リバティアカデミーへ
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今年も昨年以上の充実した講座内容と
諸サービス等の
提供に努めてまいりますので、
何とぞよろしくお願いいたします！
！
このたび、より使いやすさを目指して、
ビジネス及び資格・語学講座のパンフレットをポケットサイズにしました。
一層のご愛用をお願いいたします。
明治大学
リバティアカデミー長

大友 純

（おおとも じゅん）

昨年の東日本大震災は、 私たち日本人に、
いや世界中の人々に自然の力の強大さと、 それ
に立ち向かう人間の力の弱小さを教え諭してくれ
たような気がします。 それはなぜ太古の昔から
人々が神の存在を信じてきたのかという理由をすら、まざまざと我われの
目の前で示してくれたのです。
また同時に、 原発事故の不祥事は、 知識世界での驕り高ぶった私たち
の振舞に、 己の力の限界をこれもまざまざと見せ付けるべき機会を提供し
てくれたのかもしれません。
私たちはこの経験を無駄にすることなく、 将来に向けた人間の、 人間
のために用いられるべき人間的な叡智を、 真摯に誠実に、そして急ぐこと
なく着実に磨き上げていくことの何よりの大切さを思い知らなければならな
いのではないでしょうか。
明治大学リバティアカデミーが受講生の方々に提供すべきは、この叡智
に繋がるような知識でなければならず、 そこから引き出される皆様の智恵
の根源となるべきものでなければならないとの信念を新たにする次第です。
講師も、そして事務局の一人ひとりも、そうした目的を果たすためにひ
たむきに努力してこそ、 被災された多くの方々の無念を少しでも晴らせる
ような知的成果に繋げることができるのではないかと思います。
本年も春の講座、 秋の講座で皆様と共に考える時間を共有できることを
楽しみにしております。
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ようこそ
オープン講座
オープン講座は、 会員以外の方でも自由に参加でき
る特別プログラムです。通常のプログラムにはない
貴重な「マナビ」を体験できる企画です。

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

➡ キャンパスマップ・施設案内は
92〜94 ページ

特別企画講座
博物館、文化財団、大使館、新聞社等の外部団体
との共催による講座や、 各界著名人による講座、
実演・実習など特色ある講座です。より専門的に学
ぶ機会、あるいは新たな学びのきっかけを提供する
講座です。

ポイント制度

あなたの学習成果を大学が認証します。

各講座に学習時間に応じた
「ポイント：★」
を表
示しています。会員の皆さんは、講座を修了

することでポイントを取得でき、ポイントが一
定数累積すると、リバティアカデミー独自の称
号を授与します。称号は教養・文化講座を受
講される方向けと、ビジネスプログラムを受

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

講される方向けの 2 区分があります。
教養・文化講座を受講される方の称号は、
「明
治大学アカデミー・マスター
（リベラルアー

ツ）
」
です。この称号を目指して継続的な学習

に励み、その成果を社会に活用されることを
願っています。

➡ ポイント制度の詳細は 96 ページ

プを取り揃えています。

ビジネスプログラム
財務・会計、マーケティング、 戦略とマネジメント、
コミュニケーション等、 高度専門職業人に向けた最
新のビジネススキルを提供します。また、グループ
ワークなどを通じた受講生同士の異業種交流も活発
です。現代の日本を担うビジネスパーソンたちの集
う知の広場としても好評をいただいています。

会員更新の期限は、
3 月 31 日までです。
お忘れなく！
！

2009 年度にご入会の方
（有効期限 2012 年

3 月 31 日までの方）
は、引き続きリバティア

カデミーをご利用いただくために
「会員更新」
の手続き
（*1）が必要です。 有効期限は、会
員証表面の
「会員有効期限」
でご確認くださ
い。2012 年 3 月 31 日までの
「会員更新」
に
は、お得な割引があります。

資格・実務・語学講座

お得な割引

手数料 2,000 円（＊2）で、 3 年間の会員

宅建や貿易実務、ファイナンシャルプランナー等資

更新ができます。

格取得を目指す講座、 TOEIC®スコアアップ講座な

再入会（＊3）
より1,000 円お得 !

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

（ 1）
会
 員更新のみもお受けいたします。但し、
「再入会」
の場合には、受講申込が必要です。
明治大学カード会員は1,000 円です。
（＊2）
3
 月31日までに更新をされずに、4月1日以降、受
（＊3）
講申込みをいただく場合には、
「再入会」
のお手続き
となり、入会金 3,000 円が必要になります。
＊

➡ お申込方法のご案内は 6〜9 ページ

図書館の館外貸出サービスを開始しました！

リバティアカデミー会員の特典として、明治大学図書館の館内閲覧及び
生涯学習の支援を目的として、館外貸出サービスを開始しました。
館外貸出サービスをご利用いただくためには、ライブラリー・カードの申
し込みが必要になります。詳細は、95 ページの
「入会と受講のご案内
（入
会の特典）
」
をご覧ください。
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2012 年前期 ビジネスプログラム
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16
18
20
22
24

【開講記念講座】

ニュースが変わる

【PIC（太平洋諸島センター）共催】

太平洋の神話世界 レクチャーと音楽

【明治大学連合駿台会寄付講座】

明大出身経営者に利益創出のためのビジネスの将来を聴く

【明治大学校友会寄付講座】

鼎談「震災を超えて バレエの使命」

【読売新聞東京本社共催】

時代の証言者

落語道・桂 歌丸

【明治大学専任教授連合会共催】

大越 健介

NHK ニュースキャスター

管 啓次郎

明治大学理工学部教授 ほか

中丸 眞治 （株）ハイジの村代表取締役
森下 洋子
桂 歌丸

松山バレエ団団長 ほか
落語家

新藤兼人の描く反原子力・再考
28 平家物語と現代

新藤 次郎
大野 順一

元明治大学文学部教授・詩人 ほか

30 原発事故と放射能汚染、そして自然エネルギーへ

藤井 石根

明治大学名誉教授

世界の民族音楽を聴く

江波戸 昭

明治大学名誉教授 ほか

フランス印象派音楽の魅力

白石 隆生

尚美学園大学大学院教授 ほか

26

32
34

─レクチャー＆コンサート─
─ドビュッシー生誕 150 年─

（株）近代映画協会代表取締役社長

戦略とマネジメント
36 経営戦略セミナー（実践編：戦略の創造と実行のマネジメント）

歌代 豊

明治大学経営学部教授 ほか

37 組織を考える

高橋 正泰

明治大学経営学部教授

【社会保険労務士総合研究機構後援講座】

黒田 兼一

明治大学経営学部教授 ほか

イノベーションと経営戦略

吉村 孝司

明治大学専門職大学院会計
専門職研究科教授

41 （トヨタ流）
コスト造り込み活動

鳥居 正治

（株）
トヨタアカウンティングサービス
エグゼクティブアドバイザー

42 日本海軍に観る
『失敗の本質』

藤江 昌嗣

明治大学経営学部教授 ほか

43 経営ゼミナール ドラッカーに学ぶ

風間 信隆

明治大学商学部教授

実践・マーケティング戦略セミナー

大友 純

明治大学商学部教授 ほか

マーケティング・ゼミナール

大友 純

明治大学商学部教授

小売ビジネスのマーケティング戦略

沢内 隆志

明治大学名誉教授 ほか

大友 純

明治大学商学部教授 ほか

今津 美樹

WinDo's 代表 ほか

井上 祟通

明治大学商学部教授

51 地域デザイン・ブランド戦略研究

藤江 昌嗣

明治大学経営学部教授 ほか

52 新商品・サービス開発とビジネス活性化戦略

吉岡 洋一

明治大学商学部兼任講師

38
40

ケーススタディ 実践

会社経営と人事労務

─ イノベーション・ジレンマへの挑戦と克服 ─

マーケティング戦略
44
46
47
48

─ 基礎課程：戦略論を深め実践力を身につける─
─『場の論理とマネジメント』
（伊丹敬之著）
を読む─
─ 消費者に選ばれる小売経営とは─
【読売新聞連携講座】

広報の要（カナメ）

49 ネットマーケティング実践講座
50

最新科学で消費者の心を理解する

─ 顧客の無意識を解き明かす ─
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54

経営・マーケティング・システム視点からロジスティクス・サプ
ライチェーンマネージメントの戦略性とそのポイントを学ぶ

吉岡 洋一

明治大学商学部兼任講師 ほか

財務・金融
アクタスマネジメントサービス
（株）代表取締役

55 はじめて学ぶ経理実務入門

加藤 幸人

56 財務諸表の見方・読み方（平日夜間コース）

㟢 章浩

明治大学経営学部教授

57 財務諸表の見方・読み方（土曜集中コース）

㟢 章浩

明治大学経営学部教授

58 財務分析入門（平日夜間コース）

碓氷 悟史

亜細亜大学名誉教授

59 財務分析入門（土曜集中コース）

碓氷 悟史

亜細亜大学名誉教授

60 株式投資ゼミナール

碓氷 悟史

亜細亜大学名誉教授

「ヒット商品」を生む新商品開発セミナー

㟢 章浩

明治大学経営学部教授 ほか

62 知っておきたい外国為替の常識

鈴木 成高

国際社会貢献センター会員 ほか

63 新しい株式投資への第一歩

坂本 恒夫

明治大学経営学部教授 ほか

坂本 恒夫

明治大学経営学部教授 ほか

66 パブリック・スピーキング（Aコース）

小沼 俊男

元 NHK アナウンサー

67 パブリック・スピーキング（Bコース）

小沼 俊男

元 NHK アナウンサー

68 コーチング入門（火曜コース）

森山 展行

日本コーチ連盟

69 コーチング入門（金曜コース）

森山 展行

日本コーチ連盟

70 コーチング・アドバンス
コミュニケーション広場で学ぶ三つの話力
71

森山 展行

日本コーチ連盟

小沼 俊男

元 NHK アナウンサー

72 人を動かすビジネスプレゼンテーション
心のリスクマネジメント
73

村松 かすみ プラネット（株）シニアインストラクター
阪井 和男

明治大学法学部教授 ほか

74 一気にコミュニケーションの“コツ”を学んでしまおう！

大友 純

明治大学 商学部教授 ほか

澤田 誠二

明治大学理工学部教授 ほか

向殿 政男

明治大学理工学部教授 ほか

北野 大

明治大学理工学部教授 ほか

61

─スピード上げてコストを下げる！
！─

中小企業・ベンチャー
64

社会起業家が語る課題解決とその実践

NPO 法人の経営学

コミュニケーション

─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 ─

─生き方の癖を活かすコツ・変えるコツ 6 つのタイプ編 ─

MOT
75
76
78

【一般社団法人団地再生支援協会後援講座】

団地再生実践講座

【米国 UL 寄付講座 明治大学安全学研究所後援】

安全学入門

【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】

安全文化論
80 講師紹介

92 キャンパスマップ・施設案内
95 入会と受講のご案内（入会規約）
99 入会・講座に関するQ＆A
101 入会・受講申込 FAXフォーム（個人会員用）
103 明治大学カードのご案内

https://academy.meiji.jp
TEL：03-3296-4423

明治大学リバティアカデミー

教養・文化講座

明治大学リバティアカデミー

資格・実務・語学講座
知の広場で新しい自分を
創り出しませんか︒

ホームページから
電話・FAXでもどうぞ

今日の楽しみ 明日の元気
起智回生 ！

教養・文化講座、 資格・実務・語学講座の詳細は、 パンフレット「2012 年
前期 教養・文化講座」
「2012 年前期 資格・実務・語学講座」
（無料）をご
請求ください。

FAX：03-3296-4542
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お申込方法のご案内
https://academy.meiji.jp
FAX 03-3296-4542
TEL 03-3296-4423
WEB

お申込は
3方法

●講座申込から受講までの流れ

1

入会申込・
受講申込

2

お支払

3

受講案内の
到着・確認
振込後1週間で
お手元に届きます

4

受講開始

Webサイトからのお申込・お支払
① 入会申込・受講申込

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。
リバティーアカデミー入会金
受講される講座をお決めになりましてから
3 年度間有効 ￥3,000
お手続きください。
【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。
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会員受付▶3月1日
（木）
10:30〜
一般受付▶3月3日
（土）
10:30〜
③講
 座内容確認後、
「受講申込」
ボタ
ンを押してください。

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。

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。

【はじめてお申込みの方のみ】
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。

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

7

② お支払

お支払は、クレジットカード
が選べます。
（下図）

コンビニでのお支払い

■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）
明治大学カード
（クレジットカード）
（2）
各種クレジットカード
UC・VISA・マスター・JCB・ダイナース・DC・
MUFG・UFJ・NICOS・アメリカンエクスプレス

■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。
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FAX・電話でのお申込・お支払
① 入会・受講申込／② お支払

【はじめてお申込みの方】
「講座受講申込」
欄

＋

「入会申込」
欄

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。

【会員の方】
「講座受講申込」
欄
のみ

「入会申込」欄の記入
は不要です。

2009

既リバティアカデミー会員の方

【会員更新／再入会の方】
「講座受講申込」
欄
＋
会員番号

p95〜99

（再入会の方は旧会員番号）

＋
「入会申込」
欄
お申し込み・お問い合せ

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

入会・受講申込 FAXフォーム
（個人会員用）

・FAXの場合は、
「入会・受講申込 FAXフォーム
（個人会員用）
」
（101ペー
ジ）
に必要事項をご記入の上、お送りください。
・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。
・事務局より請求書をお送りします。お近くのコンビニエンスストアにてお
支払ください。
・FAX、電話申込では、クレジットカードの取扱はしておりませんので、
カード支払をご利用の方はWebサイトからお申込みください。

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、振込受領書等をご持参ください。
・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。

明治大学リバティアカデミー事務局 アカデミーコモン11階
受付時間 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）
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理論と実践、活力あるリーダーを育てたい

Our Curriculum ＆ Support
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力や的確な
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ためグループワーク、クラスディスカッ
ション、シンポジウムなどインタラクティブな学習形式を取り入れた講座があります。
特にコミュニケーション関連科目では、 実技・実習を重視し、 体験からスキルを高め
る内容となっています。

学習成果を認証します（アカデミー・ポイント制度）
学習成果を大学が認証し、
『称号』
を授与します。各講座に学習時間に応じたポイント
『★』
を表示しています。講座修了でポイントを修得、 一定数累積すると、この制度
オリジナルの称号が与えられます。詳しくは、入会規約のページをご参照ください。

会員期間中、大学図書館の閲覧・閲覧席の利用ができます
図書の館外貸出サービスについては別途手続きが必要です。詳しくは、 入会規約の
ページをご参照ください。

ディスカッション
受講期間中は受講効果を高める自主的なグループ討議等のため教室等の貸出しを
行っておりますのでご利用ください。

交流サロン カフェ「パンセ」
講義前後での講師・クラスメイトとの交流や、 休憩時間に利用いただける施設です。
カフェは会員割引料金にて利用できます。
各種サービス・施設利用については、入会規約95ページをご参照ください。
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Student voice
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。

今だからこそ、 学べることもある。
オエノンホールディングス（株） 品質安全保証室 アシスタントマネジャー

高島 邦夫さん

酒類メーカーに就職し、 大学を意識するのが、 研究室の OB 会、ラグ
ビー観戦だった私が、「社会人講座が始まる」
「講師は研究室の小澤教授
（現

明大中野

校長）」
「テーマは酒の文化史」との情報を見つけ、「ど

んな人達が集まってくるのだろう」と興味本位で受講したのが、リバティー
との出会いだった。10 回講座で、 講義・ワインの製造実習に、 仕事とは
直接関係ない皆さんが、興味深く、真剣に話を聞いていた。第一印象は、
「知ることをみんな楽しんでいる」
2001 年にビジネス講座が開講され、「技術屋は、マーケティングを知
らない」と言われていた私は、 それならばと、「マーケティングの基礎講
座」を受けてみようと。その時の個人的な興味が、 今に繋がっている。
平日の 19 時から受講しようなんて方々はみんな元気で、 受講費以上の
実を取り戻す勢い。「授業形式」
「教本を要約して、自分の業務と関連す
る具体例をまとめて発表、 意見交換する形式」もあるけど、 年代もさまざ
ま、 異業種の方の色々な刺激ある意見に遭遇できるのがメリット。終了後
のちょっと行きますかの懇親会もいい。 講座の未消化分、 個人的な問い
かけにもみんな答えてくれる。
今ではこの繋がりが、 屋形船、 異業種の工場見学会、 時には、 寄席
見学にも。
自分の視点だけでは拡がらない体験も増え、固定観念も打破され、発想
も？拡がる。明大生だけではなく、色々な方々にも会えることも魅力的。
ある時、 教授に「学生時代、 今ぐらい意識して勉強していたらよかっ
た」と話したら、「いや、 経験を積んだ今だからこそできる勉強もあると思
いますよ」と言われたことがある。自分自身で勉強したいと思うことが大切
なのかな。
リバティアカデミーに興味をもった「今」、学ぶ楽しみを一緒に体験してみ
ませんか。

関連講座

マーケティング・ゼミナール

➡ 46 ページ
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Student voice

財団法人専修学校教育振興会

西村 明子さん

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 ➡ 73 ページ
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法人向けサービス
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 20％割引になります
法人会員制度は、法人（全社、事業所、部課）単位でご入会頂く制度です。
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 20％割引（人数制限はございません）
TEL：03-3296-4423
詳しくは法人担当まで
「法人会員案内」
をご請求ください。

主な法人会員

ドコモ グループ事業推進部
●株式会社エヌ・ティ・ティ・

●株式会社プルータス

●ビー・エム・ダブリュー株式会社

●株式会社ナガホリ

●国士舘大学附属図書館

●岡部株式会社

●日本トイザらス株式会社

●株式会社京王百貨店

●薬樹株式会社

●株式会社小田急百貨店

●株式会社ディスタント・ビュー

● NPO 法人住宅外装テクニカルセンター ●株式会社トランストラクチャ
●新日本無線株式会社

●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

●キッコーマンビジネスサービス株式会社 ●株式会社ビジコム
●サンウェーブ工業株式会社開発室

●野口精機株式会社

●ミニストップ株式会社

●シチズン時計株式会社

●能美防災株式会社

●日本マルチメディアサービス株式会社

●富国紙業株式会社

●株式会社ヴィエント・クリエーション

●株式会社しんきんカード

●株式会社イノベーショントラスト

●プレミアコンファレンシング株式会社

●株式会社エトワール海渡

●日本ミルクコミュニティ株式会社

●株式会社タカムラ

●株式会社ジェイアール東日本パーソネルサービス ●株式会社ナイキジャパン
●マックス株式会社

●株式会社オープンループ

●エプソン販売株式会社

●神奈川県住宅供給公社

●株式会社 UL Japan

●株式会社損保ジャパン人財開発

●株式会社第一ヒューテック

●フォーデイズ株式会社

●株式会社細川洋行

●ダイセル・エボニック株式会社

●株式会社トヨタレンタリース栃木

●特許業務法人ウィルフォート国際特許事務所

●日活株式会社

●株式会社ファルテック

（順不同）
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法人向けサービス
オーダーメイド型社員研修を受託します
御社の社員教育・人材開発を支援します
開講中のプログラムをもとにオーダーメイド型の社員研修プログラムを企画します。
コーディネータに、企業コンサルティングや研修経験豊富な本学教授陣があたります。

主な研修実施実績
●産業財メーカー向け「マーケティング研修」
「営業 / 企画研修」
●食品メーカー向け「最強の営業マン養成研修」
●非営利団体向け「中堅職員ビジネススクール」
「幹部職員マネジメントスクール」
●中央政府機関向け「経済専門研修」
「会計専門研修」

研修カリキュラムの事例紹介
御社のご要望に応じてカリキュラムを企画します。会場は大学施設を利用できます
［事例 1］東日本旅客鉄道株式会社 様

顧客満足（CS）研修

●顧客とのコミュニケーションとマーケティングの基本

●消費者の欲望の発見方法と満足創造手法を知る

●サービス・マーケティング
●顧客「不満足」の考え方・CS の取り組み方

●サービス・マネジメントシステム
●実のあるCS 活動と実践的クレーム対応
［研修時間］630 分（90 分×7 回）

［事例 2］東日本旅客鉄道株式会社 様

安全学概論研修

●安全を基礎から考える

●安全を現場から考える

「安全学概論」
「リスクアセスメントの考え方と手法」

「施設・設備の安全と防災」
「生産現場における安全活動実践論 1・2」
［研修時間］600 分（120 分×5 回）

［事例 3］三幸製菓株式会社 様

最強の営業マン養成研修
●マーケティングとは何か

●売れる商品づくりの基本視点

●売れる製品と売れる店の条件［ケース分析］

●ブランド化と製品計画

●消費者の欲望分析とプロモーションの重要性

●マーケティング競争の理論と価格戦略
［研修時間］540 分（90 分×6 回）

［事例 4］株式会社メディアポート成田 様

効果的なプロモーション活動の理論を学ぶ
●マーケティングの基本認識とその重要性
●製品の本質と製品コンセプトの重要性
●マーケティング・コミュニケーション思考の重要性 ●消費者の欲望とコンセプト表現の重要性
［研修時間］720 分（90 分×8 回）

［事例 5］東京都（大学等委託訓練事業）様
●戦略マネジメント実践科
●ビジネス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・マーケティング実践科
［研修時間］180〜188 時間

詳しくはホームページにて

https://academy.meiji.jp
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法人会員の声
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
新日本無線（株）半導体販売事業部長

