート

武蔵野音楽大学卒業。同専攻科修了。多
くのリサイタルや日本シューマン協会主催
のジョイントリサイタルを始め、ドヴォル
ジャーク弦楽四重奏団や東京シティ・フィ
ル（大野和士指揮）と共演するなど、国内のみならず英国やドイ
ツでも幅広い演奏活動を行っている。2006年にはラトヴィアで
リサイタルと日本音楽のレクチャー・コンサートで好評を博し
た。深い洞察力と豊かな表現には定評がある。今春、東京シ
ティ・フィル（紀尾井ホール）とシューマンとペレーツィスのピアノ
協奏曲で好評を得る。昭和音楽短大を経て現在、聖徳大学講師
として教鞭をとる。

2011年度後期オープン講座レクチャー&
コンサート『女流作曲家たちと魅力あふ
れる珠玉の音楽』出演者。東京音楽大学
研究科修了。二期会オペラ・ストゥーディ
オ優秀賞。東京音大コンクール優勝。全日本学生音楽コンクー
ル東京大会第3位。フランス音楽コンクール第2位。日本チャイ
コフスキーコンクール第1位。日仏声楽コンクール奨励賞。藤
沢オペラコンクール奨励賞。国際ベルヴェデーレコンクール日
本代表。奏楽堂日本歌曲コンクール入選。《フィガロの結婚》
や《第九》に出演。東京音楽大学と尚美学園大学の演奏助
手、二期会会員。

大和田 葉子（おおわだ ようこ） フルート レクチャーコンサート
2011年度後期オープン講座レクチャー&コンサート『女流作曲家たちと魅力あふれる珠玉の音楽』出演者。
桐朋女子高等学校、同大学を経て、パリ国立音楽院とフライブルク国立音大を首席で卒業。ニューヨークで多く
の賞を受賞。名手ランパルやニコレに師事。内外でのリサイタルやモーツァルトの協奏曲等で活躍。現代音楽に
も力を注ぎ、CD「フルート・メッセージ・フロム・ヨーコ」を発表。国内の主要ホールのみならずヨーロッパ各国で
演奏活動を行い、ルーマニアとスペインの現代音楽祭に招聘。古典から現代まで幅広いレパートリーを誇る。

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し込み下さい。

お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp

明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン

大学会館

●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

11270012

オープン講座

オペラの愉しみ
ひとつのアリアができるまで

11月5日（土）

開場13:30 開講14:00

会

(〜16:00)

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

ひとつのアリアがどのように成立するか、その過程を、歌とピアノによって、つぶさに観察します。すなわちオペ
ラのアリアの演奏が、歌手とコレペティートアとの共同作業によって出来上がってゆくその一部始終を、実演し、分
析し、解説します。すでに出来上がった歌唱を鑑賞するだけでは見えない聞こえない演奏成立の過程に、逐一立ち会
うことができます。すると、いままで知らなかった、意識しなかった、さまざまの側面が、そこから浮かび上がって
きます。単なる正面のみならず、舞台裏の芸術の生成過程をも、手に取るように実感できる絶好の機会となることで
しょう。
とりあえずは楽譜として後世に遺された曲には、またしかし、その上演の伝統の歴史、歴史的背景をともなう成立
過程などなど、音譜に記されない、いわば行間の、言外の、さまざまの含蓄がつまっています。そのような氷山の、
水面下の部分にも目を配りながら、あらためて曲を眺めるとき、すでに耳になじみの音楽もまた、あるいはいままで
見たこともない新しい顔をあらわすかもしれません。
本講は、「オペラの愉しみ」のいわばワークショップ篇として企画致しました。現場で活躍する音楽家とともに、通
常講座の講師もパネラーとして参加して、聴衆ともども質疑応答に加わります。

三ッ石 潤司
武蔵野音楽大学教授
東京藝術大学作曲家卒。同学大学院博士課程単位修得。アンリエット・ピュイグ=ロジェ女史にコンペティツィオン、伴奏を学ぶ。1988
年よりウィーン国立音楽大学に学び、89年より同学声楽科などで教鞭を執るかたわら、ウィーン、パリを始めヨーロッパ各地の劇場や
音楽祭でコレペティートアとして活躍。2008年より武蔵野音楽大学教授。2009年4月より東京藝術大学非常勤講師。2009年12月オー
ストリア共和国功労金賞受賞。

須永 恆雄

恒川 隆男

明治大学法学部教授

元明治大学文学部教授

当講座コーディネータ。東京都立大学人文学部修士
課 程 修 了 後、信 州 大 学 を 経 て、現 職。訳 書 に『モ ー
ツァルトのベースレ書簡を読む』
（シンフォニア）、
『指揮者とオーケストラの間』
（同）、
『ウィーンの内
部への旅』
（彩流社）、
『マーラー書簡集』
（法政大学出
版）など。

東京大学文学部修士課程修了後、東京大学、津田塾
大学を経て、明治大学文学部教授。著書に『二つの世
界のオイディプス』(白水社)など。

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300名）
リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp

●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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明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン

大学会館

講座コード

11270013

オープン講座

「テレマン、って誰でしょう?」

隠された真実と魅力 どこに彼の本当の姿はあるのか?
オーケストラ ファン•ヴァセナールによる室内楽シリーズ

11月10日（木）

開場19:00 開講19:30
(〜21:00)

会 場／駿河台キャンパス
リバティタワー1階リバティホール

18世紀ドイツに音楽史上最大の作曲家が3人、殆ど同じ場所で生を受けました。一人はご存知のJ.S.バッハ
(1685生)、そしてG.F.ヘンデル。しかしその二人より4年前、後に全ヨーロッパにその名を轟かせる事になるG.P.
テレマンが産声を上げたのです。彼の生涯における作品数は1000曲以上。死後長らく忘れ去られその価値は低く見
られてきました。近年の古楽復興運動でバッハ、ヘンデルに並ぶ音楽家と評価され始め、その作品も多数演奏される
ようになりました。今回はその人、作品の魅力を掘り下げてみたいと思います。
曲 目／ Trio in a-minor TWV42:a1 - Recorder, Violin and Basso continuo
Sonata in B-flat-major TWV40:111 - Recorder and Violin(piccolo)
Trio in E-major TWV42:D9 - Violin, Viola da Gamba and Basso continuo / ESSERCIZII MUSICIより
Fantasie in E flat-major TWV40:Es21 - Violin solo 他

赤津 眞言

岡田 龍之介

バロックヴァイオリン奏者、
ベルギー・レーメンス音楽研究所客員演教授

チェンバロ奏者、洗足学園音楽大学講師

国立音楽大学で守岡輝氏に師事。
バロックヴァイオリン、室内楽を小野萬里、千成千徳各
氏に、1987年よりハーグ王立音楽院にてS.クイケン氏
に師事。91年、国際古楽室内楽コンクールで2位。93年、
ソロイストデュプロマを得て同校卒業。現在、多くの
ヨーロッパの団体、日本国内での室内楽演奏活動を中
心に、アントワープ音楽院でのマスターコース等の教
育活動も行っている。

慶應義塾大学経済学部、東京芸術大学楽理科、同大学院
卒業。音楽学を角倉一朗、チェンバロを有田千代子各氏
に師事。93年にデヴュー以来、数多くの演奏会に出演。
国内外の古楽奏者と共演を重ね、その通奏低音演奏に
は定評がある。近年は韓国やドイツ等での演奏、教育活
動、執筆活動にも力を入れている。都留音楽祭講師。

ピーター

ファン

ヘイヒェン

武澤 秀平

Peter van Heyhgen

桐朋学園大学音楽学部バロックチェロ科講師、
チェロ、ガンバ奏者、
新日本フィルフォアシュピーラー

コーダー奏者、オランダ・ハーグ王立音楽院、
ベルギー・ブリュッセル王立音楽院教授

東京芸術大学音楽学部器楽科チェロ専攻卒業。同声会
賞受賞。チェロを崎野敏明、山崎伸子、ガンバを福沢宏
各氏に師事。卒業後古楽演奏に力を入れ、これまでに
ザ・バロックバンド、オーケストラ・シンポシオン、バッ
ハ・コレギウムジャパン、ロゴス・アポカルプスィス等
に参加し、演奏活動をしている。

ベルギーを中心に多方面で活躍する古楽演奏家。リ
コーダー奏者として活動する傍ら、指揮活動も積極的
に行っている。研究者としてもリコーダー奏法、歴史に
ついて草分け的な論文を発表している。バロックオペ
ラにも興味を持ち2003年よりカールスルーエのヘン
デルアカデミーに於いてオペラを手がけ、その公演は
大きな成功をおさめている。

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300名）
リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp

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

大学会館

●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

11270014

第14回ホームカミ

オープン講座

東日本大震災から復興し首都圏・西日本の
広域巨大地震に備える二元復興論
協力:明治大学震災復興支援センター・東北再生支援プラットフォーム

10月16日（日）

会 場／駿河台キャンパス
リバティタワー１階1011教室

開場12:30 開講 13:00

（〜14:30）

2011年3月11日14時46分、
東北地方太平洋沖地震が東日本を大きく揺すり、
その揺れは5分も続きました。
こ
のマグニチュード9.0の巨大地震は、
揺れのみならず、
犬吠埼から下北半島に及ぶ東日本の太平洋岸を巨大津波と
なって襲い、
沿岸の6県62市町村を中心に全壊・流出・焼失した家屋11万棟、
死者不明者2万人にも達しました。
さら
に、
津波は福島の原子力発電所を破壊し、
東北の原発も停止させて、
東北地方・首都圏に電力不足を引き起こし、
経済
活動にも大きな影響を及ぼしています。
さらに電力不足は全国に及んでいます。
東京でも300万人もが自宅に帰れな
かったと推計されています。
想定外の大地震、
未曾有の巨大津波、
全国に及ぶ国難としての東日本大震災。
しかし、
歴史的には日本は更なる国難
を何度も乗り越えてきたのです。
我々はこの東日本大震災を乗り越えることができるはずです。
さらに我々が直面す
る課題とは、
切迫してきている首都直下地震、
東海地震、
東南海・南海地震への備えを急がねばならないことです。
そ
れは、
東日本大震災からの
「災害復興」
にとどまることなく、
同時に進める首都圏・西日本での
「事前復興」
の取り組み
なのです。
私たちの日々の備えがその日を乗り越える鍵になることを、
皆さんと考えたいと思います。

なかばやし いつ き

中林 一樹

明治大学 政治経済学研究科 特任教授
1947年福井県生まれ。東京都立大学工学研究科建築学専攻博士課程単位取得。工学博士。東京都立大学助手・助教
授・教授を経て、2011年より現職。中央防災会議・東京都防災会議の専門委員など実践的研究に取り組み2009年度
防災功労者表彰。主な編著書に『大震災に備える』
（2009共著）、
『世界と日本の災害復興ガイド』
（2009共著）、
『路地
からのまちづくり』
（2007共著）、
『自治と参加・協働』
（2007）、
『巨大都市と変貌する災害』
（2006監訳）、
『図説 東京直
下大震災』
（2005）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200名)
リバティアカデミー事務局まで
お申込ください。
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お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp

●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。

講座コード

ングデー公開講座

11270015

人物で語る明治大学史

10月16日（日）

開場14:30 開講 15:00

（〜16:30）

オープン講座

明治大学130年の星たち（芸能・文化の人脈）
協力:明治大学史資料センター

会 場／駿河台キャンパス
リバティタワー１階1011教室

明治大学は1881(明治14)年,明治法律学校とし
て有楽町に誕生しました。
本年は創立130年にあたり,
様々な記念事業がおこなわれます。
その一環として本
講座を企画しました。
明治大学の創立と発展に寄与し
た人びと,各分野で活躍した卒業生たちを中心にして,
明治大学130年の歴史をふりかえります。
明治大学の芸能・文化の人材は、
星のように輝いてい
ます。
作詞作曲家には,古賀政男,阿久悠。
映画監督には、
岡本喜八、
俳優には、
東野英治郎。
また演劇には唐十郎、
作家に、
伊藤左千夫。
アナウンサーも落語家もいます。
現在につらなる芸能・文化の人脈を、
「大衆との共鳴」
の
視点から眺望します。

よし だ

えつ し

吉田 悦志

明治大学 国際日本学部 教授
1949年生まれ。明治大学博士課程単位取得満期退学。専門分野は日本近代近世の文芸。現在の研究課題は、明治
大学と文学者（夏目漱石・樋口一葉・笹川臨風・伊藤左千夫・子母澤寛・尾佐竹猛・上田敏・菊池寛・五味康祐他）を研
究発表。2008年埼玉大学にて博士（学術）取得。著書論文『きみに語る-近代日本の作家と作品―』
（DTP出版2008
年）、
『上司小剣論̶人と作品』
（翰林書房2008年）、
『事件「大逆」の思想と文学』
（明治書院2009年）など単著刊行。
2010年『太宰治研究18』に論文掲載。

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

大学会館

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

25

講座コード

11270016

オープン講座

第14 回ホームカミングデー公開講座

申込不要
参加自由

地域連携フードフェア講座 開催！
明治大学では、
昨年，
新たな社会連携を目指し，
社会連携機構が発足いたしました。
また，
同時に全国レベルでの地域
連携活動を充実させるべく
「地域連携推進センター」
が設立されました。
このたび，
下記日程で開催される
「ホームカミングデー」
に合わせて地域連携推進センター主催による
「フードフェ
ア」
を開催します。

■うまいもん紹介講座

10月16日（日）

開場10:00 開講10:30

会

(〜12:00)

場／駿河台キャンパス
リバティタワー2階1021教室

■地域連携フードフェア

10月16日（日）10:00〜16:00

会 場／駿河台キャンパス
リバティタワー２階 陽だまり広場（物産展会場）
本学が協力協定や連携講座等を実施している各地方
自治体などより各地の特産品をご紹介いただきます。
当日は個別ブースにて、
試食や販売なども行います。

出展予定

山形県天童市、
福井県鯖江市、
群馬県嬬恋村、
千葉県成田市、
宮崎県など他多数出展

※写真はイメージです。

第１４回ホームカミングデー
ホームカミングデーとは、母校明治大学が校友の皆様をあたたかくお迎えする日です。
また、運営ボランティア及び各音楽団体等出演者で500名を超える学生が参加しており、校友
と学生（準校友）との貴重な交流の場でもあります。
ご学友同士、ご家族とともに母校の「今」に触れていただき、母校での秋の一日を心ゆくまで
ご満喫ください。
開催日
会

場

２０１１年１０月１６日（日）

１０:００〜１７:００

駿河台キャンパス
リバティタワー、
アカデミーコモン、紫紺館

招待校友

卒業後50年目
卒業後40年目
卒業後30年目
卒業後20年目
卒業後10 年目

1961年（昭和36年）卒
1971年（昭和46年）卒
1981年（昭和56年）卒
1991年（平成 3年）卒
2001年（平成13 年）卒

特別招待
校友

卒業後 1 年目 2011年（平成23年）卒
※「卒業記念セレモニー」
を開催します！

※招待校友以外の方やリバティアカデミー会員の方、
一般の方もご参加頂けます。
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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

大学会館

講座コード

11270017

オープン講座

明治大学連合駿台会寄付講座
日米両国IT産業界において信念を貫いた明大出身ビジネスマンに

ネットワーク社会の将来を聴く
11月11日（金）

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

IT産業の技術革新はいつまで続くのか?
半導体の技術革新は急速に産業構造を変化させ、生じた隙間に新しい
企業、起業家(ベンチャー企業)の参入を促してきました。通信の高速化
とネットワーク化がクラウドコンピューティングの世界を生み出し、IT
とネットワークの融合が加速度的に進んだ結果、今後、様々な機器の高
速化、高機能化が進むことが予測されます。コンピューター時代の革命
児とも呼ばれる
「クラウド」
が、
これまでの
「所有の概念」
を、
「利用の概
念」に変えようとしています。世界の半導体の技術革新が限界の領域に
近づくなか、講師は黎明期の海外半導体企業のマーケティングに従事、
通産省(当時)の国内半導体企業育成プログラムに参加、
日本の対応策を
当時の三木首相にも提言した経緯を持ちます。ビル・ゲイツやスティー
ブ・ジョブスを誕生させた産業がどう変わるのか? ウィンテル はどう
なるのか? また、
もし日本ではベンチャー企業が育ち難い環境があると
すれば、
それはいったい何なのか? IT産業の歴史を検証し、
今後の産業
がどう変わっていくのかを、多くの映像を交えながら解説します。

圷 昭二（あくつ しょうじ）
TCI株式会社 代表取締役

米国O2Micro International社（ナスダック上場企業）
社外取締役など

明治大学商学部卒業。電子機器商社、株式会社理経を経て、1969年米国Motorola社半導体事業部門(米国及び日本法人)に勤務、日立製作所とのマイクロプ
ロセッサ設計ライセンスなどに関わった。1975年半導体マーケティング・コンサルティングを目的とした日本テクセル株式会社(後にテクセル株式会社に
改称)を設立。
富士通株式会社電子デバイス事業部、
TDK-Fairchild社などのマーケティング戦略などを担当した。その後、海外の最先端電子デバイスの輸入
商 社 に 変 更、
米 国、
欧 州 な ど20社 前 後 の 先 端 技 術 製 品 を 日 本 の コ ン ピ ュ ー タ、大 手 電 機 企 業 を 対 象 に 販 売。そ の 間、中 国Central Semiconductor
Manufacturing Corp(CSMC)の役員に就任、
また、
日米の半導体戦争、通産省(当時)の輸入半導体促進プログラムなどに関わった。2005年テクセル株式を三
井物産に譲渡、
代表を退任。
現在に至る。
明治大学評議員。
連合駿台会専務理事。ロータリークラブ会員。柔道六段。

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。

お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp

明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン

大学会館

●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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オープン講座

3.11後の生と死を考える
会

場／駿河台キャンパス リバティタワー 6階1063教室

3.11 は、かつての 9.11 同様、本来潜在していたヒズミが顕在化したにすぎません。真の問題は、今回の震災や原
発事故の根底にある、私たちの
「生と死の現在」が露呈されたということ。東電や政界や官僚を批判しても、所詮それ
は一過性にすぎず、本当に私たちが新生の道を模索するなら、これまで専門家や役人たちが生み出してきたシステ
ムへの盲目的といっていい過剰依存こそ問われねばなりません。
それは加速度的に複雑化するグローバル社会の中で、益々かつての共同性を喪失し、その空洞化の中で激増しつ
つある自殺、孤独死、高齢者所在不明、直葬や幼児虐待などを、現在の震災や原発騒ぎの中に埋没させてはならない
ということでもあります。
今、私たちに突きつけられているのは思想的大転換。世界資本主義が崩壊しつつあるいま、日本がもとの経済大国
の道への復旧を目指すのか、
それとも根本的に新しい光を世界に投げかけるのか。
世界のパラダイムの変換の現場、すなわち広島、長崎、そして福島を抱える私たちこそ、宇宙のすべてのものが不
断につながっているというコスモロジーに生きとし生けるものを解き放つ使命があると思います。
この講座は、以上のようなコンセプトのもとに、中沢新一教授を中心に設立された「明治大学野生の科学研究所」
とリバティアカデミーの共同企画であります。

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…1,000円
■申込方法 事前予約制です（全席自由、先着200名）
リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

お申し込みは、お電話かHPからお申込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp

●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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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

大学会館

講座コード

11270018

10月29日（土）

開場14:30
開講15:00〜17:00

3.11後の老いと病と死
オープン講座

伊藤 比呂美（いとう ひろみ）
詩人
80年代女性詩ブームの火付け役にして牽引役。その詩は、性や身体、生殖に関する言葉にみちみちている。一時期、現代詩から遠
ざかっていたが、小説家としての活動を経て、
詩に戻り、
語りものをベースにした超現代詩を展開している。
『河原荒草』
で高見順
賞、
『とげ抜き 新巣鴨地蔵縁起』で荻原朔太郎賞、
紫式部文学賞をダブル受賞。
近年はお経の日本語訳に取り組んでいる。
カ
リフォルニア在住。

越川 芳明（こしかわ よしあき）
明治大学文学部教授
1952年千葉県生まれ。筑波大学博士課程中退。現在、明治大学教授（アメリカ文学）。雑誌に先進国主導のグローバリズムを批
判する映画論や評論を寄稿する。主な著著は
『ギターを抱いた渡り鳥 チカーノ詩礼賛』
（思潮社）
『トウガラシのちいさな旅
、
ボーダー文化論』
（白水社）、
『アメリカの彼方へ ピンチョン以降の現代アメリカ文学』
（自由国民社）
など。
訳書は、
F.カストロ
『カストロは語る』
（青土社）、S・エリクソン
『エクスタシーの湖』
（筑摩書房）
、
J・ハスケル
『僕はジャクソン・ポロックじゃない。
』
（白水社）、R・クーヴァー『ジェラルドのパーティ』
（講談社）
、
T・ピンチョン
『重力の虹』
（共訳、
国書刊行会）
ほか多数。

講座コード

11270019

11月18 日（金）

開場18:00
開講18:30〜21:00

3.11後のいのちとこころ

柳田 邦男（やなぎだ くにお）
ノンフィクション作家
1936年栃木県生まれ。医療、災害、事故などを対象とした著作を発表する一方、その底にある現代の生命、死の問題に関する関
心を深めている。主な著書に『ガン回廊の朝』
（講談社、
講談社ノンフィクション賞）
『犠牲』
（文藝春秋、
菊池寛賞）
『砂漠でみつ
、
けた一冊の絵本』
（岩波書店）など多数。
近著に
『大震災と原発』
（文藝春秋）
がある。
2011年5月、
日本政府の東京電力福島原子
力発電所事故調査・検証委員会の委員に就任。

金山 秋男（かねやま あきお）
明治大学法学部教授、明治大学野生の科学研究所副所長
東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。
専攻は死生学、宗教民俗学。
著書に
『
「生と死」
の図像学』
、
『巡礼−
その世界』、
『人はなぜ旅にでるのか』、
『生と死の東西文化史』
（いずれも共著）
など。
道元の
『正法眼蔵』
に関するものを中
心に、仏教思想関係論文多数。現在、明治大学死生学研究所代表、
国際熊野学会副代表、
日本臨床美術協会理事。

樋口 良澄（ひぐち よしずみ）
編集者
1955年東京生まれ。
「現代詩手帖」、
「文藝」
などの雑誌を編集した後、
文学、
芸術、
人文学関連の編集やイベントの企画に一貫し
て携わる一方、現代文化に関する評論活動を展開している。
主な著書に
『木浦通信』
（矢立出版）
『東京情報コレクション』
、
（講談
社、いずれも共著）など。

講座コード

11270020

12 月17日（土）

開場14:30
開講15:00〜17:00

3.11後の生と死

赤坂 憲雄（あかさか のりお）
民俗学者、学習院大学教授、福島県立博物館館長
1953年東京都生まれ。専攻は民俗学・日本思想史。1999年『東北学』を創刊。2011年4月、東日本大震災復興構想会議委員就
任。5月、福島県復興ビジョン検討委員会委員就任。
6月、
南相馬市の復興ビジョン会議員就任。
著書に、
『異人論序説』
『王と天
皇』
『遠野／物語考』
（いずれもちくま学芸文庫）
『岡本太郎の見た日本
（ドゥマゴ文学賞、
芸術選奨文部科学大臣賞受賞、
岩波書
店）
『東西／南北考』
（岩波新書）
『境界の発生』
『東北学／忘れられた東北』
（いずれも講談社学術文庫）
ほか多数。
最新刊に
『
「東
北」再生』
（小熊英二、山内明美との共著、
イースト・プレス）
。

中沢 新一（なかざわ しんいち）
人類学者、明治大学野生の科学研究所所長
1950年山梨県生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了。チベット仏教を学び、帰国後、人類の思考全域を視野にいれ
た研究分野（精神の考古学）を構想・開拓。著書に『チベットのモーツァルト』
（サントリー学芸賞）、
『森のバロック』
（読売文学賞）『
、哲
学の東北』
（斎藤緑雨賞）、
『フィロソフィア・ヤポニカ』
（伊藤整文学賞）
『カイエ・ソバージュ』全5巻（『対称性人類学』で小林秀雄賞）、
『精霊の王』、
『アースダイバー』
（桑原武夫学芸賞）、
『鳥の仏教』など多数。最新刊に『日本の大転換』
（集英社新書）がある。
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経営戦略セミナー

