ビジネスプログラム
2013前期 B U S I N E S S P R O G R A M

会員受付／2013年3月1日
（金）10時30分〜

てき

創利工夫 講座覿面
一年発智で頑張ろう！

受付開始日 一般受付／2013年3月5日（火）10時30分〜

明治大学 リバティアカデミー
MEIJI UNIV. LIBERTY ACADEMY

リバティアカデミーへ ようこそ
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

本年度は新しい講座拠点も増えて、
より一層の会員の皆様の学びへの
ご期待に添えるよう、
リバティアカデミー関係者一同
頑張ってまいりますので、
よろしくお願いいたします。
明治大学
リバティアカデミー長

大友 純

（おおとも じゅん）

この「2013年度明治大学リバティアカデミー
講座プログラム」をご覧いただいている会員の皆
様、そしてこれから学びの道を志してみようとし
ている皆様に、本年も多様な内容の講座企画をお
届けしたいと思っております。
昨年度は新たにアグリサイエンスアカデミー講
座の拠点として川崎市麻生区に黒川農場を開設し、本年度からは生田キャン
パスにおいても地域特性を活かした講座を展開する運びとなりました。さら
に本年度から中野キャンパスが開設され、国際日本学部と新設の総合数理学
部に関連する現代社会を象徴するような多彩な講座の拠点が誕生いたしま
した。従来のお茶の水神田駿河台キャンパスや杉並区明大前和泉キャンパス

オープン講座

●リバティアカデミー事務局は、アカデミー

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。

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
80〜82ページ

特別企画講座

ポイント制度

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。

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

ムを受講される方向けの2区分があります。
ビジネスプログラムを受講される方の称号

教養・文化講座
明治大学10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

は、
「明治大学アカデミー・マスター
（ビジネ
ス・アドミニストレーション）
」
です。この称
号を目指して継続的な学習に励み、
その成果
を社会に活用されることを願っています。

まで、幅広い好奇心に応える豊富なラインナップ

➡ ポイント制度の詳細は85ページ

を取り揃えています。

会員更新の期限は、
3 月 31 日までです。
お忘れなく！
！（*1・2）

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。

2010年 度 に ご 入 会・更 新 の 方（有 効 期 限
2013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（*3）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。2013年3月31日 ま で の「会 員
更新」
には、
お得な割引があります。

も含めて、一層興味深い多数の講座企画で皆様のご期待に添いたいと思って
おります。
昨今のわたしたちの日常生活の周辺においては、低迷し続ける経済状況や
複雑な外交関係などの影響がじわじわと表れてきています。それら諸問題を

お得な割引

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

深く掘り下げたり、わたしたちの行く末を考えてみたりするために多くの先

など、様々な分野でのスキルアップを目指すプロ

人たちの残してくれた知的資産をフル活用するにこしたことはありません。

グラム。各専門教育機関で実績のある講師陣が講

そのためにも「教養・文化」
「ビジネス」
「資格･実務･語学」の３プログラムを有
効にご活用いただければ幸いです。
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講
師および事務局スタッフ一同楽しみにしております。

リバティアカデミー講座
「中野キャンパス」
「生田キャンパス」
開設記念
2013年度に「中野キャンパス」
「生田キャンパス」で実施する講座にお申込の方
に限り、入会金3,000円
（3年度間有効）が無料になります。
※既に他講座で入会手続をされた方には適用されませんので、ご了承ください。
※オープン講座は対象外になりますのでご了承ください。
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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。

手数料 2,000 円（＊4）で、 3 年度間の
会員更新ができます。
より1,000 円お得 !
再入会（＊5）
（＊1）
会員更新は3月1日から受付を開始します。
但し、
3月31日は日曜日のため、
HP及びFAXのみ
（＊2）
の対応となります。
会員更新のみもお受けいたします。
但し、
「再入
（＊3）
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。
（＊4）
3月31日までに更新をされずに、
4月1日以降、
受
（＊5）
講申込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円と講座のお申し込みが
必要になります。

➡ お申込方法のご案内は6・7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、84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。

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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2013 年前期 ビジネスプログラム
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明治大学専門職大学院クローバル･
ビシネス研究科教授 ほか

株式投資ゼミナール
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亜細亜大学名誉教授
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明治大学経営学部教授 ほか

通貨を知れば激動のグローバル経済が見えてくる
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国際社会貢献センター会員 ほか
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明治大学名誉教授 ほか

47
48
49
50

落合 弘樹

明治大学文学部教授 ほか

14 情報を読む力、
学問する心

長尾 真

京都大学名誉教授

56 コーチング・アドバンス
57 ビジネス・スピーキング

森山 展行

日本コーチ連盟

小沼 俊男

元ＮＨＫアナウンサー

15 阿久 悠論−文化水流・神田川点描−

吉田 悦志

明治大学国際日本学部教授

58 人を動かすビジネスプレゼンテーション

村松 かすみ

プラネット(株)
シニアインストラクター

阿部 芳郎

明治大学文学部教授 ほか

59 心のリスクマネジメント

阪井 和男

明治大学法学部教授 ほか

中小企業・ベンチャー
60 NPO法人の経営学
MOT

坂本 恒夫

明治大学経営学部教授 ほか

向殿 政男

明治大学理工学部教授 ほか

澤田 誠二

前明治大学理工学部教授 ほか

小笠原 泰

明治大学国際日本学部教授

【明治大学図書館共催】

16

【川崎市教育委員会連携事業】

縄文の生業と社会

17 Our Curriculum & Support
18 法人向けサービス
戦略とマネジメント
20 経営戦略セミナーⅠ

高橋 正泰

明治大学経営学部教授 ほか

21 組織を考える

高橋 正泰

明治大学経営学部教授

黒田 兼一

明治大学経営学部教授 ほか

23 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

24 21世紀に活躍できる人材とは
25 日本海軍の「失敗の本質」
26 経営ゼミナール ドラッカーに学ぶ

阪井 和男

22

【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・法務

明治大学法学部教授 ほか

藤江 昌嗣

明治大学経営学部教授 ほか

風間 信隆

明治大学商学部教授

マーケティング
27 マーケティング・ゼミナール
28 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

大友 純

明治大学商学部教授 ほか

30 小売ビジネスのマーケティング戦略

菊池 一夫

明治大学商学部教授 ほか

大友 純

明治大学商学部教授 ほか

今津 美樹

WinDo s代表取締役 ほか

井上 祟通

明治大学商学部教授

藤江 昌嗣

明治大学経営学部教授 ほか

吉岡 洋一

前明治大学商学部兼任講師 ほか

吉岡 洋一

前明治大学商学部兼任講師

池田 敬

明治大学農学部准教授 ほか

大倉 学

明治大学経営学部教授

﨑 章浩

明治大学経営学部教授

碓氷 悟史

亜細亜大学名誉教授

碓氷 悟史

亜細亜大学名誉教授

﨑 章浩

明治大学経営学部教授 ほか

大槻 晴海

明治大学経営学部准教授 ほか

31 一気にマーケティング・コミュニケーションの
コツ を学んでしまおう！
32 ネットマーケティング＆ビジネスモデルデザイン実践講座
33 今日求められているマーケティングとは何か
34 デザインからみた地域ブランディング
35 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ポイントを学ぶ
36 中小企業の新商品・サービス開発とビジネス活性化戦略
植物工場
38 植物工場
財務・金融
40 財務諸表の見方・読み方（平日夜間コース）
41 財務諸表の見方・読み方（土曜集中コース）
42 財務分析入門（平日夜間コース）
43 財務分析入門（土曜集中コース）
44 VE（価値分析・価値工学）入門講座
45 「ヒット商品」を生む新商品開発セミナー
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62
64

【米国UL 寄付講座

明治大学安全学研究所後援講座】

安全学入門

【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

中野
65 加速化する不可逆なグローバル化が、我々に意味するもの
66 講師紹介
80 キャンパスマップ・施設案内
84 入会と受講のご案内（入会規約）
88 入会・講座に関するQ＆A
89 入会・受講申込 FAXフォーム（個人会員用）
91 明治大学カードのご案内

教養・文化講座、 資格・実務・語学講座の詳細は、 パンフレット「2013 年
前期 教養・文化講座」
「2013 年前期 資格・実務・語学講座」
（無料）をご
請求ください。
ホームページから

https://academy.meiji.jp

電話・FAXでもどうぞ

TEL：03-3296-4423

FAX：03-3296-4542
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お申込方法のご案内
会員受付▶3月1日（金）10：30〜
一般受付▶3月5日（火）10：30〜

お申込は
3方法

講座申込から受講までの流れ

リバティーアカデミー入会金※
3 年度間有効 ￥3,000
※2013年度 生田・中野キャンパス開設講座にお申込いただいた場合に限り、
入会金3,000円が無料と
なります。
詳しくは、
2ページをご参照ください。