瀬志本 明さん

取締役執行役員

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。その頃は「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た。異動した時の会社の目標に「顧客満
足」がキーワードとしてあった。「マーケティング」や「顧客満足」とは何か、
どういうマネジメントをすれば良いのか悩んでいたところ、リバティアカデ
ミーの広告を目にし「そうだ、わからなきゃ勉強しよう」の精神で、直ぐに受
講を申し込んだ。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。同様に悩んでいたので、二人で「実践・マーケティング戦略セミナー」
を受講。学んだことを日々二人で実践し、特に部下への指導時でも積極的
に活用した。しかし、そう簡単に部下に伝わらないことも沢山あった。翌年
から、同講座の受講を課長、主任クラスへ展開。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
だからと順番に受講。各自が学んだ知識、共感したフレーズが職場で使え
るようになった。部下だけが教育の対象ではなく、上司も自ら学び、それを
部下と言葉ごと共有する。当初の十数名から他部門にも広げた2006 年以
降は毎年数十名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。

委託企業の声
常にマーケティングの原理原則を忘れず、
営業提案力を高め続ける
三幸製菓（株）常務取締役企画開発室長

高橋 俊一さん

弊社は「雪の宿」
「三幸の柿の種」
「チーズアーモンド」等のあられ・お煎
餅商品を製造販売している雪国・新潟の米菓メーカーです。
企業が成長し、 多数のお客様にご支持頂くようになるにつれて、 商品
政策や販売戦略構築の課題が新たに見えてまいりました。 商品やお客様
に対する感性や情報についての気づき・着眼点の向上も必要でした。そ
こで明治大学の先生方に研修企画をご依頼したわけであります。
研修が始まって 20 年ほどになります。 全国からアカデミーコモンに集
まりマーケッター養成講座、 新潟にわざわざ来て頂き、マーケティング講
座、 新入社員研修など盛りだくさんの企画を組んで頂いております。研修
の成果を生かしてその後のマーケティング成果も大きなものとなり、 今後
もまたお願いする研修にも大きな期待を寄せています。
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オープン講座

オープン
open seminar
講座

講座コード

12170001

2012 年度リバティアカデミー開講記念講座

ニュースが変わる
4 月 14日（土）

開場 13：00

開講 14:00（〜15：30）

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
講座概要
この 20 年、 政治への信頼は低下し、自らを「一流」と呼んだ経済も停滞感
に包まれています。
方向舵を失って漂流し始めたかに見える日本。 そこに未曽有の大震災と原
発事故が発生し、この国の覚醒はもはや一刻の猶予も許されません。 そんな
時代にわたしはニュースキャスターを務めています。ネット情報の氾濫で、 私
たちマスコミにも、 新たな役割が求められています。
これから、 報道に求められるものは何か。自省を含めて、 皆さんとともに考
えてみたいと思います。

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

お電話か HP からお申し込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp
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オープン講座

講師紹介
おおこし

けんすけ

大越 健介

NHK ニュースキャスター

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

至新宿

新宿線
半蔵門線

神保町

三田線

明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン

明大通り
大学会館

J
R

御茶ノ水

靖国通り

本郷通り
千代田線新御茶ノ水

至東京

●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。

丸ノ内線御茶ノ水

リバティタワー
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オープン講座

オープン
open seminar
講座

12170002

講座コード

PIC（太平洋諸島センター）共催

太平洋の神話世界
─レクチャーと音楽─

7 月 14日（土）

開場 13：00

開講 13：30（〜16：30 予定）

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
コーディネータ

講座概要

すが

じ

ろう

明治大学理工学部教授（比較詩学）
理工学研究科新領域創造専攻
ディジタルコンテンツ系

プン講座です。日本列島とはきわめ
て縁の深い太平洋各地の島嶼群に広

けい

管 啓 次郎

太平洋諸島センターとの共催オー

家でハワイを中心とするポリネシア

詩人、 比較文学者。ワシントン大学（シアトル）博士論文
提出資格取得。20 代から翻訳者として活動し、フラン
ス語、 英語、スペイン語からの訳書多数。 現在、 明治
大学理工学研究科新領域創造専攻主任、同ディジタルコ
ンテンツ系教授。主な著書に『コロンブスの犬』
『狼が連
れだって走る月』
『コヨーテ読書』
『本は読めないものだか
ら心配するな』
『 斜線の旅』
（読売文学賞）などがある。

神話を題材にした作品を制作し演じ

■ 太平洋諸島センターとは？

がる神話の世界を、 文化人類学者で
太平洋研究の第一人者である後藤明
先生、ワールド・ミュージックの音楽

ているAyuoさんをお招きし、 学問
的成果とパフォーマンスの交錯する
想像力の宇宙を体験していただきま
す。「太平洋」に関心を持つ方なら、
どなたでも受講可能です。

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, FlCs）との間の貿
易・投資・観光の促進を通じて、同島嶼国の経済的発展を支援するこ
とを目的としています。
太平洋諸島フォーラム（1971年発足）には、太平洋島嶼国12カ国
2地域及びオーストラリア、ニュージーランド（NZ）が加盟しています。
また、準加盟国としてニューカレドニアとタヒチが加盟しています。

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

お電話か HP からお申し込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp
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オープン講座

■一部 宇宙を写す海：星は島々、月はカヌー
講師：後藤 明 南山大学人文学部人類文化学科教授・同大学人類学研究所長
星くずのように散らばる太平洋の島々に渡ったポリネシア人たち。いつ、どこから、どう
やってそこに渡っていったのだろうか。今から二千〜三千年前の大海原では地図やGPS
は使えない。 星や波、 風や鳥を見てこの困難なプロジェクトは成し遂げられたはずであ
る。彼らにとって空に見える星々は島にたとえられ、星の中を運行する月や金星や火星は
カヌーに喩えられた。また彼らが伝えた神話、 天地分離の神話、 島釣り神話、 釣針をな
くす話などは日本神話と類似した点が少なくないが、同時に大海原を駈けた人々の世界観
と価値観が反映されている。近年の研究では太陽や星の運行と関係した巨石遺跡も存在
するようである。講演ではこのような神話や古代遺跡やスターチャートなどを紹介しながら
彼らの大航海者としての智慧と生活感覚との関係を話してみたい。

■二部

Ayuo and Seashellによるハワイ神話『ペレ』
に基づく歌、語り、
ヴァイオリン等の弦楽器演奏とダンスの音楽劇（作詞・作曲：Ayuo）

ア ユ オ

講師：Ayuo 作曲家・ヴォーカリスト
女神ペレは火山と地震の女神。神話の話では、 女神ペレが人間ロ
ヒアウに対して抱く恋心とロヒアウと女神ヒイアカの愛が人間界と
異次元で事件を起こしてしまいます。それによって地震や津波が起
きてしまいます。これは破壊と再生の物語でもあります。

講師紹介
ご と う あきら

ア

後藤 明

ユ

オ

Ayuo

南山大学人文学部人類文化学科教授
同大学人類学研究所長
ハワイ大学 Ph.D. 海洋人類学を専攻し沖縄海洋
博公園海洋文化館の展示更新やオセアニアのカ
ヌー文化ルネサンス活動に携わる。 著書は
『 ハワ
イ・南太平洋の神話』
（中央公論新社）、『「物言う
魚」たち―鰻・蛇の南島神話』
（小学館）、『民族考
古学』
（勉誠出版）、
『南島の神話』
（中央公論新社）、
『海を渡ったモンゴロイド』
（講談社選書メチエ）、
『カ
メハメハ大王』
（勉誠出版）、『海から見た日本人』
（講談社選書メチエ）、 編著に
『ハワイ研究への招
待』
（関西学院大学出版会）ほか。

作曲家・ヴォーカリスト
ニューヨークで育ち, 小学生の頃 60 年代後半のア
メリカの実験音楽、アート、 文学に強い影響を受け
る。83 年以後 20 枚のソロ・アルバムをアメリカと
日本で発表。 古代音楽にみられる世界の繋がりを
独自のサウンドで創作しつづけている。 音楽、 文
学、 映画、 歴史、 神話と科学についての執筆の依
頼も多い。最新のCD『dna』
は2009 年 9月25日
発売。2008 年以後は弦楽四重奏との作品が多い。
Ayuo and Seashell String Quartet
Ayuo（ 作 曲 家・作 詩 家・Vocals, Irish Harp, Dance
Movements.）
甲斐史子：Violin 戸島さや野：Violin 宮
野亜希子：Viola 松本卓以：Cello 天野美和子：ダンス
至新宿

新宿線
半蔵門線

神保町

三田線

明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン

明大通り
大学会館

J
R

御茶ノ水

靖国通り

本郷通り
千代田線新御茶ノ水

至東京

●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。

丸ノ内線御茶ノ水

リバティタワー
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オープン講座

オープン
open seminar
講座

講座コード

12170003

明治大学連合駿台会寄付講座

明大出身経営者に利益創出の
6 月 1日（金）

開場 18：30

開講 19：00（〜20：30）
かね

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
講座概要

桔梗屋のベンチャー戦略とマーケティング・イノベーション

トレンドを作る
…訳あり食品のアウトレット販売、工場見学ツアーブームの先駆けとして。
ここ数年ブームとなっている「訳あり食品のアウトレット販売」の火付け役とし
て、また、 昨今の工場見学ツアーブームを20 年前に予測しリードしてきた講
師が、 中小企業のマーケティング戦略の特質と大企業のマーケティングとの異
同を考えながら、 中小企業の特質を生かした既存企業の活性化、 および新製
品・新事業の開発を成功に導く組織のあり方とマーケティング・イノベーション
についてお話します。
事例として、 講師が 40 年間経営に携わってきた和菓子店、 当初従業員 5
人の「町の菓子屋」が、 地域一番ブランドを確立するまでの軌跡をたどるととも
に、 現在進行中の新規事業や、これから挑戦しようとしているビジネスの考え
方や内容を検証します。

お申し込み
■受 講 料 明大生、リバティアカデミー会員…無料／一般…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。

お電話か HP からお申し込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp
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オープン講座

ためのビジネスの将来を聴く
講師紹介
なかまる

しん

じ

ハイジの村代表取締役・
中丸 眞治（株）
前
（株）
桔梗屋代表取締役社長
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 10 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。 現在、
株式会社ハイジの村代表取締役。起業経営戦略研究所
主宰。 桔梗屋グループ 10 社オーナー。 主著に
『ベン
チャー戦略論』
（同友館、 2004 年 3月）他多数。

至新宿

新宿線
半蔵門線

明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン

J
R

御茶ノ水

明大通り
大学会館

丸ノ内線御茶ノ水

リバティタワー

靖国通り

本郷通り
千代田線新御茶ノ水

至東京

●受講料は、当日「会場受付」にてお支払いいただき
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。

神保町

三田線
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オープン講座

オープン
open seminar
講座

講座コード

12170004

明治大学校友会寄付講座

鼎談「震災を超えて
バレエの使命」
読売新聞東京本社 共催

6 月 23日（土）

開場 13：00

開講 13：30（〜15：00）

会場／駿河台キャンパス アカデミーコモン3階アカデミーホール
講座概要
バレエは 14〜16 世紀ごろのイタリアで宮廷娯楽として始まり、 その後フラ
ンスに伝わり、 歴代国王の保護の下で劇場芸術として発展しました。 戦後、
日本のバレエは次第に盛んになりますが、 現在まで日本のバレエ界を牽引し続
けてきたのが松山バレエ団団長の森下洋子さん。ヴァルナ国際コンクールで日
本人として初めて金賞を受賞するなど、 海外で日本のバレエが高い評価を受
けるきっかけともなりました。2011 年には舞踊歴 60 年を迎えました。世界的
にもこれほど長い間、 全幕を主演するバレリーナはほかにいません。森下さん
の歩みを振り返りつつ、 バレエへの思いを伺いながら、 東日本大震災後の日
本で、 バレエをはじめとする芸術の役割などについて、 明治大学情報コミュニ
ケーション学部の牛尾奈緒美教授、さらに読売新聞文化部の祐成秀樹記者が
論じ合います。

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

お電話か HP からお申し込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp
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オープン講座

もりした

よう

こ

森下 洋子

松山バレエ団団長・プリマバレリーナ

1948 年広島県生まれ。3 歳
でバレエを始め、1971 年松
山バレエ団に入団、松山樹子
に師事。74 年ヴァルナ国際バ
レエコンクールで日本人初の
金賞、85 年ローレンスオリビ
エ賞など受賞多数。2011 年
舞踊歴 60 年を迎えた。

うし お

な

お

み

牛尾 奈緒美
明治大学情報コミュニケーション学部教授
1998 年慶應義塾大学大学院商学
研究科博士課程卒業後、 明治大
学専任講師に就任。 助教授、 准
教授を経て 2009 年より現職。 公
職に、 内閣府「男女共同参画推進
連携会議」有識者議員。 元フジテ
レビアナウンサー。近著に
『ラーニ
ング・リーダーシップ入 門 ―ダイ
バーシティで人と組織を伸ばす』
日
本経済新聞出版社。

すけなり ひで き

祐成 秀樹
読売新聞文化部記者

至新宿

新宿線
半蔵門線

神保町

三田線

明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン

明大通り
大学会館

J
R

御茶ノ水

靖国通り

本郷通り
千代田線新御茶ノ水

至東京

●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。

丸ノ内線御茶ノ水

リバティタワー
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オープン講座

オープン
open seminar
講座

読売新聞東京本社

講座コード

12170005

共催

時代の証言者
落語道・桂 歌丸
─読売新聞記者による公開インタビュー─

5 月 19日（土）

開場 16：00

開講 16：30（〜18：00）

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
※会場は予定です。会場に変更があった場合はお知らせします。

講座概要
人気番組「笑点」に、1966 年の第 1 回から45 年間レギュラー出演を続ける
桂歌丸さんは 2011 年、 高座生活 60 周年を迎えました。落語芸術協会会長、
横浜にぎわい座館長も務め、 落語会出演も多く、 休みは月に数日ほど。 読売
新聞の人気連載「時代の証言者」では、自習時間に落語を聞かせて同級生を
笑わせた小学生時代のエピソードから、 古今亭今輔師匠との確執、 兄弟子・
桂米丸門下での再出発など、 知られざる歌丸さんの歩みを紹介し、 大きな反
響を得ました。「噺家は 120 周年、 笑点は 50 年を目指す」という歌丸さんに、
古典落語の復活継承と、テレビ大喜利を通じての落語普及に明け暮れた、 二
刀流の落語人生を語っていただきます。聞き手は、よみうり時事川柳選者とし
ておなじみ、 読売新聞東京本社の長井好弘編集委員が務めます。

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 300 名）
リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

お電話か HP からお申し込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp
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オープン講座

かつら

うたまる

桂 歌丸

落語家

1936 年（昭和 11 年）、 横浜市生まれ。51 年、 五代
目古今亭今輔に入門。 のち四代目桂米丸門下に移り、
68 年に真打ち昇進。 公益社団法人落語芸術協会会
長。横浜にぎわい座館長。「笑点」
（66 年〜）の不動の
レギュラー。うずもれた古典の復活にも尽力。

なが

い

よしひろ

長井 好弘
読売新聞東京本社編集委員

至新宿

新宿線
半蔵門線

神保町

三田線

明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン

明大通り
大学会館

J
R

御茶ノ水

靖国通り

本郷通り
千代田線新御茶ノ水

至東京

●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。

丸ノ内線御茶ノ水

リバティタワー
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オープン講座

オープン
open seminar
講座

講座コード

12170006

明治大学専任教授連合会共催

新藤兼人の描く反原子力
4 月 28日（土）

開場 12：30

開講 13：00（〜17：00 予定）

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
※会場は予定です。会場に変更があった場合はお知らせします。

講座概要
新藤兼人氏（1912〜）は日本における現役最高齢の監督として知られてい
る。2012 年も、 最新作『一枚のハガキ』
を完成させたことで話題となった。
氏は、 そもそも広島に生まれたこともあり、 映画において積極的に反核の問
題を取り上げてきたことでも知られている。
改めて日本における原子力問題についての再考を求められている現在、 新
藤氏の足跡を改めて辿り、 彼のメッセージを再認識することの意義は非常に
大きいと思われる。
構成としては、 第一部として新藤監督の反核映画『第五福竜丸』
（1959）を
上映し、 休憩後、 新藤氏の息子であり、 氏をプロデューサーの立場で支える
新藤次郎氏をお招きして新藤兼人氏の映画の世界観について話を伺う。

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。

お電話か HP からお申し込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp
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オープン講座

・再考
講師紹介
しんどう

じ ろう

新藤 次郎

株式会社近代映画協会 代表取締役社長
協同組合日本映画製作者協会 代表理事

1949 年生まれ、 神奈川県出身。1971 年日本大学芸
術学部写真学科卒業。在学中より新藤兼人作品中心に
独立プロのスチールを担当。1979 年から三船プロダク
ションにて「大江戸捜査網」
（テレビ東京）のプロデュー
サーを担当。1986 年「ブラックボード」から近代映画協
会にてプロデューサー、 現在に至る。

至新宿

新宿線
半蔵門線

神保町

三田線

明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン

明大通り
大学会館

J
R

御茶ノ水

靖国通り

本郷通り
千代田線新御茶ノ水

至東京

●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。

丸ノ内線御茶ノ水

リバティタワー

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY 27

オープン講座

オープン
open seminar
講座

講座コード

12170007

平家物語と現代
5 月 12日（土）

開場 12：30

開講 13：00（〜15：00）

会場／駿河台キャンパス リバティタワー地下1階1001教室
※会場は予定です。会場に変更があった場合はお知らせいたします。

第一部講演

清盛の死―平家物語をどう読むか
講師紹介

講座概要
平家一門の断絶を確認し、 建礼門

大野 順一

院の往生で終る平家物語は、 単なる

（筆名：大野 純）
詩人・日本文芸家協会会員

世の無常を説いた作品というだけで
はなく、 歴史的運命がもたらす滅び
の現実をしかと見据えた死の文学で
あるともいえます。 生の豊穣の中に
いて、 いささかな不安をも感じなが
ら生きて いる21 世 紀 の 私 たちは、
いま平家物語という古典をどのよう

元明治大学文学部教授。 専攻は平家物語、 日本
文芸思想史。 主著『 平家物語における死と運命 』
『死生観の誕生』
『詩集幻化逍遥』
『詩と死と実存－
日本文芸思想史研究』
（第 5 回茗水クラブ学術奨励
賞受賞）
『色好みの系譜－日本文芸思想史』
『 句集風
吟帖』
『わが内なる唐木順三』
『芭蕉と生きる十二の
章』
ほか、 編著・論文など多数。

に受けとめたらよいか、という一つ
の指針を、 清盛の個性的な死を通し
て考えてみたいと思います。

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。

お電話か HP からお申し込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp
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オープン講座

第二部講演

大河ドラマの時代考証―平家物語をどう観るか
講師紹介

講座概要
大河ドラマを陰で支える重要な役

大森 洋平

割のひとつが時代考証です。歴史的

NHKドラマ部
チーフディレクター［考証担当］

事実とドラマ的真実をどこまで整合さ
せるのか、ドラマと文学ではどこが

昭和 34 年東京都生まれ。 東北大学文学部西洋史
学科卒業。同年 NHK 入局。
秋田放送局、 古典芸能部、 京都放送局、 教養番
組部勤務を経て、 平成 11 年より時代考証業務を
担当。 現在はドラマ部に所属して、ドラマとドキュ
メンタリーの時代考証業務に従事。

違うのか、 番組制作での時代考証の
実態を舞台裏のエピソードを交えなが
ら語ります。

至新宿

新宿線
半蔵門線

明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン

J
R

御茶ノ水

明大通り
大学会館

丸ノ内線御茶ノ水

リバティタワー

靖国通り

本郷通り
千代田線新御茶ノ水

至東京

●受講料は、当日「会場受付」にてお支払いいただき
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。

神保町

三田線
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オープン講座

オープン
open seminar
講座

講座コード

12170008

原発事故と放射能汚染、
6 月 2日（土）

開場 12：30

開講 13：00（〜14：30）

会場／駿河台キャンパス リバティタワー地下1階1001教室
※会場は予定です。会場に変更があった場合はお知らせいたします。

講座概要
日本では絶対に有り得ないと宣伝されてきた深刻な原発事故が到頭、 現実
となりました。 広範な国土の放射能汚染は多くの人達の職を奪い、 生活の場
を奪いそして健康も蝕みつつあります。原発の安全神話は無論のこと、クリー
ン神話や低コスト神話も広く信を失い完全に崩壊しています。放射能は人類と
共存できないことを通じて、 原発とも共存できないことは明白になっています。
それでもなお電力不足等を理由に脱原発に踏み切れない現実も有ります。こ
れで将来の安心、 安全が保証されるでしょうか。ネイティブアメリカンは話し
合いで問題を解決する際、 その基準は 7 代先の子孫達にとってその決定が良
か否かであると言われていますが、 原発の温存はその点でどうでしょうか。
本講座では原発の本質を明らかにすると共に、 当該問題に関し、自然エネ
ルギー依存の可能性を明らかにすることでエネルギー問題の将来像を画くこと
を目的にしています。

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。

お電話か HP からお申し込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp
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オープン講座

、 そして自然エネルギーへ
講師紹介
ふじ

い

いわ

ね

藤井 石根

明治大学名誉教授 工学博士

1966 年 3月東京工業大学大学院理工学研究科修士課
程修了、 同年 4月、 同大助手に奉職、 1972 年明治大
学助教授、 同大教授を経て現在に至る。
専門は熱工学で伝熱、エネルギー、 環境関係の研究に
従事、 現在は環境、 省エネ関係の学協会の会長など要
職を務める。 最近の著書は「エコ・エコノミー社会構築
へ」
（時潮社、 2010）など

至新宿

新宿線
半蔵門線

明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン

J
R

御茶ノ水

明大通り
大学会館

丸ノ内線御茶ノ水

リバティタワー

靖国通り

本郷通り
千代田線新御茶ノ水

至東京

●受講料は、当日「会場受付」にてお支払いいただき
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。

神保町

三田線
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オープン講座

オープン
open seminar
講座

世界の民族音楽を聴く
─レクチャー＆コンサート─
講座概要
民族音楽は、 いうまでもなく現地で地元の楽士が演奏するものを聴くに越し
たことはないのですが、 現実にはなかなかむずかしいものです。 各地の音楽
については教養・文化講座「民族音楽紀行」として、 すでに10 年を越え話を
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