戦略とマネジメント
講座コード

戦略とマネジメント

11210001

（リスク・危機マネジメント編)

─リスク・危機に対応できる組織をいかにつくるか

本年3月11日に発生した東日本大震災によ
り、日本の社会・経済は大きなダメージを受け、当
面「復興」がわが国の最重要課題であるといえま
す。企業としては、自然災害を企業経営、経済にお
ける重要な脅威として再認識することも必要です。そもそも、今日の
経営環境では、政治・経済・社会・技術・自然環境が常に変化し続けてお
り、加えてグローバル化やICT化が進展したビジネス環境の中では、変
化の波が瞬く間に伝播し、
増幅していきます。
したがって、今日、企業はさまざまなリスクにさらされており、この
ような環境下において適切な経営を行ううえでは、コーポレートガバ
ナンスや経営戦略の観点から全社的リスクマネジメント(ERM:
Enterprise Risk Management)を推進していくことが不可欠で
す。リスクの把握と評価、リスク対応方針の設定を行うとともに、事業
継続計画(BCP: Business Continuity Planning)を策定し、不確実
性・不測の事態のマネジメントを構築していく必要があります。
本セミナーでは、ERM,BCPの体系や具体的な進め方を、理論と事
例をとおして学びます。

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

歌代 豊

明治大学経営学部教授

曜

日

金曜日

時

間

19:00〜20:40

定

員

30名

回

数

5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 → 12頁

受講をお薦めする方
•企業の経営者・役員,経営企画,管理部門の方々
•リスク管理,危機管理,事業継続計画等に取り組まれる方々
•IT等リスク管理,事業継続計画に関連する部門の方々

セミナーの内容
日程

1

10/21
（金）

2

11/ 4
（金）

3

11/11
（金）

4

11/18
（金）

内容

講師

「企業における全社的リスクマネジメントの取り組み動向と課題」

さまざまな経営、事業環境変化に直面する中で全社的リスクマネジメント(ERM)の整備・強化が重要な経営
課題になっています。本セミナーのイントロダクションとして、ERMの必要性と体系を理解するとともに、
企業の取り組み動向、規格化について把握し、今後の課題を検討します。

野口

「BCP/BCMの具体的な進め方と中小企業での実践」

自然災害の発生、
新型インフルエンザの流行、
ライフライン事故等に伴う企業の事業中断は、
社会・経済
に大きな影響を及ぼします。
そのための対策として事業継続計画管理(BCP/BCM)の重要性が高まって
います。
業種や規模により取り組み方はまちまちですが、
BCP/BCMの具体的な進め方を学ぶとともに、
特に中小企業での実践方法・ポイントを提示します。

池田

「事例:リケン〜新潟県中越沖地震を踏まえたBCPの整備拡充」

新潟県柏崎市に事業所・工場を有する大手自動車部品メーカーの株式会社リケンは、
近年中越地震、
中越
沖地震の2回の震災を経験しました。
最大震度6強を記録した中越沖地震では短期間での復旧に成功し、
産業界から注目されました。
その経験から得られたリスク・危機管理、
復旧に関するさまざまな教訓・知
見と、
その結果として構築されている事業継続計画(BCP)についてお話しいただきます。

藤井

「事例:東京ガス〜全社的リスクマネジメントの取り組み」

東京ガスグループでは、2003年4月から全社的リスクマネジメント(ERM)の導入準備に着手し
2004年から運用を開始しました。その後もERMの一環としてのBCP(事業継続計画)の組み込みや、
継続的な制度改善を図っています。なぜERMを導入する必要があったのか、どのようにして導入した
のか等について、具体的にお話しいただきます。

吉野

「高信頼性組織と安全文化:リスク・危機に頑健な組織の実現方策」
5

30

11/25
（金）

本セミナーでは、
ERM,BCPの体系や具体的な進め方、
そして事例を学んできましたが、
リスクマネジメ
ントにおいては、
制度・システム以外に組織的、
人的側面も重要です。
近年着目されている高信頼性組織
(HRO)、
安全文化の観点からリスク・危機に頑健な組織の特徴を明らかにし、
体質改善のあり方を検討し
ます。
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歌代

戦略とマネジメント

本講座の背景と狙い
企業はさまざまなリスクにさらされている
事故リスク

自然災害／パンデミックリスク

政治・社会・経済リスク

航空機・鉄道・交通事故
ライフライン事故 等

地震・水害・台風・噴火
新型インフルエンザ 等

戦争・テロ・政策変更
消費者運動・カントリーリスク
市場リスク 等

評判リスク

風評被害
ソーシャルメディア 等

法務リスク

製造物責任（PL）
業務上過失致死罪
株主代表訴訟
役員賠償責任 等

財務リスク

債権・投資買収・運用リスク 等

オペレーショナルリスク

サプライチェーン・情報システム
製品・サービス・情報漏洩 等

コーポレートガバナンス、経営戦略と連携した全社的リスクマネジメントの推進
リスクの把握と評価
リスク対応方針の設定
事業継続計画の策定

リスクのモニタリング

不確実性・不測の事態のマネジメント
高信頼性組織・安全文化の醸成

コーディネータ・講師紹介
うた しろ ゆたか

歌代 豊 明治大学経営学部教授
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。
いけ だ

ひろ たか

富士常葉大学附属社会災害研究センターセンター長

池田 浩敬 社会環境学部・環境防災学部学部長
大学院環境防災研究科教授

早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。株式会社
三菱総合研究所主任研究員を経て2001年富士常葉大学
助教授、2006年より現職。博士（都市科学）
、技術士（建設
部門）。専門分野は、都市防災、都市計画、災害復興計画論。
静岡県BCP普及研究会会長、
「静岡県事業継続計画モデ
ルプラン」
（静岡県）
「あいちBCPモデル」
（愛知県）
「中小
企業BCPガイド」
（中小企業庁）
の策定等に携わる。

の ぐち

かず ひこ

野口 和彦

株式会社 三菱総合研究所 研究理事

東京大学工学部航空学科卒業後、株式会社三菱総合研究
所入社。安全政策研究部長、参与を経て2005年12月より
現職。専門分野はリスクマネジメント(安全工学、人間工
学、危機管理)、科学技術政策。ISOリスクマネジメント関
連規格日本代表委員。主な著書として、
『リスクマネジメ
ント―目標達成を支援するマネジメント技術』(日本規格
協会、2009）等がある。

株式会社 リケン
営業管理部長兼事業管理(BCP)室長
中越地震・中越沖地震で柏崎工場が被災後、復旧対策本部
に従事。震災後、カーメーカーとのやり取りの後、
豪雪、
イ
ンフルエンザへの対応、海外拠点対応を含むグローバル
BCPを構築。取組み内容はCSRの一環で開示。東日本大
震災を受けて防災・BCPを再構築。
ふじ い

た

か

し

藤井 多加志

東京ガス株式会社 総合企画部
経営管理グループ 担当副部長
慶応義塾大学経済学部卒業。
東京ガス株式会社入社。
営業
総括部、
川崎支店、
監査部、
IR部
（リスク管理グループ）
など
を経て、
2010年4月より総合企画部経営管理グループ。
2003年4月からERMの導入と運用を担当。
その後、
内部統
制報告制度
（金融商品取引法）
および内部統制システムの
整備に関する基本方針
（会社法）
も担当。
現在、
ERMの運
用、
危機管理体制・BCP、
およびそれらについての有価証券
報告書等での情報開示等を担当。
CIA
（公認内部監査人）
、
CCSA
（内部統制評価指導士）
、
CFE
（公認不正検査士）
。
よし の

た ろう

吉野 太郎
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戦略とマネジメント
講座コード

社会保険労務士総合研究機構後援講座

戦略とマネジメント

ケーススタディ

実践 会社経営と人事労務

11210002 ─経営労務の実際と労務コンプライアンス監査─
現代では、企業は経営活動をグローバルに展開
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いる中で、企業は社員の働く
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。
本講座前半では、第一線で活躍する経営・管理者から、各業種における
経営労務の実際を解説します。
また、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
んトラブルが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。
本講座後半では、
「労務コンプライアンス監査」を「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
めたルールまでを視野に入れることで、高まる企業内統治の再構築への
足がかりとなることを社会保険労務士から解説します。
これらに、大学研究者による理論的解説を加えて、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り、この時
代にどう向き合っていけばよいのかをご一緒に考えていきます。

講義形式

セミナーの
目的

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

黒田 兼一

明治大学経営学部教授

時

間

時

間

火曜日
19:00〜21:00

定

員

40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。
法人会員制度 →12頁

企業の経営管理者の方、人事労務、内部監査ご担当の方、社会保険労務士等

社会保険労務士とは？

【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

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。

『経営労務監査の実務』
中央経済社、2009年
日程

内容

講師

「ワシントン・コンセンサス」を知っていますか。1989年にIMF等の国際機関と米国政府との間で交わされた「合意」で、事実上、グローバリゼーションの起
点になったのです。これ以降、労働ビッグバン(規制緩和)は日本型人事労務を襲い、非正規雇用と成果主義が主流となり、従業員が安心して仕事に専念で
きる状況ではなくなってしまったのです。従業員の労働意欲は企業の生命線。企業のグローバル展開の時代、人事労務のいまとこれからを考えます。

黒田

成果主義とグローバリゼーション

1

9/27（火）

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

2 10/ 4（火）

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紹介します。

若島

商社における企業の合併・分社化と人事・労務の視点

3 10/11（火）

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
たかを紹介します。

浅香

ホテル経営に於ける、多様な人材の育成・活用による少数精鋭化と収益確保について

4 10/18（火）

日本のホテル経営に於いて、その特徴が装置産業であり、かつ労働集約型産業である中、人材育成と活用を通し、如何に収益性を確保できるビジ
ネスモデルを構築していくのかを長年の経験則から引き出します。とりわけ、ホテル事業は設備投資が過重である為、投下資本の回収が厳しく、効
率を考えながら人的資本を投入するという二律背反に晒されます。ホスピタリティ産業として、商品力が問われる一流の国際的ホテリエ等、多様な
人材をどの様に育て且つ活用し、少数精鋭化させるのかが経営の喫緊の課題となります。講義では実践の現場から、具体的な事例を紹介します。

河村

食品企業におけるコンプライアンス・リスクマネジメント体制について〜労働法務の視点を中心に〜

5 10/25（火）

名ばかり管理職や偽装請負等のコンプライアンス問題が、近年新聞等で話題になる中、労務問題は人事部だけでなく、法務部門も係ってくるこ
とが多くなってきました。また、内部通報制度の窓口や、安全配慮義務の視点から、地震災害対策を含めた事業継続計画（BCP）も総務・法務部
を中心に取り組んできました。これらの経験を通し、永年に亘りリスクにさらされてきた食品業界において、一食品企業がどのように、コンプラ
イアンス・リスクマネジメント体制を構築してきたかを、
現場からの具体的な事例を含め、
分かりやすく紹介します。

大野

労務コンプライアンス監査の実務体系と監査ツールの整備、監査報告書の作成・提出

6 11/
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最初に、経営労務監査の枠組みと理論について一通りお話しし、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。次いで、労務コンプライア
ンス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、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、
8（火） 監査目的・監査範囲により異なる各種ツールを紹介、また、監査報告書の構成や報告会の実施方法などをご紹介します。
①人事労務リスクと労務コンプライアンス監査の背景・目的と仕組み(組み立てロジック、
労働法令の体系など)
②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)および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)
③ヒヤリングシートやチェックリストなどツールの分類・整備と使用方法および具体的適用
④報告書の構成、報告方法および報告後の対応など
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野田

日程

内容

講師

事例研修①(就業規則と賃金規程など主要関連規程)

7 11/15（火）

下田

戦略とマネジメント

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。
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

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)

8 11/22（火）

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要なポイントを把
握する必要があります。この回では、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。
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

机

事例研修③(IPO対応の労務コンプライアンス監査)

9

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。
11/29（火） 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。
また、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。
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

宮武

経営労務監査の可能性

10 12/ 6（火）

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。

田村

コーディネータ・講師紹介
くろ だ

けん いち

黒田 兼一 明治大学経営学部教授
明治大学大学院経営学研究科単位取得退学。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、グローバリゼーションと日本
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。
わか しま つかさ

若島 司

コニカミノルタホールディングス(株)
執行役 人事部長

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。

かわ むら ひろし

た むら ゆたか

愛知東邦大学経営学部教授

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修了。博士（経営学）。専門は人事労務
管理論、清算マネジメント論。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比較し、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）など。
あさ か

ひろ き

NPTビジネスサポート株式会社

浅香 博胡 代表取締役社長

1966年三洋商事株式会社（現日本紙通商株式会社）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ビジネスサポート株式会社代表
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。
おお の

まさ み

河村 博 株式会社ホテルグランドパレス 取締役 料飲部長

大野 正美 株式会社 中村屋 総務・法務部長

明治大学商学部卒。1981年同社入社以来30年弱、都内でも
有数の国際シティホテルに於いて、
一貫して人事・労務畑を歩
み人材開発を始め、
広範な人事労務管理を管掌。
その間、
教育
プログラムの策定や人事評価制度の確立など、幅広く人事制
度の構築に関与、
経営的視点から多様な人材の育成に携わっ
てきました。現在は取締役料飲部長として経営全般に亘り参
画しています。
特定社会保険労務士付記。

1961年生まれ。明治大学法学部卒業。現在創業110年、明治
時代のクリームパンの創案に始まり、インドカリー・中華まん
等、
独創的な商品を生み出してきた東証一部の株式会社中村
屋に入社。
経理部配属後、
まだ現在のように発展する前の中国
に一時期派遣される。
帰国後は、
主に株主総会の運営や契約
法務を担当し、
総務課長、
法務課長、
法務室長を経て、
2010年
総務・法務部長。
特定社会保険労務士付記。

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（旧西崎経営労務事務所）に就職。約6年の勤務ののち、社
会保険労務士法人大野事務所に入所。現在、同法人のパート
ナー社員として勤務。人事労務相談業務、労務監査・診断業務、
セミナー講師等を中心に活動中。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・業種を問わず様々な企業の、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。

つくえ ひで あき

みや たけ

よし き

机 秀明 社会保険労務士

宮武 善樹 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。

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
講座コード

経営労務監査の理論と課題 Ⅱ

戦略とマネジメント

11210003 ─労働時間管理─

経営管理の一翼を占める労務管理の適切性を
監査する理論とその制度について問題を提起する
ことが、この講座の本来的な目的である。労務監
査の理論とその制度の必要性は過去において繰
り返し指摘されてきた。しかし、多くの労務管理研究者から賛同を得ら
れ、学界からも支持が得られる労務監査の理論的構築とその制度化は
なされていない。株式上場を手掛ける証券会社からの要請に応えて、
実務家による労務監査報告書が記載され、労務監査の手法等が提出さ
れているのが今日の現状である。株式上場において提出を要請される
労務監査報告書の多くは事実上、労働社会保険諸法令に準拠する法令
監査である。金融商品取引法改正及び会社法改正に伴って、株式上場
の動きが目覚ましい時代的な状況、企業不祥事続出の背景に見え隠れ
する個別労使紛争、個別労使紛争の引き金となる企業の脱法行為等を
考慮するならば、現代日本社会ほど学問的な検討作業に裏付けられた
厳正な労務監査論が求められている時代はない。労務監査の理論を構
築し労務監査の制度化を求めるには、現代日本企業の経営管理の構造
的理解が不可欠である。この講座の顕著な特徴は、第1に、経営理念か
ら導出される経営計画に注目し、業務管理の側面から労務管理を把握
しようと試みていることであり、第2に、企業の経営計画における中期
予算管理(方針管理)に注目し、ビジネスを展開するうえで不可欠な人件
費予算の側面から把握しようと試みていることであり、第3に、事業計
画、予算計画、利益計画からなる経営計画に関わり、管理過程(P-D-C)
を回すことの教育的な機能に注目し、企業活動を担う人材を育成する
側面から把握しようと試みていることである。そして、第4に、業務管
理、人件費管理、人材育成管理の3つの側面をもつ経営管理の中心に
位置する労務管理(採用、配置、訓練、賃金、労働時間、昇進・昇格、解
雇など)について、企業の社会的責任と厳正な法令監査の視点から把握
しようと試みていることである。労務管理の専門家が、金銭的動機から
虚位と欺瞞に満ちた労務監査報告書を記載し、関係団体に提出するな
らば、そのような行為は士業にとって自殺行為となる。労務監査にあ
たっては社会的正義感と高度な職業的倫理性が求められる。この講座
は経営学、中小企業論、労務管理、管理会計の領域に詳しい研究者から
なる講師陣を取り揃えると同時に、明確な経営理念を掲げて事業を運
営しておられる事業主にもご協力をいただいている。

講義形式

セミナーの
目的

日程

レクチャー

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 →12頁

内容

講師

経営労務監査における業務管理の位置―賃金と時間―
1 10/ 7（金）

経営労務監査における業務管理の位置付けについて検討する。労務管理とは、労働者、監督者、管理者に仕事を
行なわせること、彼らに課す業務を設計することに尽きる。この講義では、法令遵守、経営理念、人件費(労務費)、
人材育成の4つの側面から、業務管理を検討する。

平沼

企業合理化の論理と市民生活
企業の合理化努力には、
「商品の確定活動の合理化」と「確定済みの商品の生産方法の合理化」の2つがある。こ
2 10/14（金） の講義では、企業の合理化が、市民の生活の2局面、すなわち市民の労働生活と家庭生活の質に及ぼしている
『生活の貧困化』の実態を解明するとともに、人間らしい労働生活と人間らしい家庭生活について考えてみるこ
ととする。

村田

労働時間管理の徹底と職務設計の思想
3 10/21（金）

34

労働時間管理に当たって、労働時間法制を前提とするのは当然である。職場の社会的労働過程が管理者の指揮
命令下で行われる以上、労働時間と要員管理は表裏一体の関係にある。労働時間管理は個別企業の経営計画や
予算管理の一環であり、日常の業務管理と有機的に結び付いている。本来違法とされる残業を想定した事業計
画、あらかじめ残業代予算を計上し予算範囲内で残業代を支払う労働時間管理など、これからの日本企業では
許されてはならない。就業時間内に業務が完結するように事業計画と予算計画が立案されなければならない。
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平沼

日程

内容

講師

人件費管理と原価の管理
大槻

戦略とマネジメント

原価管理の観点から見た場合、一般に人件費と呼ばれているものはどのように考えられ、どのように扱われてい
4 10/28（金） るのだろうか。講義では、トヨタ生産方式と裏腹の関係にある原価管理体系(原価企画、原価維持、原価改善)の
考え方とその手続きについて解説し、利益創出を目指した原価低減に伴う、無駄の徹底的な排除と労働者への
影響について論じる。また、欧米の学界・実務界のインパクトについて紹介する。

企業の人材育成
5

11/11（金）

アメリカ人的資源開発論のモデルは伝統的な日本企業である。アメリカの研究者であれば、誰でもが知ってい
ることであるにも拘わらず、このことを知ろうとしないのが日本の研究者と実務家である。日本の財界は個人主
導の職業能力開発を志向しているが、このような方向は人材枯渇化の道である。アメリカ人的資源開発論が日
本から学んだのは、日本企業の多くが長期雇用体制を前提に新規学卒者を採用し、現場での業務遂行を通じて
人材を育てることを通じて強靭で柔軟な職場組織を作ってきたことである。この強い職場組織とは何だろうか。
それは多品種少量生産体制の確立に伴って変化する製品戦略に対して、柔軟に対応できる職場組織である。

平沼

現代日本企業と経営労務監査
6

11/18（金）

多くの中小企業経営者が、明確な経営理念を持って、全国の地域経済社会を変えていかなければ、進展するグ
ローバル化や少子高齢化社会において地域経済は持続的な発展はできないでしょう。1970年代において提起
された労使見解・経営指針作りを踏まえて、中小企業憲章・中小企業振興基本条例の制定を推進してきた中小
企業家同友会の歴史を振り返りながら経営労務監査を通じての健全な労務管理の確立が、これからの中小企
業の発展にとってどのような意味を持っているかを共に考えましょう。

吉田

経営者の社会的責任としての雇用責任性
7

11/25（金）

企業の社会的責任のなかで最も重要なものは雇用責任である。企業経営者が雇用責任を自覚しなければ、労使
間の信頼関係の構築は不可能である。経済不況が深刻であるにも拘らず、雇用を大切に守っている中小企業に
は元気があり、労働者の創意・工夫、新製品の開発など、労働者の意欲を引き出すことによって、確実に一定の企
業収益を確保している。中小企業家同友会(中同協)の役員が「労使共同宣言」
「経営理念」
「中小企業憲章」の意
義について、また経済困難な時代であればこそ、双務的労使関係の構築、雇用の安定、人づくりが求められてい
ることについて語る。

河原

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
・公認会計士
・税理士
・労務管理に興味のある社会人

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・社会保険労務士総合研究機構所長

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）
むら た

かず ひこ

村田 和彦 日本大学経済学部教授
1945年11月山口県防府市にて出生。1968年3月山口大学経
済学部卒業。1973年3月一橋大学大学院商学研究科博士課
程単位修得。1978年2月商学博士（一橋大学）。1985年4月一
橋大学教授（商学部）。2009年4月一橋大学名誉教授、日本
大学経済学部教授。著書『労資共同決定の経済学』
（千倉書
房、初版1978年、増補版1987年）、
『 労働人間化の経営学』
（千倉書房、1983年）、
『 生産合理化の経営学』
（ 千倉書房、
1983年）、
『市場創造の経営学』
（千倉書房、1999年）、
『企業
支配の経営学』
（中央経済社、2006年）、
『経営学原理』
（中央
経済社、
2006年）
よし だ

けい いち

吉田 敬一

駒沢大学経営学部教授

駒澤大学経済学部教授、経済学博士。同志社大学商学研究
科博士課程満期退学。東洋大学教授を経て現職。専門は中
小企業論・地域経済論。単著『転機に立つ中小企業』新評論、
編著『地域振興と中小企業』ミネルヴァ書房など。中小企業
学会理事、東京都中小企業対策審議会委員、中小企業家同
友会企業環境研究センター座長などを歴任。

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）
かわ はら

はち ひろはる み

河原 八洋

明治大学経営学部准教授

昭和23年4月10日石川県能登門前町生まれ。昭和45年3月東
海大学・電気工学科卒。昭和45年4月太平工業入社。昭和59
年4月同社退社。昭和59年5月（株）ローヤルエンジニアリン
グ創業。事業は建築設備の設計・施工・保守・管理。平成15年
7月大栄空調から株式を譲受け、DAIEIリペアとして合併再
建。業務は建築設備のリニュアル事業。経営理念:私たちは日
本的心を持って、お客様の快適環境を作り出す事を通して、
地域社会に貢献する。私たちは全員参加の経営を通して社員
とその家族そして目的を同じくする連業者の自己実現を計
る。価値観:社員に対して誠実な心と親切な技術。経営者とし
て鬼手仏心の姿勢。
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戦略とマネジメント
講座コード

ビジネスインテリジェンスとグローバル経営戦略

戦略とマネジメント

11210004 激化するグローバル競争に勝ち抜くための情報活用戦略
目的;BRICsやG20などを含む新興国のグ
ローバルマーケットへの参入でハードのみなら
ず、ソフト、サービ ス、IC T、バイオなど先 端 技
術 分 野でもグローバ ルビジネス競 争は激 化し
つつある。このような激甚な国際市 場競 争に勝ち抜くためには、ビ
ジネスインテリジェンス(先端経済経営情報)を駆使し、世界的な視
野で21世紀に相応しいグローバル経営戦略を構築することが必須
である。本講座では、国際市場で活躍した講師陣がその豊富な実体
験に基づき、ケーススタデイも活用しつつ、熾 烈なグローバ ル 競 争
に勝ち抜くための情報活用経営戦略に加え、危機管理、リスク管理
についても具体的な経営戦略を講義し、企業の幹部、管理職として
国 際 化 時 代に強く要 請されるビジネスインテリジェンスの 活用法
と、経営戦略を身につけるよう努力する。なをビジネスインテリジェ
ンスの基礎も講義する。