Webサイトからのお申込・お支払

2

入会申込・
受講申込

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

https://academy.meiji.jp

FAX

03-3296-4542

TEL

03-3296-4423
FAX・電話でのお申込・お支払（FAXフォームは89ページ）

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

1

WEB

4
受講開始

1

2

入会申込・
受講申込

お支払

コンビニ
でのお支払

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

・お申込の受付後、事務局より請求書ハガキをお送りします。
お近くのコンビニエンスストアにてお支払ください。
・FAX、電話でのお申込では、クレジットカードの取り扱いはしておりません。
カード支払いをご利用の方は、Webサイトからお申し込みください。

受講案内の到着・確認／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。

お支払は、クレジットカード コンビニでのお支払 が選べます。

■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。

使用可能クレジットカード
UC
●DC
●

VISA
MUFG

マスター
UFJ

●

●

●

●

JCB
NICOS

ダイナース
アメリカン・エキスプレス

●

●

●

●

■コンビニでのお支払

・アナウンスに従い、
手続きを進めてください。
・お申込の確定後、
ご登録のメールアドレスにお支払方法についての情報を
送信します。
指定の期日までに、お近くのコンビニエンスストアでお支払い
ください。
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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）

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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受 講 の ご 案 内
●割引制度

割引特典を受けるためには、
自己申告が必要です。
お申込みの際に自己申
告がない場合は、割引特典は適用されません
（割引の併用はできません）
。

割引対象外講座
オープン講座・特別企画・TOEIC®IP・TOEFL ITP®
※この他にも一部対象外となる講座があります。

割引率

50%（※1）
20%

10%

割引区分

ご持参証明書

（※3）
学生・生徒（※2）

学生証

リバティアカデミー
特別会員法人会員

特別会員証
社員証またはそれに
準ずるもの

明治大学カード会員
福利厚生会員

明治大学カード
各福利厚生会員証または
携帯ＨＰのロゴマークなど

（福利厚生倶楽部、
ＣＬＵＢ ＣＣＩ、
ふろむな倶楽部、
Ｃｌ
ｕｂ Ｏｆ
ｆＡｌ
ｌ
ｉ
ａｎｃｅ、

講座のお申込・ご受講にあたっては、
以下について特にご注意ください。

●臨時休講について

自然災害等の発生時には、以下の基準に従い【表１】のとおりの措置を取ります。
◆台風などの自然災害
【駿河台・和泉・中野キャンパス】
東京２３区内に暴風・大雪警報が発令されたとき
【生田キャンパス・黒川農場】
神奈川県全域に暴風・大雪警報が発令されたとき
◆交通機関の運休
【駿河台・和泉・中野キャンパス】
・JR
（山手、
中央、
総武、
京浜東北、
常磐、
埼京）
各線のうち、
２線以上が運休
・私鉄各線
（東武・京成・東急・京王・西武・小田急・京浜急行・東京メトロ）
および都営地下鉄のうち、
３線以上が運休
【生田キャンパス】 小田急線の運休
【黒川農場】 小田急線または京王線の運休
【表１】

ベネフィット・ステーション）
※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。

●受講キャンセル

お申込み後に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。
また、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込みください。

午前の講座

１２：００以降に
開始の講座

１８：００以降に
開始の講座

通常通り開講

通常通り開講

通常通り開講

７：００〜１０：００

休講

通常通り開講

通常通り開講

１０：００〜１５：００

休講

休講

通常通り開講

１5：００〜１５：００

休講

休講

休講

解除時間
〜 ７：００

その他、大学が休講措置を取った場合にはこれに準じます。台風の接近が
予期される場合には、休講のご連絡を個別に行うこと、
またはホームペー
ジにお知らせを掲載することがあります。

※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。

※ＴＯＥ
ＩＣ®Ｉ
Ｐ、
ＴＯＥＦＬＩ
ＴＰ®については、
入金後のキャンセルはお受けできません。

◆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
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１,０００円

3,０００円

詳細につきましては、
84ページからの
「入会と受講のご案内
（入会規約）
」
をご確認ください。
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2013年度リバティアカデミー開講オープン講座

明治大学連合駿台会寄付講座

─ 運が尽きた後の50人の生き方─

─ 情熱のリーダーシップ─

「辞めても幸せ」
4月13日（土）

心をつかみ続けるマネジメント

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

6月21日（金）

コーディネータ

ひで とし

おお とも

清武 英利

ジャーナリスト
（元読売新聞編集委員）

じゅん

大友 純

明治大学商学部教授

1950年宮崎県生まれ。
1975年読売新聞入社、
社会部次長、
中部
社会部長、
編集委員。2004年巨人軍球団代表。2011年11月、
解
任され係争中。著書に
『巨魁』
（ワック）
『
、
「巨人軍改革」
戦記』
（新
潮社）
『
、会長はなぜ自殺したか』
（同、
共著）
『
、Yの悲劇』
（講談社、
共著）
など。

お電話かHPからお申し込み下さい。

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp
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※詳細はHP等にて
お知らせいたします。

「先義後利」
＝義を先にして利を後にする者は栄え
る。
「諸悪莫作 衆善奉行」
＝諸悪をなすなかれ、
多くの
善行を行え。
「人の利するところにおいて、
われも利す
る」
。
この大丸と松坂屋の企業理念と伝統精神は今も
なお脈々と続いています。
共通するのは
「お客様第一
主義」
「
、社会への貢献」
。
高質・新鮮・ホスピタリティを徹底追及し、
時代の変
化に即応した商品・サービスをお客様に提供し続ける
ことで、比類なき支持を集めている大丸松坂屋百貨
店。その経営改革の道のりは極めて厳しいものでし
た。
そのような中、
１３人抜きで社長に抜擢され、
「現場
の意識を変える」
ことで劇的な経営改革を成し遂げて
きた、
人の心をつかんで動かすマネジメント術とは。
歴史的な大転換期にある日本社会において、新し
い時代を切り開いていくために、
自分の人生をどうい
う風に生きるのか、
自分の人生を意義あらしめる価値
観とはなんなのか。
あふれる情熱と実践から生まれる
人財について、
「情熱のリーダーシップ」
について、
山
本社長にすべてを語っていただきます。

講師紹介
やま もと

りょう いち

山本 良一

株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役社長

1973年明治大学商学部卒業。同年株式会社大丸に入社。大阪・梅田店営業企画部長、
同社理事
本社百貨店業務本部営業改革推進室長 兼 営業企画室長を経て、
2003年に代表取締役社長 兼
最高執行責任者に就任。
経営統合により2010年に発足した株式会社大丸松坂屋百貨店の初代
代表取締役社長に就任。
明治大学連合駿台会会員。

お申し込み

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700名）
リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。

TEL

開講19：00
（〜20：30）

講座趣旨

退職、休職、廃業、
リストラ・
・
・さまざまな挫折の後
も人生は続いていきます。
そうした試練の時、運が尽きたように思える後に、
人間としての真価が問われます。強者ではない若者
や女性、
若くはないサラリーマン、
富裕者ではない退
職者は、
この雇用不安と低成長の時代にどうすれば
「社畜」
とならず、
誇り高く生きていけるのでしょうか。
ソニーには、
「会社を辞めても幸せ」
と言い切る退
職者の群れがあります。15年前に100年の歴史を閉
じた山一證券には、
自主廃業の混乱の中で進んで貧
乏くじを引いた人たちがいました。
恨み言を飲み込ん
で転々と再就職して生きぬく女性社員も多いのです。
彼らのような会社を辞めた、
あるいは退かざるを得
なかった、
トップから後列の女性社員まで50人の人々
をインタビューし、
その回答をもとに、
挫折の後も
「自
分を誇りに思える」
という生き方について考えます。

きよ たけ

開場18：30

会場／駿河台キャンパス リバティタワー教室

講座趣旨

講師紹介

オープン講 座

オープン講 座

駿河台キャン パ ス

13170002

講座コード

●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。
●会場はキャンパスマップ
（80ページ）
を
ご参照ください。
●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。

■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

●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。
●会場はキャンパスマップ
（80ページ）
を
ご参照ください。
●リバティアカデミーオープン講座は、
会員の方以外も広く受講いただけます。
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駿河台キャン パ ス