講座コード

講

1

12170009

5 月 19日（土）

開場 13:30
会場／駿河台キャンパス
開講 14:00（〜16：30） 大学会館3階 会議室

トルコ民衆音楽の世界

演奏：石田秀幸（カヴァル、ネイ）、
石田みか（サズ、 歌）

シルクロードの西端であり、またヨーロッパ文化圏との接点で
もあるトルコの音楽が持つ多彩な魅力を、 その周辺地域の音
楽にも触れながら紹介していきます。
石田秀幸（右）石田みか（左）

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。

お電話か HP からお申し込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp
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オープン講座

コーディネータ
え

ば

と

あきら

江波戸 昭
第

講座コード

講

2

会

場／駿河台キャンパス
大学会館会議室

明治大学名誉教授

12170010

6 月 16日（土）

開場 13：30
会場／駿河台キャンパス
開講 14：00（～16：30） 大学会館8階 会議室

口琴と倍音楽器の音の宇宙
演奏：直川礼緒

アイヌ民族のムックリ、 東シベリア・サハ民族のホムスなど、
ユーラシア大陸全域に分布するユニークな楽器「口琴」をはじ
めとする、 様々な倍音楽器の音の内なる宇宙を、 実演を交え
ながらご紹介します。
直川礼緒
第

講座コード

講

3

12170011

7 月 21日（土）

開場 13：30
会場／駿河台キャンパス
開講 14：00（〜16：30） 大学会館8階 会議室

ブリューゲルの絵の中の音楽がきこえてくる「ブリューゲルの散歩」
演奏：松本雅隆、 上野哲生（カテリーナ古
楽合奏団、ロバの音楽座）

使用楽器：バグパイプ , クルムホルン,コルネット, ハーディガー
ディ, プサルテリー、サントゥール、リュート 他
演奏曲：中世・ルネサンスの民衆の音楽
ルネサンス時代を代表する画家ピーテル・ブリューゲル（1525
〜1569）の絵を見ながら、 中世・ルネサンス時代の音楽を楽し
みます。ブリューゲルはどんな音楽を聴き、 絵を描いたのか。
絵の中の音楽に耳をすませましょう。

ブリューゲル作「バグパイプ」
至新宿

新宿線
半蔵門線

明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン

J
R

御茶ノ水

明大通り
大学会館

丸ノ内線御茶ノ水

リバティタワー

靖国通り

本郷通り
千代田線新御茶ノ水

至東京

●受講料は、当日「会場受付」にてお支払いいただき
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。

神保町

三田線
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オープン講座

オープン
open seminar
講座

講座コード

12170012

フランス印象派音楽の魅力
─レクチャー＆コンサート─

7 月 28日（土）

開場 13:30

開講 14:00（〜15:30）

   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
講座概要
19 世紀の後半、 西洋音楽は爛熟したロマン派の調性の拡大と崩壊への反
動として、 東洋やアフリカ、 アジアの音楽への関心が高まり、 音楽と美術の
融合などが新しい時代を迎える。 音楽の優位がドイツからフランスに移ってい
く時代となる。 東洋的な絵画から影響を受けたフランスの作曲家ドビュッシー
（1862〜1918）が全音音階や中世の教会旋法などを用いて、 色彩感のある
「印象派の音楽」を生み出した。ドビュッシーはストラヴィンスキー、 バルトーク
とともに現代音楽の扉を開いた重要な作曲家であり、ピアノを始め室内楽、
歌曲、オペラ、 管弦楽曲の作品において、 多彩に満ちた音と響による作品を
残した。レクチャー＆コンサートでは、ドビュッシーの作品を第一線で活躍する
ピアニストとヴァイオリニストの演奏でじっくりと鑑賞する。

プログラム（予定）
■前奏曲集より「沈める寺」
「亜麻色の髪の乙女」
「花火」
■映像より「水に映る影」
「ラモーをたたえて」
「運動」
「葉末を渡る鐘の音」
「そして月は荒れた寺院に落ちる」
「金色の魚」
■版画より「雨の庭」
■喜びの島
■ヴァイオリン・ソナタ

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。

お電話か HP からお申し込み下さい。
TEL

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp
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オープン講座

─ドビュッシー生誕 150 年─
講師紹介
しらいし

たか

お

白石 隆生

しのざき

いさ

こ

篠崎 功子

講義

ヴァイオリン

桐朋学園大学卒業・ウィーン
国立音楽大学卒業。オースト
リア政府給費留学生。ウィー
ン・フォルクスオーパー専属副
指揮者。ピアニスト・指揮者と
してウィーン・フィルの首席奏
者や名歌手たちと世界各国で
成 功を収める。 著 作・翻 訳・
CD 多数。外務省派遣の文化
親善使節、 各種コンクールの審査員
（長）
を歴任。
現在、尚美学園大学教授・同大学院教授、東京音
楽大学大学院講師。湘南室内合奏団代表。ウィー
ン名誉金章受賞。

桐朋学園大学卒業。 日本音
楽コンクール第 1 位、レウカ
ディア賞受賞。 海外派遣コン
クールで安 宅 賞 受 賞。 パガ
ニ ー ニ 国 際コンクー ル 第 3
位。 フランスに留学。18 歳
でリサイタルを開き、ベートー
ヴェン、 メンデルスゾーン、
ブ ラ ー ム ス、 チャイコフ ス
キーなどの協奏曲を主要オーケストラと共演。 米
国、 南米、ヨーロッパ、 中国、 東南アジア、 豪州
で活躍、 国際的な評価を得る。現在、 桐朋学園大
学教授、 東京音楽大学講師。

鵜木 日土実 ピアノ

うの

小沢 麻由子 ピアノ

ウィーン国立音楽大学を最優
秀賞で卒業。ロンドンで研鑽
を積む。ベートーヴェン国際ピ
アノコンクール入賞。ヨーロッ
パ、中南米各国のリサイタル
で 成 功を収 める。 ウィーン・
トーンキュンストラー管弦楽団、
ウィーン室内合奏団、大阪フィ
ル、 新 星日響、 東 京シティ・
フィル、九響、関西シティ・フィル、N 響メンバーら
と協奏曲や室内楽で共演。CD「ショパン練習曲集」
は内外で高く評価される。北九州市民文化大使、
尚美学園大学講師。

東京芸術大学卒業。同大学院
を経てパリ・エコールノルマル
音楽院を卒業。文化庁派遣芸
術家在外研修員としてさらに
研鑽を積む。フランスを中心
にオーストリア、ギリシャ、キ
プロスなどで数々のリサイタル
を行う。第 5 回ソフィア国際コ
ンクール優勝。CD「小沢麻由
子 playsショパン＆ラヴェル」と
「小沢麻由子 plays
前奏曲集」を好評発売中。平成 22 年度青山音楽賞
受賞。現在、沖縄県立芸術大学専任講師、尚美学
園大学大学院講師。
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至新宿

新宿線
半蔵門線

明治大学駿河台キャンパス
アカデミーコモン

J
R

御茶ノ水

明大通り
大学会館

丸ノ内線御茶ノ水

リバティタワー

靖国通り

本郷通り
千代田線新御茶ノ水

至東京

●受講料は、当日「会場受付」にてお支払いいただき
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。

神保町

三田線
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講座コード

12110001

経営戦略セミナー＜実践編：戦略の創造と実行のマネジメント＞

戦略フレームワークと事例から学ぶ戦略実践のマネジメント

戦略とマネジメント

講師からのメッセージ
世界的な経済・財政危機の中、 わが国の企業経営は、 業界を問わず厳しい状況が
続いており、 いまこそ成長に向けての新たな戦略が不可欠な時期といえます。しか
し、日本企業が得意な品質管理能力や、 伝統的なマネジメントコントロールだけでは、
局面を打開し、 勝てる戦略をつくることは困難です。
そこで、 本セミナーでは、 将来経営戦略や事業戦略を策定し、 それを実践していく
ことを期待されている方々を対象に、 戦略分析／策定フレームワークの応用方法と活
かし方を会得してもらうとともに、 いくつかの企業事例を分析することにより、 実践
モードにおける戦略の策定とマネジメントの成功要因を学びます。
講座のポイント
フレームワーク、 事例等に基づくレクチャーが中心ですが、 討議、 質疑などをとおし
て理解を深めます。
• レクチャーにより戦略分析／策定のためのフレームワーク／手法の応用方法と活か
し方を学べます
• 事例をとおして戦略の創造と実行のプロセスを具体的に理解します
• 討議、質疑によりフレームワーク／手法の理解を深め、事例の成功要因を考察します。
講義概要
曜日
金曜日
時 間 19：00〜20：40 回 数
5回
受講料 一般：24,000 円／法人会員：19,200 円 定 員 25 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
日程
1

6/8
（金）

2

6/22
（金）

3

6/29
（金）

4

7/6
（金）

5

7/13
（金）

講義形式▶
う た し ろ ゆたか

講義内容
講師
戦略策定のための分析フレームワークと戦略創出
戦略策定の出発は、 外部、 内部の環境分析から始まる。どの
歌代
ように分析し、 戦略オプションを生み出すか、 そのアプローチ
を提示する。
事例：スマイルワークス─会計サービス事業の戦略と展開
IT ベンチャーの同社は、クラウド型サービスと記帳代行を武器
坂本
に中小企業会計システム市場を開拓しつつある。そのビジネス
モデル戦略を解明する。
事例：ぐるなびのオンラインとオフラインの戦略
同社は、飲食店検索サービスのパイオニアとして成長を遂げて 中井
きた。そのビジネスモデルの成功要因と今後の成長戦略を探る。
事例：オムロンヘルスケア─健康サービス事業の戦略と顧客価値創造
同社は計測・分析技術をベースにメディカル情報に関連する商 竹林
品・サービスを創造している。その事業戦略の考え方を探る。
成功する戦略パターンの分析
成功する戦略にはパターンがある。 基本戦略、 顧客価値提案
歌代
等の理論面、 事例分析からの実践面の双方の観点から成功す
る戦略パターンを検討する。
レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

コーディネータ 明治大学経営学部教授
歌代 豊
さかもと つねゆき
坂本 恒之 株式会社スマイルワークス 代表取締役社長
なか い

ひろつぐ

中井 博胤 株式会社ぐるなび EC 事業推進部門 トラベルグループ
た け ばやし はじめ
オムロンヘルスケア株式会社 執行役員 健康サービス事業統括部統括部長
竹林 一
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講座コード

12110002

組織を考える

─組織の不思議を解明する─

講座のポイント
組織を職能部門制組織とか事業部制といった形態や構造から考えるという静態的な
視点ではなく、ダイナミックに変化するという動態的な活動から組織を考えることが本
講座のポイントです。
講義概要
曜日
月曜日
時 間 19：00〜20：30 回 数
5回
受講料 一般：28,000 円／法人会員：22,400 円 定 員 30 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
日程
1

5/28
（月）

2

6/4
（月）

3

6/11
（月）

4

6/18
（月）

5

6/25
（月）

講義形式▶
たかはし まさやす

高橋 正泰

講義内容
事業部制の不思議？—組織構造は目に見えないもの—
事業部制は、 現在の企業、 特に大企業で採用されている組織形態です。
しかし、日本の企業と欧米の企業が同じ事業部制をとっていますが、 同じ
ではありません。このことを、 組織構造や組織行動の観点から考えます。
組織論の考え方とはどのようなものか？
組織論には、どのような考え方があるのでしょうか？このことについて、
機能主義の立場と解釈主義の立場から考えてみます。
組織のパラダイムシフトとは何か？
昨今、 パラダイムシフトという言葉がよく使われます。 組織におけるこの
パラダイムシフトとは何かを概説します。
組織の知識創造とは何か？
知識創造ということが組織論では議論されています。 通常、 組織のイノ
ベーションを導くものとして知識創造をとらえますが、 その知識とは何で
しょうか。この知識を組織論的に考えます。
組織はどのようにして動くのか？
最終回として、 組織はいかにして動くのか、を考えます。このことを、ポ
ストモダンと位置づけられる社会構成主義の立場から、ストーリーテリング
をとおして考察します。
レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
明治大学経営学部教授

博士（経営学）
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戦略とマネジメント

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

講座コード

12110003

社会保険労務士総合研究機構後援講座

ケーススタディ

実践 会社経営と人事労務

─ともに考える、企業の存続と持続的成長─

戦略とマネジメント

講師からのメッセージ
企業は生き残りをかけて経営活動のグローバル展開や、 企業組織の再編などが行わ
れています。このように激動する時代に、 企業は従業員の働く能力と意欲をどのよう
に引き出し、 企業組織・経営の継承にどのように取り組めばよいのでしょうか。
本講座では、 第一線で活躍する経営・管理者から経営労務の実際を解説し、 経営
継承戦略、 内部統制について各専門家から解説します。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。
講座のポイント
本講座では、 企業経営者・管理者、 人事労務、 経営企画などをご担当の方に、 事
例と解説を通じ、 企業存続、 経営継承時の体制整備による機会利益・損失の把握と、
企業成長と人財についての見える化とを具体的に考えます。
講義概要
曜日
水曜日
時 間 19：00〜21：00 回 数
6回
受講料 一般：32,000 円／法人会員：25,600 円 定 員 40 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
※一定の出席基準を満たした方に「履修証書」を授与いたします。
※講座関連書籍
高橋廣司編著『成功した経営者の「次の戦略」ー第 2 の利益を獲得する経営継承』
日本経済新聞社。
山崎憲昭共著『経営労務監査の実務』中央経済社。

日程

講義内容

講師

日本企業の組織ビジョンとその強さ
企業経営の環境が大きく変化していく場合、 経営者の組織ビ
ジョンが企業活動にとって欠かせません。どのような組織を築
き、どのように運営を行うのか。 厳しい経営環境を切り抜ける
6/6
1
ために、 企業は人的資源のアウトソース化を進めつつ、 企業内
（水）
部では人材の育成、 配置について、より長期的かつ社会的に
も適した対応を求められます。講義では、 企業成長を組織的な
視点を取り入れながら考察を進め、日本企業の優位性を発揮す
る組織ビジョンとは何かを考えていきます。

田村

企業の合併・分社化における人事・労務の視点
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
6/13
2
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
（水）
は人事部が提案していくことになるでしょう。そこで、 中堅商社
の人事部門において、 過去に6 回の合併と1 回の分社経験、
更には労働・社会保険関係法改正に対応するための制度見直し
などを踏まえ、 人事責任者としてどのような心構えで対応し、
まとめ上げてきたかをご紹介します。

浅香
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日程

講義内容

講師

広浜

経営継承と第 2 の利益戦略
「第 1 の利益」とは、 経営理念、 事業目標および中長期事業計
画など、どのような事業基盤を持っているかによって決まるもの
であるのに対して、「第 2 の利益」とは、 事業計画を予算に落と
し込 み、 販 売、 購 買、 在 庫などの 業 務プロセスにおける
6/27
4
PDCA サイクルから捻出されるものです。 すなわち、「管理か
（水）
ら利益を得る」という考え方です。 そのためには、 明確できめ
細かい指示を出す「事前利益統制」と、 実績を検証する「事後
利益統制」によって問題点を洗い出し、月次で PDCAを回して
いく。これらの継続こそが「第 2 の利益」を生み出し続けるエン
ジンとなり、 企業の成長を支えることを解説します。

高橋

内部統制と経営労務監査
社会が企業に求めるものは、 企業の自己統治と経営プロセスの
説明責任を備えた経営能力といわれています。とりわけ、 企業
7/4 の社会的責任（CSR）や法令順守（Compliance）経営が求めら
5
（水） れる今日です。 講義では、 企業における労務管理上の課題や
労務リスクを手がかりに、 労務コンプライアンスの領域・範囲を
検証し、 労務コンプライアンス監査の手法や企業の労務管理体
制の整備にむけた実務プロセスを解説します。

山㟢

成果主義とグローバリゼーション
「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、
7/11
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 黒田
6
（水）
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。
講義形式▶
くろ だ

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

けんいち

黒田 兼一 コーディネータ 明治大学経営学部教授
た む ら ゆたか

田村
あさ か
浅香
ひろはま
広浜
たかはし
高橋

豊
ひろ き
博胡
やすひさ
泰久
ひろ し
廣司

やまさき のりあき

山㟢 憲昭

愛知東邦大学経営学部教授
NPTビジネスサポート株式会社

代表取締役社長

株式会社ヒロハマ 代表取締役会長
株式会社 プロネット代表取締役社長
社会保険労務士
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戦略とマネジメント

『社員を輝かす経営』で業界に貢献する企業づくり
新事業の失敗で大きな損失を出したときの反省から「そもそも何
のために経営しているのか」と初めて自らに問いかけました。そ
の気づきから生まれた経営理念、 その第一である「お客様を全
面的に支援する」ということから必然的に生まれてきた経営戦略
6/20
3
を展開することで、 念願の全国シェアNo1を達成。 その第二
（水）
である「全ての能力をベストの形で開花」させるための、「仕組
みづくり」
（仕事・報酬・評価・教育を連動させる人事管理制度 ,
自己申告・面接とローテーション）、「理念・戦略の浸透」
（社内
報・昼礼・経営方針の具体化細分化）、「主体性重視の働きか
け」についてお話しします。

講座コード

12110004

イノベーションと経営戦略

─イノベーション・ジレンマへの挑戦と克服─

戦略とマネジメント

講師からのメッセージ
加速化する経営環境のなかにあって、 現代企業にはイノベーションを中心とする戦
略的経営の展開が急務とされています。本講座ではイノベーションについて、 その本
質と構成内容、さらには企業が遂行すべき戦略的経営のあり方について、 理論と事例
をもとに分析、 考察します。ビジネスの第一線でご活躍の方をはじめ、 経営学にはじ
めて触れる方や学生を含め、 広く多くの方々の受講を歓迎いたします。
講座のポイント
イノベーションと戦略的経営の実践に必要とされる経営的感性に触れ、 感得すること
がポイントです。
講義概要
曜日
水曜日
時 間 19：00〜20：30 回 数
5回
受講料 一般：20,000 円／法人会員：16,000 円 定 員 20 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
日程

講義内容
企業経営の現在（いま）
と課題
6/6
1
経済理論としてのイノベーション理論について、 構成内容と現代企業経営
（水）
への適応過程について解説します。
経営戦略論の系譜
6/13
2
経営戦略の代表的理論に関する史的考察と、 戦略的課題の変遷について
（水）
解説します。
イノベーション経営事例（1）
6/20
3
書店ビジネスモデルを根底から変革し、 成功をおさめた巨大書籍流通企
（水）
業のイノベーション経営を解明します。
イノベーション経営事例（2）
6/27
4
イノベーション経営が直面する「イノベーションのジレンマ」の実態につい
（水）
て解説します。
イノベーション経営事例（3）
7/4
5
比類のない研究開発能力を強みとする世界的化学企業におけるイノベー
（水）
ション経営の実態を解明します。
講義形式▶
よしむら こう じ

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

吉村 孝司 明治大学専門職大学院会計専門職研究科教授
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講座コード

コスト造り込み活動
12110005 （トヨタ流）

講座のポイント
◦トヨタの最近の状況も踏まえ、 基本的な考え方や演習・他社での実践事例を通じて理
解する。
◦
（トヨタ流）モノづくりの開発段階・生産段階それぞれの 「コスト造り込み活動」を理
解する。
講義概要
曜日
火曜日
時間
19：00〜20：30
回数
5回
受講料 一般：20,000 円／法人会員：16,000 円 定 員 25 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
日程

講義内容
トヨタのモノづくり
（基本理念・トヨタウェイ・課題との関係）
5/22
1
厳しい環境の中でのトヨタのモノづくりとコスト競争力向上活動
（火）
を最近の課題などと関連づけて説明します。
（トヨタ流）
コストの基本的な考え方
5/29
2
コストの構造・種類・使い道・財務計算との関係などについて
（火）
理解を深めます。
（トヨタ流）原価管理
6/5
3
コスト競争力に勝ち抜く原価管理の仕組・体系・活動と正しいコ
（火）
スト把握法や留意点について理解を深めます。
（トヨタ流）
コストの造り込み（原価企画）
6/12
4
製品コストは開発段階で大半が決まる為この段階でのコストエン
（火）
ジニアリング活動について理解を深めます。
（トヨタ流）
コストの造り込み（原価維持・原価改善）
6/19
5
「知恵」を駆使した生産活動に沿って原価造り込み活動が必要
（火）
であり、 各種管理活動について理解を深めます。
講義形式▶
お ち あ い みのる

講師
鳥居

鳥居

鳥居

鳥居

鳥居

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

コーディネータ 明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科教授
落合 稔
とり い まさはる
トヨタアカウンティングサービス エグゼクティブアドバイザー
鳥居 正治 （株）
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戦略とマネジメント

講師からのメッセージ
今、 日本の「モノづくり」は急激な円高を始めとした数多くの課題に直面しており、
その中で「良い商品をより安く提供し、 確実に利益を確保」して企業競争に勝ち抜くこ
とが重要です。その為には「コストを下げ価格競争力を高める利益創造・コスト造り込
み活動」の実施が大きな鍵となります。
今回製造業でコスト管理・低減に関心をもつビジネスパーソンに トヨタ流の「モノづく
りでのコスト造り込み活動」から低コストのモノづくりの可能性やヒントを見出せるよう
理解を深めることを目的とします。