講義形式

セミナーの
目的

受講をお薦めする方
企業や研究機関、行政などで調査、研究、企画、グローバル経営、営業に携わり、情報
の収集、分析、活用法を身につけて、グローバル戦略策定に従事するか、リスク管理、
危機管理などにも関心があり、情報感覚をさらに磨きたい方。

レクチャー

講座概要
コーディネータ

篠原 敏彦

明治大学商学部教授

曜

日

月曜日

時

間

19:00〜20:30

定

員

30名

回

数

10回
32,000円（一般）
28,800円（法人＊）

受講料
教

『知識情報戦略』石川 昭、
中川十郎編著、税務経理協会

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 →12頁

講師紹介
なか がわ じゅうろう

ふみ あき

藤野中国研究所代表、環日本海経済交流センター長、

藤野 文梧 元伊藤忠商事常務取締役、中国研究所長

1959年東京外国語大学イタリア学科国際関係専修コース卒
業。ニチメン（現双日）入社。米国ニチメン開発担当副社長な
ど海外駐在歴20年。94年愛知学院大学商学部教授。98年東
京経済大学経営学部・大学院教授。米コロンビア大学経営大
学院客員研究員を経て、中国対外経済貿易大学大学院客員教
授。同大学公共政策研究所名誉所長。日本大学国際関係学部
・同大学院グローバルビジネス研究科講師。この間、日本貿
易学会理事。WTO-PSI貿易紛争処理委員。中国競争情報協
会国際顧問。日本コンペテイテイブインテリジェンス学会顧問
。国際アジア共同体学会副代表など。主要共訳・共著書、『
CIA流戦略情報読本』ダイヤモンド社、
『グローバル企業の情
報組織戦略』エルコ、
『国際経営戦略』同文舘、近編著、
『知
識情報戦略』税務経理協会など。

昭和34年3月大阪外国語大学中国語学科卒業。昭和34年3
月伊藤忠商事株式会社入社。昭和56年10月同社中国室長。
昭和63年8月同社北京事務所長。平成3年7月同社審議役中
国総代表。
平成5年9月兼伊藤忠中国集団有限公司 董事長。
平成7年6月同社常務取締役。平成10年6月同社顧問 伊藤忠
中国研究所長。平成15年7月藤野中国研究所代表。平成16年
10月財団法人富山県新世紀産業機構。環日本海経済交流セ
ンター長。㈱日本政策投資銀行 民営化アドバイザー。日本国
際貿易促進協会 顧問。
日中友好協会 参与。
日中経済協会 評
議員。
日中東北開発協会 常務理事。
日中協会 理事。
新疆ウイ
グル自治区人民政府 特別経済顧問。
内蒙古自治区名誉公民。
中国貿促会甘粛省分会甘粛国際紹介顧問。
中国福建省人民
政府経済顧問。
大連経済技術開発区特別経済顧問 など

ひらばやし ひろし

日印協会理事長、

しま だ

せい いち

日本ユニシス特別顧問、元三井物産副社長、

平林 博 東芝、三井物産、第一三共の各取締役

島田 精一 住宅金融支援機構前理事長

1940年5月5日 東京生まれ1963年3月 東京大学法学部卒。同
年4月 外務省入省。フランスのポワチエ及びエクサン・プロヴァ
ンス大学に留学。のち、ハーバード大学国際問題研究所フェ
ロー。リヨン第二大学名誉博士。外務省において経済協力局
長等、総理官邸にて内閣外政審議室長、大使館では、駐米公
使、駐インド大使、駐フランス大使等を歴任。現在、公益財団
法人日印協会理事長、公益財団法人日本国際フォーラム・副
理事長、東芝・三井物産・第一三共・NHKプロモーション各
社の社外取締役、国土交通審議会観光分科会長など。2011
年3月まで早稲田大学国際学術院(アジア太平洋研究科)客員
教授。
「フランスに学ぶ国家ブランド」
（朝日新書）、
「首脳外
交力」
（NHK生活人新書）、論文、投稿など多数。

1937年生まれ。東京大学法学部卒業後、三井物産株式会社
入社。ナポリ大学留学。イタリア三井物産、メキシコ三井物産
副社長。ハーバード大学経営大学院（AMP）終了。三井物産経
営室長を経て、取締役情報産業本部長。2000年、同社代表取
締役副社長、CIOに就任。
（経団連情報化部会長も兼任）。日
本ユニシス社長を経て住宅金融公庫総裁。2007年住宅金融
支援機構理事長。イタリア政府「グランデ・ウッフィチャーレ勲
章」受章。著書『イタリアビジネスガイド』有斐閣ビジネス。
『世
界を見る目』、共著、日経ＢＰ社。
『ＩＴ革命と商社の未来像』、
中谷 巌著・共著 東洋経済新報社。
『「価値組」未来企業へ
のメッセージ Ⅰ〜Ⅱ』共著、日経ＢＰ社。
『仕事に必要な言葉』
かんき出版など。

やなぎさわ とおる

柳沢 享 元豊田通商副社長・トヨタ・カナダ社長
1958年東京外語大学英米科卒業後、トヨタ自動車入社。米
国ミシガン大学にフルブライト留学。初代駐在員として欧州
市場開拓。北米部長時代フォード、ＧＭと提携交渉、ＧＭと
の提携に成功。カナダ・トヨタ社長、豊田通商副社長、豊田
スチールセンター社長を歴任。著書に「海外雄飛を胸に」、訳
書（共訳）に「成功企業のＩＴ戦略」。退任後、東京経済大学
講師を経て現在、日米協会評議員・プログラム委員長。
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ふじ の

中川 十郎 日本ビジネスインテリジェンス協会会長

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

日程

内容

講師
中川

2 10/24（月） グローバル経営戦略から見た中国経済の将来

藤野

3 10/31（月） グローバル経営戦略から見た躍進するインド市場の将来性

平林

4 11/ 7（月） ビジネスインテリジェンスと総合商社の経営戦略

島田

5 11/14（月）

日本の自動車メーカーのグローバル経営戦略と
ビジネスインテリジェンス

柳沢

6 11/21（月） ビジネスインテリジェンスと企業のリスク管理、危機管理

7 11/28（月） 『孫子』に観る経営と危機管理

石川

杉之尾

8 12/ 5（月） 生成的会話とビジネス・インテリジェンス戦略

香取

9 12/12（月） IT, BIと健康、医療産業経営戦略

成田

10 12/19（月） ビジネスインテリジェンスとグローバル経営戦略〜まとめ

青山学院大学名誉教授、日本危機管理学会名誉会長、
元ラトガース大学院教授
元ニューヨーク大学経営管理大学院助教授、
ラトガース大学管
理大学院准教授および教授、ハワイ大学大学院客員教授など
を経て、
1984年から新設の青山学院大学国際政治経済学部教
授、大学院国際政治経済研究科長、国際交流委員長、大学院
国際マネジメント研究科教授などを歴任して、
2003年に同大学
で名誉教授の称号を受けた。この間、筑波大学大学院、テンプ
ル大学大学院、
国際大学大学院などでも教鞭をとった。
いし かわ あきら

石川 昭

か とり

かず あき

マインドエコー代表、

香取 一昭 ワールドカフェ・コミュニティ・ジャパン会長、
日本ファシリテーション協会フェロー
1967年東京大学経済学部を卒業後電電公社入社。米国ウィス
コンシン大学留学（MBA）。NTTニューヨーク事務所、NTT仙
台支店長、NTTナビスペース社長、NTTラーニングシステム常
務、NTTメディアスコープ社長、NTT西日本常勤監査役を歴
任。著訳書に「グローバル企業の情報経営戦略」
「ワールドカ
フェ」
「フューチャーサーチ」
「決めない会議」など。

戦略とマネジメント

1 10/17（月） ビジネスインテリジェンスとグローバル経営戦略入門

すぎ の

お

中川

よし お

杉之尾 宜生 元防衛大学校教授、元1等陸佐
防衛大学校応用化学科卒業。陸上自衛隊第7師団戦車大隊、
第1師団偵察隊などを経て防衛大学校助教授・教授(「戦史・戦
略」)、2001年定年退官。共著:『失敗の本質』
（1984）、
『戦略の
本質』
（2004）、
『撤退の本質』
（2007）、共訳:ブライアン・ボンド
『戦史に学ぶ勝利の追求』
（2002）、ハリー・サマーズ『アメリカ
の戦争の仕方』
（2002）、単著:『戦略論体系①孫子』
（2001）、
『図解 孫子の兵法がよくわかる』
（2009）

日本IBMアプリケーション・
ソリューション株式会社執行役員
1971年日本IBMに入社。製造業担当の技術営業を経て、
1985年より意思決定支援システム分野のソフトウェアの販
売を担当。日本IBMの情報システム・EUC支援担当、アウト
ソーシング・コンサルティング・サービスビジネス企画担当
MGRを歴任し、1996年にBusiness Intelligence Solution
事業を社内起業した。特にBI分野の推進経験は四半世紀に
及ぶ。IT基盤整備をベースにCRMやBSCへ応用を推進し、
I B M で の B（
I 複 雑 系 の ）分析 理 論を基 に 、B a l a n c e d
ScorecardのIT基盤推進役として、日本能率協会主催の
BSCコンソーシアム副代表幹事を務めながら、金沢工業大
学大学院の客員教授、国際医療福祉大学大学院非常勤講
師を歴任し、BIとBSCの普及活動をしている。
なり た

てつ お

成田 徹郎
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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

11210005

ケーススタディ 戦略的企業経営

企業を取り巻く経営環 境の変 化が加速化するな
かで、いま企業は生産・販売をはじめとする一連の
経営 活 動のみならず、企 業倫 理や社 会 的 責任 等を
含めた多様な 課 題 へ の対応を余 儀なくされるとと
もに、多くの利害関係 者のニーズに応えるための高度の戦略的経営が求
められています。
本講座では、企業が直面する企業内外の問題への対処のあり方に関する
事例研究を通して、これからの戦略的経営の方向性を探ります。

講義形式

セミナーの
目的

受講をお薦めする方
● 企業の戦略的経営に関心のある方
● 企業戦略や経営管理に関心のある方
● ケーススタディ（事例研究）に関心のある方
※経営学初学者の方でもまったく問題ございません。

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

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
★

＊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 → 12頁

内容

日程

講師

戦略的企業経営の概説 ─経営戦略理論の系譜─

1 11/ 9（水）

現代企業にとって不可欠要素である経営戦略について、その代表的理論に関する時系列
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の検証を行い
ます。

吉村

事例研究1 航空会社におけるコストマネジメント戦略

2

11/16（水） 大胆な規制緩和以降、競争環境を激化させてきた米国航空業界にあって、独自の戦略的経
営による競争優位性の構築に成功した企業における経営手法の検証を行います。

吉村

事例研究2 アパレル会社におけるトップマネジメント問題

3 11/30（水）

加速度的に変化する消費市場にあって乱戦状況を呈するわが国のアパレル業界における
リーダー企業にみるトップマネジメントの継承に関する問題を検証します。

吉村

事例研究3 家電企業におけるイノベーション・ジレンマ

4 12/ 7（水）

研究開発と新製品開発が成功要因とされる家電業界における製品イノベーション実現過程
の分析を通して、そこに存在するイノベーション・ジレンマ(イノベーションの阻害要因)につ
いての検証を行います。

吉村

事例研究4 企業の不祥事・社会的責任

5

12/14（水） 近年増加する企業の不祥事について、その発生要因および企業の対応責任・説明責任、社

会的責任のあり方についての検証を通して、こらからの企業の戦略的経営の方向性を探り
ます。

吉村

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。日本マネジメント学会常任理事。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

11210006

経営環 境が厳しさを増していく中で、今まで
以上に人事管理が需要になってきています。人
材の力が企 業 の成 長 力を大きく左 右 するから
です。人材の力を最 大限に発揮するためには、
企 業に合った合 理 的な人事 管 理の 仕 組みが必 要になります。自社
に合った合 理 的な人事制 度を構築するためには、現 在の自社の人
事 の 状 態を把 握 分析することが必 要となります。人事 の問 題を正
確に把 握 分析するためには、経営者や人事部門の定性的な分析だ
けなく、データーに基づ いた合 理 的定 量 的なアプローチによる分
析から、企業の人事方針や人事管理のあり方を考えることをねらい
としております。

講義形式

セミナーの
目的

レクチャー

講座概要
師

林 明文

曜

日

時

間

水曜日
19:00〜21:00

定

員

30名

回

数

5回

教

● 企業の経営者、管理職の方
● 人事部門、経営企画部門を担当されている方
● 人事管理に関心のある方

㈱トランストラクチャ
代表取締役

講

受講料

受講をお薦めする方

戦略とマネジメント

人事分析入門

講座コード

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 → 12頁

内容

日程
企業人事の問題課題の把握の手法

1 10/ 5（水）

企業の人事の問題解決を把握するための分析手法の概要を解説します。人事の状態を定性的な把握だけでなく、人事の
データーの分析を行うことにより、より正確な把握が可能となります。第一回目では定量的な分析手法の重要性、分析手法
の概要を、グループワーク、事例を交えて解説します。
・人事の問題課題の把握の手段 ・定量的な分析とは(グループワーク) ・さまざまな分析の種類と事例

人件費の分析

2 10/12（水）

企業の人件費額の分析手法について解説します。自社の人件費が適正な金額であるかを判断するための分析の代表的
な手法を、事例を交えて解説します。
・財務的観点からの適正な人件費額 ・適正な人員構成からの適正な人件費額
・経営の状態と人件費の連動性(経営と人件費との連動性、賞与の連動性など)

人員数の分析

3 10/19（水）

企業の人員数に関する分析手法について解説します。適正な人員数の算定を行うための代表的な手法について事例
を交えて解説します。
・財務、生産性の観点からの人員数分析 ・能力別の適正な人員数とキャリアパスのあり方
・年齢別人員構成の分析と考え方

人件費単価の分析

4 10/26（水）

人件費の単価に関する分析手法について解説します。労働市場と比較した場合の人件費単価の分析を行うことにより、
労働市場との離職するリスクの分析などを事例を交えて解説します。
・労働市場と自社の給与レベルの比較分析 ・能力別の適正な人員数とキャリアパスのあり方
・成果主義人事の妥当性の診断 ・社内での給与配分バランスの分析

将来の人件費、人員数の分析／その他の分析／総括

5 11/ 2（水）

将来の人員数、人件費の予測やその他の定量的な分析手法について解説します。将来の人員構成や人件費の予想の手
法を通じて将来の人事の問題課題や人材フロー(採用や退職)施策について考えます。またその他の定量的な分析手法
のうち人材の適正な配置や生産性に関する分析についての概要を解説します。また講座全体の総括として定量的な分
析の事例を紹介します。
・将来の人員構成、人件費の分析手法 ・その他の定量的分析手法(人材配置、生産性関連分析など)・全体総括

講師紹介
はやし あき ふみ

林 明文 株式会社トランストラクチャ 代表取締役
青山学院大学経済学部卒。トーマツコンサルティング㈱人事コンサルティング部門のシニアマネージャー、再就職支援大手のライトマネジメントコン
サルティングジャパン代表取締役を経て現職。この間数多くの人事制度改革、リストラクチャリングのコンサルティングを行う。人事雇用に関する執
筆講演多数。著書に「人事リストラクチャリングの実務」
（実業之日本社）、
「人事制度改革と雇用調整の実務」
（中央経済社）などがある。
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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

11210007

経営ゼミナール ドラッカーに学ぶ

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(エッセンシャル版)─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、今日の企業経営に対す
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 → 12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

10/11
（火）

ドラッカー経営学と『マネジメント-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

10/25
（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

11/ 8
（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

11/22
（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

12/ 6
（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

12/20
（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

1/10
（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

1/24
（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、経営学史学会副理事長、アジア経営学会理事、日本比校経営学会理事、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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マーケティング

速習・マーケティング入門

講座コード

11210008

〜一気にマーケティングの コツ を学ぼう〜

「マーケティングの本質を短時間で学ぶことができな
いか」というお声をたくさんいただいていました。
その通りだと思います。仕事をしながら学ぶのです
から、効率的に短時間で学べるに越したことはありま

講師からの
メッセージ

日程

内容

1

10/ 6
（木）

マーケティングの本質を捉える“コツ”を学ぶ

2

10/13
（木）

製品(サービス)戦略と価格戦略の“コツ”を学ぶ

3

10/20
（木）

プロモーション戦略の“コツ”を学ぶ

4

10/27
（木）

流通とチャネル戦略の“コツ”を学ぶ

5

11/10
（木）

マーケティング・リサーチの“コツ”を学ぶ

マーケティングは人が行い、人の笑顔を創る。人のために、自分のため
に。マーケティングとは何か。その理念、戦略、技術の本質を学ぶ。
売れる製品・サービスでなければ意味がない。利益の出る価格でなければ意味が
ない。いかなる製品・サービスと価格であれば、お客様の笑顔を創れるのか。
いかなる情報を出せば、その製品やサービスが最高であると思ってもら
えるのか。基本的な考え方とその方法とは?
迅速で性格な取引と最終ユーザーへの的確な引渡しのために何が不可欠
なのか。今、何が足りないのか。
マーケティング成果を確実にするための基本は情報の収集と分析の仕方
にある。情報収集と分析の基本的な考え方と技術を学ぶ。

レクチャー

マーケティング

せんね。
しかし、私たち講師陣はできるだけ時間をかけて、ジックリとアレモコレモ伝え
たいと思うのです。でもヤッパリ、毎日忙しくビジネスに従事している皆さんからす
れば、回数が多ければ多いほど、1日の学ぶ時間が長ければ長いほど、全部受けら
れるかどうか、突然の出張や緊急の会議延長等々のことを考えれば、前払いの受講
料も無駄になるし、不安が先に立って学ぶ機会を今回も逃してしまう・・・・・・。そ
こで私たちも考えました。マーケティングの本質理解のために必要なことだけを、
皆さんの日常のビジネスに使えるような理屈だけを、徹底的にセレクトしながら、
短期間で学んでいただけるようにプログラムしてみました。たった5回の講座です
が、中身の濃い授業です。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、新しい製品やサービスを創造し、巧みな価
格戦略の下に、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
もらえるようなプロモーションで、取引先との巧みな連携で迅速にビジネスを行
う。この実現のためにはどのような情報を集め、どのような分析を行えばよいのか。
その コツ をぜひともこの講座でつかんでください。 (大友 純)

講義形式

講座概要
コーディネータ

大友 純

明治大学商学部教授

曜

日

時

間

木曜日
19:00〜21:00

定

員

50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 → 12頁

講師
上原
井上
大友
小川
福田

コーディネータ・講師紹介
うえ はら ゆき ひこ

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
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。

おお とも じゅん

ふく た

やす のり

大友 純 明治大学商学部教授

福田 康典 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。

専門は、市場調査・マーケティング。主な著作に『マーケティングの原理:
コンセプトとセンス』(「マーケティング調査」担当執筆、中央経済社)、
『中小企業のための戦略計画』(翻訳、同友館)、『現代マーケティング全
集』(「マーケティング調査」担当執筆、エムシー・コーポレーション)等多
数。明治大学大学院商学研究科博士後期課程退学。高崎経済大学経済
学部非常勤講師、明治大学商学部非常勤講師を経て2004年より現職。
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マーケティング
講座コード

11210009

実践・マーケティング戦略セミナー
応用課程

新サービス、新製品の企画構想技法を身につける

このセミナーの主役は受講生の皆様方です。これまで
の経験された業務上の知識や、マーケティングに関する
基礎知識を応用しながら、新製品や新サービスあるい
は新事業の企画案を構築してみようという講座です。
消費者行動や製品開発、流通問題、PR・コミュニケーション等に関する経験を
共有された方々、しかも異業種でそれぞれに活躍されている方々が、グループ単
位で斬新な企画案を構築することの意義は、非常に大きなものがあるでしょう。
常に1つの会社内で利害を同じくする者同士がその当該業界ごとの 常識まみ
れ の中で考えても、斬新で、顧客がワクワクするような、そして真に世の中に役
立つような企画案は意外と出てくるものではないでしょう。
本講座では異業種の方々の知識やご経験が1つのアイディアに向けて結集され
ると、いかに市場が「あっ!」と驚くような事業や製品・サービスが開発されてし
まうのかを現実に体験していただけるはずです。また、ご自身の会社の同僚の
方々との懇親では得られない新鮮で強力な人間関係を築く機会もご提供できる
と確信しております。なぜならこの講座に集い共に考える仲間同士に利害関係な
どないからです。
この講座を通して、新しいものを考えるということの楽しさや、それが市場で
価値あるものとして評価されるような事業や製品あるいはサービスなどを具現
化していくための方策を学んでいただきます。私たち教員は、斬新なアイディア
を生み出す仲間として、皆様のお手伝いを精一杯させていただきます。
(明治大学商学部教授 大友 純、小川 智由)

講義形式

セミナーの
目的

マーケティング

日程

レクチャー

プレゼンテーション

ゼミナール

コーディネータ

講座概要
大友 純
明治大学商学部教授
小川 智由
土曜日

曜

日

時

間

定

員

25名

回

数

10回

受講料
教

材

ポイント

15:30〜17:30

（実地研修は13:00現地集合の予定）

42,000円（一般）
37,800円（法人*）

（実地研修に関する交通費は含まれておりません）

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。

内容

法人会員制度 → 12頁

講師

★申込受付締め切り日 10月3日（月）
申込締切・ ★事前学習資料送付日 10月4日（火）
事前学習等 ★提出課題
「マーケティング戦略実行シート」の作成
★課題提出日（必着） 10月11日（火）

1

10/15（土） オリエンテーション&グループ分け

大友・小川

2

10/22（土） グループ演習 代表課題の設定

大友・小川

3

11/ 5（土）

4

11/12（土）

5

11/26（土） グループ演習 代表課題のブラッシュアップ

大友・小川

6

12/ 3（土） グループ演習 代表課題のブラッシュアップ

大友・小川

レクチャー

実地研修1

実地研修2
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マーケティング戦略事例
富士写真フイルムのマーケティング
―“写ルンです”の開発と流通・販売改革の実際―
見学：セコム（原宿本社ビル・ショールーム）
講義：セコムの新事業開発―次々に事業を生み出すマーケティング組織―

徳田

安田・大友・小川

見学：桔梗屋（甲府本社・工場・店舗他）
講義：桔梗屋の多角化経営 ―ベンチャー戦略とマーケティング・イノベーション―

講義修了後、現地（甲府市内）にて懇親会を開催します（実費負担3,000円程度）。
現地集合（13:00頃）
、現地解散（21:00頃）です。
宿泊ホテルをご案内します。グループ演習のまとめでのご活用や、講師・受講生間の懇親を
深めてください。
宿泊費往復交通費は受講料に含まれておりません。

7

12/10（土）

8

12/17（土） グループ演習 プレゼンテーション資料の作成と発表準備（1）

大友・小川

9

1/14（土） グループ演習 プレゼンテーション資料の作成と発表準備（2）

大友・小川

10

1/21（土）

ビジネスコンペ 『マーケティング戦略プラン』発表会
プレゼンテーション&クラスディスカッション、表彰式・修了式

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

中丸・大友・小川

講師全員

講座のポイント
2．課題となるケースは、受講生の『マーケティング戦略実行
シート』から取り上げます。
3．最終回では、グループの最終意思をプレゼンテーションし、
クラス・講師からの批評・講評を受けます。
4．講師は、案内役として指導にあたり、問題解決に至る過程
から、マーケティング思考を育成します。