13170001

講座コード

講座コード

13170004

講座コード

太平洋諸島学 事始め

オープン講 座

PIC
（太平洋諸島センター）後援

幕末・明治の人間模様と時代考証

─ 太平洋の島々からみる国際社会と日本─

5月25日（土）

講座趣旨
観光地として人気のあった太平洋諸島が、近年、海洋資源という意味で世界的に関心を集めるよ
うになっています。2012年5月に沖縄で太平洋・島サミットが政府主催で開催されましたが、これは
日本にとって太平洋諸島がいかに重要であるかを反映した『集まり』になりました。ただ、
『ここ』でも
国際関係が大きな陰を落としました。この会議に政治的理由で欠席した国も出ました。これまで平和
で国際的な紛争とは無縁であった太平洋諸島も、大国間の世界的戦略とは無縁でなくなってきた様
子です。この講座では太平洋諸島が抱える課題や問題、それに利点などを理論的な側面と実務的な
視点から検討しようとしています。太平洋諸島が抱える難問だけをとり上げるのが、この講座の目的
ではありません。太平洋諸島にあって日本に乏しい時間的な余裕や文化的な豊かさを分析し、それを
起点に「太平洋諸島学」という分野の確立を目指すことが、この講座の目標になっています。

※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

講座趣旨

明治大学名誉教授

1966年カリフォルニア大学バークレー校政治学部卒業（B.A.）。1973年南カリフォルニア大
学大学院政治学部博士課程卒業（Ph.D.）。2008年3月まで明治大学副学長・大学院長。元国際
連合行政専門委員会委員。現在、国際行政学会副会長、日本自治体危機管理学会会長、自治大学
校特任教授。2007年にマレーシア政府から叙勲。著書に『自治体主権のシナリオ』『
、東京市政
と都市計画』『
、アメリカの地方自治』
（単著）など。

6月29日（土）

開場13：30

（〜15：30）
開講14：00

会 場／駿河台キャンパス リバティタワー教室

※会場は決定次第HP等で
お知らせいたします。

講座趣旨
21世紀に入り、世界の目は海洋へと向けられております。
２０１２年５月に沖縄で開
催された第６回太平洋・島サミットでは、
かつてないほどの大きさで国際マスメディア
による報道がなされました。
また、
このところの日本における、尖閣諸島や竹島などの
海洋領土問題への関心も急激な高まりを見せています。
これらは、海洋問題や海洋地
域への関心度が低かった一般日本人の意識を変化させることにつながっています。海
洋大国としての日本を見た時に、広大な太平洋に広がる島嶼国との関係に目を向け
ることで、
日本の外交や経済、
あるいは環境問題などの国際的な課題について捉える
知見を身につけていけることでしょう。本講義は，
「太平洋諸島学」
という学問と政策
を融合させた新たな研究視点から、
日本と太平洋の関係における将来性について太
平洋諸島学会会長より論じていただきます。後期の連続講義(予定)につながるスター
トラインの位置づけとなる講義です。

講師紹介
小林 泉

大阪学院大学教授・
(社)太平洋諸島地域研究所理事
国際関係学専攻。博士
（農業経済学）
。太平洋諸島学
会会長。
「第５回及び6回太平洋・島サミット有識者
懇談会」
座長。著書に
『太平洋島嶼諸国論』
『
、アメリ
カ極秘文書と信託統治の終焉』
（大平正芳記念特別
賞受賞）
『
、南の島の日本人』
がある。

お申し込み
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120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。

03-3296-4423

URL

https://academy.meiji.jp
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大河ドラマ
「八重の桜」と時代考証
〜幕末時代劇の見どころ〜

講座趣旨
大河ドラマを陰で支える重要な要素「時
代考証」。今年の大河ドラマでは、幕末も
のに不可欠な西洋兵学・武器考証に、特に
力を入れています。歴史的事実とドラマ的
真実をどこまで整合させるか、番組制作
のエピソードを交えつつ語ります。これを
聞けば「八重の桜」がもっと面白くなりま
す。

会津若松戦争之図
（明治大学博物館所蔵）

講師紹介

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。

■受 講 料

TEL

「八重の桜」の主人公である新島八重
の出身地である会津藩は、戊辰戦争で最
も辛酸をなめた藩であり、勝者である薩
摩・長州両藩に対する怨嗟は今なお濃い。
しかし、会津藩は多くの人材を世に送って
いる。会津出身者が薩長藩閥と対抗しつ
つも、時には彼らと提携し、近代日本の建
設に積極的に加わっていったことを、八重
の夫で同志社創設者である新島譲、ある
いは八重の兄で京都府議会初代議長を務
めた山本覚馬にも触れつつ考えていきた
い。

■ 太平洋諸島センターとは？

こ ばやし いずみ

第二部講演

幕末・明治の会津と薩長

あきら

中邨 章

開講13：00
（〜16：00）

会場／駿河台キャンパス リバティタワー地下1階1001教室

コーディネータ
なか むら

開場12：30

●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。
●会場はキャンパスマップ
（80ページ）
を
ご参照ください。
●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。

おち あい

ひろ

き

おお もり

落合 弘樹

明治大学文学部教授
専門は幕末・維新史。
武家の解体という
側面を中心に明治維新を再検討してい
る。
著書に
『秩禄処分―明治維新と武士
のリストラ―』
（中公新書 1999年）
『
、明治国家と士族』
（吉川
弘文館 2001年）
『
、西郷隆盛と士族』
（吉川弘文館 2005年）
など。

NHKドラマ部
チーフディレクター［考証担当］
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。

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

よう へい

大森 洋平

https://academy.meiji.jp

●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。
●会場はキャンパスマップ
（80ページ）
を
ご参照ください。
●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。

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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駿河台キャン パ ス

オープン講 座

駿河台キャン パ ス

13170003

講座コード

13170005

開場13：30

開講14：00
（〜15：30）

会場／和泉キャンパス 和泉図書館 1階 ホール

オープン講 座

明治大学図書館共催

阿久 悠論
─文化水流・神田川点描─

中野区後援

5月11日（土）

開場12：30

開講13：00
（〜14：30）

会場／中野キャンパス５階ホール

講座趣旨

講座趣旨

明治大学和泉図書館は新築開館して１年めを迎え
ます。
この和泉図書館は「知の交流拠点〜人と人、人と
情報を結ぶ架け橋として〜」
というコンセプトのもとに、
その役割を担い、
この１年間に多くの学生、教職員に
加えて、杉並区民の方々、区内の協定大学の関係者等、
広く学内外の方々に情報を提供してまいりました。開
館した５月は図書館振興の月であり、
４月３０日は図書
館法制定を記念した「図書館記念日」です。
これを機に、
加えて和泉図書館が２年目の歩みを踏みだすにあたり、
オープン講座を開催します。講師に前国立国会図書館
長である長尾真先生をお迎えし、先生ご自身の歩まれ
た道を通して、情報がもつ力、情報が人に与える力に
ついて、お話をうかがいます。図書館の今後の歩みへ
の示唆をいただくだけではなく、
この講座に集うひとり
ひとりが先生のお話を通じて、力を得、新たな歩みがで
きる機会となることを願っております。

井の頭公園を源流とする神田川は、荻窪、永福、
中野、早稲田、お茶の水から柳橋を経て隅田川に
至ります。その流域には与謝野晶子、太宰治、井伏
鱒二、棟方志功、永井荷風らが住みました。今回は、
中野キャンパス開設記念として、昭和歌謡の巨星・
阿久悠の人と仕事について、井の頭公園やお茶の
水などを話題に取り込みながらお話しします。阿久
悠の「青春時代」は聖橋がかかる神田川流域にあ
りました。阿久悠が学んだ明治大学駿河台キャン
パスも、あるいは、和泉キャンパスも、ここ中野キ
ャンパスも文化水流としての神田川流域に位置し
ます。阿久悠作詞「青春時代」や「青春のたまり
場」、そして「津軽海峡・冬景色」
「北の宿から」
「UFO」など名作の数々を取り上げ分析します。驚
異の作詞家、天才的作詞家の実像に迫りたいと思
います。

講師紹介
なが

お

まこと

長尾 真

京都大学名誉教授・前国立国会図書館長

コーディネータ
さか

た

よう

1936年生まれ。京都大学工学博士。専門は情報工学。京都大学元総
長。
元独立行政法人情報通信研究機構理事長。
国際科学財団より日本国際賞、フランスよりレジオンドヌール勲章
シュヴァリエ賞を受賞。
2008年度文化功労者。
主な著書に
『電子図書館』
（岩波書店、
1994）
『
、
「わかる」
とは何か』
（岩
波 新 書、2001）
、
『情 報 を 読 む 力、学 問 す る 心』
（ミ ネ ルヴァ 書 房、
2010）
などがある。

講師紹介
よし

こ

日本図書館文化史研究会前代表。
明治大学図書館情報学研究会会長、
日本図書館情報学会監事。
図書の文
化史および地域情報サービスが研究課題。国際基督教大学教養学部卒、
東京大学大学院教育学研究科修
士課程修了。
教材用ＤＶＤ監修
『図書の文化史―明治大学図書館所蔵資料』