講座コード

12110006

日本海軍に観る「失敗の本質」
─組織が「自己革新的であり得る条件」─

戦略とマネジメント

講師からのメッセージ

第二次世界大戦の軍事的敗北から66 年を経た今日、 東日本大震災という天災と人
災の複合災厄に遭遇した我々は、「日本人は、あの戦争を真摯に反省し、 真っ当な教
訓を学習することができたのであろうか？」と自問せざるを得ない。日本海海戦の勝利
により確立された「大艦巨砲・艦隊決戦」というパラダイムに過剰適応しつつ世界第 2
位の海軍力を整備し、 その後の太平洋海域において質・量共に米海軍を凌駕しており
ながら、ミッドウェー海戦において完全敗北を喫した日本海軍は「技術集約型集団」で
あったし、 軍事合理主義に徹した自己革新的で先進的な組織であったが、「航空決戦」
へという戦略的なパラダイム・シフトへの昇華に至らなかった。この日本海軍に観る
「失敗の本質」を考えるのが本講座の目的である。
講座のポイント

「賢者は他人の経験に学び、 愚者は己の経験に学ぶ」とはビスマルクの箴言だが、
「己の経験に学ぶ」ことも容易なことではないことを、日本海軍 75 年の軌跡を回顧しつ
つ組織が「自己革新的であり得る条件」について講師陣とともに考えたい。
講義概要
曜日
水曜日
時間
19：00〜20：30
回数
6回
受講料 一般：26,000 円／法人会員：20,800 円 定 員 30 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
参考図書 「失敗の本質—日本軍の組織論的研究」 中公文庫

1

日程
講義内容
4/11
組織が自己革新的であり得る条件
（水）

講師
藤江

2

4/18
海軍創設、日清・日露・第一次大戦の海戦様相変化と対応
（水）

杉之尾

3

5/9
日米両海軍の「ハワイ奇襲・マレー沖海戦」戦績評価の明暗
（水）

杉之尾

4

5/16
ミッドウェー海戦の実相とパラダイム・シフトの至難性
（水）

杉之尾

5

6/6
ミッドウェー海戦に観る情報活動の拙劣
（水）

杉之尾

6

6/13
日本海軍に観る「失敗の本質」
（水）

講義形式▶
ふじ え

まさ つ ぐ

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

コーディネータ 明治大学経営学部教授・経済学博士
藤江 昌嗣
すぎ の お よし お
杉之尾 宜生 元防衛大学校教授・元 1 等陸佐
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藤江

講座コード

12110007

経営ゼミナール ドラッカーに学ぶ

─変化の時こそ基本に戻れ─
『エッセンシャル版 マネジメント−基本と原則』
を読む

現在、「ドラッカー・ブーム」とも呼ばれるほど、ドラッカー経営学に対する評価は高
まっている。しかし、ドラッカー経営学は確かにその一言一言が大きな意味をもち、 読
む人に大きな感動を与えるものではあるが、 その体系的理解となると非常に難しい。
一人で読む理解よりもみなで議論しながら理解を深めた方がその意味の根源に迫るこ
とが出来るように思われる。そこで本講座は、ゼミナール形式でディスカッションを行
いながらドラッカー経営学の体系的理解を図り、 今日の企業に対する意味を明らかに
することを目的としたい。
講座のポイント
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。参加者には分担発表とこれ
を巡る討論を行いますので、 授業への積極的な参加と発言を求めます。
講義概要
曜日
火曜日
時間
19：00〜21：00
回数
8回
受講料 一般：30,000 円／法人会員：24,000 円 定 員 15 名 ポイント ★★
教材

ピーター・
ドラッカー著『【エッセンシャル版】マネジメント−基本と原則』
ダイヤ
モンド社
※講座初回にお渡しします。

1

日程
講義内容
4/10 ドラッカー経営学と
『マネジメント−基本と原則』の意義
（火） ドラッカー経営学の特徴とその現代的意義を解明します。

2

4/24 マネジメントの使命（第 1 章・第 2 章）
（火） 第 1 章 企業の成果 第 2 章 公的機関の成果

3

5/8 マネジメントの使命（第 3 章・第 4 章）
（火） 第 3 章 仕事と人間 第 4 章 社会的責任

4

5/22 マネジメントの方法（第 5 章・第 6 章）
（火） 第 5 章 マネージャー 第 6 章 マネジメントの技能

5

6/5 マネジメントの方法（第 7 章）
（火） 第 7 章 マネジメントの組織

6

6/19 マネジメントの戦略（第 8 章）
（火） 第 8 章 トップ・マネジメント

7

7/10 マネジメントの戦略（第 9 章）
（火） 第 9 章 マネジメントの戦略

8

7/24 総括
（火） ドラッカーに学ぶマネジメントの課題・責任・実践

講義形式▶
かざ ま

のぶたか

風間 信隆

レクチャー

プレゼンテーション

ゼミナール

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
明治大学商学部教授
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戦略とマネジメント

講師からのメッセージ

講座コード

12110008

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

講師からのメッセージ

マーケティング

“製造・生産業務を含め企業活動のすべてがマーケティングである”
といわれる今日、
「企業経営・事業展開 = マーケティング」という図式が定着してきました。このセミ
ナーでは、 事業展開にとって不可欠なマーケティング戦略について、“環境変化に対
応できる”基礎能力の向上を図ることを目的に開講します。
講義では、 具体的な事例を豊富に取り入れ、 実務に活用できるマーケティング戦略
の基本的な思考と方法を体得することを目指します。 講師には、 企業での経営指導、
コンサルティング経験豊かな本学教授陣を迎え、 最新のビジネス事例研究を基にした、
実務に対応した実践的な授業を展開します。
教科書的なマーケティングではなく、 事例を中心にわかりやすく、かつ実務に活用
できるプログラムです。講師・受講生相互の交流も重視し、 異業種間での新しいビジ
ネスの創造に貢献することもねらいとしています。
講義概要
曜日
土曜日
時間
15：30〜17：30
回数
8回
受講料 一般：38,000 円／法人会員：30,400 円 定 員 40 名 ポイント ★★
教 材 レジュメ資料
受講された方へ参考図書のプレゼント！
「マーケティング戦略論」上原征彦著 有斐閣
日程

講義内容

講師

マーケティングにおける基本的なビジネスの捉え方

5/12
1
（土） （1）マーケティングとは何か一マーケティング理念、 戦略、 技

術の変化 他
懇親会 初 回（5月12日）講義後、 講師・受講生間の懇親会
5/19
（17：30〜18：30）
を予定しています。異業種交流、
2
（土）
名刺交換、 講師との懇親にお役立てください。
3

5/26
（土） 製品戦略の基本視点─製品コンセプトとプロモーション戦略

（1）製品概念の複雑性一製品とは何か

6/2 （2）製品コンセプトの創造 他
4
（土）

5

6

上原

大友

6/9
（土） 流通戦略と物流戦略の今日的視点

（1）流通機能とマーケティング
（2）物 流、 ロジスティクス、 サプライチェーン・マネジメント
6/16
（SCM）の概念 他

小川

（土）

7

6/23
（土） マーケティング戦略の事業開発と消費者行動分析の方法

8

6/30 （2）消費者行動研究の分析視点 他
（土）

（1）新たな事業開発と市場対応

講義形式▶

レクチャー
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井上

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

お お と も じゅん

コーデイネータ 明治大学商学部教授
大友 純
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
いのうえ たかみち

井上 崇通
お がわ ともよし
小川 智由

明治大学商学部教授
明治大学商学部教授

セミナーの特徴
1.レベル別による「実践的」カリキュラム
受講生の担当業務に対応したマーケティング戦略を提案するために基礎・応用の各
課程を設置し、 体系的にスキル向上をはかります。春期の募集は基礎課程になります。
応用課程は後期（10月予定）開講です。
基礎課程（当期）

応用課程（後期）
+ 講義

+ 事例研究

+ ケーススタディ
+グループディスカッション

講義により、マーケティング業務に
必要な基本的な視点と知識を学ぶ。

ケースメソッドにより、 マーケティ
ング業務の応用力を高める。

2. 大学教員が「実践」と「理論」の両面から講義を展開
講師は、マーケティング研究の第一人者でビジネスティーチングや経営指導に積極
的な本学教員が担当します。 豊富な成功・失敗事例と、 その分析・コメントを通じて、
「実践的」マーケティング思考を体得します。
3. 教科書の理論を超える「視点」を事例に学ぶ
教科書的な理論だけでは、 多様な環境下で意思決定を迫られる実務に対応すること
は、 難しいものです。実際の企業事例に学ぶことでマーケティング業務に不可欠な「基
本的視野」を育成します。
4. 質疑応答・意見交換による経験交流学習
最もふさわしいマーケティング教材はあなた自身です。あなたのマーケティング思考
を、 懇親会や質疑応答の際に、 講師とともに検討し、 実際の業務に生かしてください。
マーケティング・スキルを深化させるセミナーです。
5. 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。このセミナーでは、 講師・受講生相互の交流を大切にし、 業種を超えた幅広
い人的ネットワークの構築と拡大を支援します。
6. 修了された方に「履修証書」を発行します
当コースを修了（基礎課程、 応用課程をそれぞれ 5 分の 4 以上出席）された方には
「履修証書」を授与します。
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マーケティング

+ 講義

講座コード

12110009

マーケティング・ゼミナール

─『場の論理とマネジメント』
（伊丹敬之著）を読む─
職場はあっても場がない企業にならないために！

講師からのメッセージ

マーケティング

ビジネス行為の基本目的は顧客の価値を創造し続けるところにあり、 それを可能に
した企業だけが顧客からその社会的存続を許されるのです。それは企業が創り出す財
の産出と消費に必要な仕入先から顧客まで、 すべての関係者間の取引のシステムが一
つの「場」を形成することによってのみ可能となるのです。したがって企業組織には、
そうした外部組織との緊密な関係性を構築するための、 すなわちそれこそがマーケ
ティング活動の本質としての場づくりと、 そのための企業組織内部の場づくりの２つの
作業努力が不可欠なのです。このことは、 組織の内部で形成される場が常に組織外
部との関係づくりの場と連動していなければならないことを意味しています。このよう
な場においてのみ、 企業と顧客とが一体化した価値共有体としての永続的な関係が結
ばれるのです。それは本講座におけるこれまでの老舗企業のビジネスに関する議論に
おいても明らかにされてきたところです。
今回の講座では、 特に組織内部において個々人の能力を十分に引き出せるような活
力ある場づくりの問題と、 それをどのように外部組織との場の創造に繋げていけばよ
いのかについて議論していきたいと思います。企業内での個々人の仕事が、 単なるプ
ロセス的役割の連鎖としてではなく、 価値共有体としての顧客との永続的な関係に結
びつく仕事となるように、 真の強い組織形成を目指して、 そのための智恵の創出の基
盤にすべく学んで行きましょう！
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

講座のポイント
◦講義は毎回数名が報告者となってテキストの各該当章と報告者自身の経験的事例を
もって議論を進めていくゼミナール方式で行われます。
◦テキストは、 伊丹敬之著『場の論理とマネジメント』
（東洋経済新報社）および同著者
と日本能率協会コンサルティングによる
『場のマネジメント：実践技術』
（東洋経済新
報社）の２冊です。
◦受講料には、 書籍代も含まれています。
講義概要
曜日
水曜日
時間
19：00〜21：00
回数
8回
受講料 一般：30,000 円／法人会員：24,000 円 定 員 15 名 ポイント ★★
教 材 講座初回にお渡しします。
申込締切 4/18（水）
曜日・時間

日程

（水）
19：00〜21：00
講義形式▶
お お と も じゅん

1. 4/25

2. 5/ 2

3. 5/ 9

4. 5/16

5. 5/23

6. 5/30

7. 6/ 6

8. 6/13

ゼミナール
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

大友 純 明治大学商学部教授
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講座コード

12110010

小売ビジネスのマーケティング戦略
─消費者に選ばれる小売経営とは─

講師からのメッセージ

講座のポイント
小売ビジネスにおけるマーケティング戦略の基本から実務面での活用まで学べます。
小売業関係者はもちろん、 経験のない方でも、 小売業マーケティング戦略に関心のあ
る方なら歓迎します。
講義概要
曜日
水曜日
時間
19：00〜21：00
回数
5回
受講料 一般：20,000 円／法人会員：16,000 円 定 員 30 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
日程
1

4/11
（水）

2

4/25
（水）

3

5/9
（水）

4

5/23
（水）

5

6/6
（水）

講義形式▶
さわうち たか し

講義内容
講師
マーケティング戦略の基本と小売ビジネスへの応用
マーケティング戦略の理論的枠組みと小売ビジネスへの応用について 沢内
学びます。・小売業の概念と役割 ・マーケティング戦略の基本と理論的 菊池
枠組み・マーケティング戦略の小売ビジネスへの応用
小売業の営業形態と経営原則
小売業の営業形態と経営原則について学びます。
・小売業のマーケティング 菊池
戦略要素のミックス・小売業の営業形態論・小売業の営業形態と経営原則
小売ビジネスのマーケティング戦略の展開
競争力を発揮する商品戦略の概念と品揃え戦略を学びます。
・
前田
小売業の商品戦略の概念 ・商品分類と商品戦略の基本 ・小売
業の品揃え戦略・競争に強い商品戦略・小売業のブランド戦略
小売ビジネスのマーケティング戦略の展開
小売業の集客とプロモーション戦略を学びます。
・集客力・販売力を高める
前田
プロモーション戦略 ・小売業の広告・宣伝戦略と実際・小売業の店舗・陳
列戦略・小売業のその他の販売促進戦略・小売業の接客サービス戦略
小売ビジネスとサービス・ビジネスの異同点
小売ビジネスとサービス・ビジネスを比較し、共通点を見出してサー 沢内
ビス・ビジネスの戦略を学びます。・サービス・ビジネスの特性 ・イ 菊池
ンターナル・マーケティングの意義・小売ビジネスへの応用・まとめ
レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

沢内 隆志 コーディネータ 明治大学名誉教授
ま え だ すすむ
（株）マネジメントコア前田 代表取締役
前田 進
きく ち かず お
菊池 一夫 明治大学商学部准教授
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マーケティング

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

講座コード

12110011

読売新聞連携講座

広報の要（カナメ）
─広報の効果的手法を学ぶ─

講師からのメッセージ
社内外への情報発信だけでなく、ブランド力の構築や危機管理など、 企業で重要度
を増す広報活動。広報の基本、 効果的なリリースの書き方、トラブル発生時の対処法
など、 広報活動のポイントを読売新聞のベテラン記者らが解説します。広報計画立案
演習などのワークショップも行い、 実践的な広報力を養成します。 企業などで実際に
広報業務に携わる方、 広報業務に関心のある学生などに受講をお勧めします。
マーケティング

講座のポイント
日ごろの取材活動の中で、 企業の広報セクションなどと常に接しているメディア。取
材する側から見た「広報」について話を聞けるのは貴重な機会です。
講義概要
曜日
金曜日
時間
19：00〜20：30
回数
6回
受講料 一般：8,000 円／法人会員：6,400 円
定 員 40 名 ポイント
★
教 材 読売新聞・レジュメ資料
日程

講義内容
講師
広報の基本（概論）
5/18
1
広報活動の基本、 心構えなどを、 昨今の事例や変遷をたどりな 尾関
（金）
がら紹介します。
メディアとの付き合い方
5/25
2
メディアの仕組み、 価値判断を解説し、どんな事柄なら取り上 丸山
（金）
げるのかについて説明します。
プレスリリースの書き方
6/1
3
実際に企業が出したリリースなどを参考に、 読まれるリリース、 安部
（金）
効果的なリリースの書き方を伝授します。
広報戦略の立て方
6/8
4
さまざまな業界の PRを担当してきた講師が、 広報プランの立 三井
（金）
て方や、 有効なPR 方法について解説します。
統合マーケティングと広報
6/15
5
統合マーケティング戦略の観点からコミュニケーションの手法を 大友
（金）
取り入れた広報について取り上げます。
新しい広報展開
6/22
6
CSR、 IRなど従来の広報の範囲を拡大した活動について具体 尾関
（金）
的な事例をもとに紹介します。
講義形式▶
お お と も じゅん

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

大友 純

コーディネータ 明治大学商学部教授

尾関
まるやま
丸山
あ べ
安部
み い
三井

元読売新聞東京本社宣伝部長

お ぜき けんいちろう

謙一郎
淳一
じゅん い ち
順一
とも こ
智子
じゅん い ち

読売新聞東京本社経済部長
読売新聞中部支社編集委員
読売エージェンシーPR 課長、 広報プロデューサー
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講座コード

ラジオや書籍など様々な媒体で活躍するITアナリストが現場の今を分かりやすく解説！

12110012 『ネットマーケティング実践講座』
─ソーシャルメディアの活用とケーススタディ─

講師からのメッセージ
従来のマーケティング戦略に加え、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。マス広告だけでは、以前のような効果が得られない昨今、「口コミ、バイラル」の増幅を目指
したソーシャルメディアを活用するなど、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として不可欠になっています。
ネットやモバイルの特性を理解し、自社の課題解決に結びつけるための知識の習得を目的に、
ケーススタディを通じ論理的な検証と演習の両方から実践的な理解を深めます。
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。
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。
講義概要
曜日
水曜日
時間
19：00〜20：30
回数
8回
受講料 一般：28,000 円／法人会員：22,400 円 定 員 30 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
日程

講義内容
講師
ネットマーケティングの動向を把握しよう
5/23
1
トリプルメディア、 戦略 PR、ソーシャルメディアの活用など、 今津
（水）
動向の把握により課題の整理を行います。
新たな市場トレンドはデータを通じて把握しよう
5/30
今津
2
ビデオリサーチインタラクティブの荻野氏を講師に、ネット市場
（水）
荻野
の今を理解し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
6/6
3
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 今津
（水）
践方法と留意点について事例研究します。
消費者の行動を把握したマーケティングの演習
6/13
4
消費者の行動特性を把握し、ライフスタイルやビジネススタイ 今津
（水）
ルを意識したターゲッティング方法を学習します。
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
6/20 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 今津
5
（水） 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 藤木
用を通じて、 簡単で効率的に実践する方法を紹介します。
新たな視点で成功を導くビジネスの考え方
6/27
今津
6
世界的にベストセラーとなったビジネスモデルジェネレーションメ
（水）
ティム・クラーク
ソッドを活用し、自社の優位性を分析する手法を学習します。
ブランディング戦略と効果的なコミュニケーション
7/4
7
分析に基づいた適切なプロモーションを実践するためのコミュニ 今津
（水）
ケーションの実践方法を学習します。
現場で役立つリスク管理と演習
7/11
8
ソーシャルメディアの活用に伴うリスク管理の重要性や運用にお 今津
（水）
ける課題への対策を演習を通じて学習します。
講義形式▶
いま づ

み

き

レクチャー

実習

グループワーク

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

今津 美樹 コ ーディネータ WinDo’s（ウィンドゥース）代表取締役、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・ハーマンモデル認定ファシリテーター
おぎ の よしゆき
荻野 欣之 株
 式会社ビデオリサーチインタラクティブ 取締役
ふじ き

としあき

藤木 俊明 G
 arden−City Planning 代表取締役
ティム・クラーク（Tim Clark） 筑
 波大学 国際経営学客員教授
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マーケティング

講座のポイント

講座コード

12110013

最新科学で消費者の心を理解する
─顧客の無意識を解き明かす─

講師からのメッセージ

マーケティング

今日の消費者は豊富な情報と知識を手にしていいます。それは、企業、製品、ブラ
ンド、店舗など提供する側に対する知識・経験にとどまらず、消費者自らの経験や消費
者相互の経験情報の共有というかたちでも進んできています。そのような消費者の実像
を十分に把握しないと、消費者と企業との間に大きなズレが生じてくる可能性がありま
す。それは売上の低迷・低下あるいは顧客離れという深刻な状況として現れてきます。
消費者・顧客を理解するというのは、多面的な作業を必要するやっかいな仕事である
ことは事実です。しかし、消費者行動研究が本格的に進められるようになり、半世紀ほ
ど経つ今日では、消費者を分析する方法が様々な形で明らかにされてきています。しか
も、それを単に消費者理解にとどめることなく、企業のマーケティング戦略に取り込む
方法についても新たな手法が開発されてきています。
本講座で今回取り上げるのは、世界的な消費者行動研究者として著名なジェラルト・
ザルトマン教授による「心脳マーケティング」という著書です。日本語のタイトルはなじみ
のない 用 語となって いますが、 原 著 書 のタイトルは「 消 費 者 が考える方 法
（How
Consumer Think）
」というものです。同著者は、マーケティング研究の第一人者とし
ても有名な教授であり、その意味で、消費者行動研究をマーケティングに取り込む術を
伝授しようともしております。
本書は、従来のマーケティングの著書あるいは消費者行動の著書とは一線を画した
ユニークな章立てとなっております。その意味でも、今日現れつつある新しいマーケ
ティング・消費者研究の動向を知る上でも示唆を提供してくれるものと思います。
講座のポイント
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。
講義概要
曜日
木曜日
時間
19：00〜21：00
回数
8回
受講料 一般：30,000 円／法人会員：24,000 円 定 員 15 名 ポイント ★★
教材

『心脳マーケティング：顧客の無意識を解き明かす』
ジェラルド・ザルトマン：著 藤川佳則 / 阿久津聡：訳 ダイヤモンド社
※講座初回にお渡しします。

曜日・時間

日程

（木）
19：00〜21：00
講義形式▶
いのうえ たかみち

1. 4/12

2. 4/26

3. 5/10

4. 5/24

5. 6/ 7

6. 6/21

7. 7/ 5

8. 7/19

レクチャー

ゼミナール

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

井上 崇通 明治大学商学部教授
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プレゼンテーション

講座コード

12110014

地域デザイン・ブランド戦略研究

講師からのメッセージ

講座のポイント
東日本大震災等の後の「地域デザイン」とはどのようなものであるべきでしょうか？本講座
は、これまでの地域ブランド戦略を「地域デザイン戦略」として、まちづくりや都市づくりと
いった「構想」をも視野に入れ、新たに構築してきた最新の理論と事例を紹介していきます。
講義概要
曜日
木曜日
時間
19：00〜20：30
回数
6回
受講料 一般：26,000 円／法人会員：20,800 円 定 員 30 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
日程
講義内容
4/12 地域デザイン・ブランド戦略研究
1
（木） ─ブランド確立のためのコンセプトづくり─