2．事前学習
開 講 の 約10日前に『マー ケティング 戦 略実 行シート』及び
『プロフィールカード』をお送りします。シートは、参加者の
実際 行っている業務をマーケティング戦略の視点から整理す
るもので、グループ でのプレゼン資料になります。カードは、
受講生同士のコミュニケーションツールになります。

4．ディスカッションルームの貸し出し
1．プレゼンテーション準備のため、グループによっては、講
座時間外にディスカッションが必要になる場合があるか
も知れません。その場合、空き教室をご利用いただけます。
2．利用予約や手続きについては、事務局にてご確認ください。

3．ゼミナール
1．テーマにそって5名程度のグループを編成し、受講生が主
体的に問題発見、課題解決の方策を探ります。
セミナーの学習進行
ゼミナール

ビジネスコンペ
『マーケティング

事前学習
実地研修

戦略プラン』発表会
プレゼンテーション

マーケティング

１．実務家と大学教員が「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 を 経 営に 生 かして い る 実 務 家と、
マー ケティングのビジネス・ティー チングに積 極 的 な 本 学 教
員 が 担 当しま す。実 務家講師からの豊富な成 功・失 敗 経 験、
事例研究と、教員からの分析・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。

5．実地研修・見学
1．実地研修は、全て現地集合・現地解散で、交通費などは自
己負担になります。
2．現地では、
見学解説とセミナールームでの講義が行われます。
6．人的ネットワークの構築を支援
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。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。
7．履修証書の発行
当コースの所定の基準を満たした方には「履修証書」を授
与します。

受講をお薦めする方
・マーケティング部門に限らず、製造、商品開発、流通・物流、営業企画、販
売、プロモーション等、企業経営全般に興味・関心のある方であれば、どな
たでも受講できる内容です。
・さまざまな業種・職種で適用可能なマーケティング・スキルを学習しますの
で、新入社員の方から経営層の方まで、経験を問わずどなたでも参加するこ
とができます。

グループ講演

コーディネータ・講師紹介
おお とも じゅん

お がわ とも よし

大友 純 明治大学商学部教授

小川 智由 明治大学商学部教授

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。

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。

なか まる しん じ

（株）ハイジの村代表取締役

とく だ

きよ ひろ

中丸 眞治 （株）桔梗屋代表取締役前社長

徳田 精宏 元富士写真フイルム（株）常務取締役

明治大学大学院商学研究科博士後期課程修了。博士(商
学)。山梨の銘菓「桔梗信玄餅」で知られる桔梗屋を中心に関
連企業の6 社を経営するほか、地方企業の活性化やベン
チャービジネスの研究に取り組む。山梨経済同友会幹事。主
著に
『ベンチャー戦略論』
(同友館、
2004年3月)他多数。

明治大学政治経済学部卒業。富士写真フイルム㈱にて営業本
部長、常務取締役、フジカラー販売㈱社長等歴任。
『写ルンで
す』等の様々なヒット商品の企画開発や数 多くのキャン
ペーンによる需要拡大、販売システムの革新等、営業の第
一線で活躍。

やす だ

みのる

安田 稔 セコム(株)コーポレート広報部部長
1954年愛知県生まれ。1978年明治大学政治経済学部政治
学科卒業。1980年日本警備保障㈱（現セコム㈱）入社。
1982年本社広報室。1989年広報室次長。1994年広報室
長。2007年コーポレート広報部長。
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マーケティング

サービス・マネジメントとサービス・イノベーション

講座コード

11210010

〜サービス化社会を生き抜く新しい発想〜

マーケティング

現代はサービス化社会に入っていると言われていま
セミナーの す。実際に、GDPの7割はサービス生産から生まれて
いますし、働いている人の7割もサービス関連の仕事
目的
に就いています。われわれの周りには、電車などの公
共交通機関、コンピニやスーパーなど小売店、レストランなど飲食店、銀行や
保険会社のような金融サービス、病院などの医療サービス、幼稚園から大学
までの教育機関などなど沢山のサービス提供機関が存在し、わたしたちは一
日といえどもサービスを使わないで生活することはできません。
しかしそうしたサービス提供機関の経営となると、実は、まだまだ知識や
知恵が十分にあるとは言えません。これまで、モノ製品中心の経営が続いてき
たからです。どのように顧客が求めている魅力あるサービスを準備するか、コ
ストをかけずに顧客満足を高めるにはどんな工夫が必要か、提供したサービ
スに満足せずより高度な対応を求めてくる顧客にどのように納得していただく
か、そしてサービス職場で楽しくやりがいのある仕事をし、質の高い結果をあ
げるにはどんな仕組みを用意したらよいか、などなどさまざまな課題をサー
ビス組織はかかえています。
このコースではこうしたサービス経営の問題や課題に応えることを目指し
ています。
これまで蓄積されたサービス・マネジメントやサービス・マーケティング分
野での知恵やノウハウを分かりやすくお伝えします。優れたサービス経営の担
当者になる第一歩をこのコースから踏み出していただきたいと思っています。

講義形式
レクチャー

講座概要
明治大学専門職大学院
グローバル・ビジネス
研究科教授

講

師

近藤 隆雄

曜

日

木曜日

時

間

19:00〜21:00

定

員

30名

回

数

4回

受講料
教

材

ポイント

18,000円（一般）
16,200円（法人*）
講座初回に配付いたします
「サービス・マネジメント入門
（第3版）」 近藤 隆雄著
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 →12頁

受講をお薦めする方
さまざまな職場で、お客様にサービスを提供されておられる従業員の方々、その上司
の方々、また新しいサービス商品の開発をしておられる企画部門の方々、また製造業
でメンテナンスやアフターサービスを担当する方々などに受講をお薦めします。

日程

内容

1 11/10
（木）

・「サービス」とは何か
・サービスの構成要素
・サービスの特徴とサービス経営の課題 ・サービス・ドミナント・ロジック
*サービスとモノとの違いなど、サービ ス・マネジメントの入り口の議論。

2 11/17
（木）

・サービス・マネジメント・システム
・顧客満足と顧客ロイヤリティ
・サービス・プロフィット・チェーン
*サービス・マネジメントやマーケティングの理論からサービス経営のノウハウを探る。

/24
3 11
（木）

・顧客価値とサービス・デザイン
・サービスとモノとの融合
・製造業のサービス
・サービス・エクセレンス
*サービス化社会での新しい現象や問題を取り上げるサービス理論の最先端。

サービス・マネジメントへの招待

サービス・マネジメントの方法

サービス・ソリューションの構築

サービス・イノベーション

/1
4 12
（木）

・「サービス・イノベーション」とは何か ・サービス・イノベーションの成果
・サービス・イノベーションの方法
・サービス化社会への飛躍
*これまでのモノ中心のイノベーションに対して、
新しいサービス・イノベーションのあるべき姿を検討する。

講師紹介
こん どう

たか お

近藤 隆雄 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授
わが国では数の少ないサービス・マネジメント＆マーケティングの専門家。国際基督教大学卒業、米国UCLA留学、杏林大学、多摩大学を経て明治
大学教授。主著に『サービス・マネジメント入門（第3版）』
『サービス・マーケティング（第2版）』
（生産性出版）その他多数。
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マーケティング・ゼミナール

マーケティング

−『俵屋の不思議』(村松友視著)を読む−

講座コード

11210011

講師からの
メッセージ

不拡大永続主義の観点から真のビジネス原理を探る!
** なぜ拡大成長を望まないのに
100年も200年も永続できるのか !
** なぜ先祖代々の教えを守るという
保守的姿勢から革新が生み出されるのか !

ゼミナール

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

明治大学商学部教授

30,000円（一般）
27,000円（法人*）
（テキスト代含みます）

教

材

ポイント

講座1週間前までに配付します。
★★

＊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 → 12頁

講義概要

目次

■ 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、村松友視著『俵屋の不思議』(幻冬舎)です。また同時に、細田安兵衛著
『江戸っ子菓子屋のおつまみ噺』(慶應義塾大学出版会)も使用する予定です。
■ 受講料には、書籍代も含まれております。
※ テキストは講座開始1週間前までにリバティアカデミー受付でお渡しいたしますので、入金
控えをお持ちの上でご来局下さい。開始時までに熟読をお願いいたします。

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
水曜日
19：00〜21：00

マーケティング

今回のゼミナールで取り上げる本書は、作家である村松友視氏の書いた
ドキュメタリー的で伝記的な物語です。それは主人公である佐藤年さんと
いう200年から続く京都の老舗旅館の経営者の話です。伝統ある文化財と
しての価値を保ちながらの“旅館”という宿泊サービス事業を、悩みながら
考えながら経営していく日々の彼女の生活のあり様は、その事業そのもの
が彼女の全人格を表すところの一つの表徴体として伝わってきます。
この物語の中には、現代のビジネス主体としての企業組織に従事してい
る会長、社長、管理職、一般社員の一人ひとりのすべてが有するべき、その
日々の運営に関する意思決定に必要不可欠な“精神”のすべてが入っていま
す。なにしろ、企業の日々の事業のあり様とは、この一人ひとりの精神のあ
り様の表現行為なのですから。その精神の貧困さの表れを私たちはあの大
震災の後の原子力発電所に係わる企業組織の経営トップや管理職の意思
決定の中に、あるいは国の所轄官庁組織や政治組織内の人々の対応の中に
見出すことができました。まさにいかに巨大であろうと独占的であろうと、
この“精神”の崩壊こそが企業組織の崩壊の源になっているのです。
顧客はもちろんのこと、従業員からも取引先からも同業者からも、そして
世間からも敬われる企業であることの価値。それは小手先の技術や戦略か
ら生まれるものではありません。人のためのビジネスを行うために人が創り
人の心をもって営む組織こそが企業なのであり、そうした価値を生み出し
続ければこそ、未来への存続を顧客がそして世間が許してくれるのです。
何のためにビジネスに従事するのか、何がビジネスの本質であるのか、
何が利益の源泉であるのか。拡大成長に明け暮れてきた今こそ、本書を読
み、私たちの日常のビジネスの維持に必要な“精神”とは何かについて、本
書にあふれる多くの至言の一言一言の意味を皆さんと考えていきたいと思
（大友純）
います。

講義形式

10/12
12/14

10/26
12/21

11/ 9
1/11

11/30
1/25

第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第7章
第8章
第9章
第10章
第11章
第12章
第13章
第14章
第15章
あとがき
解 説

職人の世紀末
「洗い屋」の凄み
「俵屋」に泊まる
師走の小火
「俵屋」七人衆
アーネスト・サトウの感性
和紙の気配
畳と簾の静謐
京都の水脈
都の自然観
骨董屋の眼力
パリの夢、
「俵屋」の夢
正月支度
未来の職能集団
不思議の余韻
上坂冬子

講師紹介
おお とも じゅん

大友 純 明治大学商学部教授
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。
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マーケティング

講座コード

11210012

マーケティング研究ゼミナール
─ 市場志向 の戦略と組織を考える─

現代競争市場において、 市場志向 は1つの重
要なキーワードになっています。市場志向であるこ
とが現代市場で勝ち残る、もしくは存続可能である
唯一の方法であるとも言われているほどです。現代
のような先行き不透明な競争市場において、 市場志向 であるというこ
とはいったいどのような強みをもつのか、 市場志向 であるためにはど
のようなことが必要なのか、あるいは 市場志向 とはそもそもどのよう
なことなのか。そのような疑問を明らかにし、実戦に応用できるようにす
るために、本書の議論の中心となっている問題、およびケース・スタディを
検討することを通じて、 市場志向 の戦略と組織のありかたについて研
究していきます。

セミナーの
目的

マーケティング

（1）当該書籍を輪読し、ゼミナールの参加者と議論することを通じて、市場志向とはど
のようなことであり、そのためにはどのようなことが重要なのかを明らかにする。
（2）当該書籍を輪読・検討することにより、組織および個人が市場志向であるための
（になるための）前提条件や枠組み作りを理解する。

① 参加者のうち1名ないしは数名が報告者として担当の部分を纏め、問題点・疑問点
などを洗い出し、レジュメを作り、発表するという形式で進めます。
② 発表者以外の参加者は、予め当該部分について下読みをし、解らない部分について
は下調べをして来て、ゼミに臨み、講師および参加者たちと問題点や疑問点を議
論・検討することを通じて現代ビジネスに活用可能な何らかの示唆を得る、もしく
は思考を養うようにします。

受講をお薦めする方
●ビジネスの現場で実際に戦略の立案・策定に携わっている方、もしくは将来のその
ようなポジションに備えてマーケティング志向を養おうと考えている方
●組織の部門の意思決定者としてご活躍の管理者の方
●将来の起業のためにマーケティングの発想を身につけておこうと考えている方
●企業経営やマーケティングに関心をお持ちの会社OB・OGや主婦の方々
※基本的にはこのテーマもしくはマーケティングに興味をお持ちの方ならどなたでもOKです。

講座概要
講

師

首藤 禎史 大東文化大学経営学部教授

曜

日

金曜日

時

間

19:00〜21:00

定

員

20名

回

数

8回

教

材

1. 10/ 7
4. 11/18
7. 1/13

2. 10/21
5. 12/ 2
8. 1/27

3. 11/ 4
6. 12/16

講師紹介
しゅ とう ただ し

首藤 禎史 大東文化大学経営学部教授
明治大学商学部卒業と同時に化粧品メーカーに勤務。その後、明治大学大学院
商学研究科博士前期課程修了、明治大学大学院商学研究科博士後期課程満期
退学。1994年に大東文化大学経済学部専任講師、University of Washington客
員研究員を経て、現職。専攻分野は、
マーケティング論、商業経営論、企業戦略
論。主著に『経営診断事典』分担執筆、
『商品戦略と診断』共著、
『戦略市場計
画』共訳、
『市場駆動型の戦略』共訳（以上、同友館）
『世界の起業家50人』共
著（学文社）、
『行政･大学による新しい政策形成』共著（ぎょうせい）、
『経営学
検定試験公式テキスト6 マーケティング』共著（中央経済社）、
『スポート・マー
ケティングの基礎』共訳（白桃書房）等。各種資格試験の出題者や企業の事業
開発支援指導などの経歴を有する。
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30,000円（一般）
27,000円（法人*）
嶋口 充輝、黒岩 健一郎、水越 康介、石井 淳蔵 著

『マーケティング優良企業の
条件―創造的適応への挑戦』
日本経済新聞出版社

★★

＊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 →12頁

『マーケティング優良企業の
条件―創造的適応への挑戦 』
-目次マーケティング優良企業を求めて
マーケティング・リテラシーのための論理
―「市場志向」研究の系譜
1 情報把握のエクセレンス
調査の独立性が意味すること―花王
調査部市場情報を循環させる「心臓」―資生堂
お客さまセンターや他社との連携による新製品開発―アスクル

2 情報普及のエクセレンス
失敗から学ぶ組織文化―サントリー
マーケティングサポートセンター情報の多重展開―積水ハウス
納得工房経路依存的に構築される仕組み―カルビー：営業部門

日程

曜日・時間

ゼミナール

プレゼンテーション

ポイント

講座の進め方
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レクチャー

受講料

セミナーのポイント

金曜日
19：00〜21：00

講義形式

3 情報反応のエクセレンス
反応スピードを加速するSAPS―ユニ・チャーム
マーケティングの持続力―ネスレコンフェクショナリー：「キットカット」
ターゲットを絞り込んで反応する―松下電器産業：「レッツノート」
市場への創造的適応―マーケティング・リテラシーの実践

マーケティング

生き残る企業のコ・クリエーション戦略

講座コード

11210013

従業員、顧客、取引先との共創が企業を強くする

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

受講料
教

材

ポイント

明治大学商学部教授

30,000円（一般）
27,000円（法人*）
講座初回に配布します
★★

＊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 → 12頁

生き残る企業のコ・クリエーション戦略
ビジネスを成長させる「共同創造」とは何か
ラマスワミ・ベンカト グイヤール・フランシス【著】
尾崎 正弘 田畑 萬【監修】 山田 美明【訳】
徳間書店

目次

講座のポイント

第一部．
コ・クリエーション型企業こそが成長する

●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。
●受話料には、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
企業で顧客と接点を持ちながら仕事をされている方はもちろんですが、製品開発、広
告、消費者相談窓口、さらには公的機関で仕事をされている方など、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。
マーケティングや消費者対応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

従来の企業成長の原点は、企業が優れた製品・サー
ビスを生みだし、
それを必要としている顧客に届け、
講師からの
メッセージ 満足してもらうという発想に基づくものでした。もちろ
ん、このような発想そのものに間違いはありません
が、企業が提供者、顧客はその受け手・受益者という構図の中では、顧客は、
製品・サービスをお届けする対象ではあっても、共に生きるパートナーという
発想に欠けるところがありました。
しかし、今日、企業と顧客との関係を大きく見直そうという動きが、実務お
よび研究両面で現れてきております。顧客は自社製品およびサービスの利用
者として豊富な知識と経験を有しています。これは、企業内部の人材が優れて
いても手にすることのできない資産の一つであります。別の見方をすれば、顧
客は企業の提供している製品・サービスの価値実現のための欠かせないパー
トナーと言うことになります。
さらに、今日のインターネットと関連技術の発展により、顧客同士の経験や
知識の共有、顧客からの企業への積極的な働きかけ、さらには、それを利用し
ようとする企業の動き等、企業と顧客の関係が大きく変化してきております。
今回の講義では、このような企業と顧客の新たな関係につき受講生の皆様
と考えていきたいと思います。特に、顧客のとらえ方について皆様の発想をリ
ニューアルしていただける機会になればと考えております。
講座で取り上げる著書は、ラマスワミとグイヤールの『生き残る企業のコ・
クリエーション戦略』です。本著者達は、世界各国の企業に対して本書で主張
されている「コ・クリエーション」の必要性を指導し、高く評価されているアメ
リカの学者と実務家です。本書は原著が2010年、翻訳書が2011年春に刊
行されたものであり、中に紹介されている事例も最新のものです。
本書のテーマである「顧客の体験こそが、企業の価値創造の原動力」につ
いて、本書を読み進める中で、我が国あるいは受講生のご所属の企業に当て
はめながら、その適応可能性と将来性に議論していきましょう。特に、マーケ
ティングに関心を持つ皆様の積極的な参加を期待しております。

1. 10/ 6
4. 11/24
7. 1/12

2. 10/20
5. 12/ 8
8. 1/26

成長の原動力は「コ・クリエーション」
参加型プラットフォームで感動体験を生む
アイデアのコ・クリエーションを行う方法
事業ネットワーク内の関係者との
コ・クリエーション
第 5 章 社会的生態系を形成する
第 6 章 参加型プラットフォームを進化させる
第1章
第2章
第3章
第4章

第二部．
経営のコ・クリエーション
第7章
第8章
第9章
第10章
第11章

コ・クリエーションで企業を改革する
経営者たちの新しい意思決定の方法
ビジネスのやり方を双方向から変える
戦略プロセスを開放する
制度改革のコ・クリエーション

3. 11/10
6. 12/22

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。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。
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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

11210014

ソーシャルマーケティング、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。
マス広告だけでは、以前のような効果が得られない昨今、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ます。
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。

講義形式

セミナーの
目的

レクチャー

実

習

マーケティング

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 → 12頁

講座のポイント

【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。
さわ い
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やす ひこ

ふじ き

とし あき

澤井 保彦 株式会社ITソリューション 代表取締役社長

藤木 俊明 Garden-City Planning代表取締役

2003年にITソリューションを設立。創業時から自社製品の研究開発
を行い、ビジネスユーザ向けのグループウェア(言語:JAVA)やバー
チャルリアリティ空間を実写で実現する技術の開発に取り組み北海
道から創造法の認定企業に選定される。近年、エンドユーザ向け製
品を自社で企画開発し国内および国際市場へ展開。iPhone向けア
プリ国内市場においては2010年度日本国内有料アプリケーションダ
ウンロード数第1位(Apple社iTunes上での公式発表)を達成。数々の
全国マスメディアや書籍に取り上げられ、その活動が注目される。

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。

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

セミナーの内容
内容

日程

講 師

ネットマーケティングの動向を把握しよう
―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 10/19（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、スマートフォンやタ
ブレット端末などのスマートデバイスの普及により、消費者の行動の変化が大きくクローズアップさ

今津

れており、トリプルメディアのバランスをはじめ、
「戦略PR」、
「ソーシャルメディアの活用」、
「AR(拡
張現実)」など、幅広く昨今の市場動向を正しく把握し、今すぐ取り入れるための実践的な手法につい

マーケティング

て最新事例を通じて学習します。また、講座全体に渡る受講者の自己課題の整理を行います。

ネットマーケティング実践に必要な仕事の進め方
―時代のテーマとなりつつある「共感」を引き起こすためのマーケティングを実践しよう―
企業と消費者がダイレクトにつながることが可能なソーシャルメディアが浸透した昨今、企業コミュニ

2 10/26（水）

ケーションは、一方通行ではなく双方向性の重要性が増しています。
共感や親近感を獲得するための活動を目指すことは、購買行動への大きな影響も持ち始めています。

今津

突然、ソーシャルメディア担当になったら何をすべきか?また、ソーシャルメディアへの対応を企業とし
てどう進めるべきか? 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が集まっています。中でもフェイ

3 11/ 2（水）

スブックや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。
iPhone向けアプリ国内市場においては2010年度日本国内有料アプリケーションダウンロード数第1位を達成し、数々の全国マス

今津
澤井

メディアや書籍に取り上げられ注目されているアプリ開発の第一人者澤井保彦氏をゲスト講師にお迎えし、無数のコンテンツの中
で注目されるコンテンツを育て、維持するためのノウハウ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 11/ 9（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に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敏明氏をゲスト講師
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―
半径30cm以内のメディアとして最も身近な存在となったスマートデバイスをはじめ、デジタルサイ

5 11/16（水）

ネージ(電子看板)、AR(拡張現実)な電子媒体と先進技術を活用したマーケティング施策の多様化が
進んでいます。マス広告の効果があがりにくい昨今、消費者が最終決定を行う店頭での購買をPush

今津

する販売施策は、スマートデバイスの活用をはじめ、消費者のライフスタイルやビジネススタイルを
意識した新たな手法にシフトが進んでいます。消費者の行動特性をデータによって把握し、
「効果的
な販促」、
「顧客を呼び込む集客」などマーケティングの販売力を持たせた事例研究とこれからの
マーケティングの進め方を学習します。

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 11/30（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。
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マーケティング
講座コード

11210015

在庫を起点に利益を生み出すロジスティクス
SCM時代の経営の仕組みづくり
─戦略的在庫管理によるプロフィット・センター構想の実現─

商品在庫は長い間販売・商取引の裏方として
位置づけられてきました。したがって、ビジネス
の現場で言われ続けてきたのは、
「在庫を減ら
せ!」でした。でも、在庫を減らせば経営がうまく
行くというのは本当なのでしょうか?
最近、
「在庫は買って売る」という投資の概念が言われ始めていま
すが、これは「単純な在庫コストの低減でなく、在庫回転率を上げて
ROIを向上させる」という考え方です。
これは、現代のようにロジスティクス・SCM〈サプライチェーンマ
ネージメント〉の流通革新が叫ばれ、新しい取引関係の中で、いかに
して確実に利益を出し、マネーフローを確保していくのか、そのキーポ
イントは「在庫」即ち「得意先・顧客の求める商品の確実な品揃えを
いかに少ない在庫で的確に行っていくか」というところにあります。と
ころが、現実は、今までの常識にとらわれて、これらを確実に実現して
いる企業はまだまだ少ないといえます。
そこで、本セミナーでは、21世紀の経営では、
「在庫は企業の死命
を制する」との認識の下、在庫を コスト削減側面 と 利益拡大側
面 、さらには マネーフロー創出 の重要な決め手と認識し、その重
要性を理論と実践の両面から学びます。ゼミナールの中では、各社の
販売・在庫データを持ち寄り、このデータに基づき3つのゴールを目
指した在庫の持ち方についての各社別仕組みづくりを実践指導しま
す。一般に、在庫管理の分野はコンピューターの専門家に作ってもら
うものと考え勝ちですが、そんなことはありません。むしろ、現場で
の基本的考え方が重要であることを学び、これらを仕組みとして現場
で運用することによって、ローコストで高サービスを誇る体質の強い
企業に生まれ変わる入口を整えるというのが当講座の目的です。
今まで専門家領域の問題と捉えられていた在庫管理の考え方と仕
組みづくりを平易に分りやすく、各社の実情に応じて指導します。