お申し込み
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120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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●受講料は、
当日
「会場受付」
にて
お支払いいただきます。
●和泉キャンパスは、
京王線／井の頭線
「明大前」
徒歩5分。
●会場はキャンパスマップ
（80ページ）
を
ご参照ください。
●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。

えつ

し

明治大学国際日本学部 教授・博士（学術）

昭和46年明治大学卒、
同大学院博士課程単位取得退学。2008年埼玉大学にて博士
（学術）
取得。日本近世近代の文芸。
『上司小剣
（かみずかさしょうけん）
論』
『事件
『大逆』
の思想と文
学』
『きみに語るー近代日本の作家と作品』
などの著書がある。
近年、
「大学史の中の文化史̶
明治大学̶」
をテーマに研究。
2011年共著
『明治大学小史̶人物編』
を出版。
古賀政男・阿久
悠など18名について執筆した。
2012年4月学内に
「昭和歌謡史研究会」
を発足させて、
古賀
政男や阿久悠の共同研究を開始した。

阪田 蓉子 元明治大学文学部教授・日本図書館文化史研究会前代表

■受 講 料

だ

吉田 悦志

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400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

●受講料は、
当日
「会場受付」
にて
お支払いいただきます。
●中野キャンパスは、
JR
「中野」
徒歩8分。
●会場はキャンパスマップ
（81ページ）
を
ご参照ください。
●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。

https://academy.meiji.jp
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中野キャン パ ス

オープン講 座

和泉キャン パ ス

情報を読む力、学問する心
4月27日（土）

13170006

講座コード

講座コード

13170007

オープン講 座

生田キャン パ ス

理論と実践、活力あるリーダーを育てたい

Our Curriculum ＆ Support

縄文の生業と社会

レクチャー 経営科学の基礎力をつける
川崎市教育委員会連携事業

8月3日（土）

開場12：30

開講13：00
（〜16：00）

会 場／生田キャンパス 地域産学連携研究センター多目的室

講座趣旨

講師紹介
べ

よし ろう

と いずみ

阿部 芳郎

縄文時代の資源利用を主なテーマとし
て、
遺跡を発掘しながら、
なぜそこに遺
跡が残されたのか、
またどのような社会が営まれたのかを考
えている。
近年は関東地方の縄文時代後期から晩期の地域社
会の復元に取り組んでいる。
専門は先史考古学。
くり しま

よし あき

縄文時代は多様な資源を利用した時代
である。
石器の石材をはじめ、
装飾石製
品のヒスイやコハク、
森林資源としてのドングリや木材など
多種多様である。
またこれらの資源には広く流通するものも
あり、
当時の社会の特徴を反映している。
現在はこうした資
源利用の在り方から縄文社会の特質を解明する研究を進め
ている。
専門は先史考古学。
だ

くに

じ

早稲田大学講師
（日本先史文化研究所研究推進員）
遺跡から発見される動物遺存体
（貝殻や
骨類など）
は、
道具や施設からだけでは
わからない、
当時の人々のくらしを知るための重要な資料で
ある。
現在はその中でも二枚貝の成長線分析から、
貝の採集
季節を分析し、
地域や時代に適応した生業活動の多様性を解
明する研究を進めている。
専門は動物考古学。

栗島 義明

さいたま史跡の博物館学芸員
（日本先史文化研究所研究推進員）

たけ

樋泉 岳二

コーディネータ 明治大学文学部教授
（日本先史文化研究所所長）

よし

たに はた

み

ほ

谷畑 美帆

日本先史文化研究所研究推進員
ヒトの体は成長の過程や、
生活環境によ
って変化するが、
その中には病気や怪我
などの痕跡が骨に刻まれていることが
ある。
そのため、
遺跡から発見される人骨は、
当時の人々の生
活や文化伝統を知ることが出来る重要な情報源となる。
現在
は縄文時代から弥生時代への変化を古病理学や形質人類学
から検討をすすめている。
専門は古病理学・考古科学。

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。

東京大学総合研究博物館特招研究員
（日本先史文化研究所研究推進員）
考古学資料を理化学的な手法で分析することによって、
外観ではわからない年代や材質についての多くの
情報を取り出すことができる。
また、
人骨や土器に付いたおこげの安定同位体分析から当時の食性を知るこ
ともできるようになってきた。
現在は同位体を利用して遺跡や遺物の年代測定や古食性の解明、
漆の産地推
定等を進めている。
専門は年代学・考古科学。

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。

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。

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100名）
リバティアカデミー事務局までお申し込み下さい。
お電話かHPからお申し込み下さい。

03-3296-4423

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。

会員期間中、大学図書館の閲覧・閲覧席の利用ができます

お

吉田 邦夫

TEL

事例研究 ビジネス・リーダーに企業の成長力を学ぶ

ゼミナール 変革する時代を読み解く発想力を高める

本講座は明治大学日本先史文化研究所が推進している研究成果を広く一般の方に周知する目的
で企画しました。そのため、オープン講座は各講座担当者の新しい研究手法の平易な紹介から始ま
り、最新の成果を紹介します。とくに資源利用・地域社会など共通のキーワードを用いた議論を展開
し、以後の通常講座へとつながります。
縄文文化は、氷河期が終わり地球温暖化によって海や山の環境が大きく変わった中で成立しまし
た。縄文人はどのように環境に適応し、またどのような技術をつかって生活を営んだのか。本講座で
は先史考古学・動物考古学・年代学・形質人類学などの異なる手法から、縄文時代の実像を複眼的に
描き出します。また明治大学日本先史文化研究所が推進している最新の研究成果を紹介します。

あ

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。

URL

https://academy.meiji.jp
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●受講料は、
当日
「会場受付」
にて
お支払いいただきます。
●生田キャンパスは、
小田急線
「生田」
南口徒歩10分。
●会場はキャンパスマップ
（82ページ）
を
ご参照ください。
●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。

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84ページをご参照ください。

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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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

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）
所定の大学の審査を経てご入会手続き完了となります。
詳しくは法人担当まで
「法人会員案内」
をご請求ください。
TEL：03‐3296-4423
WEB：http://academy2.meiji.jp/information/houjin.html

主な法人会員

●株式会社ビジコム

●株式会社プルータス

●野口精機株式会社

●株式会社ナガホリ

●シチズン時計株式会社

●岡部株式会社

●日本マルチメディアサービス株式会社

●株式会社小田急百貨店

●株式会社ヴィエント・クリエーション

●ＮＰＯ法人住宅外装テクニカルセンター

●株式会社イノベーショントラスト

●新日本無線株式会社

●株式会社エトワール海渡

●キッコーマンビジネスサービス株式会社

●株式会社タカムラ

●サンウェーブ工業株式会社開発企画部

●株式会社ナイキジャパン

●春日電機株式会社

●株式会社オープンループ

●ミニストップ株式会社

●神奈川県住宅供給公社

●能美防災株式会社

●株式会社損保ジャパン人財開発

●富国紙業株式会社

●フォーデイズ株式会社

●株式会社しんきんカード

●ダイセル・エボニック株式会社

●株式会社ジェイアール東日本

●特許業務法人ウィルフォート

パーソネルサービス

国際特許事務所

●マックス株式会社

●株式会社ファルテック

●エプソン販売株式会社

●株式会社オリエンタルランド

●株式会社ULJapan

●ピジョンハーツ株式会社

●株式会社第一ヒューテック

●ベンキュージャパン株式会社

●株式会社細川洋行

●株式会社ルーツビジネスサポート

●株式会社トヨタレンタリース栃木

●朝日印刷工業株式会社

●日活株式会社

●富双合成株式会社

●国士舘大学附属図書館

●ダイナムユニオン

●日本トイザらス株式会社

●平川社労士・行政書士事務所

●薬樹株式会社

●株式会社サンリツ

●株式会社ディスタント・ビュー

●SENBAFoods株式会社

●株式会社トランストラクチャ
●日本アスペクトコア株式会社
ライブラリーサービス営業部
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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」
「幹部職員マネジメントスクール」
●非営利団体向け「中堅職員ビジネススクール」
●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

●安全を現場から考える
「施設・設備の安全と防災」

●安全を基礎から考える
「安全学概論」

「生産現場における安全活動実践論1・2」

「リスクアセスメントの考え方と手法」

［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］
●消費者の欲望分析とプロモーションの重要性

●ブランド化と製品計画
●マーケティング競争の理論と価格戦略

［事例4］株式会社メディアポート成田 様

［研修時間］
540分
（90分×6回）

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
●マーケティング・コミュニケーション思考の重要性

［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

●製品の本質と製品コンセプトの重要性
●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）

●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

2013年1月現在
（順不同）
詳しくはホームページにて

http://academy2.meiji.jp/information/kensyu.html
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駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13110001