講師
原田

2

4/19
地域文化財の保存と活用：奈良
（木）

田中

3

5/10
地域デザイン・ブランドづくりと公共放送の役割
（木）

武中

4

5/17
地域デザインと地域ブランド：葛巻町
（木）

吉澤

5

6/7
地域ブランド戦略研究
（木）

大森

6

6/21
地域デザイン・ブランド戦略研究 ─ワークショップとまとめ─
（木）

藤江

講義形式▶
ふじ え

まさつぐ

はら だ

たもつ

レクチャー

ワークショップ

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

藤江 昌嗣 コーディネータ 明治大学経営学部教授・経済学博士
原田
おおもり
大森
たけなか
武中
た なか
田中

多摩大学大学院客員教授
保
しん
日本大学准教授
信
ち さと
千里 日本放送協会広報局制作部長
なお と
直人 文化学園大学助教

よしざわ やすひろ

吉澤 靖博

明治大学客員研究員
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マーケティング

地域デザイン・ブランド戦略をテーマに、 奈良・桜井・三輪、 函館・北見、 近江、
葛巻などを具体的な例として取り上げながら、 地域デザイン理論の地平と拡がり、ブ
ランド確立のためのコンセプトづくり、 地域戦略の基礎、 ブランドイメージの活用、
NHKをはじめとする公共放送・メディアの役割等についての講義を行い、 地方の魅
力の発見・発信と元気再生のためのブランディングを含めた、 新たな地域デザイン・
ブランド戦略の視点や設計方法について体系的に学んでもらうことを目的としていま
す。ワークショップなども織り込んで、 講師とともに議論を深めていきます。

講座コード

12110015

新商品・サービス開発とビジネス活性化戦略
─新商品・サービス開発のイロハから開発実践まで─

講師からのメッセージ

マーケティング

今日の消費者・マーケットの需要の変化は激しく、各企業は市場に新鮮味がある商
品・サービスを継続的に投入していくことを余儀なくされています。
この意味で、企業規模の大小にかかわらず、新商品やサービスの開発は、しっかりと
したロジックと発想法を身につけた人材がこれらを行っていくことが求められています。
そこで、本講座では、当方の数多くの実績を踏まえて、ヒット商品・サービスの開発
をするにはどのようなプロセス
（ロジック）
を踏み、どのようにして有用なアイデアを作り
出していくのかをテーマ別・チーム別に実践的に指導し、企業の若手・中堅の人材育成
を目標とします。
講座のポイント
◦新商品・サービス開発のロジックと実践的進め方が身につきます。
◦アイデア創出の手法が具体的に学べます。
◦学生・若者への発表評価の場を設けますので、 新創出アイデアの有用性について、
ブラッシュアップできます。
講義概要
曜日
土曜日
時間
15：00〜17：00
回数
10 回
受講料 一般：32,000 円／法人会員：25,600 円 定 員 20 名 ポイント ★★
教 材 レジュメ資料
日程

講義内容

1

新商品・サービス開発の事例とゴール・イメージ
4/21
新商品・サービス開発とは何かから起こし、これらの事例・実例を踏まえ
（土）
て本コースのゴールイメージを明らかにする。

2

新商品・サービス開発のステップと着眼・仮説作り
5/12
新商品・サービス開発のステップの大筋を明らかにし、これらの入口「着
（土）
眼・仮説作り」について解説し、 討議を通してその実践を学ぶ。

第 2ステップ：商品企画具体化プロセス
5/26 新商品・サービス開発の個々のテーマに基づいて、これらを具体化してい
3
（土） く上でクリアーしなければいけない要因について解説し、チームのテーマ
に基づき討議し学ぶ。

4

テーマに基づくステップ 1とステップ 2 の演習・実践
6/9
新商品・サービス開発の第 1 および第 2プロセスを通し、チーム・テーマ
（土）
に基づき詳細を討議し、アイデア創出までの準備を整える。
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日程

講義内容

新商品・サービスのアイデア創出方法と実践（1）
6/23
新商品・サービスのアイデア創出について代表的な発想法を紹介し、 各
（土）
チームのテーマに沿ってアイデア創出を実践する。

6

7/7 新商品・サービスのアイデア創出の実践（2）
（土） 第 1 回のアイデア創出に引き続きアイデア出しを行う。

7

新商品・サービスアイデアのまとめと第 1 次評価
7/21
前 2 回で出てきた各チームのアイデアについて、 商品・サービス提案
（土）
フォーマットに基づきまとめる。

8

新商品・サービスのアイデア・プレゼンテーション向けまとめ
8/4
まとめた新商品・サービス提案フォーマットを成果として、そこに至るまで
（土）
の全プロセスをプレゼンテーションを目標にまとめる。

9

新商品・アイデアの発表会と討議
9/1
まとめた新商品・アイデアを学生（若者）向けに発表・評価をもらうことで、
（土）
各チームのアイデア等についてブラッシュアップする。

10

本コースの総合レビューと具体化事例の発表
9/8 テーマから着眼、 具体化への条件整備、アイデア創出の過程についての
（土） 要点をレビューすると同時に、 各チームで優先的に具体化を目指す商品・
サービスについての詳細発表を行う。

講義形式▶
よしおか よういち

吉岡 洋一

レクチャー

実習

グループワーク

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
明治大学商学部兼任講師
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マーケティング

5

経営・マーケティング・システム視点からロジスティクス・
12110016 サプライチェーンマネージメントの戦略性とそのポイントを学ぶ
講座コード

─21世紀の経営はロジスティクス・サプライチェーンマネージメントの構築が必然─

講師からのメッセージ
本講座では、21世紀の重要課題である「ロジスティクス・サプライチェーンマネージメント」を
経営・マーケティング戦略の視点からクローズアップし、その意味を明確にします。
また、わかりやすい具体的事例に基づき、これらロジスティクス・サプライマネージメントの目
標像と、その要点について触れ、具体的戦略展開へ向けての手ほどきを行います。
厳しい経営環境の中で、経営に新しいロジックを組み込み、新たなステージに向けて経営戦略
を構築したいとお考えの経営者、関係者には、是非参加してもらいたい講座です。
マーケティング

講座のポイント
◦ロジスティクス・サプライチェーンマネージメントの経営戦略上の意味と目標像が明確になります。
◦何をどう充たせば、経営戦略的なロジスティクス・サプライチェーンマネージメントが築けるのかの道筋が具体的に見えます。
◦ロジスティクス・サプライチェーンマネージメントを築くことにより、経営がどう改革され・発展するかが事例を通して明らかになります。
講義概要
曜日
土曜日
時間
15：00〜17：00
回数
6回
受講料 一般：26,000 円／法人会員：20,800 円 定 員 30 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
日程

講義内容
講師
ロジスティクス・サプライマネージメントの発生と経営から見た意味と目標像
5/19
1
ロジスティクス・サプライチェーンマネージメントの全体像について、そ 吉岡
（土）
のフレームを紹介し、２回目以降の講義の意味と位置づけを行います。
経営視点から見たロジスティクス・サプライチェーンマネージメントの有用性と意味
6/2
2
今までテクノロジー側面から論じられ勝ちのロジスティクス・サプライチェーンマネー 小川
（土）
ジメント化について、経営視点・戦略から見ての意味と発展性について講義します。
ロジスティクス・サプライチェーンマネージメントの成功事例とポイント
6/16
3
高度でシンプルなロジスティクス・サプライチェーンマネージメント化の最先端事例『ク 大竹
（土）
リナップ社のケース』について、その考え方とシステムの真髄について講義します。
流通・マーケティングから見たロジスティクス・サプライチェーンマネージメントの有用性
6/30
ロジスティクス・サプライチェーンマネージメントについて、流通・マーケティ 菊池
4
（土）
ングという視点からの現状評価と今後への戦略的重要性について講義します。
ロジスティクス・サプライチェーンマネージメント化の原点「在庫戦略化」の考え方と革新事例
7/14 ロジスティクス・サプライチェーンマネージメント化のポイントは「在庫」にありま
5
関口
（土） す。これら在庫・発注システムを流通段階で高度に実現している『AILS-R/W』
（自動受発注システム）について、その考え方と仕組みを講義します。
ロジスティクス・サプライチェーンマネージメントをいかに経営
戦略に組み入れるか（パネルディスカッション）
小川・大竹
7/28
6
全５回の講師全員によるパネルディスカッション。 要点を整理 菊池・関口
（土）
し、 経営の中で戦略的にロジスティクス・サプライチェーンマネ
吉岡
ジメントを実現するための道筋と条件を提示します。
講義形式▶
よしおか よういち

レクチャー

パネルディスカッション

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

吉岡 洋一 コーディネータ 明治大学商学部兼任講師
お がわ ともよし
小川 智由 明治大学商学部教授
おおたけ しげ お
大竹 重雄 クリナップロジスティクス株式会社代表取締役社長
きく ち

かず お

菊池 一夫 明治大学商学部准教授
せきぐち としかず
関口 壽一 シーコムス株式会社 代表取締役
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講座コード

12110017

はじめて学ぶ経理実務入門

講師からのメッセージ
簿記の資格を取ったので経理の仕事に就きたいと思う方は多いです。しかし、 仕訳
を覚えたからといって経理の仕事ができるわけではありません。 会社の業務の流れを
理解して、 経理部が果たす役割を認識して、さらに経理実務の基本を押さえれば、 経
理の仕事も心配はありません。
経理経験がないけれど経理部門に配属された方、 経理の引継ぎが充分でなかった
方、これから経理の仕事に就きたい方、 部署は違うが経理知識が必要な方などに是非
受講いただきたいです。「経理の仕事上のモヤモヤがスッキリする！」そんな講義を目
指していきます。
講座のポイント
経理の仕事の全体像を把握したうえで、 経理の現場で役立つ実務のコツや経理の知
識を、 やさしく丁寧に解説します。 経理経験がない方でも安心です。 経理実務のエッ
センスをしっかりと学んでください。

日程
1

５/9
（水）

2

5/16
（水）

3

５/23
（水）

4

５/30
（水）

5

６/6
（水）

講義形式▶
お ち あ い みのる

講義内容
経理の仕事と基本のルール
会社の業務の流れを理解し、 経理の仕事を理解し、 経理の全
体像を把握します。
仕入と買掛支払管理
発注から仕入計上、 買掛金の管理から支払手続まで、 仕入に
関する一連の流れを理解します。
売上と売掛入金管理
商品を販売してから売上代金回収までの流れ、 与信管理や貸倒
れの知識を解説します。
月次決算、 年次決算
経理で最も大事な決算業務。 決算で行なうべき手続や決算の
進め方などを解説します。
税務の知識と経理の総まとめ
経理として最低限知っておきたい税金や人事の基本的な知識を
理解します。

講師
加藤

加藤

加藤

加藤

加藤

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

コーディネータ 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授
落合 稔
か とう ゆき と
加藤 幸人 アクタスマネジメントサービス（株）代表取締役
アクタス税理士法人 代表社員
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財務・金融

講義概要
曜日
水曜日
時間
19：00〜20：30
回数
5回
受講料 一般：27,000 円／法人会員：21,600 円 定 員 30 名 ポイント
★
「先輩がやさしく書いた「経理」がわかる引き継ぎノート」加藤幸人編著
教材
中経出版（※講座初回にお渡しします。）、
レジュメ資料

講座コード

12110018

財務諸表の見方・読み方（平日夜間コース）
─財務諸表を読み会社の分析力を高めよう─

講師からのメッセージ
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。
財務諸表を読みこなすことは今や、ビジネスパーソンの必須要件であり、 得意先の
財務分析や投資分析・融資分析など、さまざまな局面で有効なツールになりえます。
講義は、 実際の財務諸表を活用して、 理論的にわかりやすく、かつ実務に応用でき
るよう、インタラクティブに展開していきます。
講座のポイント
本講座は入門講座であり、 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。実際の財務諸表の分析や企業事例の検討により実践力が身につきます。

財務・金融

講義概要
曜日
水曜日
時間
19：00〜20：30
回数
6回
受講料 一般：28,000 円／法人会員：22,400 円 定 員 30 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料 ※電卓をご持参ください。
日程
1

5/16
（水）

2

5/23
（水）

3

5/30
（水）

4

6/6
（水）

5

6/13
（水）

6

6/20
（水）

講義形式▶
さき あきひろ

講義内容
財務諸表とステーク・ホルダー
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）
負債会計と純資産会計について解説。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、また純資産会計については、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
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。
レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

㟢 章浩 明治大学経営学部教授
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講座コード

12110019

財務諸表の見方・読み方（土曜集中コース）
─財務諸表を読み会社の分析力を高めよう─

講師からのメッセージ
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。
財務諸表を読みこなすことは今や、ビジネスパーソンの必須要件であり、 得意先の
財務分析や投資分析・融資分析など、さまざまな局面で有効なツールになりえます。
講義は、 実際の財務諸表を活用して、 理論的にわかりやすく、かつ実務に応用でき
るよう、インタラクティブに展開していきます。
講座のポイント
本講座は入門講座であり、 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。実際の財務諸表の分析や企業事例の検討により実践力が身につきます。

日程
1

6/16
（土）

2

3
6/23
（土）
4

5
6/30
（土）
6

講義形式▶
さき あきひろ

㟢 章浩

講義内容
財務諸表とステーク・ホルダー
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）
負債会計と純資産会計について解説。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、また純資産会計については、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
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。
レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

明治大学経営学部教授
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財務・金融

講義概要
曜日
土曜日
時 間 13：00〜14：30 14：40〜16：10 回 数
6 回（3日間）
受講料 一般：28,000 円／法人会員：22,400 円 定 員 30 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料 ※電卓をご持参ください。

講座コード

12110020

財務分析入門（平日夜間コース）
─企業を読む力がビジネスを征す─

講師からのメッセージ
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。
講座のポイント
貸借対照表、 損益計算書、 そしてキャッシュ・フロー計算書の中心核は利益の蓄積
である利益剰余金です。本講座はこの利益剰余金を中心核として入門編（初級）で分析
し、 後期の応用編（中級）につなげます。

財務・金融

講義概要
曜日
木曜日
時間
19：00〜21：00
回数
6回
受講料 一般：36,000 円／法人会員：28,800 円 定 員 30 名 ポイント
★
教 材 「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。
日程

講義内容
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。
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。
貸借対照表の入門分析
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。

1

5/17
（木）

2

5/24
（木）

3

5/31
（木）

4

6/7 損益計算書の入門分析
（木） 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
6/14 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
5
（木） 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。
6

6/21 総合分析演習
（木） 総合問題で分析演習を行い解説を行います。

講義形式▶
う すい さと し

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

碓氷 悟史 亜細亜大学名誉教授 公認会計士
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講座コード

12110021

財務分析入門（土曜集中コース）
─企業を読む力がビジネスを征す─

講師からのメッセージ
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。
講座のポイント
貸借対照表、 損益計算書、 そしてキャッシュ・フロー計算書の中心核は利益の蓄積
である利益剰余金です。本講座はこの利益剰余金を中心核として入門編（初級）で分析
し、 後期の応用編（中級）につなげます。

日程
1

2

3
4

5

7/14
（土）

7/21
（土）

8/4
（土）

6

講義形式▶
う すい さと し

碓氷 悟史

講義内容
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。
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。
貸借対照表の入門分析
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。
損益計算書の入門分析
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。
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。
レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
亜細亜大学名誉教授

公認会計士
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財務・金融

講義概要
曜日
土曜日
時間
14：00〜18：00
回数
6 回（3日間）
受講料 一般：36,000 円／法人会員：28,800 円 定 員 30 名 ポイント
★
教 材 「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。

講座コード

12110022

株式投資ゼミナール

講師からのメッセージ
株式投資の一つのあり方は、 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。
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。
講座のポイント
本講座では、 設立から現在まで利益の蓄積力（利益剰余金）で、 強くて安全で長続
きする会社を選び、この 3 年間の現在の経営力と配当利回りによって選んでいきます。

財務・金融

講義概要
曜日
木曜日
時間
19：00〜21：00
回数
2回
受講料 一般：6,000 円／法人会員：4,800 円
定 員 40 名 ポイント 対象外
教 材 レジュメ資料
日程
1

4/19
（木）

2

4/26
（木）

講義形式▶
う すい さと し

講義内容
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。
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。
レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

碓氷 悟史 亜細亜大学名誉教授 公認会計士
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講座コード

12110023

「ヒット商品」を生む新商品開発セミナー
─スピード上げてコストを下げる！
！─

講師からのメッセージ
本講座は「ヒット商品」を開発する仕組みを説明し、 商品開発能力のスピードを上げ
かつコストハーフを狙い、 利益の大幅な増大を図ることを目的とします。
講義ではまず、 事例を交えながら、どのようにして商品開発の仕組みを作り、 いか
にしてその仕組みを運営していくかについて解説します。そのあとでヒット商品を取り
上げ、 実際の有益な開発プロセスを紹介し、これらの活動の全般を管理する原価企画
について理論的かつ実践的に説明します。
事例を中心にわかりやすく、かつ実務に応用できるプログラムです。
講座のポイント
単なる理論ではなく、 実務の裏付けをもった実践的論理の展開をし、それにもとづく
成功例を紹介します。このセミナーの内容をそのままあるいは少し修正して参加者の企
業で適用できます。

日程
1
2
3
4
5
6
7
8

7/7
（土）

7/14
（土）

7/21
（土）

7/28
（土）

講義形式▶
さき あきひろ

㟢 章浩

た なか まさやす

講義内容
製品コンセプトづくりの進め方
具体的な製品コンセプトづくりの技法と演習、戦略的な売価設定
の仕方、付加機能の倍加設定、採算性分析の進め方
原価企画の考え方と進め方
強い企業の原価企画の進め方、目標原価・目標利益の設定と細分化、日本の主要企業の現状
価値創造の物語
「ヒット商品」をもたらした価値創造開発のポイント、開発事例による解説
効果的な価値創造を行う条件
「ヒット商品」の共通点、創造的開発の風土づくり・仕組みづくり・人づくり
「ヒット商品」開発力の強化
開発プロセスの革新、エンジニアの技術力の向上、開発のスピード化、コスト力の強化
商品開発プロセスの「見える化」
マクロとミクロからの「見える化」、そのプロセスのチェック体制、開発PDM構築と活用
開発設計段階のコストレビュー
原価見積りとコストテーブル、コストテーブルの作り方と活用方法、開発設計者が使いやすいコストテーブル
原価企画における節目管理
日本の主要企業の節目管理、望ましい節目管理の進め方、原価低減の技法、原価企画のインフレ整備

講師

田中

太田

三木

田中

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
コーディネータ 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
おお た ふみ お
太田 文夫 感動開発研究所代表
み き やすまさ
三木 康全 開発プロセス研究所代表
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財務・金融

講義概要
曜日
土曜日
時 間 13：30〜15：00 15:10〜16：40 回 数
8 回（4日間）
受講料 一般：27,000 円／法人会員：21,600 円 定 員 30 名 ポイント
★
教 材 オリジナルレジュメ

講座コード

12110024

知っておきたい外国為替の常識

─外国為替（外為）が分かると世界が見えて来る─

講師からのメッセージ
ニュースの度に報じられる外国為替相場。今や世界の動きを理解するうえで為替の
知識は欠かせません。長年現場で為替を相手にしてきた経験豊富な銀行 ･ 商社 OB が
為替の基礎から応用までを、 分り易しく解説する初級・中級向け講座です。貿易金融
や外貨預金／外貨建て証券に関心のある方はぜひ受講をお勧めします。
講座のポイント
1
2
3
4
5

外国為替の基礎知識 ･ 用語の解説
為替相場はなぜ刻々と変動するのか？
為替リスクとは何か？ どう対処する？
物と金の流れ、 国際収支から見た外為相場の動きに注目
受講料には教材代も含まれています。

財務・金融

講義概要
火曜日
時間
19：00〜20：30
回数
4回
一般：12,000 円／法人会員：9,600 円 定 員 30 名 ポイント 対象外

曜日
受講料
教材

1

「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）
※講座初回にお渡しします。

日程
講義内容
5/8
外国為替とは何か？市場・相場のなりたちとリスクは？
（火）

講師
鈴木

2

5/15
為替相場の要因と相場決定の舞台裏は？
（火）

木村

3

5/22
リスクと損益は裏合わせ。如何にリスクを逃れるか？
（火）

石橋

4

5/29
外為を理解すると世界経済全体が見えてくる。
（火）

村林

講義形式▶
すず き

しげたか

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

鈴木 成高 国際社会貢献センター会員 東京三菱銀行 OB
き むら こうさく
木村 好作 国際社会貢献センター会員 三菱商事 OB
い し ば し みつる

国際社会貢献センター会員 丸紅 OB
石橋 満
む ら ばやし し げ ひ こ
村林 榮彦 国際社会貢献センター会員 日商岩井 OB
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講座コード

12110025

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

講師からのメッセージ
ここ数年、 米金融危機を発端に欧州債務問題など、 世界の景気が大きく傾き国民の
生活をも脅かしてきました。日本でも原発問題やオリンパスの巨額粉飾決算。 投資に
安全とされて来た企業の安全神話の崩壊が起こりました。これは従来の投資方法が終
焉したのかとさえ感じさせられます。しかし、 歴史が語るように景気回復と後退は必ず
繰り返されます。投資家はその見極めで勝敗が決まります。この講義では移り変わる
時代にどう対処をすべきなのか？また今だからこそしなければいけない資産運用とは何
なのかを、 今一度基礎に立ち返り皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
講座のポイント
初心者から中級者の方々に分かりやすく、様々な方向から投資＝市場を斬って行きます。
投資の仕方は十人十色です。ご自身に合った投資手法を探って頂けたらと思います。