講義形式

セミナーの
目的

レクチャー

マーケティング

講座概要
吉岡 洋一

講

師

曜

日

時

間

土曜日
15:00〜17:00

定

員

20名

回

数

10回

受講料
教

材

ポイント

明治大学商学部兼任講師

32,000円（一般）
28,800円（法人*）
コース・ルーズリーフ
テキスト作成にて毎回配布
★★

＊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 →12頁

受講をお薦めする方
①在庫については、今まで営業・販売を中心にやってきたので、ほとんど本格的に仕組みづくりには取り組んだことが
ないという企業。
②売上が伸びているのに、思うように利益が出ないという企業。
③在庫が多いのに、品切れがなくならないという企業。
④在庫管理は、今まで外販のパッケージに頼っていたが、いまひとつ決め手に欠けると考えている企業。
⑤今までの在庫管理をもう一歩進化させて、プロフィット・センターに育てたいと考えている企業。
⑥在庫管理を新しい概念によって捉え、企業体質を強化したいと考えている企業。
⑦出来るだけ、簡単な仕組みで的確な在庫の管理をしたいと考えている企業。
⑧次世代を狙う、新しい感覚の商品・利益管理者を育てたいと考えている企業。
⑨自社に合った固有の「在庫・発注」システムを作りたいと考えている企業。
⑩ロジスティクス・SCMといった一連の動きの中で、将来に対し、今やっておかなければいけないことを 模索している企業。

講師紹介
よし おか

よう いち

吉岡 洋一

明治大学商学部兼任講師
（9月任用予定）、早稲田大学商学学術院総合研究所WBS研究センター特別研究員
株式会社流通システム総合センター代表取締役、元松山大学経営学部教授

明治大学商学部卒業後、揺籃期の大型流通小売業を経て、財団法人流通システム開発センターで流通システム化行政に携わる。その
後独立して、流通・物流・情報システムの具体化に実績を残す。中でも、在庫システムでは日用品雑貨業界やプラスチック製造業界、自
動車補修部品業界などを中心に効率的在庫戦略モデルを開発し業績改革に成功。
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日程

1 10/ 1（土）

2 10/15（土）

4 11/12（土）

経営における「在庫管理」の戦略的重要性
―在庫は消費・流通・生産の結節点
―在庫は「利益」「コスト」「マネーフロー」を左右するシステム起点
「在庫」は単なる資産ではなく、企業経営にとって、その企業の 顔 であり、 戦略 であることをまず共通認識とする。
これをシステム的に位置付け、戦略的に管理することによって、コストばかりでなく利益とマネーフローを創出することを
講義する。

最大利益・マネーフローを生み出す在庫管理の仕組みづくり
― 戦略的在庫管理の6つのルール
最大利益・マネーフローを生み出す在庫の仕組みを作っていく上でのキーポイント「在庫対象品」「在庫量」「「在庫補
充」「売れ変動への対応」「在庫の評価・見直し」などについて、実証データに基づき講義・理解する。

マーケティング

3 10/29（土）

内容

戦略的在庫の仕組みを作る上で必要なデータと分析のしかたと実践
―自社のデータ分析
―自社データに基づく商品の層別分析
在庫を戦略的に管理していくためには、商品の動きに関するデータが必須。つまり、何がどのくらいの数量・金額、どんな
タイミングで売れたのかについての品目別データである。これらを在庫管理用に加工し、戦略的仕組みに組み立てていく
プロセスを講義する。
商品の層別区分に基づく最適在庫・発注の仕組みづくりの実践(その1)
―データに基づく、商品のS・A・B・C層別区分
―層別区分別在庫量と発注の方式
各社ごとに、ある期間の商品の動きのデータ(売上数量・金額・頻度)を持ち寄り、これらデータの分析のしかたと仕組みの
作り方について、各社別に指導し、戦略的在庫管理の仕組みのプロトタイプ作りを実践指導する。

商品の層別区分に基づく最適在庫・発注の仕組みづくりの実践(その2)

5 11/26（土）

各社ごとに、ある期間の商品の動きのデータ(売上数量・金額・頻度)を持ち寄り、これらデータの分析のしかたと仕組みの
作り方について、各社別に指導し、戦略的在庫管理の仕組みのプロトタイプ作りを実践指導する。

戦略的在庫システムのプロトタイプ完成
6 12/10（土） 各社別の在庫管理システムのプロトタイプを完成させる。

戦略的在庫管理システムの導入と運用

7 12/24（土） これら戦略的在庫管理システムの導入と運用をどのような形で行っていくかについて講義し、これらの運用の仕方を実践
指導する。

戦略的在庫システム導入成果と評価

8

1/14（土）

在庫は生き物である。したがって、一度仕組みをつくったからといって、これを後生大事にしていては、すぐ陳腐化して使
えなくなってしまう。そのためには、一定期間ごとに適切な評価尺度を持って在庫を見直すことが重要である。そのタイミ
ングと評価尺度について講義する。

1/28（土）

在庫管理は短期的なものと長期的なものに分かれる。一般に在庫の仕組みを作った当初はよいが、これらを運用していく
中で、その管理が複雑かつ煩雑になると現実には継続的に運用されなくなってしまう。そこで、これらの長続きするやり方
と仕組み(メンテナンスの仕組み)について講義する。

自社最適在庫システムのメンテナンスの仕方と課題

9

戦略的在庫システムのロジスティクス・SCM時代へ向けての今後の展開の考え方と方向

10 2/ 4（土） 戦略的在庫管理の重要ポイントとして、その補充をいかにジャストインタイムで行うかの視点が重要となるが、その考え方
とあり方について、ロジスティクス・SCMの観点から整理し実践的な提言を行う。

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

51

マーケティング
講座コード

11210016

実践 植物工場基礎技術解説
植物工場運営に必要な知識と技術の習得
─食と農へのビジネス展開に向けて─

「明治大学植物工場基盤技術研究センター」
は経済産業省の補助金を受け、全国的拠点の1
つとして、今年4月生田キャンパスに設置されま
した。拠点事業の一環として、これまで他種企業
にあって植物工場への興味を持っている企業や個人を対象に実践的
な講義をします。植物工場の起業や植物工場への各種機械・機器類
の新規供給販売を目指す企業等が必要とする植物工場の基礎的技術
背景や対象植物の基本的性質、植物工場運営に必要な技術や最新の
技術の解説および植物工場に必要な経営的視点・背景等の解析を学
び、植物工場の総合的な状況を把握することによって,今後の植物工
場のビジネス的発展性を理解・判断するための研修とします。

講義形式

セミナーの
目的

レクチャー

マーケティング

講座概要
コーディネータ
間

時

間

火曜日
15:00〜16:30

定

員

40名

回

数

10回

教

植物工場ビジネス参入を目指す企業や個人、及び植物工場への施設や機器の供給・
販売を目指す企業の経営者及び開発・営業・企画担当者の皆様に、研修として受講し
ていただきたい。
実践的内容となるため、ある程度基礎的知識が求められます。

明治大学植物工場基盤技術
研究センター副センター長

時

受講料

受講をお薦めする方

宍戸 良洋

材

ポイント

40,000円（一般）
36,000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 →12頁
明治大学植物工場基盤技術研究センターHP
http://www.meiji.ac.jp/plant/

日程

内容

講師

9/20（火）

フードシステムとしての植物工場 ─課題 展望─
食料生産から消費までを一連のシステムで捉えることをフードシステムといいます。植物工場は農業の新
しい形態であるとともに、その生産物は新しい付加価値を持っています。植物工場は食料生産の救世主
となりえるのでしょうか、また、消費者に受け入れられるのでしょうか。植物工場のこれまでの経緯を踏
まえ、現状、将来についてフードシステムの観点から考えます。

廣政

9/27（火）

明治大学の植物工場のコンセプト
明治大学の植物工場が目指す基本的コンセプトの第1は生産コスト縮減です。光源コストの縮減・高効
率化に関し、高機能放電管やLED等の開発や利用法を検討し、栽培植物の収量と品質を向上させる研究
を進めます。また。循環培養液のナノバブル殺菌や光触媒有機物分解と商業的無菌空調環境で、無洗浄
出荷の野菜を生産し、流通前コストの縮減を図ります。

早田

3 10/ 4（火）

野菜を育てるための基本的植物生理の解説
野菜や作物を育てるために必要な技術を身に着けることを目的にして。植物工場などの植物を扱う産業
に参画・企画する場合、植物の発芽から、成育して収穫に至るまでの一連の過程における植物の性質や
環境に対する反応などを理解することが重要であり、食を通した農業産業について知識を身に着けるた
めの講義をします。

宍戸

工場における清浄栽培の基礎(水耕の必要性)
4 10/11（火） 植物工場において不可欠な養液栽培技術に関する基礎的な内容と、植物工場向け栽培装置などの考察
を行います。またそれに合った植物種の選定なども考えていきます。

池田

グリーンフォトニクスの基礎と植物工場への応用
5 10/18（火） 環境配慮型半導体デバイス(LED,冷温蛍光灯等)の基礎と、植物育成への光源としての応用による低炭素
社会・循環型の実現に関して解説します。

植草

1

2
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日程

内容

講師

小島

植物工場に必要な販売戦略・マーケティング手法
7 11/ 8（火） 技術の価値は市場(顧客=消費者)側から見ることによって決まります。
マーケティングの観点から市場価値の創造手法を一緒に考えてみましょう。

大友

植物工場のビジネス戦略
8 11/15（火） 大企業、中小企業を問わず多くの企業が植物工場ビジネスに参入しています。なぜ、これほどまでに植物
工場は経営者の心を捉えるのでしょうか。いくつかの企業のケースを取り上げて、そのビジネス戦略の現
状と課題を浮き彫りにしましょう。

坂本

太陽光利用型植物工場の技術的概要の解説
植物工場には大きく2つの概念から分けられたものがあります。1つは明治大学の植物工場のように閉鎖
空間で完全人工光を利用して野菜を生産する方式と太陽光を利用した大型の施設での植物工場があり
ます。この回では人工光型植物工場の特質と比較しながら太陽光型植物工場の持つ特徴によって野菜の
栽培方法や野菜の種類などが大きく異なっていることを解説し、二つのタイプの植物工場の産業として
の違いを理解してもらいます。

宍戸

生田植物工場見学
10 11/29（火） 生田キャンパスで実 施します。実際に植物工場センターを見学し、これまでの講 義内容 のまとめをし
ます。

早田

9 11/22（火）

マーケティング

植物工場における再生可能エネルギー(風力)の利用
6 10/25（火） 風力発電に関する一般的な考え方及び都市型風力発電に利用可能な小型風力発電用風車について解説
し、実際に、植物工場に導入した小型風力発電装置及び実証試験の概要を紹介します。

コーディネータ・講師紹介
明治大学研究・知財戦略機構特任教授・農学博士
明治大学植物工場基盤技術研究センター副センター長
1968年東北大学農学部卒業、東北大学農学研究科博士課程
修了後東北大学農学部園芸学研究室助手。1984年農水省野
菜試験場主任研究員、東北農業試験場総合研究第3チーム
長・野菜花き部長、(独)野菜茶業研究所野菜研究官を経て、
定年退職。その後、民間会社・山形大学客員教授を経て、
2011年より現職。専門は植物生理学で、花芽分化生理、光合
成および光合成産物の転流・分配現象を通して野菜の生産
性に関する研究をしている。
しし ど

よし ひろ

宍戸 良洋

はや た

やす よし

ひろ まさ ゆき お

廣政 幸生 明治大学農学部教授・農学博士
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。

いけ だ

たかし

早田 保義 明治大学農学部教授・農学博士

池田 敬 明治大学農学部准教授・農学博士

専門は園芸学。研究内容は、野菜や果物、その他植物の香り
の解析とその評価、特に果物や花の香り成分を明らかにする
とともに、香りの機能性解析を進めている。植物は香りで害
虫や病原菌から身を守り、仲間に危険を知らせる媒体となっ
ている。

以前は、農林水産省の研究所で生産現場に役立つ、使っても
らえる技術開発を心がけた研究を行ってきた。現在は、省力・
省エネルギー化をめざした農業生産システムの開発を行って
いる。

うえ くさ

しん いち ろう

こ じま のぼる

明治大学研究・知財戦略機構客員研究員

植草 新一郎 明治大学名誉教授

小島 昇 工学博士

元明治大学理工学部教授。電気電子生命学科のオプト・
バイオ・エレクトロニクス研究室で「光と物質の相互作用」
を主に研究のテーマとしてきた。専門は電子デバイス・光デ
バイス・フォトニクス。論文多数。応用物理学会評議員など
を歴任。

元明治大学理工学部教授(2010年3月定年退職)。2010年4月
より、明治大学研究・知財戦略機構客員研究員。在職中は主
研究テーマであった静音性に優れ、かつ、製作コストが低価格
である風力発電用風車の開発を行ってきた。現在、この研究
成果を基に、環境に優しいクリーンで再生可能な自然エネル
ギーを利用した、都市部においても発電が可能な独立電源型
の「都市型風力発電」の実用化のための研究を行っている。

おお とも じゅん

さか もと つね お

大友 純 明治大学商学部教授

坂本 恒夫 明治大学副学長・経営学部教授

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。

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。
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マーケティング
講座コード

11210017

〜
「顧客『不』満足」を基盤に〜

真のサービスを追求し「顧客満足」を具現化する

市場は成熟し、飽和状態を迎え、少子高齢、グ
ローバル化等の影響を受け、更に東日本大震災
は各方面に多大な影響を及ぼしている。過去の
延長線上に現在そして今後が存在せず、過去の
データ分析から「次の一手」が明確に見えず、小手先の対応策では顧
客は反応しない。潜在化している顧客不満足を「不満足度調査」で捉
えると顧客の真の要望が浮上する。顧客が困っていること、悩んでい
ること、不満はまさしく顧客が求めている要素だからである。そして
その取り組みは加速度を増し成果を上げている。先進事例を含めて
解説する。

講義形式

セミナーの
目的

マーケティング

講座のポイント

レクチャー

習

講座概要
講

師

武田 哲男

曜

日

水曜日

時

間

19:00〜21:00

定

員

20名

回

数

5回

受講料

(1) 変化ポイントとチャンスを知る
(2) 顧客の意識変革。価値観が大きく変った
(3) 顧客満足を追求しても真の顧客満足は得られない
(4) 顧客の『不』の要素に潜在的な要望が潜んでいる
(5)「顧客『不満足』度調査」の取り組み方・進め方
(6) 真のサービスとその実現方法

実

教

材

ポイント

武田マネジメントシステム
代表取締役

20,000円（一般）
18,000円（法人*）
「顧客満足の常識」
PHP研究所刊

★

＊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 → 12頁

受講をお薦めする方
●過去の延長線上に現在と今後が存在しない時代のあり方を知りたい方。
●顧客の潜在意識をどのように捉え、どのように活かしたらいいか。
●サービスの本質と品質管理・品質保証並びにホスピタリティとの相違を知る。
●ミス・クレーム・トラブル・事故を未然に防ぎ、顧客満足につなげる。
●クレーム・クレーマー・モンスターと対応策。
●Risk ManagementとCrisis Management
●新規顧客の開拓と継続促進、口コミ・紹介の向上を図る。
●実践的・本質的CSM(CS Management)に取り組む
●プロジェクト・マネジメントリーダーのあるべき姿。

日程

内容
「変化の推移とチャンスの把握」

1 10/ 5（水）

顧客の意識が激変。「変化はチャンス!」と知る。商品・サービスのコモディティ化と企業の考え方、取り
組み方、在り方を理解する。顧客と企業の意識差を把握し顧客の支持を受ける取り組みを理解する。

2 10/12（水）

「サービスの定義と具体的サービスの取り組み」
サービスは非常に分かりにくい概念。またホスピタリティとの区別はどこにあるのか。実態を整理し、ひも解
くと本質が見えてくる。またいま成果を上げているサービスの品質管理・サービスの品質保証を理解する。

「業績=顧客の支持率」を達成する!」
3 10/19（水） 『 顧 客 づくり』『 顧 客 つなぎ』『 顧 客 つづき』の 女 神 のサイクル の 好 循 環を図る。顧 客デー タを基にした
CRM・SFAをはじめ、企業の実践的な取り組み事例を基に具体的なサービスメニュー・プログラムを知る。

「顧客『不満足』度のつかみ方・活かし方」

4 10/26（水）

顕在化した顧客満足は役立つか、過去のデータ分析から次の一手は見えるのか、企業が目一杯の満足を提供し、顧客が意識変革を起こして
いる現在、顧客が心の底で求めている潜在的な満足とは何か、また頻発しているミス・クレーム・トラブル・事故・事件はなぜ起こるのか、特
に東日本大震災震災後に採用が更に加速している「不満足度調査」を解説し、プロジェクト・マネジメントリーダーのあるべき姿を示す。

Risk Management・Crisis Managementの特性と取り組み

5 11/

2（水）

リスクマネジメント、クライシスマネジメントとは。クレーム・クレーマー・モンスターに対する理論
的・実践的取り組み。後追い、穴埋め、対処療法、もぐら叩きの取り組みの問題点。根本的・抜本的
3つの取り組みと、いま、そして今後真に顧客が求めている満足要素を創造するための活動とは。

講師紹介
武田マネジメントシステム代表取締役、 非営利法人 一般社団法人エチケット・サービス向上協会代表理事
武田 哲男 （株）
CS、Service Management、Service Marketing・Service Quality Control、サービス品質保証とHospitalityを専門に40年に亘り約700業種・業
態の企業で多くの評価される「業績=顧客の支持率」を達成。現在も多数企業と共に歩んでいるこの分野の第一人者。いくつものマスコミを騒
がせた事件後の対応や国際的M&Aにも関与。著書は「説得力・交渉力の達人になる5時間プログラム」明日香出版社「顧客不満足度のつかみ
方」シリーズ、
「顧客満足の常識」
「サービスの常識」「その一言・その15秒が勝負の分かれ道・クレーマーさえもとりこにする顧客対応スキル
アップ講座」PHPほか「よくわかるCSの取り組み方」日本能率協会マネジメントセンター、ダイヤモンド社、産業能率大学出版部等を含め
100冊以上。「“CS・サービス向上”研究会」は全国の企業が参加。32年目。
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財務諸表の見方・読み方

財務・金融
講座コード

11210018 平日夜間コース／土曜集中コース
平日夜間コース
11210019 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

講義形式

講座概要
平日夜間コース
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

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（1）

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。

貸借対照表から企業を読む（3）

4

5

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

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。

★

講座概要

財務諸表とステーク・ホルダー

1

章浩

財務・金融

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。

セミナーの
目的

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。

土曜集中コース
講

師

﨑

曜

日

時

間

定

員

土曜日
13:00〜14:30
14:40〜16:10
30名

回

数

3回

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 → 12頁

コース 平日夜間コース（水曜日 全6回）
10/ 5

1

2

10/12

3

10/19

4

10/26

5

11/ 2

6

11/ 9

コース 土曜集中コース（土曜日 全3回）
1・2

12/3

3・4

12/10

5・6

12/17

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

11210020 平日夜間コース／土曜集中コース
平日夜間コース
11210021 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

財務・金融

受講をお薦めする方
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

レクチャー
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

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

10/ 6

2

10/13

3

10/20

4

10/27

5

11/10

6

11/17

12/10

3・4

12/17

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 → 12頁

コース 土曜集中コース（土曜日 全3回）
1・2

★

1/14

講師紹介
きもの経営大学校学長•亜細亜大学名誉教授

碓氷 悟史 公認会計士

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

財務分析応用編

講座コード

11210022

このアカデミーで財務分析入門を受けられた
講義形式
セミナーの 方、また財務分析に自信のある方を対象として、
レクチャー
より高度で広範囲な分析を習得していただくた
目的
めのセミナーであります。入門セミナーで基 礎
講座概要
的な分析力を習得されたわけですから、これを踏まえてその会社の
財務上の特徴や問題点等を有価証券報告書に重点を置き分析する
コーディネータ 松本 穣 明治大学商学部教授
ことによって明らかにし、かつ、戦略的な改善提案ができるようにす
曜 日
木曜日
るのが目的です。
時 間
19:00〜21：00

受講をお薦めする方

員

30名

回

数

6回

受講料
教

36,000円（一般）
32,400円（法人*）

財務・金融

過去に、このアカデミーで財務分析入門を受講された方とそのほかの方で財務分析
を知っておられる方です。ただし、できれば後方の方は、碓氷悟史著「決算書の超か
んたんな読み方」(中経出版)を事前にお読みください。

定

オリジナルレジュメ
※電卓をご持参ください。

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 → 12頁

日程

内容

1 11/24（木）

財務分析の要諦と重要システム思考

2 12/ 1（木）

応用(上級)に必要な比率体系

3 12/ 8（木）

有価証券報告書による貸借対照表分析

4 12/15（木）

有価証券報告書による損益計算書分析

5

1/12（木）

有価証券報告書によるキャッシュ・フロー計算書分析

6

1/19（木）

総合演習による問題点の把握と改善提案

講師

財務分析の中心核を重要システム思考という考え方で戦略的視点が得られるという事を解説します。

財務分析は、有価証券報告書を中心にして分析しますが、それに必要な分析比率の体系を解説します。

碓氷

碓氷

碓氷

5期間の貸借対照表を比較分析します。

碓氷

5期間の損益計算書を比較分析します。

碓氷

5期間のキャッシュ・フロー計算書を分析します。

碓氷

コーディネータ・講師紹介
い

さと し

きもの経営大学校学長・亜細亜大学名誉教授

まつ もと ゆたか

うす

明治大学大学院商学研究科博士課程修了。研究テーマは、イン
フレーション会計の研究。商学部において、会計学・経営分析
を担当。企業小説についても研究中である。ゼミナールの卒業
生には公認会計士、税理士、国税専門官として活躍する方が100
名を超える。

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。

松本 穣 明治大学商学部教授

碓氷 悟史 公認会計士
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財務・金融
講座コード

11210023

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

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

火曜日
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 → 12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。
10/18
1
1.強い会社はここを見ればわかる
（火）
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
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
10/25 2.配当できる利益とは
2
（火） 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・亜細亜大学名誉教授

碓氷 悟史 公認会計士

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

知っておきたい外国為替の常識

11210024 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
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
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。

講義形式

セミナーの
目的

講座のポイント

受講をお薦めする方

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

講座概要

財務・金融

（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。

レクチャー

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 → 12頁

内容

講師

為替の基礎を覚えよう
1 11/ 8（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

外国為替相場はなぜ動くのか
2 11/15（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

外国為替の持つリスク
3 11/22（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

外国為替と国際収支
4 11/29（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

しげ たか

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

鈴木 成高 （東京三菱銀行出身）

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

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

11210025

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♪

新しい株式投資への第一歩

「貯蓄から投資」へと促され誰もが金融・資産運用に夢見た時
代から、世界の金融市場が崩壊した2008年。やっと立ち直り掛
けた矢先、大震災という未曾有の国難に遭った日本。懸命に向き
合い戦ってきた数ヶ月。復興、復興と言いながらも原発や政治に
振り回された国民。経済対策・金融緩和と打ち出しながらも、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、色々な不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んです。
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行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行き
たいと考えております!

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 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

財務・金融

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 → 12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

「歴史と今の経済を考え、今を乗り切る方法」
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、向けだせ
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

「先手、先手の株価予測」
2 10/25（火） 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。どんな

若林

「時代・流行・時間にあった銘柄選別と、価格・価値の見方」
3 11/ 8（火） 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。

若林

「明日から生かせるチャート分析と賢い注文の出し方」
4 11/15（火） 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?!