経営戦略セミナーⅠ

13110002

―戦略と組織を考える―

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
ミンツバーグ『戦略サファリ』東洋経済新報社、大月 博司『組織変革とパラドックス』
（改訂版）同文舘出版
ウィッティントン『戦略とは何か？：本質を捉える４つのアプローチ』慶應義塾大学出版会
参考文献
G.ジョンソン他（高橋正泰監訳）
『実践としての戦略－新たなパースペクティブの展開ー』文眞堂
Ｓ．デニング（高橋正泰・高井俊次監訳）
『ストーリーテリングのリーダ―シップー組織の中の自発性をどう引き出すかー』白桃書房
日程

講義内容
戦略と組織変革
5/9
1
講座を始めるにあたって、経営戦略論が経営学で論じられるよう
（木）
になった時期と背景、そして理論的な位置づけを概説します。
戦略を実現する組織
5/16
2
80年代から盛んに議論されたポジショニング戦略論や資源ベース戦略論を
（木）
比較検討し、それらの限界を克服する新しい戦略と組織の関係を検討します。
ダイナミック・ケイパビリティを活かす組織変革
5/23
組織能力が競争優位の源泉とみなされてきましたが、特にダイナミック・ケイパビリティとい
3
（木）
う新しいコンセプトに注目し、それを実現する組織の在り方を実現する変革について考えます。

講師
高橋

大月

大月

経営戦略論のオルタナティヴを探る
5/30 我々がイメージするいわゆる経営戦略論には気になる問題点があります。それは戦略を策定する段階で、世の
4
宇田川
（木） 中を全て見通せる千里眼を持っている必要があるという無理難題があることです。この回では、1980年代以
降の「戦略プロセス研究」と呼ばれる研究展開から、新しい経営戦略論のあり方について考えていきましょう。
経営戦略論の「使い方」
6/6 「なるほど、理論は分かった」。でも、ご自分の組織に戻ったら何から手をつけて組織を変えていったら
5
宇田川
（木） よいでしょうか？ 経営戦略論を使って組織変革とつなげていくためには、その「使い方」を知ることが
必要です。この回では、欧州の新しい研究展開から、組織を戦略化する方法について考えていきましょう。
6

ストーリーテリングと組織変革
6/13
最終に、これまでの内容を含めたまとめと、現在、注目されてい
（木）
るストーリーテリングと組織変革について考えてみます。

講義形式▶

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、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。
「官僚制組織」
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「官僚制組織」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：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

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―
5/27 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。
1
（月） 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？
6/3
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、
（月）
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？
6/10
3
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
（月）
パラダイムシフトとは何かを概説します。
2

組織の知識創造とは何か？
6/17 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
4
（月） 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？
6/24 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
5
（月） 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。

高橋

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

たかはし まさやす

コーディネータ 明治大学経営学部教授 博士
（経営学）
高橋 正泰
おおつき ひろ し
早稲田大学商学部教授 博士(商学)
大月 博司
う だ がわ もとかず
宇田川 元一 西南学院大学商学部准教授
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講義形式▶

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

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）
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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駿河台キャンパス

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

─組織の不思議を解明する─

戦略とマネジメント

駿河台キャンパス

戦略とマネジメント

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

組織を考える

駿河台

駿河台

講座コード

13110003

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・法務

―グローバリゼーションと人・組織・経営―

本講座では、各企業・組織においてグローバリゼーションと会社の持続的成長をどのように捉え、
これにどのような組織作りをしているのかについて理解を深めヒントをつかむことを目的にしています。
講義概要
曜 日
水曜日
時 間 19：00～21：00 回 数
9回
受講料 一般：30,000円／法人会員：24,000円 定 員 30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。
日程

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、感得し、イノ
ベーションに立ちはだかる障害の実態を知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

講師

1

5/15
（水）

「社員を輝かす経営」で業界に貢献する企業づくり
「何のために経営しているのか」と自省し、その気づきから生まれた経営理念に基づいて経営戦略を展開し、全国シェアNo1を達成
と新事業における海外展開を果たしました。その「仕組みづくり」
「理念・戦略の浸透」
「主体性重視の働きかけ」についてお話しします。

広浜

2

5/22
（水）

会社経営のグローバル展開と人材マネジメント
現在、グローバル展開における新たな人事戦略が求められています。社員のベクトル合わせ
のための制度統合、グローバル展開における人材マネジメントなどを解説いたします。

若島

3

5/29
（水）

日本企業の組織ビジョンとその強さ
グローバル時代を切り抜けるために、会社はどのような組織を築き運営するかという現代企業
における海外展開の概要と組織ビジョンの重要性とについて海外事例と比較しながら考えます。

田村

4

6/5
（水）

コア技術を伸ばしグローバル時代に生きる自立型企業へ－経営者の役割を考える－
自社でマーケティング、企画、設計することまで行い、その自社商品は国内だけでなく、世界でも高い評価を受けています。経営者の理念、ビジ
ョンを持ち、それを実現するための経営指針・計画を立て実践する中で、時代の変化を見据えて独自の新製品開発・新事業への挑戦を解説します。

大橋

5

6/12
（水）

徹底的な地域密着でグローバル時代に生き残っていく
今日、農業人口は、減少・高齢化の一途です。このような環境下、農業従事者と地域社会に向けて事業を展開するＪＡ組織において、
グローバル化対応とそれを支える人材について、協同組合組織と株式会社形態との違いを踏まえながら、情報提供をします。

大塚

6

6/19
（水）

食品企業におけるコンプライアンス・リスクマネジメント体制について－労働法務の視点を中心に－
成分表示、安全管理や安全配慮に至るまで、食品企業が日常的に遵守し、またリスク管理している範囲は
膨大です。そこではどのようにコンプライアンス・リスクマネジメント体制を構築してきかを解説いたします。

大野

7

6/26
（水）

内部統制と経営労務監査
経済のグローバル化の中でも、会社経営が持続的成長を目指していくためには個々の人材を活
かすマネジメントが不可欠です。そのための社内整備の手法として経営労務監査を解説いたします。

山﨑

8

7/3
（水）

リスクマネジメントと労務コンプライアンス監査
人事労務リスク、監査の背景・目的などを踏まえて、経営労務監査の視点と仕組み、労務コン
プライアンス監査の、各種実務ツール、監査の範囲、報告書の構成などを解説いたします。

野田

9

7/10
（水）

総括 －グローバリゼーションと人事労務の展望－
グローバル化の潮流と会社の持続的成長にとっての人事労務を、米国と日本との人事制度
の変化を比較しながら展望します。

黒田

講義形式▶

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―

講義内容
企業経営の現在（いま）
と課題
6/5
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
（水）
営への適応過程について解説します。
経営戦略論の系譜
6/12
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
（水）
て解説します。
イノベーション経営事例（１）
6/19
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）
6/26
4
代表的家電企業のプロダクト・イノベーションが直面したイノベーション・
（水）
ジレンマ経営の実態について解説します。
イノベーション経営事例（３）
7/3
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。

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

くろ だ

黒田
ひろはま
広浜
わかしま
若島
た むら
田村
おおはし
大橋

けんいち

兼一
やすひさ
泰久
つかさ
司
ゆたか
豊
まさよし
正義

コーディネータ 明治大学経営学部教授
株式会社 ヒロハマ 代表取締役会長
コニカミノルタホールディングス(株)執行役 人事部長
愛知東邦大学経営学部教授
株式会社 大橋製作所 代表取締役社長
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おおつか よし み

大塚
おお の
大野
やまさき
山﨑
の だ
野田

義巳
まさ み
正美
のりあき
憲昭
よしのぶ
好伸

全国共済農業協同組合連合会 全国本部人事部 次長
株式会社 中村屋 総務・法務部長
社会保険労務士
社会保険労務士

講義形式▶

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

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 博士（経営学）
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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駿河台キャンパス

講座のポイント

13110004

戦略とマネジメント

駿河台キャンパス

戦略とマネジメント

講師からのメッセージ
企業活動はグローバルに展開し、国内でも企業経営を取り巻く環境は大きく変化しています。その中で、企業は社員の
働く能力と意欲をどのように引き出し、信頼関係を築こうとしているのでしょうか。
本講座では、前半では、第一線で活躍する経営・管理者が、グローバリゼーションにおける会社経営の影響と対応の実際
を解説し、後半ではリスクマネジメントの実際の解説と専門家による労務コンプライアンスの整備を解説します。
これらに大学研究者による理論的解説と加えて、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
関係はどうあるべきか、会社と働く者はグローバリゼーション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ます。