日程

講義内容
歴史と今の経済を考え、 今を乗り切る方法
5/15
1
歴史は繰り返します。 過去と現在を照らし合わせながら
“将来”
（火）
の投資方法を探っていきます。
先手、 先手の株価予測
5/22
2
経済指標をどう読み解くと先手が打てるのか？テクニカル分析を
（火）
交えてお話します。
TPO あった銘柄選別と、 価格・価値の見方
5/29
3
投資家の誰しもが最初に当たる壁が銘柄選びです。 基礎から、
（火）
今だからこそ必要な銘柄選びをご紹介します。
明日から生かせるチャート分析と賢い注文の出し方
6/5
4
チャートは苦手！という方が多いですが、自分を守る最高の武器
（火）
でもあります。基礎からじっくりお話します。
チャート分析 NO2（応用編）
6/12
5
投資家心理や情報が集約されているのがチャートです。応用編
（火）
では実践的なお話をします。
株式投資とファイナンス理論
6/19
6
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。
（火）
実践と理論の違いを全体的かつ理論的に検証します。
講義形式▶
さかもと つね お

講師
若林

若林

若林

若林

若林

坂本

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

坂本 恒夫 コーディネータ 明治大学経営学部教授
わ か ばやし ふ み え

若林 史江 ファイナンシャル・アドバイザー
徳山大学特任教授
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財務・金融

講義概要
曜日
火曜日
時間
19：00〜20：30
回数
6回
受講料 一般：24,000 円／法人会員：19,200 円 定 員 20 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料

講座コード

12110026

社会起業家が語る課題解決とその実践

ＮＰＯ法人の経営学

ケーススタディ ─ミッションとその実現─

講師からのメッセージ
ＮＰＯの目的はミッションの達成にあります。とはいえ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の時代といえる今日、 本講座では、 多くのＮＰＯが抱えている課題である経営
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。ＮＰＯ法人を運営している方、 設立を検討
している方、ＮＰＯ法人以外の公益法人等を運営している方、またＮＰＯに興味のある
多くの方々の学習の場です。
講座のポイント
ＮＰＯ活動の実践者達によるバラエティに富んだケーススタディ講座です。ＮＰＯ法人
の立上げから運営手法、ＮＰＯのミッションと経営について、 一緒に考えながら学習しま
しょう。
講義概要
曜日
火曜日
時間
19：00～20：30
回数
8回
受講料 一般：26,000 円／法人会員：20,800 円 定 員 30 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
日程

講義内容

講師

ＮＰＯの現状と運営方法
5/22 事例 1.ＮＰＯ法人ビジネスネットワーク・ジャパン
（火） ＮＰＯ法人をスムーズに運営する方法を解説。 事例内容「専門
家集団によるＮＰＯ・企業・働く個人の支援」

丹野

事例 2. 認定ＮＰＯ法人
5/29 日本グッド・トイ委員会（フィールドワーク）
2
（火） 「市民性創造活動による東京おもちゃ美術館のＮＰＯ事業」当日
は東京おもちゃ美術館での講義です。

多田

事例 3. 認定ＮＰＯ法人
6/5 スペシャルオリンピックス日本・東京
（火） 「スポーツを通じて、 知的障害者の自立と社会参加を支援す
る」寄付金の種類や国際比較も解説する。

峰岸

1
中 小

3

6/12
4
（火）

5

事例 4.ＮＰＯ法人安全環境システム
「中小企業のリスクマネジメントの支援を通して自己実現を達成
するＮＰＯ」

岡

事例 5.LIVING IN PEACE
「海外向けマイクロファイナンス・ファンドの企画調査、 国内の
児童擁護施設への資金調達を行う」

趙

6/19 事例 6.ＮＰＯ法人西会津芸術村
（火） 「芸術をツールに、 過疎になりつつある町の活性化を目指す」
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安藤

日程

講義内容

6/26
（火）

6

講師

事例 7.ＮＰＯ法人わかみやクラブ
「障害児放課後支援を追及する」

小林

事例 8.ＮＰＯ法人若者就職支援協会
「自律のための
『就職支援』
をおこなう若者就職支援協会」

黒沢
水田

事例 9.ＮＰＯ法人宮崎文化本舗
「ネットワークを駆使した、 先端を行くＮＰＯ経営に学ぶ」

7/3
（火） 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
「コミュニティカフェ・サラを核に、 住み慣れた地域で安心して
歳を取る社会を目指す事業」

7

なぜ、 いまＮＰＯか
7/10 日本中小企業・ベンチャービジネスコンソーシアム事例
8
（火） 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
の欠如など、 経営学の見地から講義する。
講義形式▶

レクチャー

コーディネータ 明治大学経営学部教授

やす こ

丹野 安子

（特活）
ビジネスネットワーク・ジャパン代表理事

多田 千尋
みねぎし かずひろ
峰岸 和弘
おか し ろう
岡 四郎
ちょう だ ん
趙丹

（認定特活）日本グッド・トイ委員会理事長

た

だ

あんどう

ち ひろ

す

み

坂本

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

さかもと つね お

坂本 恒夫
たん の

山根

（認定特活）スペシャルオリンピックス日本・東京理事
（特活）安全環境システム理事長
こ

朝鮮大学校経営学部助教・常磐大学非常勤講師

みず た

たかのぶ

水田 孝信
やま ね

ま

ち

こ

中 小

安藤 寿美子 （特活）西会津国際芸術村理事長
こ ばやし りゅう い ち
NPO 法人わかみやクラブ副理事長
小林 隆一
くろさわ かず き
（特活）若者就職支援協会理事長
黒沢 一樹
（特活）若者就職支援協会監事

山根 眞知子 （特活）ＮＰＯ事業サポートセンター常勤理事
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講座コード

ビジネス ランゲージ アート プログラム

12110027
（A コース）

ビジネスチャンスを掴む

パブリック・スピーキング

─伝わる話し方の基本から相手の納得を得る応用までの実践力を磨く─

講師からのメッセージ
「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」ではなく、 相手の立場に立って話の出来る「伝わる」話し方の技術を持って
います。
講座では、 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
でのパブリック・スピーキングのノウハウ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。
講座のポイント
実習中心の講座で、
「説明」
「報告」の組み立て、 発声・発音の基礎からビジネスシー
ンに対応できる応用力を磨きます。 個別の指導も取り入れ、 必要に応じて音声やビデ
オ機器で収録し振り返りを行います。
講義概要
曜日
土曜日
時間
13：30〜18：30
回数
2回
受講料 一般：28,000 円／法人会員：22,400 円 定 員 18 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
※講義の途中に適宜 10 分程度の休憩があります。

日程

コミュニケーション

講義内容
伝えるから伝わるへ：瞬時に理解できる表現
伝える順序や聞きやすい発声・発音を考え実践します。
4/7 分かりやすさの決め手：筋道立てて話す
1
（土） 話の内容が確実に伝わる組み立てのポイントを学びます。
説明に求められる伝え手の判断力
情報を取捨選択し、 見出しをつけ具体的に伝える表現法の実践です。
事実と意見を区分けした明快な報告
混同しやすい事柄が、きき手に仕分けされて伝えられるようにします。
顧客を引きつける表現力
5/12
2
常に相手のニーズを掴みコミュニケーションギャップを埋めていく表現力を
（土）
高めます。
きき手の納得を得るパブリック・スピーキング
決定権者の意志決定を確かなものにする表現力を構築します。
講義形式▶

こ ぬま とし お

レクチャー
ロールプレイング

実習

プレゼンテーション

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

小沼 俊男 元 NHK アナウンサー

《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」
「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700 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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講座コード

ビジネス ランゲージ アート プログラム

12110028
（B コース）

ビジネスチャンスを掴む

パブリック・スピーキング

─伝わる話し方の基本から相手の納得を得る応用までの実践力を磨く─

講師からのメッセージ
「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」ではなく、 相手の立場に立って話の出来る「伝わる」話し方の技術を持って
います。
講座では、 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
でのパブリック・スピーキングのノウハウ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。
講座のポイント
実習中心の講座で、
「説明」
「報告」の組み立て、 発声・発音の基礎からビジネスシー
ンに対応できる応用力を磨きます。 個別の指導も取り入れ、 必要に応じて音声やビデ
オ機器で収録し振り返りを行います。
講義概要
曜日
土曜日
時間
9：00〜12：20
回数
3回
受講料 一般：28,000 円／法人会員：22,400 円 定 員 18 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
※講義の途中に適宜 10 分程度の休憩があります。

日程
5/12
（土）

2

6/9
（土）

3

7/14
（土）

講義形式▶

こ ぬま とし お

小沼 俊男

レクチャー
ロールプレイング

実習

プレゼンテーション

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
元 NHK アナウンサー

《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」
「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700 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

1

講義内容
伝えるから伝わるへ：瞬時に理解できる表現
伝える順序や聞きやすい発声・発音を考え実践します。
分かりやすさの決め手：筋道立てて話す
話の内容が確実に伝わる組み立てのポイントを学びます。
説明に求められる伝え手の判断力
情報を取捨選択し、 見出しをつけ具体的に伝える表現法の実践です。
事実と意見を区分けした明快な報告
混同しやすい事柄が、きき手に仕分けされて伝えられるようにします。
顧客を引きつける表現力
常に相手のニーズを掴みコミュニケーションギャップを埋めていく表現力を
高めます。
きき手の納得を得るパブリック・スピーキング
決定権者の意志決定を確かなものにする表現力を構築します。

講座コード

12110029

（火曜コース）

コーチング入門

─気持ちをつかみ潜在力を引き出す技術─

講師からのメッセージ
コーチングは、 相手の「意欲の持ち方の特性」を効果的に活用することで、自発的
な行動による自己成長を促す技術です。相手の不平や不満という負のエネルギーさえ
も建設的な力へ転化させることを可能にさせます。さらに、自分とは違う価値観をもつ
相手との対応力も向上させ、自分のコミュニケーション能力アップやリーダーシップの
幅を広げることに役立ちます。なかでも「聴く技術」の習得は、 信頼関係を促進する上
で大変有効です。このような特徴から、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み、 個々の強みを活用するスキルと
して様々な場面でご活用いただけます。なお、 当講座を修了されると、 認定コーチ養
成プログラムの単位の一部として認められます。 詳細は、日本コーチ連盟（http：//
www.coachfederation.jp）にお問合せ下さい。
講座のポイント
コーチングの基礎（傾聴・承認・質問）
を「実際に使用できる」スキルとして楽しく学べ
るプログラムです。18 才以上の方であれば、 職業・経験・性別等を問わず、どなたで
も受講できます。
講義概要
曜日
火曜日
時間
19：00〜21：00
回数
6回
受講料 一般：36,000 円／法人会員：28,800 円 定 員 24 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料

1

日程
講義内容
4/24 コーチング概論：「コーチングって何？」
（火） コミュニケーション技術としての構成要素をしっかりと学びます。

5/1 傾聴の仕方を学ぶ：「えっ、 聴くことも技術だったんだ！」
（火） 一般的な聴き方の特徴と盲点を実習により確認します。そのうえで、 相手
5/8 の気持ちを受けとめ、 相互理解と信頼関係を促す「傾聴技法」を体験的に
3
（火） 学びます。

2
コミュニケーション

5/15 承認の仕方を学ぶ：「自分の
‘フツウ’
をご存知ですか？」
（火） コミュニケーションに影響を与えている、自分の無自覚な心理反応を体験
5/22 学習します。 すると不思議、 苦手な相手とのコミュニケーションが可能に
5
（火） なり始めます。
4

6

5/29 質問の仕方を学ぶ：「
‘強み’
を活かすとは？」
（火） ‘強み’
を活かす「質問技法」を体験的に学びます。

※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。

講義形式▶

もりやま のぶゆき

レクチャー
ロールプレイング

実習
プレゼンテーション

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

森山 展行 日本コーチ連盟公認マスターコーチ
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グループワーク

講座コード

12110030

（金曜コース）

コーチング入門

─気持ちをつかみ潜在力を引き出す技術─

講師からのメッセージ
コーチングは、 相手の「意欲の持ち方の特性」を効果的に活用することで、自発的
な行動による自己成長を促す技術です。相手の不平や不満という負のエネルギーさえ
も建設的な力へ転化させることを可能にさせます。さらに、自分とは違う価値観をもつ
相手との対応力も向上させ、自分のコミュニケーション能力アップやリーダーシップの
幅を広げることに役立ちます。なかでも「聴く技術」の習得は、 信頼関係を促進する上
で大変有効です。このような特徴から、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み、 個々の強みを活用するスキルと
して様々な場面でご活用いただけます。なお、 当講座を修了されると、 認定コーチ養
成プログラムの単位の一部として認められます。 詳細は、日本コーチ連盟（http：//
www.coachfederation.jp）にお問合せ下さい。
講座のポイント
コーチングの基礎（傾聴・承認・質問）
を「実際に使用できる」スキルとして楽しく学べ
るプログラムです。18 才以上の方であれば、 職業・経験・性別等を問わず、どなたで
も受講できます。
講義概要
曜日
金曜日
時間
19：00〜21：00
回数
6回
受講料 一般：36,000 円／法人会員：28,800 円 定 員 24 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料

1

日程
講義内容
5/25 コーチング概論：「コーチングって何？」
（金） コミュニケーション技術としての構成要素をしっかりと学びます。

6/1 傾聴の仕方を学ぶ：「えっ、 聴くことも技術だったんだ！」
（金） 一般的な聴き方の特徴と盲点を実習により確認します。そのうえで、 相手
6/8 の気持ちを受けとめ、 相互理解と信頼関係を促す「傾聴技法」を体験的に
3
（金） 学びます。

2

6

6/29 質問の仕方を学ぶ：「
‘強み’
を活かすとは？」
（金） ‘強み’
を活かす「質問技法」を体験的に学びます。

※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。

講義形式▶

もりやま のぶゆき

レクチャー
ロールプレイング

実習

グループワーク

プレゼンテーション

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

森山 展行 日本コーチ連盟公認マスターコーチ
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コミュニケーション

6/15 承認の仕方を学ぶ：「自分の
‘フツウ’
をご存知ですか？」
（金） コミュニケーションに影響を与えている、自分の無自覚な心理反応を体験
6/22 学習します。 すると不思議、 苦手な相手とのコミュニケーションが可能に
5
（金） なり始めます。
4

講座コード

12110031

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─

講師からのメッセージ
コーチング入門及び経験者を対象としたアドバンスコースです。コーチングスキルは
「覚えるもの」ではなく
「身につける」もの。当講座では、 入門講座で学習した、
（1）傾聴技法（相手の気持ちに近づく・受けとめる）
（2）個性感知（自分特有の感じ方・考え方を承認する）
（3）質問技法（質問によって相手特有の力を引き出す）
これら3 つの基礎技法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。コーチングの学び深めたい方、コーチ資格取得を目指す方々に受講をお薦
めします。【講師は森山講師が担当します】

コーチ資格について
「コーチング入門」と「コーチング・アドバンス」の両方を修了されると、日本コー
チ連盟認定コーチ養成プログラム基礎課程 24 単位として認められます。詳細は、
日本コーチ連盟にお問合せ下さい。
講義概要
曜日
土曜日
時間
11：30〜17：30
回数
3回
受講料 一般：43,000 円／法人会員：34,400 円 定 員 24 名 ポイント ★★
教 材 レジュメ資料
※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。
※講義の途中に適宜 10 分程度の休憩があります。

日程

コミュニケーション

1

7/7
（土）

2

7/14
（土）

3

7/28
（土）

講義内容
「傾聴技法 / 実践・演習」─傾聴技法の上達方法─
傾聴技法を実践する上で、「うなずき・あいづち・繰り返し」を丁寧に行うことはよ
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？カウンセリングの傾聴技法とはどう違うのか？
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つけていきます。
「個性感知 / 実践・演習」─個性感知の上達方法─
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
コーチ自身の感じ方や考え方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こうとしてしまうことが少なくありません。これは、 表面的
な言い方や関わり方の工夫だけでは無理。
自分とは異なる感じ方や考え方への好奇心を抱ける素地を自分自身に専門的なト
レーニングを通じて積み上げていきます。
「質問技法 / 実践・演習」─質問技法の上達方法─
コーチングは、「意欲の持ち方のクセ」を行動の原動力にすることで、目標達成や自己実現
をサポートしていくコミュニケーション技術です。そのため、目標への行動を促す前に、まず
「意欲の持ち方のクセ」に対する気づきのサポートからコーチングはスタートします。
総合演習として、「型」を用いた基本的なコーチングセッションを体験的に学びます。

※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。

講義形式▶

もりやま のぶゆき

レクチャー
ロールプレイング

実習
プレゼンテーション

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

森山 展行 日本コーチ連盟公認マスターコーチ
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グループワーク

講座コード

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

12110032

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

真意を訊きだす

講師からのメッセージ
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話力を学び活用できるようにいたしました。
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、 相手や自分自
身の中に新しい発見をすることが期待できます。アナウンサー時代に経験した失敗例
を織り交ぜながらご一緒に考えます。
講座のポイント
三つのステージの楽しさや意義が実感できる場をつくり、はずむインタビュー、 共感
するスピーチ、 会を盛り上げ深める司会術を目指します。必要に応じて録音やビデオ収
録を行い、 振り返りをします。
講義概要
曜日
土曜日
時間
13：30〜18：30
回数
2回
受講料 一般：28,000 円／法人会員：22,400 円 定 員 18 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
※講義の途中に適宜 10 分程度の休憩があります。

日程
コミュニケーション
6/9
広場（1）
（土）
—インタビューを中心に—

2

コミュニケーション
7/14
広場（2）
（土）
—司会・スピーチを中心に—

講義形式▶

レクチャー
ロールプレイング

実習

プレゼンテーション

≪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」
「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７００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）

こ ぬま とし お

小沼 俊男

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
元 NHK アナウンサー
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コミュニケーション

1

講義内容
①名刺交換からはじまり、信頼関係の構築、listen（傾聴）
＆
ask（情報収集）のスキルを学びます。
②相手の真意を訊き出すインタビュースキルを学習し、訊き手
と話し手がしっかり向き合い話を深めます。
③相手の行動傾向に合わせたコーチングマインドによるインタ
ビュー力を身に付け、相手と自分自身を高めます。
①異 業種交流の場を設定し、気配り・表現を考える司会術、
印象に残るスピーチの手法を学びます。
②活動報告の場を設定し、根拠をもとに明快な方向を示すス
ピーチ、整理・焦点化する司会を目指します。
③ウォンツを掴むインタビュー、参加者を引き込む司会、感銘
を与えるスピーチなど三つの話力を共有します。

講座コード

12110033

ビジネス ランゲージ アート プログラム

人を動かすビジネスプレゼンテーション

講師からのメッセージ
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、「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。
講座のポイント
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（構成、スライド作成、
伝え方）
とノウハウを取得したい方やコミュニケーションをスムーズに行えるようになりた
い方にお勧めです。
講義概要
曜日
金曜日
時間
19：00〜21：00
回数
5回
受講料 一般：28,000 円／法人会員：22,400 円 定 員 20 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
日程
講義内容
６/29 【個
性】Personality
1
（金） 「個性＝自己流」で逆効果なことをしているかもしれません。人前で話をする時の基本を学びます。

コミュニケーション

2

７/６ 【計
画】Program
（金） 内容をどのように構成するか。「やってはいけないスタイル」
「ピラミッド型思考法」を学びます。

3

７/13 【デザイン】Design
（金） わかりやすいスライドとは。短時間で効果的なスライド作成方法について学びます。

4

７/20 【発
表】Delivery
（金） 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

７/27 【個性−発表】
（金） 1〜4回で習得したスキルを活用し、相手の行動を促すプレゼンテーションを目指します。

講義形式▶

レクチャー

実習

※パソコンをご持参ください。 第 3 回目から使用いたします。USB 接続が可能なもの。アプリケーションは、
パワーポイント。バージョンはPower Point97 以上。

《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」
「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７００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）

むらまつ

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

村松 かすみ プラネット（株）シニアインストラクター
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講座コード

11210034

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 6つのタイプ編─

講師からのメッセージ
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。
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。知
りたい方、 変えたい方。
その仕組みと働き、 活かすコツ・変えるコツをお伝えします。
講座のポイント
今回講座のポイントは、「行動・思考・感情」。
何かが起きたときに、まず行動するか・考えるか・感じるかで、 相手のタイプを知り、
そのタイプに応じた効果的なアプローチを身につけましょう。
講義概要
曜日
木曜日
時間
19：00〜20：30
回数
6回
受講料 一般：24,000 円／法人会員：19,200 円 定 員 30 名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
日程
6/14
（木）

2

6/21
（木）

3

6/28
（木）

4

7/5
（木）

5

7/12
（木）

6

7/19
（木）

講義形式▶
さか い

かず お

レクチャー

グループワーク

講師
阪井
遠藤
遠藤

遠藤

遠藤

遠藤
阪井
遠藤

ロールプレイング

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

阪井 和男 コーディネータ 明治大学法学部教授
えんどう み ほ
遠藤 美保 TA 心理研究所教育・研修部門主任トレーナー/ 研究員
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コミュニケーション

1

講義内容
心のリスクマネジメント
〜6 つのタイプ / 強みと弱み〜
欲求や好みも違う、 各タイプについてお伝えします。
なぜ違うのか
仕組みを知り、 他のタイプを理解することで、 その強みを身に
つけることも可能になります。
どうすれば良いのか
〜3 つのドアからのアプローチ〜
各タイプお気に入りのプロセス＝伝え方があります。
どうすれば良いのか
〜タイプ別マネジメント・交渉法〜
マネジメント・交渉に役立つコツをお伝えします。
どうすれば良いのか
〜タイプ別ストレス症状と対処法〜
見分け方、 対処法の役立つコツもお伝えします。
どうすれば良いのか
〜まとめ / 相性と対処法〜
タイプによって違う、 相性とその対処法をお伝えします。