若林

「チャート分析NO2(応用編)」
5 11/22（火） 基本を押さえた上で、それを生かしたテクニカルチャートをご紹介します。買い場売り場が一目で分かる
テクニカル指標などなど…。様々な観点から株価を分析したいと思います。

若林

株式投資とファイナンス理論
6 11/29（火） 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。

坂本

1 10/18（火）

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。
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わかばやし ふみ え

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、9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

売れて儲かる新商品開発の進め方

講座コード

11210026 ―スピードと品質・コストで勝つ!!―

講義形式
レクチャー

・事業企画、営業企画、商品企画、製品開発、設計、資材調達、利益管理、原価管理等の
業務に携わっている、若手の管理職、管理職候補者(技術系、事務系を問わず)の方

習

講座概要
コーディネータ 﨑 章浩
日

時

間

定

員

30名

回

数

8回

受講料
教

材

明治大学経営学部教授

土曜日
13:30〜15:00
15:10〜16:40

曜

ポイント

受講をお薦めする方

実

財務・金融

「売れて儲かる新商品」を開発する仕組みを説明
セミナーの し、ツールの紹介で実践に繋がる、商品開発力の向上
を図ることを目的にします。
目的
日本は東日本大震災では大きなダメージを受けまし
たが、復興を現実のものとするためには、日本発で世界に通用する新たな機
能を持つ商品の開発を通して、日本の技術・ノウハウが世界の発展に寄与・貢
献できることを多くの事例で証明して見せることが大切であると考えます。
講義では、成功事例を紹介しながら、どのようにして新商品開発の仕組み
を作り、いかにその仕組みを管理、運営するかについて解説します。具体例で
は、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、
新商品が儲かるようにするため、全体を管理する原価企画活動について理論
的かつ実践的に、ツールの具体例の紹介を含めて説明します。
事例を多く取り入れ、わかりやすく、かつ質疑を通して実践に役立つ情報、
ノウハウの共有を図り、実務に応用できるように工夫されたプログラムです。

27,000円（一般）
24,300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 → 12頁

日程

内容

講師

新商品企画の考え方・進め方

1

田中

11/ 5（土）
開発設計段階の原価と利益のつくり込み管理

2

原価の創り込み活動の管理

3

田中

11/12（土）
原価低減の効果的進め方

4

日産V字回復の原動力になったコストエンジニアリング活動

5

増田

11/19（土）
短い開発期間でコストと性能・品質を同時につくり込む方法

6

Only oneを創り出し、No.1に育てるにはどうすれば良いか

7

増田

11/26（土）

8

新商品の先行開発から設計・生産準備までの開発プロセスと管理

コーディネータ・講師紹介
さき

あき ひろ

た なか まさ やす

﨑 章浩 明治大学経営学部教授

田中 雅康 目白大学大学院教授・東京理科大学名誉教授

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。

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（540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。

ます だ

じょう じ

㈱ファルテック テクニカルアドバイザー

増田 譲二 日産自動車㈱元Vice President

成蹊大学工学部機械工学科卒業。1970年日産自動車に入社、車両設
計部でシャシー設計業務を担当、以降各種業務改革にも取り組み、
99年からは日産V字回復の原動力となったコスト削減活動のグローバ
ル責任者として推進した。現在はVEとナレッジマネジメントの相乗効
果による新たな価値創造に取り組んでいる。関連する講演は多数。
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財務・金融

英国銀行ゲストスピーカーと語る
講座コード

11210027

米英巨大銀行の栄光と挫折

リーマンショック以 降 の 米 英 巨 大 銀 行
の経営戦略と経営行動を概 観することに
よって、日本 のメガバ ンクの 明日の 経 営
行動について考えます。
米 国の巨 大 銀 行は機 関 投 資 家の意 向とBIS規 制 導入の
金 融 規 制の 狭 間にあって、いまだダイナミック動きはとれ
なくなっています。また英国4大 銀行もローン保険でのトラ
ブルで立ち直りは大きなつまずきを見せています。
米英巨 大 銀 行の在日ゲストスピカーの話も交えながら、
併せて日本のメガバンクの経営戦略のあり方について考え
てみましょう。

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
曜 日
時

間

19:00〜20:30

定

員

30名

回

数

7回

財務・金融

受講料
教

材

ポイント

講座のポイント
（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。

坂本 恒夫 明治大学副学長・経営学部教授
金曜日

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 →12頁

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（10月刊行予定）

講師

1 10/ 7（金） 米国巨大銀行の経営戦略と課題

坂本

2 10/14（金） 英国4大銀行の形成と展開

正田

3 10/21（金） HSBCの経営戦略と課題
4 10/28（金） モルガンスタンレーの経営戦略と課題

坂本

日程

内容

5 11/11（金） シティーバンクの経営戦略と課題

6 11/18（金） バークレイズ、ロイズの経営戦略と課題

講師
坂本
井関
正田
広瀬

広瀬
坂本

7 11/25（金） 米英巨大銀行の栄光と挫折

井関

坂本
正田

コーディネータ・講師紹介
ファイナンシャルブリッジ(株)取締役

さか もと つね お

しょう だ しげる

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。

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10 8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。

坂本 恒夫 明治大学副学長・経営学部教授

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

い ぜき だい

井関 大
明治大学経営学部経営学科卒業。シティバンク銀行株式会社国際業務部に勤務。
ひろ せ

なお かつ

広瀬 尚克 HSBC財務管理部スーパーバイザー
明治大学、英国ダーラム大学卒業後、アメリカの投資銀行で国際戦略に関わっ
た後、HSBCの財務管理部で活躍。
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財務・金融

戦略のための会計の理論と実践

講座コード

11210028

レクチャー

講座概要
コーディネータ 﨑 章浩

実際に企業において戦略の策定と実行に携わっている方や、事業企画、開発設計な
どの業務に携わっている方、将来起業を考えている方のための講座です。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。

明治大学経営学部教授

曜

日

土曜日

時

間

13:00〜14:30
14:40〜16: 10

定

員

30名

回

数

6回

受講料
教

材

ポイント

受講をお薦めする方

日程

講義形式

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 →12頁

内容

講師

戦略の意義と設備投資の経済性計算の理論

1

財務・金融

経営環境が目まぐるしく変化する現在、将来
セミナーの の方向性を決める戦略の重要性がますます高
まってきています。この講座では、戦略の策定と
目的
実行を支援するための管理会計技法としての設
備投資の経済性計算の諸方法と、BSC(バランスト・スコアカード)に
ついて学びます。
講義では、最初の2回はミンツバーグの理論にもとづいて戦略の意
義と、
「意図した戦略」を策定し実行するための手法である設備投資
の経済性計算の諸手法を、後半の4回は「創発的戦略」を策定し実行
するための手法としてのBSCを理論的に説明し、実際にどのように
適用されるかについて実例やケーススタディを用いて解説します。
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
ブに実際にBSCを構築することを含めて展開していきますので、理解
力を深め、実践力を身につけることができます。

戦略とマネジメント

─ 実例やケーススタディにより実践応用力のアップを!! ─

﨑

10/22（土）
2

設備投資の経済性計算の実践

3

戦略策定と実行のためにBSC

島田

伊藤

10/29（土）
4

戦略マップの構築

5

BSCの事例紹介
伊藤

11/ 5（土）

事例にもとづくBSCの構築

6

コーディネータ・講師紹介
さき あき ひろ

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。

しま だ

さぶ ろう

い とう

かず のり

島田 三郎 日東光器株式会社取締役

伊藤 和憲 専修大学商学部教授

1969年慶応義塾大学経済学部卒業。株式会社山武元管理部
長として利益管理を統括。

慶應義塾大学大学院工学研究科博士課程単位取得退学。博
士(経営学)。現在、日本管理会計学会副会長、日本原価計算
研究学会理事。専門は管理会計。著書『グローバル管理会計』
『戦略の管理会計』、共著『キャッシュフロー管理会計』、他
多数。大学での教育・研究のかたわら、企業でのバランスト・ス
コアカードの導入をサポートしている。
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中小企業・ベンチャー
講座コード

11210029

入会金無料

【大同生命保険株式会社寄付講座】

中小企業経営革新セミナー

入会金
（通常）3,000円」が無料になります。

大震災に備える企業の組織的対応の課題と展望
―企業が災害に迅速に対応するには何が求められるのか―

この度の東日本大 震災において、その影響を
まったく受けなかったというような企業は皆無
ではないでしょうか。しかも実質的に多大なる被
害を被った企業はもちろんのこと、微少な被害に
とどまった企業であっても、予想だにしないような危機に直面したさ
いに、的確な組織的対応行動がとれたようなお会社はそれほど多く
はないのではないでしょうか。その人的な命令系統や作業指示の乱
れ、あるいは情報システムや流通システムの齟齬など、多くの問題点
が露出したのではないでしょうか。こうした不適切な対応は、結果とし
て自社の従業員やその家族、そして多くの取引先や顧客、あるいは被
災地での直接的な活動にも大きな問題を惹起したのではないでしょうか。
今回の講座では、このような大きな災害に直面したとき、社会的存
在としての企業組織が基本的に認識しておくべき知識や具体的な対
応方法について考えてみたいと思います。さらにはそこから従業員の
基本的な安全を図り、顧客への影響を最小限にとどめるための示唆
を学び取ってもらいたいと思います。この日本でビジネスを行う限り
において未来永劫に付きまとう課題なのですから。

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

大友 純

明治大学商学部教授

会

場

リバティタワー6階 1063教室

曜

日

時

間

土曜日
13:00〜16:15

定

員

120名

回

数

4回（2日間）

受講料
教

材

中小企業・ベンチャ ー

ポイント

3,000円（一般）
2,700円（法人*）
講座初回に配付いたします。
対象外

ごあいさつ ―寄付講座開設にあたって―
当社は、平成１４年の創業１００周年を機に、平成２２年までの９年間、寄付講座を開設
してまいりました。受講されたみなさまから大変ご好評いただきましたことから、明治

＊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 → 12頁

大学様、
ＴＫＣ全国会様のご協力のもと、社会貢献活動の一環として本年も寄付講座
を開設させていただきます。明治大学様では、今年で１０回目の開催となります。本講
座は、理論と実践を織り交ぜた講義テーマを設定し、中小企業経営者のみなさまに、

内容
経営・ビジネスに関連する知識・スキルの習得の場を提供させていただくものとなっ
ております。
この機会に、
ひとりでも多くの中小企業経営者のみなさまにご受講いた
だき、
日常の経営・ビジネスシーンでお役立ていただければ幸甚でございます。
本社 〈大阪〉〒550-0002 大阪市西区江戸堀１丁目２番１号
〈東京〉〒105-0022 東京都港区海岸１丁目２番３号
http://www.daido-life.co.jp/

日程

11/26
（土）

2

無 料 で リ バ テ ィ ア カ デ ミ ー 会 員 に な れ ま す。
アカデミー会員には、明治大学図書館の閲覧利
用、レストラン “ サロン燦 ”、“ カフェパンセ ”
の割引等の特典があります。

内容

13:00
〜
14:30

1

1．入会金（通常3,000円）が無料になります。

未定

講師
TKC全国会
からの派遣講師
（予定）

セキュリティ会社が東日本大震災で取り組んだことと危機管理・ＢＣＰの考え方
14:45
〜
16:15

東日本大震災では、東北地方を中心に、企業・個人ともに大きな被害を受けられた。特に地震・
津波の規模が大きく、被害が甚大であったことから、多くの問題点、課題が明らかになった。今

安田

回の大震災からの経験を踏まえ、今後の危機管理対策・ＢＣＰ（事業継続計画）の考え方・あり
方と今後の対応策を考える。

行政の立場から見た企業のあり方と問題点
13:00
〜
14:30

3
12/ 3
（土）

4

震災に備えて企業に求められるのは、第一に従業員と顧客の安全確保。建物や設備の安全確
保、避難誘導等について日常的な準備が大切である。第二に事業の継続と再開。仮に被災して
も一刻も早く事業が再開されることこそ社会全体の復興に役立つ。そのうえで第三に被災者
への支援等社会貢献。その企業の特性を活かしてほしい。

二元復興の国づくりと企業の役割

14:45 東日本 大 震 災は、日本 の 大きな 変 換 点とい われる。それからの 復 興は東日本 の 被 災 地 の
〜
「災害 復 興」のみならず、首都圏、西日本に切迫する巨 大 地震を迎え撃つ「事 前復 興」の取り
16:15 組みが不可欠である。一人ひとりの生活、生活の場である街、そして仕事の場である企業、自
助・共助の市民生活と自助・互助の企業の取り組みを踏まえた国づくりを考える。

※11月 26 日、または 12 月 3 日の講義終了後に懇談会を行います（会費無料）。
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中林

コーディネータからのメッセージ
今年の春先の未曾有の 天災 とそれに絡む 人災 を経験した私たちは、もうすでに2011年3月10日までの私たち
とは、その生活認識において、そのビジネス認識において、その社会経済認識において、その行政認識において、その政
治認識において、そしてその自然の力というものに対する認識において、まったくそれまでの常識とは異なった考え方
や価値観を得るに至りました。一瞬にしてそれまで私たちが営々脈々として築いてきたあらゆる価値が崩壊してしまっ
たと言っても言い過ぎではないかもしれません。仕事とは、家族とは、そして私たちの 生きる とは何であるのかと
いったところまで、その 問 を糾されることになりました。
特にビジネスの現場では、これまでの流通の仕組みや企業組織のあり様、業界としての連携のあり様等々、根底から
考え直すべき課題が白日の下に晒されたのではないでしょうか。それは企業という組織体がこうした状況の中で何を為
すべきなのか、それを問い詰め具体的に実行すべきことは、これまでビジネス社会の中でその存在を許されてきた企業
にとっての最低限の 義務 であるといってもよいでしょう。今日のあらゆる企業の日々のビジネスがそうした被災地と
の地理的に広範囲な取引の仕組みを通じて成り立っている限りにおいて、迅速な流通システムの回復やそれを前提と
した物資の調達と普及、迅速で正確で正しい情報の収集・分析やその提供、被災地の復旧へ向けたあらゆる労力の提
供等々、何がしかの組織的行為を促されているはずです。こうした環境下において「企業に求められていることとは何
か」を的確に把握し、そこから具体的な行動を引き出していくことが、これからの企業の存在を左右するほどの課題で
あることは疑いのないところでありましょう。
今回のこの講座では、私たちに突きつけられたこれまでの常識では捉えきれないようなこうした難問に、少しでも立
ち向かえるような基本的な知識や考え方を学ぶための場を設けてみました。講師陣には、そうした問題に早くから取り
組まれてきたまさにわが国を代表するような研究者や実務家の先生方をお迎えしました。必ずや皆様方のお企業にとっ
て有益なる示唆が得られるものと確信しております。
（大友 純）

中小企業・ベンチャ ー

痛恨の江戸東京史

どう こく

日本の首都は︑﹁失敗﹂と﹁慟哭﹂
の連続だった
元副知事が描く︑東京の真実

﹁東日本大震災・原発事故﹂

本 書の印 税 及 び 収 益は 東 日 本 大 震 災の義

援金とさせていただきます︒ 学芸出版社

明治大学から
書籍のプレゼント！
さ
ら
に

コーディネータ・講師紹介
やす だ

おお とも じゅん

大友 純 明治大学商学部教授

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。
明治大学専門職大学院ガバナンス研究科教授
元東京都副知事

あお やま やすし

青山 佾

みのる

安田 稔 セコム（株）コーポレート広報部部長

中央大学卒業後、都庁入庁。高齢福祉部長、政策報道室理事
等を経て、石原都政1期目に副知事を４年。財政、都市構造担
当の他、危機管理担当として、三宅島災害を陣頭指揮、現在も
復興支援に尽力している。2004年より現職。主著に『小説後
藤新平』、
『行政マンの新戦略』他多数。現在は、東京電力の
社外取締役等としてコーポレートガバナンスの実務家として活
躍し、ＣＳＲ研究にも関心を寄せている。

1954年愛知県生まれ。1978年明治大学政治経済学部政治学
科卒業。1980年日本警備保障（現セコム）入社。1982年本社
広報室。1989年広報室次長。1994年広報室長。2007年コー
ポレート広報部長。

なかばやし

いつき

中林 一樹 明治大学政治経済学研究科特任教授

東京都立大学大学院工学研究科博士課程退学。工学博士。専
門は都市計画論、地域防災論、災害復興論。中央防災会議、
東京都防災会議の専門委員や、文部科学省地震調査推進本部
政策委員などのほか実践的な研究活動を進め、平成19年度防
災功労者担当大臣表彰。阪神・淡路大震災記念・人と防災未来
センター上級研究委員を兼務。東日本大震災では南三陸町復
興計画策定委員会副委員長。

TKC全国会からの派遣講師（予定）
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
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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

11210030 〜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42,000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

レクチャー

講座概要
コーディネータ

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

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＊）

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 →12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

ち ひろ

（認定特活）日本グッド・トイ委員会理事長

たん の

やす こ

多田 千尋 東京おもちゃ美術館館長

丹野 安子 （特活）
ビジネスネットワーク・ジャパン代表理事

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。『日本の社会起業家30人』の一人に選出される。

中小企業・ベンチャービジネスコンソーシアム理事。会計事務所、ベン
チャー企業で財務部門を担当後、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・東京理事

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。

あん どう

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(株)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。

ちょう だん

こ ばやし りゅういち

NPO法人わかみやクラブ副理事長

趙 丹 朝鮮大学校経営学部助教,常磐大学非常勤講師

小林 隆一 障害児地域生活支援事業わかみやクラブ主任指導員

中小企業・ベンチャービジネスコンソーシアム理事。財務管理
論、企業論、経営戦略論、NPO経営を専攻。明治大学大学
院博士前期課程単位取得中退。共著に、中小企業・ベン
チャービジネスコンソーシアム『スモールビジネス・ハンドブッ
ク』
（BKC）など。

東京農業大学農学部卒業後、知的障害児の治療教育現場に
従事。現在NPO法人わかみやクラブ主任指導員・サービス管
理責任者として勤務する傍ら、リトミック指導員としての活動
も展開。中野区食育マスコットキャラクター「うさごはん」、中
野区清掃労働局「ナカノンジャー」等のテーマソングも制作。

くろ さわ

みず た

かず き

黒沢 一樹

（特活）若者就職支援協会 理事長

最終学歴中学校卒業。複雑な家庭環境、資格取得経験、50
社にせまる転職経験を活かし、NPO法人を設立。現在、ベン
チャー企業の経理業務に従事しながら同法人の理事長として
活動を行う。また、低学歴者への自律支援に力を入れ始めて
いる。朝日新聞、AERA他、掲載多数。

66

明治大学副学長・経営学部教授

曜

受講料

受講をお薦めする方

坂本 恒夫
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たか のぶ

水田 孝信 （特活）若者就職支援協会 監事
東京大学大学院理学系研究科修士卒業後、資産運用会社
に勤務。日本株式のファンドマネージャーとなる。一方、2009
年、中小企業診断士を収得し企業経営の知識を生かしNPO
活動にも注力。2010年よりNPO法人若者就職支援協会監事
に就任。運営に関する助言などを行う。

日程

1

10/25
（火）

2

11/ 8

3

11/15

5

6

7

8

（火）

11/22
（火）

11/29
（火）

12/ 6
（火）

12/13
（火）

12/20
（火）

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、及び平成23年6月に成立したNPO法改正の概略について解説す
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。
事例2.認定NPO法人 スペシャルオリンピックス日本・東京
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。寄付金の
種類や国際比較についても解説する。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。平成23年6月に成立したNPO法改正のうち、特に認定NPO法人の認
定要件の緩和等についても解説する。

峰岸

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
2008年4月、
「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.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。
事例5.NPO法人 LIVING IN PEACE
海外向けマイクロファイナンス・ファンドの企画や調査、国内の児童養護施設への資金支援を
行うNPO法人LIVING IN PEACEについて、そのミッションと事業の発展、組織運営上の特
徴を紹介する。

岡
趙

事例6.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

事例7.NPO法人 わかみやクラブ
〝必要とされる〟NPOへ!障害のある中高生の放課後クラブ「NPO法人わかみやクラブ」設
立の経緯とミッション、組織の特徴及びこれからの課題などを実例に基づきわかりやすく説
明する。

小林

事例8.NPO法人 若者就職支援協会
専従者がいなくても成り立つNPO法人運営について紹介する。定職、隙間時間、労働力寄
付、フラット組織、自律した個の連携というキーワードから、専従者無NPO運営について紐
解いていく。また、監事業務についても紹介する。

中小企業・ベンチャ ー

4

（火）

内容

黒沢
水田

事例9.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10.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。
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。また、関与しているNPOの事例を紹介する。

坂本

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

67

中小企業・ベンチャー
講座コード

11210031

新規ビジネス・ベンチャー企業の成功法

いかなる時代にあっても社会・経済の活性化
の力強い原動力として、新規ビジネスやベンチャ
ー企業の推進力・成功事例が期待されます。既
存ビジネスにおける需要減とコストカットに対応
しているだけでは将来に明るい展望を開くことは困難でしょう。企業
による新たな成長機会の発掘や新規ビジネスの展開、そして個人によ
る企業家精神の発露たるベンチャー企業の立ち上げなどが強く求め
られています。
様々なリスクの中で、果敢にもニュー・ビジネスを立ち上げようとし
ている方々、新規ビジネスやベンチャーに一定の成果を上げながらも
更なる現状改革に取り組んでいる方々、あるいは経営の問題解決に奮
起している皆様に向けて、当セミナーが何らかのお役に立てあるいは
参考に資すれば幸いと考えています。
このセミナーでは新規ビジネスやベンチャー企業が直面する、成長
ステージに応じた重要課題を明らかにし、その解決法をできるだけ具
体的な事例を交えて検討してゆきます。

講義形式

セミナーの
目的

中小企業・ベンチャ ー

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

25名

回

数

5回
20,000円（一般）
18,000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 →12頁

・新規ビジネスやベンチャーを起業したいと考えている方
・すでに事業を立ち上げ様々な経営課題に直面している方
・経営企画室、財務部、会計事務所に勤務している方
・金融機関の営業・融資担当の方、コンサルタントの方

コーディネータ・講師紹介
おち あい みのる

明治大学専門職大学院

落合 稔 グローバル・ビジネス研究科教授
米系監査法人勤務、日米にて会計監査担当。1979年から
(株)トミー(現タカラトミー)勤務、専務取締役(CFO)。経理・
財務をはじめ、M&A、事業再生、IPO、海外ファイナンス、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」、
「CFOの戦略
会計」、「CFOハンドブック」(編著)「国際財務のパスポー
ト」ほか多数。
はぎ わら まこと

萩原 信 東京中小企業投資育成 執行役員（創業投資担当）
1999年4月に東京中小企業投資育成（株）創業期投資支援
室長に就任し、投資育成1号ファンドを組成。その後、東京
投資育成ファンド、産学連携ファンド、投資育成4号ファンド
を組成（ファンド責任者）。今までに4ファンドで150社に投
資、うち17社が株式公開を果たしている。他に、文部科学省
大学発ベンチャー創出支援評価委員、科学技術振興機構、
東京都ベンチャー大賞、新潟県、茨城県等の委員に就任。
中小企業診断士、2008年3月、ＭＢＡ（明治大学専門職大
学院）取得。
せき だい ち

明治大学専門職大学院

関 大地 グローバル・ビジネス研究科兼任講師 公認会計士
1994年慶應義塾大学経済学部卒業後、国内大手金融機関
を経て、2000年中央青山監査法人に入所。現在は新日本有
限責任監査法人に所属。これまで、上場会社の財務諸表監
査・内部統制監査、株式上場における制度調査・財務調
査、知的財産に関する各種助言業務に取り組んできた。日
本公認会計士協会経営研究調査会紛争処理会計専門部会
委員を歴任。
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まつ もと

まさ ゆき

株式会社ガリバーインターナショナル

松本 雅之 経営管理室 IR・経営情報セクションリーダー
銀行勤務を経て、2000年3月、株式会社ガリバーインターナ
ショナルに入社。IR(投資家向け広報)、財務、経理、管理会
計、広報などの業務に従事。IRについては、現在に至るまで
約10年間、その責任者を務め、経営トップとともに株式市場
に対して同社の経営戦略について情報発信を行ってきた。
2008年3月、MBA(明治大学専門職大学院グローバル・ビジ
ネス研究科)取得。