講座コード

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13110005

２１世紀に活躍できる人材とは
―資質・能力・育成の不易流行―
企画・構成

日本海軍の
「失敗の本質」
―自己革新組織の条件―

文明とマネジメント研究所

日程

講義内容
講師
Value Shiftの時代に求められる人材とは？─フロー理論からのアプローチ
5/23 近年、組織のSR（社会的責任）や社会的企業の活動が世界的潮流として活発
1
潜道
（木） 化しています。本講義では、心理学者のM.チクセントミハイが提唱するフロー
理論を中心に、この新たな価値観の時代に求められる人材像について考察します。
女性が切り開いてきた企業の人材育成とは
5/30 日本のおもてなしが注目されるいま、
２４００名の従業員の９７％が女
2
眞鍋
（木） 性であるサントリーパブリシティサービス社の課題と人材育成。２１
世紀に求められる女性が牽引する会社、女性が活躍できる会社とは・
・
・。
イノベーション人材の心構え
6/6 今、日本においては、企業においても、社会においても、イノベーションが求められています。
3
田辺
（木） イノベーションは、技術革新ではなく、社会に新たな喜びを創造する活動です。イノベーショ
ンを起こすためには、どのような資質・心構えが必要か、具体的な事例を基に解説します。
リーダーとして活躍するために必要な基本的能力とは
6/13 これから活躍していくために必要な、基本的・普遍的なリーダー
4
（木） 要件を知り、自分の強み・弱みを知ることが重要です。五つのカテ
ゴリーに分けて、どのような能力が必要かを確認していきます。

平尾

世界が求める人材の資質とは
6/20 海外におけるビジネス活動の推進やグローバル人材の育成など、
5
（木） これまで培った知見を基に、世界で活躍するために、そしてこれ
からの日本の成長を支えるために必要なものについて講義します。

呉

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自覚しながら、日本海軍75年の軌跡を
回顧しつつ、現代的課題でもある「自己革新組織」の条件について講師陣とともに考え
ていただく機会としたい。
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
野中郁次郎、戸部良一、寺本義也、鎌田伸一、村井友秀、杉之尾孝生『失敗の
参考図書
本質―日本軍の組織論的研究』中公文庫

1
2

成果を出す秘訣としての集中と解放の原理
6/27 成果を出す秘訣は簡単です。いかに自分の資源を集中できるかにかかって
6
阪井
（木） います。ところが、あらかじめ解放されていなければ集中できないことを忘れ
がちです。ここでは集中と解放の原理を学んで成果を出す方法を考えましょう。

3
4
5
6

日程
4/17
（水）
5/1
（水）
5/15
（水）
5/29
（水）
6/5
（水）
6/19
（水）

講義内容
「失敗の本質」と組織の研究
―「組織の自己革新性」をどのように考えるか

講師
藤江

海軍創設、日清・日露・第一次大戦での海戦様相の変化

杉之尾

日米両海軍の「ハワイ奇襲・マレー沖海戦」戦績評価の明暗

杉之尾

日本海軍に観る「失敗の本質」

藤江

ミッドウェー海戦の実相とパラダイム・シフトの至難性

杉之尾

マリアナ沖海戦の大敗北と絶対国防圏の崩壊

杉之尾

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

さか い

かず お

阪井 和男
せんどう あや こ
潜道 文子
ま なべ きよ し
眞鍋 清嗣
た なべ こう じ
田辺 孝二
ひら お たかゆき
平尾 隆行
う ー うぇん しょう
呉文繍

コーディネータ

明治大学法学部教授

拓殖大学商学部教授
サントリーパブリシティサービス株式会社代表取締役社長
東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授
人財創研代表
日本アジアグループ株式会社代表取締役社長
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講義形式▶

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

ふじ え

まさ つ ぐ

コーディネータ 明治大学経営学部教授 博士（経済学）
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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駿河台キャンパス

講義概要
曜 日
木曜日
時 間 19：00～20：30 回 数
6回
受講料 一般：15,000円／法人会員：12,000円 定 員 30名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料

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67年を経、また、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・量ともに
米海軍を凌駕していながら、
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。この海軍
に見る「失敗の本質」と「自己革新的組織の条件」を考えるのが本講座の目的である。

戦略とマネジメント

駿河台キャンパス

戦略とマネジメント

講師からのメッセージ
Ｉ
Ｔ化・グローバル化と目まぐるしく環境が変化するなか、将来活躍できる人材像を語る。
いま求められるイノベーティブ人材要件や貴重な女性戦力のモチベーションやこころの
有り様について大学教授・人事コンサルタントや実際にビジネスの現場で活躍する経営
者が実例を交え、求める人材像を紹介する。

講義形式▶

13110006

駿河台

駿河台

講座コード

13110007

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ー
『エッセンシャル版 マネジメント-基本と原則』を読む

駿河台キャンパス

戦略とマネジメント

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 ★★
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
教 材
ンド社 ※講座初回にお渡しします。

1
2
3
4
5
6
7
8

日程
4/16
（火）
4/30
（火）
5/14
（火）
5/28
（火）
6/11
（火）
6/25
（火）
7/9
（火）
7/23
（火）

講義内容
ドラッカー経営学と
『マネジメント-基本と原則』の意義
ドラッカー経営学の特徴とその現代的意義を解明します。
マネジメントの使命（第１章・第２章）
第１章 企業の成果 第２章 公的機関の成果
マネジメントの使命（第３章・第４章）
第３章 仕事と人間 第４章 社会的責任
マネジメントの方法（第５章・第６章）
第５章 マネージャー 第６章 マネジメントの技能
マネジメントの方法（第７章）
第７章 マネジメントの組織
マネジメントの戦略（第８章）
第８章 トップ・マネジメント
マネジメントの戦略（第9章）
第９章 マネジメントの戦略
総括
ドラッカーに学ぶマネジメントの課題・責任・実践

マーケティング･ゼミナール

―『経済成長神話の終わり』
（アンドリュー･J.サター著）を読む―＜減成長と日本の希望＞

講師からのメッセージ
企業とは毎年毎年拡大･成長し続けなければならないものなのでしょうか？
なぜ？ 誰のために？ 会社の売上げや利益、市場シェアが増大すればその会社の従業
員の給料も間違いなく上がり、さらにはお客様である取引先や消費者の利益や満足感
の増大にも繋がるのでしょうか。なぜこのようなことを言うのかといえば、自動車でも電
話でも衣料品でも何でもよいのですが、世界中を席巻しようとしているそうした会社の
社長が何億という所得を得たという話はよく耳にしますが、製造や販売といったそこで
働く人々の給料がその売上げに比例して上がったという話は噂にすら聞かないからです。
もちろんその会社が大きくなったからといって、その商品を使っている私たちに何の恩
恵があるわけでもありません。それでも拡大･成長を目指すのは、そうでないと競争相手
に潰されるという強迫観念が働くからなのでしょうか。でも拡大も成長もしないけれど、
100年以上もビジネスを続け、お客様に愛され続け、従業員にも生活に不自由のない給
料をキチンと払い続けて繁盛・繁栄している企業もたくさんあります。まさにそれはビジ
ネスの〝極み〟
といってもいいかもしれません。
もしかすると企業の拡大･成長と繁盛・繁栄とは関係ないのかもしれません。本書の著
者はこの〝繁栄〟の概念こそが重要であると言います。
「金」ではなく
「人」を優先する経
済やビジネスの観点から提唱される「減成長による繁栄」を具体化する方法がこの本で
は示されます。そうであれば〝拡大･成長あっての繁栄だ〟と思いこんでいた私たちは、
経済や企業のあり方に関してこれまで大きな勘違いをしていたのかもしれません。
著者は日本人の昔からのビジネスの考え方に心から敬意を表しており、それはアメリ
カ型のビジネスの考え方よりもはるかに優れて人間的社会的経済的自然環境的に適し
た実践的思考体系なのだと論じています。なぜ「成長を求めずとも、世界的競争に晒さ
れている日本企業の再生が十分に果たせる」と言うのか、その原理について本書を基に
ジックリと議論してみませんか。
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、アンドリュー･J.サター著、中村起子訳『経済成長神話の終わり』
（講談社、2012年）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。
曜日・時間
水曜日
19：00～21：00

講義形式▶

レクチャー

プレゼンテーション

ゼミナール

講義形式▶

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
かざ ま

のぶたか

風間 信隆 明治大学商学部教授
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日程
１、4/24 2、5/8 3、5/22 4、6/5
5、6/12 6、6/26 7、7/10 8、7/24

ゼミナール
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

お お と も じゅん

大友 純

明治大学商学部教授
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マーケティング

講座のポイント

13110008

駿河台キャンパス

講師からのメッセージ
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。

講座コード

駿河台
講座コード

13110009

セミナーの特徴

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─

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
5/11 マーケティングにおける基本的なビジネスの捉え方
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
上原
5/18 懇親会 初回（5月11日）講義後、講師・受講生間の懇親会（17:30～18:30）
2
を予定しています。
異業種交流、
名刺交換、
講師との懇親にお役立てください。
（土）
3
4
5
6
7
8