講座コード

12110035

一気にコミュニケーションの“コツ”を学んでしまおう！

─ビジネスの決め手はお客様との強力な関係創造！
！

そのための技術を学ぶ！
！─

講師からのメッセージ
企業の製品やサービスが売れるためには、その財としての価値を、すなわち買い手にとっての何らかの効用
がそこに存在していることを認めてもらう必要があります。そのために行われるコミュニケーション活動こそがプ
ロモーションと呼ばれる行為にほかなりません。企業の提供財について、その買い手にとっての魅力を創造し、
財を購買、消費することへの期待を膨らませるには、いかなるプロモーション手法が重要となるのでしょうか。
特にマーケティング・コミュニケーションという枠組みでこの活動を捉えたとき、買い手に提示される情報の
すべてがその役割をもっていると言ってもよいでしょう。広告の表現手法の問題、営業担当者の交渉技術や話
術そのものの問題、ブランドマークやパッケージのデザイン上の問題、覚えやすく愛着を持って受け入れてもら
えるようなネーミングの問題、PR活動の効果的な手法をどうすればよいかといった問題等々……。
この講座では売り手の財の魅力を買い手にいかに伝えればよいのかという点にポイントをおいて、またその
道の“達人”
と言えるような講師陣を揃えて、簡潔に分かりやすくその本質を学んでいただけるような構成にいた
しました。ぜひこの講座でコミュニケーションの“コツ”
をあなたのものにしてください。
（大友純）
講座のポイント
ビジネスが変わる。その日からすぐに実践できるコミュニケーションの
“コツ”
を伝授します。
お客様から感謝されるコミュニケーションの技を学びます。
講義概要
曜日
木曜日
時間
19：00〜21：00
回数
5回
受講料 一般：22,000 円／法人会員：17,600 円 定 員 30 名 ポイント
★
①「企業コミュニケ—ションNOTE」
（同友館）
（講座初回にお渡しします）
教材
②レジュメ資料
日程
講義内容
講師
5/10 マーケティング・コミュニケーション戦略のコツを学ぶ
1
大友
（木） マーケティングとは売り手と買い手の関係、商品と買い手の関係を育てる活動である。

コミュニケーション

2

5/17 巧みなビジネス・プレゼンテーション戦略のコツを学ぶ
（木） 顧客はいかなる話に耳を傾け、いかなる商品やサービスに心を預けてくれるのか。

村松

3

5/24 PR 戦略のベテランが伝授するそのワザのコツを学ぶ
（木） PRの成否が企業価値を大きく左右してしまう時代の理論と手法を習得する。

坂本

4

5/31 人に伝わるデザイン戦略のコツを学ぶ
（木） 製品の魅力を倍加するネーミングやパッケージ、ロゴなどのデザインをいかに創造するか。

原田

5

6/7 人を感動させるコミュニケーション・テクニックのコツを学ぶ
小沼
（木） 自分の考えていることを的確に伝え、理解してもらうために不可欠なワザを習得する。

講義形式▶
お お と も じゅん

大友 純
はら だ

原田
さかもと
坂本
むらまつ
村松
こ ぬま
小沼

すすむ

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
コーディネータ 明治大学商学部教授

プラクシス株式会社代表取締役
進
これ ま
ニットー経営研究所フェロー
是馬
かすみ プラネット（株）シニアインストラクター
とし お
元 NHK アナウンサー
俊男
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講座コード

12110036

一般社団法人団地再生支援協会後援講座

団地再生実践講座
─プロマネ養成コース─

講師からのメッセージ
「団地再生」と呼ぶ老朽化住宅団地の再生が不動産・建設業界で大きな話題になっ
ています。 全国に延 100 万戸分もある団地・マンションの建築ストックの再生市場で
あり、 最近 UR 都市再生機構に団地再生マネージャーが設置されました。この講座で
は、 団地コミュニティの活性化と発展、 団地住宅・共用施設・屋外環境の再生、 およ
び、 団地の管理運営システムの高度化について体系的に学習し、 全国で数千か所の
所在する団地再生事業のプロジェクトマネージメントを習得することを目的とします。
講座のポイント
本講座は一般社団法人団地再生支援協会（http://www.danchisaisei.org/）に蓄
積された多分野の専門知識を結集してこの巨大市場への参入を促すためのものであり、
高齢社会への対応や新エネルギー対応など異業種間の交流も進めます。
講義概要
曜日
火曜日
時間
19：00〜20：30
回数
6回
受講料 一般：30,000 円／法人会員：24,000 円 定 員 30 名 ポイント
★
1.リバティアカデミー・ブックレット⑮：団地再生・まちづくり実践講座
※講座初回にお渡しします。
教材
2.レジュメ資料
日程
講義内容
6/5 団地再生市場の概要と取組み
1
（火） 老朽化マンション住宅団地再生市場の全体像、それの取組みに必要な多岐に渡る知識習得の要点を紹介。

講師
澤田

2

6/12 コミュニティ活性化から再生へ
（火） 講師自らプロデュースした先駆的再生プロジェクトの仕組みとその後の団地再生事業創出システムを紹介。

近角

3

6/19 多摩で進む団地再生プロジェクト
（火） 首都近郊の多摩ニュータウンで進めて来た再生プロジェクトにおける行政・市民組織の役割りの発展を紹介。

秋元

4

6/26 建築技術的取組みの現状
安孫子
（火） 団地再生によるサステナブル社会の構築に必要な建築技術・設備技術の開発と実務展開について紹介。

5

7/3 再生プロジェクトの事業性評価
（火） マンション再生、団地再生プロジェクトにおける事業の実施可能性評価システムについての実務歴を紹介。

田村

6

7/10 プロジェクトの始め方（演習）
（火） 全国に展開する団地再生プロジェクトにおける以上の取組みかについての理解度を確認する。

淺野

講義形式▶
せい じ

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

澤田 誠二
ちかずみ しんいち
近角 真一

コーディネータ 明治大学理工学部教授

秋元 孝夫
あ び こ よしひこ
安孫子 義彦
た むら まさくに
田村 誠邦
あさ の かずゆき
淺野 和幸

秋元建築研究所所長

あきもと たか お

集工舎建築都市デザイン研究所所長
株式会社ジェス社長
株式会社アークブレイン社長
株式会社アール・アイ・エー取締役
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MOT

さわ だ

レクチャー

講座コード

12110037

米国UL 寄付講座
明治大学安全学研究所後援

安全学入門

入会金無料

入会金
（通常）
3,000円が
無料になります。

講師からのメッセージ
安全・安心な社会の実現のためには、ものづくり技術として安全を実現するだけで
なく、 社会科学や人文科学も包含して、 広く、 統一的、 包括的、 領域横断的に考察
する必要があります。このような新しい学問が安全学です。本講座では、 安全とは何
かなどの理念的な面、 誤使用などの人間的な面、 消費者の生活や原子力エネルギー
の社会的な面など、 安全学の立場から、 安全の在り方について広く統一的に考えま
す。安全の基本は変わりませんが、 今回の原子力発電の事故のように安全は常に時代
と共に考え続ける必要があります。本講座では、 時代の流れに対応しながら、 根本か
ら安全を考えることに致します。
（注）本講座は、 理工学研究科新領域創造専攻の科目である安全学特論 1を一般に
公開するものです。
講座のポイント
（１）安全を根本から考えます。
（２）広い観点から安全を考えます。
（３）各分野の安全の専門家から話が聞けます。
（４）一般の人にも専門家にも学生にも適した講座です。
講義概要
会 場 リバティタワー教室
曜日
土曜日
時間
13：00〜16：10
回数
16 回（8日間）
受講料 一般：10,000 円／法人会員：8,000 円 定 員 50 名 ポイント ★★★
①安全学入門〜安全の確立から安心へ〜
（研成社）※講座初回にお渡しします。
教材
②レジュメ資料

MOT

日程
講義内容
講師
1 4/14 安全とは何か
安全とは何か、リスクとは何か等の安全の哲学な面の紹介と共 向殿
2 （土） に、安全学という新しい安全に関する学問の全体像を紹介する。
消費者の安全・産業現場の安全
3
「誤使用」を防ぐ製品設計、ヒューマンエラーを防ぐ産業現場の
4/21 安全マネジメント等、 安全に関連したヒューマンファクターにつ
小松原
（土） いて詳しく紹介する。製品の「誤使用」や、「使いやすい」製品
設計等の安全に関連したヒューマンファクターについて詳しく紹
4
介をする。
世界における安全
5
5/19 グローバル化した現代で、 我が国だけで安全を考えることはも
増田
（土） はや出来ない。世界の中の安全学として、 世界的な観点からの
6
安全の在り方についての現状と将来について考察する。
7 6/2 地域社会における安全
身近な地域における災害と犯罪の事前予防に焦点を当て、まち 山本
8 （土） づくりを通した安全と安心の確保について考察する。
9 6/16 社会制度と安全
安全の規則や安全の社会制度の在り方を考えることを通して、 杉本
10 （土） 安全と責任の関係について考察する。
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日程
11
12

6/30
（土）

13 7/14
14 （土）
15
16

7/28
（土）

講義内容
原子力の安全
原子力の安全確保の考え方と実例また事故の例を紹介し、 原
子力発電と核燃料サイクルのしくみおよび放射線の基本的な知
識を分かりやすく概説しながら、 原子力の安全とその社会的受
容性について考える。
環境と安全
材料や物質を通して環境の安全を考えると共に、リサイクルを
通して安全を創ることを考える。
リスクコミュニケーションと安全
リスクコミュニケーションの基礎について紹介すると共に、 安全
におけるリスクコミュニケーションの重要性と、リスクコミュニ
ケーションの実践等についても考察する。

講師
森

菊池

北野

（懇親会）なお、最終日の 7月28日には、授業終了後、講師と受講生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ある。

講義形式▶
むかい ど の ま さ お

向殿 政男

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
コーディネータ 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

こ まつばら あきのり

小松原 明哲 早稲田大学理工学術院創造理工学部経営システム工学科教授
ま す だ まさる
お茶の水女子大学教授
増田 優
やまもと とし や
明治大学理工学部建築学科教授
山本 俊哉
（兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系

す ぎ も と のぼる

杉本 旭
もり みちつぐ

森 治嗣
きく ち まさふみ
菊池 雅史
きた の

まさる

北野 大

明治大学理工学部機械工学科教授
（兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系
明治大学理工学部客員教授
明治大学理工学部建築学科教授
（兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系
明治大学理工学部応用化学科教授
（兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系
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講座コード

12110038

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

安全文化論

入会金無料

入会金
（通常）
3,000円が
無料になります。

講師からのメッセージ
20 世紀は安全を求めた世紀でした。21 世紀は安全・安心の世紀にすることが求め
られています。
この講座では安全はどこまで担保されるべきか、 私たちは安全をどのように意識し
てきたかという講義からまず入ります。そして食に係る安全として食品の汚染、 農薬、
食品添加物、 遺伝子組み換え作物について、 続いて放射線の人体影響、 材料の劣化
と安全性、 災害安全、 そして最後に安全と責任について学びます。
（注）本講座は明治大学大学院理工学研究科新領域創造専攻の講義科目である新領
域創造特論 2を一般に公開するものです。
講座のポイント
それぞれの専門家により新たに作成される豊富な資料を用いた講義、 講師と種々の
背景を持つ受講生とのディスカッションにより、 安全についての基本的な考え方、 各分
野の安全について幅ひろい知識が習得できます。
講義概要
会 場 リバティタワー教室
曜日
土曜日
時 間 13：00〜14：30 14：40〜16：10 回 数 16 回（8日間）
受講料 一般：10,000 円／法人会員：8,000 円 定 員 100 名 ポイント ★★★
教 材 レジュメ資料

MOT

日程
講義内容
1 4/14 安全とは何か
安全とは何か、リスクとは何か等の安全の哲学な面の紹介と共
2 （土） に、安全学という新しい安全に関する学問の全体像を紹介する。
人類の安全意識 ─歴史的検証─
3
その国の宗教や国民性、 気候・風土と安全意識の関係を、日
本の中世の文学作品等から探る。
4/28 食の安全の考え方
（土） 食品中の残留が問題となる化学物質として、 主に残留農薬、
4
動物用医薬品、カビ毒等について取り上げ、 汚染状況、 国際
的な動向、 規制及び関連する行政機関等による検査等の取り
組みについて学ぶ。
化学物質の安全の考え方
5
我々の生活は、 化学物質の恩恵を大きく受けている。一方で、
5/12
化学品に起因する人や環境への悪影響が起きたこともある。本
（土）
講座では、 化学物質の安全性に関する考え方及び法律による
6
規制等を学ぶ。
7 5/26 遺伝子組換え作物の安全の考え方
遺伝子組換え作物の安全性評価とその考え方を紹介し、 今後
8 （土） 実用化が見込まれる遺伝子組換え作物を紹介する。
9 6/9 放射線安全の考え方
放射線の線量評価（外部被ばく、 内部被ばく）、 人体影響およ
10 （土） び防護の考え方について講義する。
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講師
向殿

菊池

和田

宮地

田部井

神田

日程

講義内容
材料安全の考え方
ゴム・プラスチックは、 金属、 木材等と比べ、 極めて寿命が短
い。従って、ゴム・プラスチック製品は、 必ず寿命評価が必要
となる。PL（Product Liability）法は製品が消費者に渡ってか
ら10 年を保障しなくてはならない。PL 法と絡め、 いかにゴム・
プラスチックは寿命評価が重要かリサイクル材料を例に学ぶ。
また、 劣化は材料強度に影響を及ぼすが、ゴム・プラスチック
の破損、 破壊のメカニズムと対策について判りやすく述べる。
災害安全の考え方
災害の教訓を継承・発展させる災害文化あるいは防災文化につ
いて解説するとともに、 津波の被災地における防潮堤構築や高
台移転などを例に、 災害や自然と向き合う安全の考え方につい
て考える。
安全と責任
「安全」は、 事後（事故）の責任を事前の責任として果たす。本
講では、 説明責任の立場から安全認証について考える。

11
6/23
（土）
12

13
14

7/7
（土）

15 7/21
16 （土）

講師

大武

山本

杉本

（懇親会）なお、7月21日には、授業終了後、講師と受講生全員参加で懇親会をし、フリーディスカッションを行
う予定である。

講義形式▶
きた の

まさる

北野 大
むかい ど の ま さ お

向殿 政男
きく ち

まさふみ

菊池 雅史
わ

だ

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

コーディネータ 明治大学理工学部応用化学科教授
（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
明治大学理工学部建築学科教授
（兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系

たけはる

和田 丈晴 （一財）化学物質評価研究機構 東京事業所 環境技術部 技術第二課長
みや ち

しげ き

宮地 繁樹
た べ い ゆたか
田部 井 豊
かん だ れい こ
神田 玲子
おおたけ よし と
大武 義人

（一財）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 研究企画課長

山本 俊哉

明治大学理工学部建築学科教授
（兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系

やまもと とし や

す ぎ も と のぼる

杉本 旭

独立行政法人農業生物資源研究所 遺伝子組換え研究推進室室長
独立行政法人放射線医学総合研究所放射線防護研究センター上席研究員
（一財）化学物質評価研究機構 理事

明治大学理工学部機械工学科教授
（兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系

MOT
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BUSINESS PROGRAM

講師紹介
講師の肩書きは2012 年 1月現在

あき もと たか お

秋元 孝夫

秋元建築研究所所長、NPO多摩ニュータウンまちづくり専門家会議副理事長

1949 年生まれ。東京電機大学建築学科卒業。1977 年秋元建築研究所設
立、一級建築士・技術士（都市及び地方計画）。全国地方自治体の住宅計画、
団地計画に従事。朝日新聞社主催の東日本大震災復興論文で優秀賞受賞。
NPO 主催の「多摩ニュータウン再生マニュアル作成会議」開催中。
あさ か

ひろ き

浅香 博胡

NPTビジネスサポート株式会社 代表取締役社長

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

かず ゆき

淺野 和幸

株式会社アール・アイ・エー取締役、名古屋支店長、一般社団法人団地再生支援協会理事

1951 年生れ。京大院修了（建築学専攻）。1976 年アール・アイ・エー入社。
大阪支社勤務、広島支店長、本社社長室長を経て現職。西日本を中心に市
街地再開発事業・建替えのコンサルタント業務に従事。技術士、マンション管
理士。都市計画の高山賞受賞（2005 年）
あ

び

こ

よし ひこ

安孫子 義彦

株式会社ジェス社長、一般社団法人団地再生支援協会副会長

1944 年生れ。東大院修了（環境工学専攻）。1970 年㈱ジエス設立。住宅
設備の調査研究、建築関連新製品の開発普及、建築設備の診断改修などに
従事。現在代表取締役。1984 年日本建築設備診断機構（JAFIA）設立、現
在専務理事。一級建築士、設備設計一級建築士。
あ

べ

じゅん いち

安部 順一

読売新聞中部支社編集委員

1961 年生まれ。早稲田大学政治経済学部経済学科卒。1985 年読売新聞
社入社。岐阜支局、横浜支局、世論調査部などを経て経済部。大蔵省、産業
など取材。宣伝部次長を経て、経済部次長として金融、M＆Aなどを担当。東
京本社編集委員を経て、2011 年 10月から現職。
講師紹介

あん どう

す

み

こ

安藤 寿美子

（特活）西会津国際芸術村理事長

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。
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いし ばし みつる

石橋 満

国際社会貢献センター会員（丸紅出身）

国際社会貢献センター会員（丸紅出身）慶應義塾大学卒。 丸紅入社後財
務部門で外為・貿易金融に従事。アルジェ、パリ駐在。帰国後 貿易金融部、
芙蓉総合リース勤務を経て 現在は独立財務コンサルタント。

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。
いま づ

み

き

今津 美樹

WinDo’
s（ウィンドゥース）代表取締役、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、ハーマンモデル認定ファシリテーター

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の長年の経験によ
り、マーケティングアウトソーサーWinDo's の代表を務める。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し、IT アナリストとし
てラジオ解説、執筆活動・解説・書評等多数。
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。
うす い

さと し

碓氷 悟史

きもの経営大学校学長・亜細亜大学名誉教授、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。
うた しろ ゆたか

歌代 豊

明治大学経営学部教授

1982年、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））。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。専門は、経営戦略論、戦略マネジメント、
ITマネジメント。著書に、
『 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。
えん どう

み

ほ

遠藤 美保

TA 心理研究所教育・研修部門主任トレーナー/ 研究員

明治大学サービス創新研究所客員研究員、
（社）日本産業カウンセラー協会
キャリアコンサルタント。情報処理会社に約 13 年在籍、主に新規開拓営業を
実践後、独立。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。各種団体・企業にて、研終業務に携わる。
ふみ お

感動開発研究所代表

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

おお た

太田 文夫

おお たけ しげ お

大竹 重雄

クリナップロジスティクス株式会社代表取締役社長

1979 年山形大学工学部卒業、同年クリナップ（株）入社、販売管理部、物流
部、カスタマーサポート推進部を経て、2002 年 10月クリナップロジスティ
クス（株）設立と同時に社長に就任・現在に至る。

おお たけ よし と

大武 義人

（一財）化学物質評価研究機構 理事

1972 年国立小山高等専門学校卒業（工学博士）。1982 年一般財団法人化
学物質評価研究機構入講。2002 年同高分子技術センター長、現在同理事。
2002 年〜2004 年長崎大学客員教授。2009 年長岡技術科学大学客員教
授。主に、ゴム・プラスチック材料のトラブルと対策について研究を行っている。
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。
おお もり しん

大森 信

日本大学准教授

神戸大学大学院経営学研究科博士課程終了。博士（経営学）。日本大学経済
学部准教授。経営戦略論、マネジメント論担当。研究論文「地域における起業
に関する研究－ベンチャー企業の成功要因とプロセスの論理－」著書『トイレ
掃除の経営学−Strategy as Practiceアプローチからの研究』
など多数。
おか

し ろう

岡 四郎

（特活）安全環境システム理事長

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。
お がわ とも よし

小川 智由

明治大学商学部教授

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。
おぎ の

よし ゆき

荻野 欣之

株式会社ビデオリサーチインタラクティブ 取締役

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

お ぜき けん いち ろう

尾関 謙一郎

元読売新聞東京本社宣伝部長、 明治学院大学講師

1950 年生まれ。学習院大学法学部政治学科卒。1975 年読売新聞社入
社。福島支局、社会部、経済部、経済部次長、宣伝部長、教育支援部長、プラ
ンタン銀座取締役広報担当などを歴任。2009 年明治学院大学客員教授。
著書に「メディアと広報」
（宣伝会議刊）。
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おち あい みのる

落合 稔

明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科教授

米系監査法人に勤務後、1979 年から現タカラトミー勤務、専務取締役
（CFO）。管理本部、関連事業、事業再生、M＆A や IPO の実現に取り組む。
著書「財務諸表の分析入門」
「CFO ハンドブック」ほか多数。

かざ ま

のぶ たか

風間 信隆

明治大学商学部教授 博士（商学）

現在、工業経営研究学会前副会長、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、日本経済学会連合評議員。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）
か とう ゆき と

加藤 幸人

アクタスマネジメントサービス（株）代表取締役、アクタス税理士法人 代表社員

1989 年アクタスの前進の稲村会計事務所入社、1997 年税理士登録。税
理士は、
「接客・サービス・コンサル業」であると考えに基づき、お客様本意か
つ経営視点での税務会計コンサルを提供する。短大での講師のほか税務や
会計に関する講師経験も多数。
かん だ