税理士吉田久子事務所 所長
一般社団法人医療経営H&M研究所 代表理事
2000年税理士試験合格、2002年埼玉県包括外部監査人補
助者、2004年東京税理士会 税務訴訟補佐人税理士登録、
2005年尚美学園大学非常勤講師、2007年中央職業能力開
発協会財務管理試験委員、著書:「医療法人のための出資額
限度法人制度」「医療と企業経営」「医療法人の法務と税
務」ほか。税理士、CFP、1級ファイナンシャルプランニング技
能士、2011年3月、MBA(明治大学専門職大学院グローバ
ル・ビジネス研究科)取得
よし だ

ひさ こ

吉田 久子

日程

内容

講師

新規ビジネス・ベンチャー企業の事業プランニングと重要課題

1

10/ 5
（水）

はじめに旺盛な企業家精神に加えて、市場・顧客を見据えた周到なビジネス・プランニ
ングが欠かせません。ここには、やがて訪れる「死の谷」や「ダーウィンの海」とよばれ

落合

る苦境を克服するための諸条件を記述する必要があります。全体を見据えたうえで、
成長ステージに伴って求められる経営課題を明らかにします。

ベンチャー企業の事例研究 「ガリバーインターナショナルの成功要因」

2

10/12
（水）

同社は1994年に創業し、その後10年間で売上高は1000億円を突破しました。中古
車業界という成熟市場にあって、独立系ベンチャー企業が急成長を遂げた成功要因は

松本

何であったのか。同社の「創業期」から「成長期」に至る過程における経営戦略やビジ
ネスモデルを複数の視点から分析・検証してゆきます。

新規ビジネス・ベンチャー企業の資金調達法と課題

3

10/19
（水）

新規ビジネス、ベンチャー企業の成功に不可欠な要素は、スピード(迅速さ)、スリム
(身軽さ)、スマート(賢さ)とそれに適した資金調達方法です。講義では事業、成長ス

萩原

テージに合った資金調達方法とキャピタルから見た魅力ある事業計画書等について
解説します。

4

10/26
（水）

中小企業・ベンチャ ー

新規ビジネス・ベンチャー企業のタックスプランニング
新たな起業には公的支援制度、会社形態、税金などの諸制度を理解しておくことが必
要です。とりわけ、事業の黒字化に必死になりすぎ、その後にかかってくる税金の事は

吉田

あまり考えていないのが現状です。税金もコストの一部であるということを理解し、
起業時そして起業後に知っておくべき税金の知識を中心に解説します。
成長ステージに応じた経営資源の強みとその活用戦略
創業期から発展成長期を辿って、比較的短期間でIPOを実現したベンチャー企業の成

5

11/ 2
（水）

功事例の分析を通して、各成長ステージにおいてどのような経営資源(特に無形の経営
資源、すなわち企業の「強み」)が求められ、かつどのように活用されてきたかを中心に

関

解説します。またその間に起こりうる想定外のリスキーな事態への備えや起業家とし
て理解しておくべき事業成功のキーポイントを明らかにします。
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コミュニケーション
講座コード

11210032
（火曜コース）

11210033

コーチング入門
─気持ちをつかみ潜在力を引き出す技術─

（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
セミナーの 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
目的
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。

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

コミュニケ ーション

回数

講義形式

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 →12頁

内容

火曜コース 金曜コース

Coaching FoundationⅠ「コーチング概論」

1

10/18

9/30

（火）

（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
3

4

5

10/25

10/ 7

（火）

（金）

11/ 8

10/14

（火）

（金）

11/15

10/21

（火）

（金）

11/22

10/28

（火）

（金）

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
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

[グループワーク]

「パーソナリティ①、②」

−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、
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

11/29

11/ 4

（火）

（金）

−「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。
「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

11210034

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
セミナーの 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
目的
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】

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

1 12/10（土）

〜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

43,000円（一般）
38,700円（法人*）

教

材

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。

コミュニケ ーション

Coaching Foundation I「傾聴技法/実践･演習」

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。

オリジナルレジュメ 他

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

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

習

プレゼンテーション

コーチ資格について
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

実

法人会員制度 →12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
12/17（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
1/14（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

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

講座コード

パブリック･スピーキング

11210035
（Aコース）

11210036

─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。

コミュニケ ーション

●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

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

法人会員制度 →12頁

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
1

10/22
（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

9/24

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。

（土）

説明に求められる伝え手の判断力

2

11/26
（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。

2

顧客を引きつける表現力

10/22
（土）

3

12/17
（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。
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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

コミュニケーション広場で学ぶ三つの話力

講座コード

11210037 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

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

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
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 →12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。】

1

2

11/26
（土）

12/17
（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〜

日程

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

11210038

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
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

習

講座概要
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

受講料

講座のポイント

日程

レクチャー

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 →12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。

内容
【個

性】Personality

【計

画】Program

1

1/27（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

2/ 3（金）

3

2/10（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

2/17（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

2/24（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

普段の何気ない対人対応を行動心理の視点から見直します。

行動心理コミュニケーション

講座コード

11210039

脳科学やFISH哲学、組織の中での対応法を取り入れ、更にバージョンアップしました。

話すときのアゴの角度一つで敵が増えたり、味
方が増えたり、何気ない体動リズムが部下のやる
気を喪失させてしまう等、コミュニケーションに
おける「非言語(身体言語)」の影響力が占める割
合は、声のトーンや話の内容をはるかに越えています。
この講座では、行動心理学に脳科学も加味して、社会的スキル(期待
される対人対応能力)を多角的に高めていく方法を提示いたします。
前回に続き、世界的に話題となっているFISH理論を、菊池講師がド
ラスティックに展開します。マンネリ化した組織と人を180度切り替え
る驚嘆の手法をご堪能ください。
また、今回は新たに第一生命の名拠点長として業界全体にも名を馳
せ、話題となっている小田みすず氏が講師として加わります。
行動心理コミュニケーション講座は、あらゆる組織の「イノベーショ
ン」、ビジネスの場での「説得力」強化、教育の場における「指導力」
向上、日常生活でのスムーズな「意思疎通」がはかれる等、高い効果
を実感していただけるものと思っております。

講義形式

セミナーの
目的

受講をお薦めする方

実

習

ロールプレイング

講座概要
コーディネータ

宇井 美智子

元TBSアナウンサー

曜

日

金曜日

時

間

19:10〜20:40

定

員

24名

回

数

6回
28,000円（一般）
25,200円（法人*）

受講料
教

材

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。

●サービス業の方、営業職の方、経営者、教育・医療関係の方
●目標に向けて仲間や部下を引っ張っていくプレイングマネージャー

日程

レクチャー

法人会員制度 →12頁

内容

講師

行動心理コミュニケーション ─期待役割を果たすための社会的スキル─

11/11（金）

2 11/18（金）

①20世紀初頭の産業界と経済界に大きな影響を与えた、ワトソンの行動心理学。
②感情の三原色(怒り・喜び・不安)をほんの少し意識するだけで、顧客、上司、部下を動かす力は倍増します。
③現代人気質「タモリの法則」(楽しくなければ集らない、儲けさせなきゃ動かない、無理をさせると続かない)を理解すれば、心のボタンの掛け違いをせずにすみます。

自分を魅力的に演出するリーダーのためのボイストレーニング

コミュニケ ーション

1

宇井
山本

①よりよいコミュニケーションのために、よりよい声を出せるようにトレーニングします。
②呼吸法、発声法、話し方の基本を通して、より信頼性のある声を出すためのヒントを学びます。

行動心理コミュニケーション ─脳科学を取り入れた説得力向上法。─顔の筋肉30本の機能と活用方法 ─ 脳内図から感情のメカニズムを読む─

3 11/25（金）

①パーソナリティ別5つの説得バリエーション(理論説得・利益説得・行動説得・威光説得・情緒説得)を使いこなせば、もう怖いものはありません。
②一本一本の表情筋を使用した「相手の感情を引き出す実験」では、驚くほどの変化が実感できます。
③組織の運命を変える、役割別の表情責任について。特に好感表情と信頼表情の違いについて学び、交渉力を高めます。

宇井

組織の中での自分の活かし方

4 12/

2（金）

5 12/ 9（金）

①
②
③
④

バーナードの組織論では「協働意志」「共通の目的」「コミュニケーション」の3つの要素が必要と論じています。
日本企業の特徴を考えてみます。
組織の中でいかに自分を活かしていくか、自分の価値観と仕事とをどう折り合いをつけていくかを探します。
上司・部下・同僚とのスムーズな関係は仕事の効率をあげ、仕事を楽しむことができます。

世界の経営者を唸らせた「FISH哲学」をご存知ですか。いきいき組織を生み出すエネルギー源を「行動心理の目」を通して研究します。
①マンネリ化したビジネス習慣を180度切り替えた「キーワード」の心理的効果。
②行動の源の「考え方」に働きかけ、組織や人生を劇的に変える「問の仕組み」。 講座では、誰にでもできる、考え方や行動を変える画期的な方法を研究します。

強靭なパワーを身につけるヒント

6 12/16（金）

小田

菊池

─21世紀型リーダーの条件 ─

①ビジネスコミュニケーションスキルの最終まとめ。
②ストレス社会の中で、自分のパーソナリティに合ったストレス回避法ーめげない、ばてないリーダーとなる工夫。
③「2012年に向けて、自分への3つの誓い」

宇井

コーディネータ・講師紹介
う

い

み

ち

こ

UCA研究センター所長

きく ち

りき お

宇井 美智子 行動心理コミュニケーション研究家、元TBSアナウンサー

菊池 力雄 日本メナード化粧品在籍

明治大学卒。TBSアナウンサーを経て、松下電器と宣伝・教育契
約。明治大学情報コミュニケション学部総合講座にて「ジェンダー
レスの人間関係学」を担当。行動心理に基づいたコミュニケーショ
ンスキル研修は企業、自治体、商工会、大学等の各方面で評価を
受け、数多くのトップセールスと優れた人材を輩出する。著書は「U
の木発想法」(能率協会マネジメント)「女のしあわせ革命」(主婦と
生活社)他。平成23年8月ビジネスに役立つ人間観察の手引書-電
子書籍「守護県占い」がPHPより8月発刊。テレビ出演多数。

営業部門在籍中は各地の支店長を歴任（1978年〜2010
年）。その後、企画部門・教育部門を経て、現在、人財開発
室を担当。「活き活き組織へのチェンジング」、
「行動心理と
CS」、
「コミュニケーション風土の変革」などの実践プログラ
ムの開発、実施、サポート活動を行っている。ICU（国際コー
チ協会）コーチ他。

お

だ

やま もと

え

な

こ

小田 みすず 組織コミュニケーション・インストラクター

山本 衣奈子 E-Com Works.co代表

第一生命保険株式会社入社後、全国で機関長を歴任、その
後、本社 教育部にて研修講師として営業職員及び組織リー
ダーの指導に当り、成果を上げる。平成23年同社退職、各業
界で活躍中。

玉川大学文学部卒。ナレータースクールにて発声・発音・話し方を
学ぶ。システム系ショールームにてプレゼンテーション業務、企業
VPやラジオ番組のナレーターを担当し好評を得る。発声やマナー
を交えたオリジナルの研修プログラムを開発し、講師として活躍。
現在、UCA研究センター主任講師。E-Com Works.co代表
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コミュニケーション
講座コード

11210040

WIN/WINの関係を築く「実践的・交渉術」

「最初と最後は人で決まる」これがセオリー。
ITは急ピッチに進行し、ソーシャルメディア、ソー
シャルグラフ(ソーシャルメディア上の人間関係)
が語られているが、内容の伴う要件、心を伝える
場面においてITは苦手分野。ましてや説得・交渉に関わる要件にはほ
ぼ役立たない。
「人と会うのは苦手」
「議論は嫌い」
「交渉なんてとん
でもない」などと考えていると、この時代には生きていけない。
いま身に付けておかなければならない『人』と『ひと』との関係と在り
方を具体的・実践的に身につける。

セミナーの
目的

講座のポイント
（1）どんな仕事に従事する場合でも交渉・説得に関わらない人はいない。
（2）交渉と説得は異なる
（3）欧米でも事前準備と『根回し』は交渉の基本であり常識である。
（4）交渉の考え方、取り組み方の理論と実践。
（5）交渉力を身につけなければリーダーにはなれない。

仕事に携わる全ての方々の必須条件。それが『説得』『交渉』。
どのような仕事であっても最初と最後は『人』と『ひと』の関係。
業務上の交渉・説得はプレゼンテーションでありコミュニケーション。
交渉を有利に導きたい方。

コミュニケーション

日程

レクチャー

グループワーク

ロールプレイング

講座概要
（株)武田マネジメント
システム代表取締役

講

師

武田 哲男

曜

日

時

間

火曜日
19:00〜21:00

定

員

30名

回

数

4回

受講料
教

材

ポイント

受講をお薦めする方
●
●
●
●

講義形式

36,000円（一般）
32,400円（法人*）
「売れる営業10の極意」
産業能率大学出版部刊

★

＊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 → 12頁

内容
「交渉はなぜ重要なのか」
ITが進めば進むほど人とひとのコミュニケーションは大切。中でも交渉

1

11/ 8 力・説得力は重要である。ただし交渉と説得手法は異なる。それぞれに
（火） 目的・役割・機能が要求されるいま、交渉・説得とは何を意味しどのよ
うな資質を身につけ成果を生むためにどうしたらいいか。

「交渉・説得の理論と実践」
理論だけでもダメ、さりとてセオリーのない体験だけではバラツキが発生す

2

11/15 る。理論と実践が融合する取り組みがブレない安定と蓄積を生み資質を向上
（火） する。説得・交渉の取り組み心得、準備、シュミレーション、リハーサルな
どのステップに応じた展開方法について事例を交えて学ぶ。演習課題にも取
り組んでいただく。またディべーティングに関する要件も理解いただく。

「交渉とは戦略・戦術」
ITが進めば進むほど人とひとのコミュニケーションは大切。中でも交渉

3

11/22 力・説得力は重要である。ただし交渉と説得手法は異なる。それぞれに
（火） 目的・役割・機能が要求されるいま、交渉・説得とは何を意味しどのよ
うな資質を身につけ成果を生むためにどうしたらいいか。

「交渉は準備・根回しが決め手!」
説得は100%言い分を通すこと、交渉は双方の満足を得ることである。

4

11/29 しかし何れの場合もそのために下調べ・準備・根回しが重要となる。コ
（火） トの成否はすでにその段階で決定すると言える。また双方の担当者レベ
ルのコンセンサスが得られる。会議・会談・説得・交渉はそれでこそお
膳立通りのセレモニーの場となる。シャンシャンの良い結果を生む。

講師紹介
たけ だ

てつ お

武田 哲男 （株)武田マネジメントシステム代表取締役, 非営利法人 一般社団法人エチケット・サービス向上協会代表理事
CS、
Service Management、Service Marketing・Service Quality Control、サービス品質保証とHospitalityを専門に40年に亘り約700業種・業
態の企業で多くの評価される
「業績=顧客の支持率」を達成。現在も多数企業と共に歩んでいるこの分野の第一人者。いくつものマスコミを騒がせ
た事件後の対応や国際的M&Aにも関与。著書は「説得力・交渉力の達人になる5時間プログラム」明日香出版社「顧客不満足度のつかみ方」
シリー
ズ、
「顧客満足の常識」
「サービスの常識」
「その一言・その15秒が勝負の分かれ道・クレーマーさえもとりこにする顧客対応スキルアップ講座」
PHP
ほか
「よくわかるCSの取り組み方」日本能率協会マネジメントセンター、ダイヤモンド社、産業能率大学出版部等を含め100冊以上。
「 CS・サービ
ス向上 研究会」
は全国の企業が参加。
32年目。
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コミュニケーション
講座コード

11210041

セミナーの
目的

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。
〜組織と個人編〜では、シンプルな6つのダイアグラム(図解)から、
組織と個人の「心」の関係について、理解を深めて行きます。
組織とは、2人以上の個人の集合。家族も会社も趣味のグループも当
てはまります。
何が起きているのか、どうしたら上手く機能するのか、どう関わった
ら良いのか。その仕組みと、活かすコツ・変えるコツをお伝えします。

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
24,000円（一般）
21,600円（法人*）

受講料
材

オリジナルレジュメ

ポイント

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

阪井 和男

曜

教

受講をお薦めする方

実習

★

＊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 →12頁

1

内容

講師

「心のリスクマネジメント」とは 〜「組織」を形作るもの〜
10/13（木） 「組織」とは何でしょうか。何によって形作られるのでしょうか。家族や会社、趣味のグループでも、種類や規模の大小とは関係ない、
そのシンプルな共通点をお伝えします。「組織」を理解するヒントになります。

2

「6つのダイアグラム(図解)」1・2 〜位置関係〜
10/20（木） 「組織と個人」の関係を理解する上で、6つのダイアグラム(図解)を活用することが有効です。エゴグラムで知られている交流分析を

コミ
ミュ
ュニ
ニケ
ケー
ーシ
ショ
ョン
ン
コ

日程

阪井
遠藤

遠藤

創設したエリック・バーンが考案しました。シンプルで使いやすい図解です。

3

「6つのダイアグラム」3・4 〜力学〜
10/27（木） 「組織と個人 」の関係を表す、6つのダイアグラム。内部でどんな動きがあるのか、その力学を表す2つのダイアグラムがあります。

遠藤

基本は、円。円を使うことで、複雑に思える力学を、シンプルに読み解きます。

4

「6つのダイアグラム」5 〜「心」に持つイメージ〜
11/10（木） 「組織と個人」の関係を表す、6つのダイアグラム。個人が「心」に持つイメージが、「組織」全体に大きく関わって来る・・・

5

「6つのダイアグラム」6 〜やりとり〜
11/17（木） 「組織と個人」の関係を表す、6つのダイアグラム。最小単位は、個人と個人のやりとり。やりとり分析のダイアグラムを活用します。こ

遠藤

それが、
「グループ・イマーゴ」と呼ばれるダイアグラムです。4段階で進みます。

遠藤

のやりとり分析は、組織と個人、組織同士のやりとりにまで応用可能です。

6

「組織と個人」 〜まとめ〜
11/24（木） 「組織と個人」。激変する環境の中、その関わり方は大きく変わろうとしています。一見すると全く違って見える関わり方も、基本とな
る理論やダイアグラムを知ることで、シンプルに取り組むことが可能です。

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

ＴＡ心理研究所教育・研修部門主任トレーナー／研究員
横浜市技能文化会館 事業企画チーム リーダー
(指定管理者:(株)キャリアライズ)

阪井 和男 明治大学法学部教授

遠藤 美保

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。各種団体・企業にて、研修業務に携わる。
TA(交流分析)に出会い、ITAA（国際TA協会・アメリカ）教育
分野のトレーニングを修了。
現在は、横浜市技能文化会館にて、技能職の振興・勤労福
祉・しごと支援に関する事業企画業務を行っている。
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コミュニケーション

論理的思考による問題解決・意思決定力強化講座

講座コード

11210042

実務に即役立つロジカルシンキング

仕事には段取りが大切だと言われます。段取り
セミナーの よく仕事に着手すれば、効率的に仕事は進みま
す。それと同様に、厄介な問題に遭遇して、どう
目的
したらよいかという結論を出す場合、頭の中で
思考という行為をしていますが、この思考にも段取りがあります。
今回紹介する思考法は「あの人はできる、切れる」と称される人達が
厄介な問題に遭遇した時に、どのように思考しているかを整理し体系
化した、思考の段取り、ステップです。様々な問題の解決に役立つ基
本的かつ汎用的な思考法です。この思考法を身につければ、あなたは
「できる人」
「切れる人」になること必至です。

受講をお薦めする方

講義形式
レクチャー

講座概要
コーディネーター

小川 智由

明治大学商学部教授

曜

日

時

間

土曜日
15:00〜17:00

定

員

30名

回

数

6回

受講料

・ロジカルシンキング、それも実務に即役立つロジカルシンキングを学びたい人
・職場で厄介な問題を抱えて、どうしたらよいか悩んでいる人
・業種、職種を問わず、問題解決・意思決定力を強化したいと望んでいる人

グループワーク

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
★

＊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 →12頁

日程

コミュニケーション

内容

講師

1 10/ 8（土）

トラブルの真の原因を明らかにする 効率的原因分析の手順(1)
製品に不具合が発生した、売り上げが激変したといった、思いがけないトラブルが発生して、原因が今一つ分からな
い、あるいはあれこれ考えられるものの特定するのが難しい時、効率的に真の原因を究明する手順を学ぶ。

今井

2 10/15（土）

トラブルの真の原因を明らかにする 効率的原因分析の手順(2)
第一回で学んだ「原因分析の手順」をいくつかのケースに適用して、手順の理解を深める。それと共に、この手順を
現実に抱えている問題に適用する際の留意点及び手順の応用の仕方を身につける。

今井

3 10/22（土）

最適な方法はどれかを明らかにする 最適案選択決定の手順(1)
狙った成果を達成するために様々な方法が考えられる中で、どれにしたらよいか迷うといった際、迷いを捨
てて周囲の人達が納得するような方法を選択決定できる合理的意思決定の手順を学ぶ。

今井

4 10/29（土）

最適な方法はどれかを明らかにする 最適案選択決定の手順(2)
第三回で学んだ「最適案選択決定の手順」を別のケースに適用して、手順の理解を深める。それと共に、この手順を
現実に抱えている問題に適用する際の留意点及び手順の応用の仕方を身につける。

今井

5 11/12（土）

将来のリスクにどのように対応するか リスク管理の手順
起こるかもしれない将来のリスクを巧みに回避し、最悪の事態に陥らないようにするのが巧みな人達のリスク管理
の思考法を学ぶと共に、現実に抱えている問題に適用する際の留意点を身につける。

今井

6 11/19（土）

何が問題で、どれから取り組むか 問題発見・課題形成の手順
あれもやらなければ、これもやらなければならないといった状況の際、厄介な状況を整理し、何が問題なのか、取り
組むべき課題は何か、どれから先に着手したらよいか明らかにする思考法を学ぶ。

今井

講師紹介
いま い

しげ ゆき

今井 繁之 株式会社シンキングマネジメント研究所 代表取締役所長
1965 年、明治大学商学部卒業。リコー、ソニー（株）
に勤務。ソニー在社中に論理的問題解決法である KT 法の社内研修講師を務め、
ソニー
退社後、同種の問題解決法である EM 法の研修講師を務める。1990 年に独立して、シンキングマネジメント研究所を設立、独自に開発した
問題解決・意思決定の手法である TM 法の研修講師として、
大手企業及び全国の自治体の幹部・管理監督職対象に研修を行っている。著書
に「問題解決のための思考力を鍛える」(あさ出版 )、
「頭を使ったホウレンソウ」
( 日本実業出版社 ) 他多数ある。
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環境

福島原発事故を乗り越えて

講座コード

11210043

エネルギー問題の本質

2011年3月11日は日本人にとって、また世界
セミナーの の人々にとって忘れられない日となりました。東
日本大震災の巨大な地震と津波によって発生し
目的
た東 京電力福島第一原子力発電所の事故は国
際原子力事象評価尺度レベル7というチェルノブイリ事故と並ぶ世界
最悪の事故となりました。福島原発事故の原因は何だったのか、何を
学ぶべきなのか、事故後のエネルギー供給体制をどのように構築すべ
きなのかをエネルギー問題の本質に立ち返って考えます。

受講をお薦めする方

講義形式
レクチャー

講座概要
講

師

松井 賢一

曜

日

時

間

木曜日
19:00〜20:30

定

員

40名

回

数

5回

受講料

エネルギー関連企業社員、省庁自治体関係者、大学教員、学生、エネルギー・環境
問題に関心のある社会人に受講をお勧めします

教

材

ポイント

龍谷大学名誉教授

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 → 10頁

日程

内容
福島原発事故を考える
福島原発事故の経緯、対応の問題点、原発推進体制の問題点、国管アレルギーとは、放射線の人体に与える影響、最高の原
子力広報、大地震と改革等の点について考察する。