5/25
（土）
6/1
（土）
6/8
（土）
6/15
（土）
6/22
（土）
6/29
（土）

講義形式▶

応用課程（後期）

＋講義

＋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・コメントを通して、
「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下さい。マーケティ
ング・スキルを深化させるセミナーです。

大友

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。

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
小川
（2）物流、ロジスティクス、サプライチェーン・マネジメント
（SCM）
の概念 他

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。

製品戦略の基本視点─製品コンセプトとプロモーション戦略
（1）製品概念の複雑性一製品とは何か
（2）製品コンセプトの創造 他

マーケティング戦略の事業開発と消費者行動分析の方法
（1）新たな事業開発と市場対応
（2）消費者行動研究の分析視点 他

井上

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

お お と も じゅん

大友
うえはら
上原
いのうえ
井上
お がわ
小川

純
ゆきひこ
征彦
たかみち
崇通
ともよし
智由

コーディネータ

明治大学商学部教授

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授
明治大学商学部教授
明治大学商学部教授
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マーケティング

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

基礎課程（当期）

駿河台キャンパス

マーケティング

駿河台キャンパス

講師からのメッセージ
“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。

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。

駿河台
講座コード

13110010

駿河台

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―

―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！！―

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
講義内容
マーケティング戦略の基本と小売ビジネスへの応用
4/17 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
1
（水） いて学びます。・小売業の概念と役割・マーケティング戦略の基本
と理論的枠組み・マーケティング戦略の小売ビジネスへの応用

講師
菊池

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
4回
受 講 料 一般：18,000円／法人会員：14,400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

小売業の営業形態と経営原則
5/1 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
2
（水） ケティング戦略要素のミックス ・小売業の営業形態論・小売業の
営業形態と経営原則

菊池

1

マーケティング・コミュニケーション戦略のコツを学ぶ
5/9
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
（木）
を育てる活動である。

大友

小売ビジネスとサービス・ビジネスの異同点
5/15 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
3
（水） ビス・ビジネスの戦略を学びます。・サービス・ビジネスの特性 ・イン
ターナル・マーケティングの意義・小売ビジネスへの応用・まとめ

菊池

2

巧みなビジネス・プレゼンテーション戦略のコツを学ぶ
5/16
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
（木）
けてくれるのか。

村松

3

人に伝わるデザイン戦略のコツを学ぶ
5/23
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
（木）
インをいかに創造するか。

原田

4

相手の納得を得るコミュニケーションのコツを学ぶ
5/30
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
（木）
欠なワザを習得する。

小沼

小売ビジネスのマーケティング戦略の展開
5/29 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。
4
（水） ・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
6/12 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
5
（水） るプロモーション戦略 ・小売業の広告・宣伝戦略と実際・小売業の店舗・陳
列戦略・小売業のその他の販売促進戦略・小売業の接客サービス戦略

前田

前田

講義形式▶
講義形式▶

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

きく ち

かず お

菊池 一夫 コーディネータ 明治大学商学部教授
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
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マーケティング

講座のポイント

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言った問題等々･････。
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。ぜひこの講座でマーケティング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）

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

お お と も じゅん

大友
はら だ
原田
むらまつ
村松
こ ぬま
小沼

純
すすむ
進
かすみ
とし お
俊男

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
プラネット(株)シニアインストラクター
元NHKアナウンサー
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駿河台キャンパス

マーケティング

駿河台キャンパス

講師からのメッセージ
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、小売業の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、小売業の理論とケース・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。

日程

一気にマーケティング・コミュニケーションの
13110011 “コツ”を学んでしまおう！
講座コード

駿河台
講座コード

13110012

駿河台
ラジオや書籍をはじめ、様々な媒体で活躍するITアナリストが今すぐ使えるノウハウと最新現場を分かりやすく解説！

『ネットマーケティング＆ビジネスモデルデザイン実践講座』
―ソーシャルメディアの活用とビジネスモデルの構築・見直し―

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、今こそ必要な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。

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 20名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
日程

講義内容
ネットマーケティングの動向を把握しよう
5/22
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、動向
1
（水）
の把握により課題の整理を行います。

講師
今津

新たな市場トレンドはデータを通じて把握しよう
5/29
ビデオリサーチインタラクティブの荻野氏を講師に、ネット市場の
（水）
今を理解し活用するための視点を育成します。

今津
荻野

口コミマーケティングの最前線
6/5
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
（水）
践方法と留意点について事例研究します。

今津

2

4

ビジネスモデルジェネレーションで検証するビジネスモデルの考え方
6/12
世界的にベストセラーとなった最新のビジネスモデルジェネレーションメ 今津
（水）
ソッドを活用し、ビジネスモデル可視化手法をワークショップで実践します。

集客を増やす実戦Webライティング術
今津
6/26
ネット上に増大する情報に埋もれないための「顧客の心を掴む文章作
藤木
（水）
成のキホン」をクリックされるライティングポイントに沿って実習します。

ブランディング戦略と効果的なコミュニケーション
7/3
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
7
（水）
ケーションの実践方法を学習します。

今津

現場で役立つリスク管理と演習
7/10
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
（水）
ける課題への対策を演習を通じて学習します。

今津

8

講義形式▶

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。）
いま づ

み

き

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 Garden-City Planning 代表取締役
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―コトラーの「マーケティング3.0」から学べること―

講師からのメッセージ
本講座は、著名なマーケティング学者の書籍を取り上げ、受講生の皆様と、じっくりと時間をか
けて読み込んでいこうとするものです。今回取り上げるのは、我が国においてもっとも著名なマー
ケティング学者であるコトラーの近著である
『マーケティング３．
０』です。
マーケティングは、母国のアメリカにおいても1世紀余の歴史をたどっており、我が国において
も半世紀以上を経てきています。コトラーは、そのようなマーケティングの歴史をたどり、今日のマ
ーケティングを第3段階目として捉え、
「マーケティング3.0」と表現しています。本書は、いわゆる
インターネット時代のマーケティングといったたぐいの本ではありません。むしろ、マーケティング
の基礎に立ち返り、さらにマーケティングのたどってきた歴史も振り返り、今日求められるマーケテ
ィングとは何かを、問い直している真摯な研究姿勢のもとに書かれた書物といえます。しかし、そ
の語り口はあくまでも平易であり、魅力的です。
本書は、3部構成となっており、第１部では、マーケティングの歴史と今日のマーケティング環境
の特徴、さらにはタイトルになっている3.0の意味を明らかにしています。第2部では、顧客、社員、
チャネル・パートナー、株主に対して今日のマーケティングはいかにあるべきか語りかけています。
第3部では、文化、グローバル化、環境といったより広い視点からマーケティングのあるべき将来
像について語っています。さらに、最後の章では、
「マーケティング３．
０の10の原則」として要点
を紡ぎ出しているところも興味を引かれるところです。
本書は、すでにマーケティングの知識を身につけている方にも、これからマーケティングを学ぼ
うとしている方にも適した書物だと思います。このような内容を受講生の皆さんと語らいつつ、学
んでいきましょう。

講座のポイント
・講座は、毎回数名が報告者となって該当部分の報告を行い、関連する事例を紹介する中で、講師と受講生で議論を進めるゼミナール方式です。
・受講料には、書籍代も含まれていますので、講座初回に配布させて頂きます。
・マーケティングに関心をお持ちの方であればどなたでも歓迎します。
・マーケティングに関する専門的知識は必要ありません。むしろこれを契機にマーケティングの知識、考え方を向上させたいと思われる方に
おすすめしたい講座です。

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 ★★
フィリップ・コトラー、ヘルマワン・カルタジャヤ、イワン・セティアワン著
教 材
『コトラーのマーケティング3.0 ソーシャル・メディア時代の新法則』朝日新聞出版※講座初回にお渡しします。
講義内容

セルフマーケティング・インターナルマーケティング
6/19
5
世界的なベストセラー「Business Model You」の著者ティム・クラーク博士直伝のワ 今津
（水）
ークショップ。自身の優位性・キャリアモデルを分析するパーソナルキャンパスを学習します。
6

今日 求められているマーケティングとは何か

目次

はじめに
第1部 トレンド
第1章 マーケティング3.0へようこそ
第2章 マーケティング3.0の将来モデル
第2部 戦略
第3章 消費者に対するミッションのマーケティング
第4章 社員に対する価値のマーケティング
第5章 チャネル・パートナーに対する価値のマーケティング
第6章 株主に対するビジョンのマーケティング
第3部 応用
第7章 社会文化的変化の創出
第8章 新興市場における起業家の創造
第9章 環境の持続可能性に対する取り組み
第10章 まとめ