れい こ

神田 玲子

独立行政法人放射線医学総合研究所放射線防護研究センター上席研究員

東京大学大学院理学系研究科動物学専攻修了（理学博士）。住友金属工業株式会社
バイオメディカル事業部研究員を経て、1992 年より放射線医学総合研究所に勤務。
2011 年より現職。染色体異常等を指標にした放射線の生物学的リスクの定量化研
究や放射線リスク認知調査研究に従事。1999 年日本放射線影響学会奨励賞受賞。
きく ち

かず お

菊池 一夫

明治大学商学部准教授

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

まさ ふみ

菊池 雅史

明治大学理工学部建築学科教授（兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系

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

まさる

北野 大

明治大学理工学部応用化学科教授（兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系

1942年東京都に生まれ、1965年明治大学工学部工業化学科卒業、1972年東京都立大学大学院工学研究科
博士課程修了（工学博士）。
（財）化学物質評価研究機構企画管理部長、淑徳大学教授を経て2006年4月より現
職。経済産業省化学物質審議会委員及び産業構造審議会委員、環境省中央環境審議会委員。専門は、環境化学、
リスクコミュニケーション。2004年度日本分析化学会技術功績賞受賞、2006年度環境科学会学会賞受賞

国際社会貢献センター会員（三菱商事出身）

国際社会貢献センター会員（三菱商事出身）早稲田大学卒。 三菱商事入
社後財務部門を歩き ペルー、カナダ現法の社長（株）興人常務を歴任。 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サーを務める。
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き むら こう さく

木村 好作

くろ さわ 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。
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。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。
こ ぬま とし お

小沼 俊男

別府大学客員教授、（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。報道・教育番組等を
担当。平成元年（財）NHK—CTI日本語センター部長、エグゼクティブアナウ
ンサー。平成 17 年別府大学短期大学部初等教育科教授。PHP 認定ビジネ
スコーチ。明治大学教育会会員。
こ ばやし りゅう いち

小林 隆一

NPO法人わかみやクラブ副理事長、障害児地域生活支援事業わかみやクラブ主任指導員

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。
こ まつ ばら あき のり

小松原 明哲

早稲田大学理工学術院創造理工学部経営システム工学科教授

早稲田大学理工学部工業経営学科卒業。博士（工学）。金沢工業大学教授を
経て現職。専門は人間生活工学。著書に、
「ヒューマンエラー」
（丸善）、
「エ
ンジニアのための人間工学」
（日本出版サービス）、
「ワークショップ人間生
活工学」
（丸善）などがある。
さか い

かず お

阪井 和男

明治大学法学部教授

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
さか もと これ ま

坂本 是馬

ニットー経営研究所フェロー、亜細亜大学非常勤講師、文京学院大学非常勤講師

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

坂本 恒之

株式会社スマイルワークス 代表取締役社長

1990年、法政大学社会学部社会学科（情報コミュニケーション専攻）卒業、株式会社西武百貨店入社。商事事
業部営業企画部、ITベンチャー社長室事業開発マネージャーを担当。日本IBM ソフトウェア事業部マーケティン
グ部長兼SMBプロジェクトマネージャー、弥生株式会社新規事業担当役員を経て、2003年、株式会社スマイル
ワークス 設立、代表取締役に就任。2007年9月弥生役員を退任。2007年10月「ClearWorks」事業買収。
さき あき ひろ

㟢 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。
さわ うち たか し

沢内 隆志

明治大学名誉教授

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

せい じ

澤田 誠二

明治大学理工学部教授、一般社団法人団地再生支援協会副会長

1942 年生れ。東大院修了（建築生産専攻）。日・欧で建築設計、技術開発に
従事。清水建設勤務（1982〜2000 年）、滋賀県立大学（環境科学部・社会
計画学科）勤務（2000〜2002 年）の後現職。団地再生の国際的提唱者。建
築生産、都市計画・まちづくり関連など著書多数。
すぎ の

お

よし お

杉之尾 宜生

軍事史学会理事、 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）
すぎ もと のぼる

杉本 旭

明治大学理工学部機械工学科教授（兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系

早稲田大学大学院修士、労働省産業安全研究所機械研究部主任研究官、工学院非常勤講
師、北九州市立大学国際環境工学部機械システム工学科教授、長岡技術科学大学システ
ム安全系教授を経て、現職。NPO 安全工学研究所理事長を併任。長らく、自動化技術、ロ
ボット技術に伴う安全についてのプラスとマイナスの両面からの研究に従事。工学博士。
すず き

しげ たか

鈴木 成高

国際社会貢献センター会員（東京三菱銀行出身）

国際社会貢献センター会員（東京三菱銀行出身）一橋大学卒。東銀入行。
旧西独研修生を皮切りに独、墺、蘭、ルクセンブルグに駐在、シカゴ東銀頭取
兼東銀シカゴ支店長、新丸の内支店長を歴任、ウシオ電機（株）に転じ、欧州
子会社群社長を歴任。

シーコムス株式会社 代表取締役 玉川大学・経営学部講師

獨協大学経済学部卒業、同年ライオン油脂（現ライオン株式会社）入社。家庭
用品の営業などを担当した後、流通機能開発センターにて、主に卸店の経営改
善、物流機能強化支援を担当、2006 年 10月にシーコムスを設立し、独自の自
動発注システム（AILS）
を開発しSCMシステムの推進に取り組んでいる。
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せき ぐち とし かず

関口 壽一

たか はし ひろ し

高橋 廣司

株式会社 プロネット代表取締役社長

明治大学政治経済学部卒、扶桑監査法人入所。中央監査法人代表、新日本監査法人（現
新日本有限責任監査法人）代表社員クライアントサービス本部監査統括部事業推進室担
当常務理事、同監査業務本部事業推進室室長などを経て、2011 年株式会社プロネットを
設立。現在、同社代表取締役。株式会社パルコ社外取締役。日本ベンチャー学会理事。
たか はし まさ やす

高橋 正泰

明治大学経営学部教授 博士（経営学）

早稲田大学商学部卒、明治大学大学院経営学研究科博士後期課程を修了。小樽商科大学商学部教授を経て、1997年より
現職。その間、The Anderson Graduate School of Management at UCLA客員研究員。経営戦略学会理事。専門
は、経営組織論、経営管理論、組織行動論。主著に『組織シンボリズム—メタファーの組織論—』
（同文舘）等。最新の科学観か
ら戦略を含めた組織や組織行動を研究している代表的研究者。ポストモダンや社会構成主義の組織論者として知られている。
たけ なか

ち さと

武中 千里

NHK 広報局制作部長

1983 年 NHK 入局「クローズアップ現代」
「NHKスペシャル」などを担当
後、広報キャラクター「どーもくん」
「ななみちゃん」開発に携わる。2008 年
～11 年まで奈良放送局放送部長として平城遷都 1300 年関連番組を担当
する傍ら、趣味として寺社巡りに励む。
たけ ばやし はじめ

竹林 一

オムロンヘルスケア株式会社 執行役員 健康サービス事業統括部統括部長

1981 年立石電気（現オムロン）株式会社入社。開発プロジェクトリーダーとして
関東パスネット等大規模システムを推進。以後新規事業開発部長、 ICカード・モ
バイルソリューション推進室長、オムロンソフトウェア株式会社代表取締役社長、
オムロン直方株式会社代表取締役社長を経て 2011 年度から現職。
た

だ

ち ひろ

多田 千尋

（認定特活）日本グッド・トイ委員会理事長、東京おもちゃ美術館館長

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。
た なか なお と

田中 直人

文化学園大学服装学部助教

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

田中 雅康

目白大学大学院教授・東京理科大学名誉教授

中央大学大学院商学研究科修士課程修了。アメリカVE 協会 Fellow.CVS、日
本管理会計学会元会長。日本経営システム協会で 40 年以上にわたり「原価企
画」の研究会（530 回以上）を主宰し、また数十社に原価企画の導入指導。著書
「VE（価値分析）」
「原価企画の理論と実践」
「利益戦略とVE」など多数。
講師紹介

た

べ

い

ゆたか

田部井 豊

独立行政法人農業生物資源研究所 遺伝子組換え研究推進室室長

1985 年宇都宮大学農学部農学科卒業、同年農林水産省入省。1995 年博
士号（農学）を取得（筑波大学）。1997 年より農林水産省、2000 年より農
業生物資源研究所勤務。葉緑体形質転換系などの技術開発とともに、遺伝
子組換えのサイエンスコミニュケーションに関わる。

86 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

た むら まさ くに

田村 誠邦

株式会社アークブレイン社長、 明治大学客員教授

1954 年生まれ 東大建築学科卒。三井建設、シグマ開発計画研究所を経
て、1977 年アーク ブレイン設立。都市開発、マンション建替え等のプロジェ
クトの企画・コーディネイトを専門とする。2008 年日本建築学会賞（業績）、
2010 年日本建築学会賞（論文）受賞。
た むら ゆたか

田村 豊

愛知東邦大学経営学部教授
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。
たん の

やす こ

丹野 安子

（特活）
ビジネスネットワーク・ジャパン代表理事

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。
ちか ずみ しん いち

近角 真一

集工舎建築都市デザイン研究所所長、東京藝大講師、東洋大学大学院工学研究科客員教授

1947 年生まれ。東大卒（建築学専攻）。内井昭蔵建築設計事務所を経て現
職。一級建築士、東京建築士会理事、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計画、技術開発に従事。建築学会業績賞、
JIA 環境建築賞。NEXT21、建築再生の著書多数。
ちょう だん

趙丹

朝鮮大学校経営学部助教、 常磐大学非常勤講師

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。
ティム

クラーク

Tim Clark

筑波大学 国際経営学客員教授

1956 年米国ミネソタ州年生まれ。スタンフォード大学心理学科卒業後、ワシ
ントン大学日本語集中コース修了。84 年日本に移住。大手アメリカ企業の在
日マーケティング・アナリストなどを経て帰国。現在は筑波大学国際系学教授
に就任。
とり い

まさ はる

鳥居 正治

（株）
トヨタアカウンティングサービス エグゼクティブアドバイザー

トヨタ自動車に入社以来、経理部・原価改善部で国内・海外の原価管理の仕
組作り・実務で原低成果に貢献。2003 年から現会社でコンサルタントを推進
中。現在もトヨタ自動車の指導も続け、医療・住宅・設備業界など多くの会社
で原価管理全般の仕組作りや教育など指導中。
ひろ つぐ

株式会社ぐるなび EC 事業推進部門 トラベルグループ

2001 年、東京工業大学大学院修了（工学修士）、大手特許事務所を経て2005 年株式
会社ぐるなび入社。知的財産担当を経て、社長室長、総合政策室次長。子会社である株式
会社ぐるなび総研の立ち上げに参画。研究企画室主任研究員など。現在は、地域活性プロ
ジェクトのメンバーとして事業企画などを担当。東工大非常勤講師など。
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講師紹介

なか い

中井 博胤

はら だ

すすむ

原田 進

プラクシス株式会社代表取締役・CI＋ブランドデザイナー

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

たもつ

原田 保

ソーシャルユニバーシティ校長、 多摩大学大学院客員教授

シアーズ・ローバックで学んだ後、株式会社西武百貨店取締役企画室長、香
川大学教授、多摩大学ルネッサンスセンター教授などを経て現職。戦略研究
学会会長、地域デザイン学会会長。著書『ブラン
:
ドデザイン戦略』
（共編著、
芙蓉書房）
『 地域ブランドのコンテクストデザイン』。
ひろ はま やす ひさ

広浜 泰久

株式会社ヒロハマ 代表取締役会長

慶應義塾大学経済学部卒、山本製罐㈱を経て、18Lを中心とする業務用ブリキ容器のキャップ・口金・
手環等の部品を取り扱う総合缶パーツメーカーである廣濱金属工業㈱（㈱ヒロハマの前身）に入社。
1992年代表取締役社長を経て1998年販売会社である広浜商事㈱と合併し㈱ヒロハマになると共
に、自らの気づきに基づく経営理念を作成、そこからの経営戦略展開で2002年より全国シェアNo1。
ふじ え

まさ つぐ

藤江 昌嗣

明治大学経営学部教授・経済学博士

1978年京都大学経済学部卒業、民間企業勤務後、神戸大学大学院を経て、1984年岩手大学人文
社会学部専任講師、東京農工大学を経て、1992年明治大学助教授、93年同教授に就任、現在に
至る。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』
『 格差社会の統計分析』
『 地域再生と戦略的協働』他。
ふじ き

とし あき

藤木 俊明

Garden-City Planning 代表取締役

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。
「読むだけでプレゼンがうまくなる本」は、本講座講師
今津美樹と藤木俊明による共著による。
まえ だ

すすむ

前田 進

（株）マネジメントコア前田 代表取締役

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

まさる

増田 優

お茶の水女子大学教授

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

まる やま じゅん いち

丸山 淳一

読売新聞東京本社経済部長

1962 年生まれ。早稲田大学法学部卒。1986 年読売新聞社入社。甲府支局
を経て経済部。大蔵省、経済産業省、金融、証券、情報通信などを担当。経済
部次長を経て、論説委員として農業、運輸、税制、情報通信など担当。2010
年から経済部長。
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み

い

とも こ

三井 智子

読売エージェンシーPR 課長、 広報プロデューサー

白百合女子大学仏文学部卒。1988 年プランタン銀座入社。新聞・テレビな
ど全媒体の広報担当課長を経て 2004 年銀座三越、2007 年読売エージェ
ンシー出向。現在、官公庁やマロニエゲート、サービスエリアなど様々な業界
の PRを担当。
み

き

やす まさ

三木 康全

開発プロセス研究所代表

パナソニック株式会社元開発プロセス革新部門部長

みず た

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。
みね ぎし かず ひろ

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

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。
みや ち

しげ き

宮地 繁樹

（一財）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長

1993 年九州大学大学院分子工学科修士課程終了。同年一般財団法人化
学物質評価研究機構入講。1997 年から2000 年にかけて経済協力開発機
構（OECD）に勤務。主として、日本、欧米及びアジア諸国における化学物質
管理制度の調査、研究に従事。
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。
むら ばやし しげ ひこ

村林 榮彦

国際社会貢献センター会員（日商岩井出身）

国際社会貢献センター会員（日商岩井出身） 慶応義塾大学卒。日商岩井
（現双日）の財務・外為部門、パリ、
トロント、シカゴ、バンコックに駐在し総務
経理部門担当。 退職後 LEC 大学教授、他大学の講師を務める。

プラネット
（株）シニアインストラクター

大学卒業後、富士通㈱勤務。初めて参加したプレゼ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。中京大学大学院客員教授、
日経ビジネススクール講師、Microsoft® Office Specialist PowerPoint®
2010、米国 NLP 協会公認 NLPマスタープラクティショナー

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY 89

講師紹介

むら まつ

村松 かすみ

もり みち つぐ

森 治嗣

明治大学理工学部客員教授、東北大学大学院工学研究科博士課程修了、工学博士。

米国MIT原子力工学科客員研究員を経て、東京電力（株）技術開発研究所入社。日本機械学会
理事、日本伝熱学会理事・副会長、日本原子力学会理事を歴任。現可視化情報学会理事。1998、
2002年日本原子力学会賞技術賞受賞、2005年日本機械学会賞（技術）、2009年日本原子力
学会熱流動部会業績賞受賞。専門は原子炉工学、原子力システム及び安全工学、熱流体工学。
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

北海道生まれ。法政大学文学部哲学科卒業。国際コーチ連盟認定コーチ養
成プログラム修了。当講座の担当 10 年目。現在、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の他、東京消防庁消防学校のコーチング
専任講師も兼務して技術の普及に努めている。
やま さき のり あき

山㟢 憲昭

社会保険労務士

早稲田大学文学部卒。現在、日本雇用管理協会専務理事、社会保険労務士法人
石山事務所パートナー、社会保険労務士法人大野事務所アドバイザー。経営労
務監査の普及、人事労務のコンサルティング全般、労務関連アドバイス等の活動
を行っている。社会保険労務士総合研究機構 労務管理分科会研究員。
やま ね

ま

ち

こ

山根 眞知子

（特活）NPO 事業サポートセンター常勤理事

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。
やま もと とし や

山本 俊哉

明治大学理工学部建築学科教授（兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系

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

吉岡 洋一

明治大学商学部兼任講師・早稲田大学商学学術院特別研究員、
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

明治大学商学部商学科卒業後、株式会社十字屋、早稲田大学システム科学研究所（現早稲田大学商学
学術院）でワークデザイン（システム設計の考え方と方法）を研究、財団法人流通システム開発センター
主任研究員を経て、株式会社流通システム総合センター設立・代表取締役就任。大学では「流通産業論」
「流通・マーケテイング論」
「物流・ロジステイクス・サプライチェンマネージメント論」等を担当。松山大学で
は、地域企業との提携プロジェクトに力を入れ、食品等の分野でいくつかの人気・ヒット商品を生み出す。
よし ざわ やす ひろ

吉澤 靖博

ソーシャルユニバーシティ総合研究所主席研究員

1966 年生まれ。日本大学理工学部卒業、東京理科大学大学院総合科学技
術経営研究科修士課程修了。2010 年より現職。明治大学ビジネス・イノ
ベーション研究所客員研究員を併任。

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・明治大
学）。専門は経営戦略論、イノベーション論。
「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。
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わか ばやし ふみ え

若林 史江

ファイナンシャル・アドバイザー 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。
わ

だ

たけ はる

和田 丈晴

（一財）化学物質評価研究機構 東京事業所 環境技術部 技術第二課長

1992 年千葉大学大学院工学研究科工業化学専攻修了。同年一般財団法
人化学物質評価研究機構入講。液体クロマトグラフィー用カラムの開発、化
学物質の安全性試験業務を担当し、現在は主に環境分析、食品中の残留農
薬等分析業務に従事。

講師紹介
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［https://academy.meiji.jp］
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社会連
携機構
執務室

社会連携事務室

受付カウンター
リバティアカデミー
事務局
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明治大学黒川農場
■小田急多摩線「黒川」駅から 1.6ｋｍ
徒歩約 20 分（公共バス等の運行はありません）
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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（2012 年度入会の方は 2015 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

半

額

無

料

対 象
明治大学カード会員
福 利 厚 生 会 員（福 利 厚 生 倶 楽 部、CLUB
CCI、ふろむな倶楽部、Club Off Alliance、
ベネフィット・ステーション）
学生・生徒
リバティアカデミー特別会員
（明治大学 120 周年募金に協力し、特別会
員証を授与された方）

ご持参証明書
明治大学カード
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
学生証
特 別会員証（創 立 120 周 年
記念特別会員証）

※本学教職員（専任教職員、 兼任講師、 嘱託職員等を含む）の方は無料です。
講座初回時に教職員証等をお持ちください。

4 一度納入された入会金はお返しできません。

■入会の特典

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・カードの発行手続きが必要です。
⑴ ライブラリー・カードの発行に必要なもの
①リバティアカデミー会員証
②住所を確認できるもの（運転免許証または健康保険証）
③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）
⑵ ライブラリー・カード発行場所
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
⑶ 図書館入館ゲートについて
ライブラリー・カードをお持ちの方は、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・カー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。
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■会員更新

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
（明治大学カード会員は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 称
アカデミー・ポイント
（リベラルアーツ）
アカデミー・ポイント
（ビジネス・アドミニストレーション）

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
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）、リバティアカデミーホームページ上の「会員のページ → マイペー
ジメニュー → 講座受講履歴（AP の確認）」にて、 講座のポイントの修得状況をご確認
ください。なお、 希望者には郵送にて講座のポイントの修得状況をお知らせします。
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
15.0 時間以上 22.5 時間未満
22.5 時間以上 30.0 時間未満

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
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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
アカデミー・マスター★
シングル（リベラルアーツ）
アカデミー・マスター★★
ダブル（リベラルアーツ）
アカデミー・マスター★★★
トリプル（リベラルアーツ）
アカデミー・
ドクター
（リベラルアーツ）

10AP
20AP
30AP
50AP（※）

AP（ビジネス・アドミニストレーション）の方
アカデミー・マスター★シングル（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（ビジネ
ス・アドミニストレーション）
アカデミー・マスター★★★トリプル
（ビジネス・アドミニストレーション）
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 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。
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
オー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
50%（※ 1）

割引区分
（※ 3）
学生・生徒（※ 2）

ご持参証明書
学生証
特別会員証（創立 120 周年記
念特別会員証）

20%

リバティアカデミー特別会員

10%

明治大学カード会員
明治大学カード
福 利 厚 生 会 員（福 利 厚 生 倶 楽 部、CLUB
各福利厚生会員証または携帯
CCI、ふろむな倶楽部、Club Off Alliance、
ホームページのロゴマークなど
ベネフィット・ステーション）

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、 嘱託職員等を含む）の方は、 学生料金です。講座初回に教職員
証等をご持参ください。

■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、 開講日から起算して 7日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）を返金いたします。 返金は銀行振込になります。なお、 当
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該年度内に返金手続きに必要な書類をご提出いただけない場合は、 返金の権利を放
棄したものとみなします。

■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、キャンセル 1 回（同
時に複数講座をキャンセルする場合、 キャンセル料の高い方を適用）につき下記の
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。なお、 当該年度内に返金
手続きに必要な書類をご提出いただけない場合、 返金の権利を放棄したものとみなし
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®IP、 TOEFL®ITP 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、
受講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）
。
7 教室内では許可なく録音・録画・撮影することはできません。
2011 年 10 月改定
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入会・講座に関する

Q＆A

講座申込について
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 クレジットカードまたはコンビニでのお支払いとなります。
インターネットからクレジットカードでお支払いいただく方法と、 所定の振込用紙でお近くのコンビニ
にてお支払いいただく方法の 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 原則的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。一部、 連絡を要する講座につきましては、 講座初回にご案内します。

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。
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お申し込み・お問い合せ

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