2 11/24（木）

激変する世界のエネルギー供給構造
石油時代終わりの始まり、国際石油市場の管理、急成長する天然ガス、息の長い石炭、再生可能エネルギーの役割、原子力
の役割等の点について考察する。

3 12/ 1（木）

グローバルエネルギーシフトの必然性
爆発する世界の人口とエネルギー需要、3Eの同時達成、 膨大なエネルギー市場の出現、激化するエネルギー市場
の競争、様変わりする原発ビジネス、情報工学とエネルギーの融合

4 12/ 8（木）

科学・技術の力
人類・文明・エネルギー、七つのエネルギー革命、21世紀を支える相対性理論と量子力学 長期的なエネルギー予測の考え
方、科学技術の持つ二つの側面等の点について考察する。

5 12/15（木）

日本のエネルギーの将来
短期の問題、中長期の問題、原子力損害賠償責任問題、浜岡原発中止要請問題、これからのエネルギー供給、中小型炉への
期待、地球温暖化問題への対応、省エネルギー、エネルギー安全保障等の問題について考察する。

環境

1 11/17（木）

講師紹介
まつ い

けん いち

松井 賢一 龍谷大学名誉教授
東京大学教養学部卒業。政治学博士。1966年（財）日本エネルギー経済研究所入社。1994年龍谷大学国際文化学部教授。OECD長期エ
ネルギーアセスメント研究員、WAES（代替エネルギー戦略ワークショップ）メンバー、IEA（国際エネルギー機関）コンサルタント、統計審議
会専門委員、運輸政策審議会専門委員等を務める。ＮＴＴ出版社「エネルギー問題！」
（2010）等著書多数。
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MOT

入会金無料

米国UL 寄付講座 明治大学安全学研究所後援

製品と機械のリスクアセスメント

講座コード

11210044

製品安全と機械安全について、主にリスクアセスメントの面

セミナーの
目的

から講義を行う。まず、製品安全の概念について学習した後、
技術、ヒューマンファクタ、社会規範・法制度、等を通じて、具
体的な事例を基に、製品安全における消費者の権利、誤使用
事故防止、製品のリスクアセスメントなど、多面的に製品の安

全確保の方策を紹介する。次に、機械安全の立場から、安全な機械を使って安全に作業す
ること、すなわち、安全な機械を設計して、安全な生産ラインを構築し、安全な職場で作
業することを論じる。受講者は、機械の包括的安全基準や国際安全基準の理解、リスクア
セスメント、リスク管理、リスク評価、制御安全の考え方等、製品安全、機械安全の基礎
と素養を得ることを目的としている。
(注)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3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。

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

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8階 1083教室

定

員

50名

回

数

16回（8日間）

13:00〜16:10

10,000円（一般）
9,000円（法人*）

受講料

①『よくわかるリスクアセスメント』
教

受講をお薦めする方
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。

（中災防新書）
講座初回にお渡しします。

材

②オリジナルレジュメ
ポイント

★★★

ULからのご挨拶
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。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。

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

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 提 供 し て お り ま す 。詳 細 は 、
www.ul.com/jpをご覧ください。

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

向殿 政男

明治大学理工学部情報科学科教授
（兼）
理工学研究科新領域創造専攻安全学系

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。

MOT

あ

べ

ゆう じ

阿部 勇治

製品認証部・部長

さとし

長田 敏 製品評価技術基盤機構製品安全センター参事官
NITEが02〜05年度に収集調査した情報によって誤使用事故
と年齢等の関係を分析。
05年度には消費者向けと事業者向け
の２つの誤使用事故防止ハンドブックを作成。
また、
07年度に
は我が国の製品安全基準の整備のあり方、
08年度にはおしゃ
れ用カラーコンタクトレンズの安全性のあり方を提言。
09年度
ＮＩＴＥ製品安全センターのテレビ・新聞報道などを担当。
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こう じ

松本 浩二

製品安全コンサルタントＮＩＴＥ技術顧問

（株）東芝入社後、医療機器事業部門において製品開発業務
従事。その後、PS（製品安全）専門家として社内PSマネジメン
トシステム構築、PSレビュー業務を担当。退職後は企業のコ
ンサルタント及びＮＩＴＥ技術顧問。専門は、リスクアセスメン
ト及び評価・対策技術としてのR-Map手法の研究と実践。
（財）日科技連R-Map実践研究会統括主査。
たか すぎ

株式会社UL JAPAN

事務機器メーカーで国内外の電気製品安全認証取得を担当
後、電気製品安全認証取得代行サービス会社勤務を経て、
USAを拠点にグローバルに製品安全認証を展開するULの、
日本に於ける活動拠点であるUL Japanで国内外の電気製品
安全認証発行業務を立ち上げ、現在は同社の製品認証部長。

なが た

まつ もと

かず のり

高杉 和徳 製品安全コンサルタントＮＩＴＥ技術顧問
（株）東芝・ＤＭ社の製品安全専門家を経て現職。
（財）家電製
品協会、
（社）電子情報技術産業協会等の製品安全、品質マネ
ジメントシステム、適合性評価システム等の委員長、主査等を
歴任。日本工業標準調査会・適合性評価部会、JNLA電気分
科会、JIS原案作成委員会、電気用品調査委員会・部会委員等
を歴任し、家電製品の基準・認証制度の創設・運営に従事。
みや ざき

ひろ かず

宮崎 浩一 社団法人日本機械工業連合会標準化推進部

明治大学大学院理工学研究科基礎理工学専攻博士後期課
程修了、学術博士。社団法人日本機械工業連合会標準化推
進部、ISO/TC 199国内審議委員会幹事，ISO/TMB TAG
Guide78委員。その他、
（元）CEN/C114/SG（欧州標準化機
構）委員、
（元）人間特性基盤整備推進委員会委員など。

日程

内容

講師

製品安全について（1）安全学から見た製品安全

1
10/ 1
（土）

安全学とは、安全について技術、人間、組織等の側面から領域横断的に、包括的に眺める新しい学問であるが、本講座では、製品安全について、
安全学の視点から幅広く、
その特徴と課題等について考察する。

向殿

製品安全について（2）製品の認証について

2

消費生活用製品の安全性確保のためには、製造メーカの責任と共に流通事業者と消費者の役割りも重要である。このとき、製品の安全認証や
安全マークの果す役割が極めて大きい。
本講義では、
世界の製品安全認証を紹介しつつ認証制度の役割につき考える。

3

製品事故のうち「使用方法等が原因で事故となったもの」は誤使用の事故といわれ、死亡事故、重傷事故につながりやすく、子ども、高齢者など
が被害者になりやすい。
使う側の視点で実際に発生した事故から、製品の誤使用を考察する。

阿部

製品の誤使用（1）

10/15
（土）

製品の誤使用（2）

4

誤使用の事故を防ぐのは、誰か。欧州の安全規制、ISO/IECガイド51の制定の経緯、社会的許容される安全とは。リスク低減の順位・方法、組織
のあり方など、
作る側が配慮すべきことは何か。
誤使用はいかにしたらなくなるのか考える。

5

安全の概念は、緩やかですが時代と共に変化してきている。現在は、強制的な技術基準への適合から、製品の安全性を企業が自主的に評価し、
第三者に安全であることを説明できるようにするリスクアセスメントの導入が加速されている。本講義では、リスクアセスメント手法としての
R-Map(リスクマップ、
またはアールマップ)を紹介する。

長田

製品のリスクアセスメント（1）

10/29
（土）

製品のリスクアセスメント（2）

6

本講義では、リスクアセスメント手法としてのR-Mapを使用して、社会が求める安全レベルまでリスクを低減する方法について理解し、実際に
発生した製品事故のリスク評価を実施する。

7

安全管理はどのように行われるのか。また、安全確保と保証の関係はどのように考えればよいのか。現在の法制度とともに考える。前半では事
故を起こさないため(ビフォアー)の製品安全確保策について明らかにする。

8

製品安全における管理と事故対応（1）

11/12
（土）

機械安全について:機械安全と国際安全規格（1）

11/26

11

（土）

機械安全に関わる国際規格体系とその特徴について解説すると共に、国際規格で求められる安全管理の例について紹介をする。

宮崎

機械安全について:機械安全と国際安全規格（2）
国際安全基準であるISO/IECガイド51などを用いて安全の基本的な考え方を説明するとともに、機械類の安全性規準のうち最も基本的かつ
広範な内容を持つISO12100で規定されるリスクアセスメントと3ステップメソッドについて説明する。

リスクアセスメントの実際（1）機械のリスクアセスメント

12/10
（土）

機械安全設計の原則を定めたISO12100(JIS B 9700)、リスクアセスメントの原則を定めたISO14121(JIS B 9702)の両規格に基づい
たリスクアセスメントを概説し、
その意義を考える。

リスクアセスメントの実際（2）労働安全分野におけるリスクアセスメントと保護方策

12

重大災害はむしろ増大の傾向にある。この背後にある根本原因について考察を行うとともに、労働安全分野を対象とした新たなリスクアセス
メント手法と保護方策のあり方を提案する。

13

機械の安全を確保するための制御システムの設計ガイドとしてISO13849-1が本格的に適用される。信頼性と構造の観点から、事例を交えて解
説する。特に、安全管理のリスク評価のなかでも中心となる制御システムの安全確保について解説する。機械エンジニアの設計ガイドである。

福田
梅崎

制御システムにおける安全（1）

12/24
（土）

制御システムにおける安全（2）

14

更に、機械の安全を確保するための電気・電子制御システムの設計ガイドをIEC60204とISO13849-1を参考にしながら解説する。また複数の機
械を組み合わせたライン・システムとしての安全確保についてISO11161を参考に事例を交えて解説する。電気エンジニアの設計ガイドである。

15

「安全活動は企業体質を強化するために有効」であり、
「安全はマネジメントそのものでもある」と考え実践してきた。トヨタ自動車をはじめとす
る大企業及び中小企業の具体化した活動の実態とトヨタ生産方式(TPS)との共通の考え方などについて講義する。

川池

生産現場における安全活動実践論
（1）

1/ 21
（土）

16

高杉

製品安全における管理と事故対応（2）
後半では、
事故が発生してしまった場合(アフター)の製品安全確保策について明らかにする。なお、今後の課題等について整理する。

9
10

松本

生産現場における安全活動実践論
（2）

古澤

更に、
「安全は現場が納得して活動してこそ本物」といえる。機械安全のリスクアセスメントや機械安全に関する包括指針の具体的な展開事例
を紹介する。
「本質安全化とは何か、
展開の視点は?」
などを中心に「モノづくりは人づくり」の本質について解説する。

(懇親会) なお、最終日の1月21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

ふく だ

03-3296-4423

FAX

03-3296-4542 メール academy@mics.meiji.ac.jp

かわ いけ のぼる

たか ぶみ

長岡技術科学大学システム安全系教授

東洋電機製造株式会社設計部、横浜国立大学工学研究員講
師を経て,2006年長岡技術科学大学システム安全系准教授。
2010年同教授。その間、日本機械工業連合会IEC/TC44委員
会副主査、日本工作機械工業会電気安全専門部会等委員、
日本機械学会、安全工学会、日本信頼性学会等の会員。

うめ ざき

しげ お

梅崎 重夫

（独）労働安全衛生総合研究所
機械システム安全研究グループ部長

博士（工学）。民間の電機会社勤務の後、1983年労働省入省。
労働基準監督署で安全衛生監督業務に従事した後、1987年
に労働省産業安全研究所（現独立行政法人労働安全衛生総
合研究所）機械研究部に転任。現在に至る。技術士（総合技
術監理部門、
機械部門）
、
労働安全コンサルタント。

川池 襄

社団法人日本機械工業連合会
標準化推進部部長

MOT

福田 隆文

大阪工業大学電子工学科卒。オムロン株式会社欧州現地法
人にてＰＬＣのプロダクト・マネージャー、販売会社および製
造会社の社長を歴任。28年間の欧州滞在経験を生かして安
全事業の立ち上げに貢献。日本機械工業連合会の各委員を
歴任。定年退職後、労働安全コンサルタント等のコンサルタン
ト業を営む。2008年より現職。
ふる さわ のぼる

古澤 登

菱栄工機
（株）技監

（元トヨタ自動車（株）(現)安全衛生推進担当部長）、トヨタ自
動車（株）安全衛生推進部所属後、一貫して安全衛生活動の
全社統括を担当し各種活動を確立。トヨタグループ等関係会
社へ活動を展開。同部の担当部長を経て、平成16年7月に菱
栄工機に転籍し代表取締役専務、平成21年6月技監に就任。
中央労働災害防止協会や日本機械連合会等の各種委員を歴
任、その間、緑十字賞、愛知労働局長功労賞などを受賞。企業
指導、講演多数。
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MOT

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後援

化学物質のリスク評価

講座コード

11210045

現代社会に有用な役割を果たしている化学物質ですが、その

セミナーの
目的

使用方法を誤ると人の健康や環境生物に有害な影響がでるこ
とは誰もがご周知のことと思います。前期の講義では化学物質

の毒性試験法について、その具体的な実施方法、得られたデータの評価方法、また排出量
からの暴露データの求め方などを学びます。さらには実験データがないときなどの定量的
構造活性相関の利用法、毒性試験における最近の傾向などにも触れます。最後に実際の
物質のデーターを用いてリスク評価を行います。この講義を受講することにより、化学物
質のリスク評価方法に習熟し、化学物質をより有効に利用できる社会の形成に貢献したい
と考えています。

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8階 1083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）

受講料

(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2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。

工業化学物質、農薬、食品添加物などの化学物質の安全性に従事する企業、行政およ
び研究者の方々、またこの領域に関心のあるNPO等の一般の方々、さらには大学および
大学院の学生など、多くの方の参加を期待しております。

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

に関する国内および海外の法規制を中心に学んできました。後
期の講義ではこの法規制およびリスク評価に用いられる種々

受講をお薦めする方

入会金無料

教

10,000円（一般）
9,000円（法人＊）
①『なぜ、製品の事故は起こるか
―身近な製品の安全を考える―』
（研成社）
② 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

→12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

よし こ

経済産業省 製造産業局 化学物質管理課

宮地 佳子 化学物質安全室課長補佐

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。

1964年岡山県に生まれ、1987年岡山大学薬学部薬学科卒
業。経済産業省に入省し、主に化学物質の管理・審査業務
に従事。

やま さき かん じ

一般財団法人化学物質評価研究機構

山崎 寛治 安全性評価技術研究所副所長

1977年鳥取大学大学院修士課程修了。1984年一般財団法
人化学物質評価研究機構入構、主に毒性試験評価に従事。
お茶の水女子大学講義(平成20年度)、明治大学講義(平成
21,22年度)、Journal of Toxicology (米国)特集号編集委員
代表者、ISRN Toxicology(米国)編集委員、内閣府食品安全
委員会専門委員、
獣医師、獣医学博士、日本毒性病理学会認
定毒性病理専門家、
第4回日本実験動物学会賞受賞。
たけ よし

まさ ひろ

一般財団法人化学物質評価研究機構

武吉 正博 安全性評価技術研究所研究第一部長
1984年山口大学大学院農学研究科修士課程修了(農学修
士)。1984年一般財団法人化学物質評価研究機構入構。以
後毒性学研究に従事。1995年博士号取得(山口大学大学院
連合獣医学研究科博士課程、獣医学博士)。JaCVAM第三
者評価委員会委員(感作性試験)。

MOT

ひがしの

はる ゆき

経済産業省 産業技術環境局

東野 晴行 環境政策課 課長補佐

これまで主に大気環境の数値シミュレーションの分野で研
究を実施。大気環境中の化学物質の濃度とそれによるリス
クを高解像度で定量的に評価できるモデルADMERの開
発。産業構造審議会をはじめ政府や地方自治体等の委員を
数多く歴任、大阪大学大学院、早稲田大学理工学部、上智
大学理工学部、明治大学リバティアカデミーにおいて特任準
教授等の教育職を兼務。
さい とう

ふみ よ

齋藤 文代

一般財団法人化学物質評価研究機構
安全性評価技術研究所研究第一部
研究第一課副長

1998年九州大学大学院農学研究科(農芸化学専攻)修士課
程終了。同年一般財団法人化学物質評 価研究機 構入構
2000年から熊本大学医学部発生医学センターに研修生とし
て出向。2008年東京農工大学工学研究科博士後期課程修
了(工学博士)。現在は主に、トキシコゲノミクス等のマイクロ
アレイを用いた新規試験法開発に従事。
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みや ち

北野 大 （兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系
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きく の つかさ

一般財団法人化学物質評価研究機構
安全性評価技術研究所研究第二部研究第四課主管研究員

菊野 秩

1982年北海道大学大学院水産学研究科修士課程修了。田
崎真珠(株)研究開発室、関西学院大学理学部研究員を経
て、1987年一般財団法人化学物質評価研究機構入構。1991
年国立衛生試験所変異遺伝部出向(研修生)。1998年から4
年間国際協力機構(JICA)出向「有害化学物質のリスク管理
プロジェクト」長期専門家(変異原性分野)としてマレイシア
国立標準工業技術研究所(SIRIM)で変異原性ラボ設立・変
異原性技術の移転。
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野坂 俊樹

一般財団法人化学物質評価研究機構
安全性評価技術研究所研究企画部研究企画課主幹

1981年東京水産大学大学院水産学研究科修士課程終了。
同年一般財団法人化学物質評価研究機構入構。1994-1996
年国際協力機構(JICA)へ出向(マレイシア有害化学物質評
価分析・産業廃棄物処理プロジェクト長期専門家)。2008年
農学博士(九州大学)。主に、化学物質の生態毒性試験の実
施・評価に従事。著書:「生態影響試験ハンドブック-化学物
質の環境リスク評価-」(共著、朝倉書店)など。
あか ほり

ゆ

み

赤堀 有美

一般財団法人化学物質評価研究機構
安全性評価技術研究所研究企画部主任

1999年明治大学理工学部工業化学科卒業、2001年明治大
学大学院理工学研究科工業化学専攻博士前期課程修了、
2001年一般財団法人化学物質評価研究機構入構。2008年
お茶の水女子大学人間文化研究科博士後期課程修了(理学
博士)。主に有害性評価文書作成、QSAR及び in vitro 試験法
開発に従事。
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石井 聡子

一般財団法人化学物質評価研究機構
安全性評価技術研究所研究第二部
研究第四課長

1989年東京工業大学大学院総合理工学研究科修士課程終了、
1989-1996年住友化学株式会社、2000年同大学院同研究科博
士課程満期退学(工学博士)。2001-2004年NEDOフェロー、
2004年一般財団法人化学物質評価研究機構入構。2000-2006
年NEDO化学物質のリスク評価及びリスク評価手法の開発プロ
ジェクトにおいて有害性評価業務に従事。現在は主に、化学物
質の安全性に関する評価(有害性、暴露、リスク評価)に従事。

日程
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内容

講師

化学物質により生じた問題ととられた対策
DDT, PCBなどの環境汚染物質により生じた人の健康及び環境生物への影響例について復
習し、その原因、学んだ教訓および取られた対策について学ぶ。

北野

化学物質の安全性データの質の確保対策
化学物質の安全性データの質を確保する上で重要なGLP(優良試験所基準)制度について学ぶ。
制度導入の目的、仕組み、国内の法的規制、国際的な取り組み等、GLP全般について紹介する。

宮地

一般毒性試験・・・試験方法と評価
一般毒性、発がん性を評価するための試験方法を中心に、試験の目的、実施方法、結果の解
釈等について学ぶ。

山崎

遺伝毒性試験・・・試験方法と評価
変異原性を評価するための主な試験法について、試験の目的、実施方法、結果の判定方法などについ
て学ぶ。また、変異原性を調べる目的、変異原性試験結果の評価方法、国内外の法規制における変異
原性の位置付けと評価手順、課題等について学ぶ。

特殊毒性試験・・・試験方法と評価
刺激性及び感作性試験は従来、ウサギやモルモットを使ったものが中心であったが、近年の動物愛護
思想の高まりによって、3R(Replacement/Reduction/Refinement)に配慮した手法へと移行し
つつある。本講義では従来の試験法から最新の代替法までの試験法について学ぶ。

化学物質の環境への影響を評価するための様々な生態毒性試験に関して、試験法の概要、結果の解
釈等について学ぶ。また、我が国をはじめ各国の法規制における試験の活用状況、OECDテストガイ
ドラインの整備状況等についても学ぶ。

12/ 3

大気環境における化学物質の曝露とリスクの評価
大気環境における化学物質のリスク評価について、基礎的事項から評価のフレームワーク、
及び評価のための要素技術を紹介する。特に、リスク評価では重要な要素の一つである曝露
評価について重点的に解説し、排出量から化学物質の環境中濃度分布を計算する手法を解
説する。具体例として、PRTR排出量データと最新の環境濃度予測モデルを用いたシミュレ
ーションが、実際に国や自治体の環境政策に用いられた事例を紹介する。
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（土）
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（土）

有害性評価における定量的構造活性相関の利用
定量的構造活性相関 (QSAR) は、有害性評価に必要な情報を予測によって得る方法のひとつ
である。QSARの利用及びQSARによる予測結果を利用する際の留意点等について学ぶ。
近年の分子生物学的手法の発達に伴い、その技術を毒性試験に取り入れたトキシコゲノミクスという
新しい概念が生まれている。本講義ではマイクロアレイ等を用いた最新の試験法と従来の試験法と
の違いについて学ぶ。

15

リスク評価の実際
近年、化学物質が有害性を発現するリスクレベルを評価することにより、化学物質の安全性
を確保し、適切な管理を行うことが重要となってきている。講義では、環境中生物及びヒトの
健康に対するリスク評価の実施例を通して、有害性、暴露及びリスク評価の実施手順の概要
について学ぶ。
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東野
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毒性試験における最近の動向
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12/17

武吉

生態毒性試験・・・試験方法と評価

（土）
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菊野
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石井

(懇親会) なお、最終日の1月14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

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

83

MOT

一般社団法人団地再生支援協会後援講座

講座コード

11210046

団地再生実践講座③
―多様なプロジェクト展開へ―

老朽化住宅団地は建築・設備の老朽化
ばかりでなく高齢化や空き家の問題など
に対応できるよう“再生”が求められ、規模
“10年で30兆円”の“新規大市場”である。
本講座はこの取組みに必要な“コミュニティの再生”、“住
環境の再生”、“ハウジング経営の再生”のノウハウと技術を
体系的に学ぶ場であり、多様な団地再生のプロジェクトマネー
ジャーの育成を目的とする。

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
30,000円（一般）
27,000円（法人*）

受講料
教

材

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 → 12頁

コーディネータ・講師紹介
明治大学理工学部教授

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 明治大学客員教授

MOT

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〜）
。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

84

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

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、
名古屋支店長

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
1/24
（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
1/31
（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
2/ 7（火）
“まるごと外断熱改修”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、
2/14
（火）
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。

安孫子

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
2/21
（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
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・
2/28
（火）
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

リバティアカデミー⑮：団地再生・まちづくり実践講座
740円（本体）明治大学
団地再生プロジェクトの創出から実施にかかわる知識とノウハウを体系的にまとめ
た初めての書。

MOT

その他：一般社団法人団地再生支援協会ホームページ
http://www.danchisaisei.orgを参照
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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[https://academy.meiji.jp]

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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倉庫

東京メトロ東西線
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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2012年3月の方は、2012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 クレジットカードかコンビニでのお支払となります。
所定の振込用紙でお近くのコンビニ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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既リバティアカデミー会員の方

2
88、89

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（フィールドワーク）

実践・マーケティング戦略セミナー（フィールドワーク）

心のリスクマネジメント

行動心理コミュニケーション

人を動かすビジネスプレゼンテーション

速習・マーケティング入門

https://academy.meiji.jp

駿河台キャンパス・アカデミーコモン11階

https://academy.meiji.jp

明治大学キャラクター
「めいじろう」