曜日・時間
木曜日
19：00～21：00
講義形式▶

日程
１、4/11 2、4/25 3、5/9 4、5/23
5、6/6 6、6/20 7、7/4 8、7/18

レクチャー

ゼミナール

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。）
いのうえ たかみち

井上 崇通 明治大学商学部教授
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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マーケティング

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実践演習で、すぐに使
えるノウハウを具体的に学習します。これからのビジネスにおける競争力強化のためのビジ
ネスモデルのデザイン・イノベーションプロセスを短期的に強化するワークショップを行います。

13110013

駿河台キャンパス

マーケティング

駿河台キャンパス

講座のポイント

講座コード

駿河台

駿河台

講座コード

13110014 デザインからみた地域ブランディング

マーケティング

駿河台キャンパス

本講座のポイントは、地域ブランドと商品ブランドの理論的考察と開発者自らによる
実践例を豊富かつ詳細に提供し、ともに学ぶ点にある。新しいマーケットと地域ブランド
を開拓した講師陣の熱弁に期待して頂きたい。
講義概要
曜 日
金曜日
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

1
2
3
4
5
6

講義形式▶

講義内容
地域デザインとは何か

山中

ブランディングデザイナーからみた地域デザイン

西澤

実践地域ブランディング―COEDO Beer

朝霧

実践地域ブランディング―北見ハッカ

永田

デザインからみた地域ブランディング

藤江

地域デザイン・ブランドづくりと公共放送の役割

武中

レクチャー

藤江
やまなか
山中
にしざわ
西澤
あさぎり
朝霧
たけなか
武中
なが た
永田

まさ つ ぐ

昌嗣
ともひこ
知彦
あきひろ
明洋
しげはる
重治
ち さと
千里
ゆういち
裕一

コーディネータ

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。
■今まで、ロジスティクス・サプライチェーンマネージメントとは無関係と思われている業界の方々にも、今後の社会の発展も出来
るとして大きな発見が期待できます。
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 20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・サプライチェーンマネージメントの発生と経営から見た意味と目標像
5/11
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、 吉岡
（土）
そ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。
2

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
5/25
今までテクノロジー側面から論じられが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。

3

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
6/8
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。

4

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
6/22
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
（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。

5

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
7/6
ロジスティクス・サプライチェ－ンマネージメント化のポイントは「在庫」にあります。これら在庫・発注システムを 関口
（土）
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。

6

ロジスティクス・サプライチェーンマネージメントの現状と今後の展望（パネルディスカッション）
7/20 全５回の講師全員によるパネルディスカッション。現状のロジスティ
（土） クス・サプライチェーンマネージメントの要点を整理し、今後の展開
がどうなるかについてフロアの皆さんにも参加いただいて討議します。

小川
大竹
菊池
関口
吉岡

ワークショップ

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
ふじ え

講師

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・サプライチェーンマネー
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。

明治大学経営学部教授

経済学博士

新潟県立大学国際地域学部教授
株式会社エイトブランディングデザイン代表
株式会社協同商事コエドブルワリー代表取締役社長
NHK編成局 コンテンツ開発センター チーフ・プロデューサー制作部長
株式会社北見ハッカ通商専務取締役
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講義形式▶

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。）
よしおか よういち

吉岡
お がわ
小川
おおたけ
大竹
きく ち
菊池
せきぐち
関口

洋一
ともよし
智由
しげ お
重雄
かず お
一夫
としかず
壽一

コーディネータ

前明治大学商学部兼任講師

明治大学商学部教授
クリナップロジスティクス株式会社代表取締役社長
明治大学商学部教授
シーコムス株式会社代表取締役

玉川大学経営学部講師
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マーケティング

講座のポイント

―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―

駿河台キャンパス

講師からのメッセージ
本講座は、地域ブランディング（地域ブランドづくり）を地域や商品、情報のデザイン
という視点から考えていくことを目的としている。地域デザイン研究者、ブランディング
デザイナー、COEDO Beerや北見ハッカのブランドづくりの開発者や公共放送の担当
者等の実践を具体的な例として、地域ブランド確立のためのコンセプト、戦略、ブランド
イメージ、情報の発信等についてともに考えていきたい。

日程
4/19
（金）
4/26
（金）
5/10
（金）
5/17
（金）
6/7
（金）
6/28
（金）

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
13110015 プライチェーンマネージメントの戦略性とポイントを学ぶ
講座コード

駿河台
講座コード

13110016

日程

中小企業の新商品・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―

講義概要
曜 日
金曜日
時 間 19：00～21：00 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

新商品・サービス開発の事例を通し、開発のロジックを学ぶ
5/10
当方が実際にかかわり、ヒット商品を生んだ新商品開発の事例・実例を紹
（金）
介し、これの成功要因と開発ロジックについて学ぶ。

2

新商品・サービス開発のステップの大筋を演習を通じて学ぶ
5/24
新商品・サービス開発のステップの大筋を明らかにし、これらを各グルー
（金）
プ設定のテーマに基づき、実践的な討議を通して開発のステップを学ぶ。

3

6/7 新商品・サービス開発を目指しての前半のステップを実践する
（金） 各グループで設定した個々のテーマの具体化へ向けて討議を行う。

4

新商品・サービス開発を目指しての後半のステップを実践する
6/21
各グループのテーマに基づき、順を踏みながら開発すべき商品・サービス
（金）
の開発方向性をきめ、アイデアの創出ステップに入る。

5

新商品・サービス開発を目指してのアイデア創出を実践する
7/5
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、各グ
（金）
ループのテーマに沿ってアイデア創出を実践する。

マーケティング

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。
■ 市場・消費者への発表評価の場を設ける予定で、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ると同時に実際の開発実現の可能性もあります。

1

新商品・サービスのアイデアのまとめと評価・発表
創出された新商品・サービスのアイデアを簡易フォーマットにまとめ、これ
7/19 らのものをある評価基準でスクリーニングし、推奨案についてその内容を
6
（金） 詳しくまとめ発表・評価を受ける。
（まだ未確定であるが、各グループのテ
ーマにより市場関係者・消費者をフロアに迎え発表内容を評価してもらう
ことを考えている）

講義形式▶

レクチャー

プレゼンテーション

グループワーク

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
よしおか よういち

吉岡 洋一 前明治大学商学部兼任講師
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駿河台キャンパス

マーケティング

駿河台キャンパス

講師からのメッセージ
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。
今まで売れてきたものの売れ行きが鈍化したり、売れるはずのものが売れなかったり
で市場拡大が今までの延長線上では難しくなっています。
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を社内に養成して行くことが求められています。
そこで、今までは、どちらかというと特定の人にゆだねられていた商品開発を、その着
眼とロジック・発想法等について学ぶことによって、各人の立場から新商品提案ができる
ようになることを目指します。このコースでは｢商品開発のいろは｣を学ぶと共に、できる
だけ実践的テーマで新たな商品開発についての着眼からアイデア創出の方法と実践演
習とその提案まとめまでを実行します。
また、実際の商品・サービス開発を考えておられる企業では、これらを担当させたいと
思っておられるスタッフを派遣いただき、グループの討議を通して開発の条件を固め、こ
れらを継続して自社の「新商品・サービス開発」の実践に持ち込まれることも可能です。

講義内容

駿河台
講座コード

13110017

日程

植物工場

農業ビジネス展開のための新しいアプローチ

5

植物工場に求められる光源の開発
6/5
植物工場用光源の特性と、各種光源の特徴を紹介し、問題点を 三浦
（水）
明らかにします。また、その解決策と将来展望について議論します。

6

植物工場のビジネス戦略
6/12
日本、オランダ、アメリカなどの植物工場の事例を取り上げながら、 坂本
（水）
植物工場ビジネスの現状と課題について考えたいと思います。

新産業としての「植物工場ビジネス」を技術開発研究および社会科学的研究からわか
りやすく説明し、実際に経営・事業化するためにメリットだけでなくリスク・課題などを紹
介していきます。
講義概要
曜 日
水曜日
時 間 19：00～20：30 回 数
8回
受講料 一般：36,000円／法人会員：28,800円 定 員 30名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
講義内容
講師
フードシステムとしての植物工場 - 課題 展望 食料生産から消費までを一連のシステムで捉えることをフードシ
ステムといいます。植物工場は農業の新しい形態であるとともに、
5/8
その生産物は新しい付加価値を持っています。植物工場は食料 廣政
1
（水）
生産の救世主となりえるのでしょうか、また、消費者に受け入れ
られるのでしょうか。植物工場のこれまでの経緯を踏まえ、現状、
将来についてフードシステムの観点から考えます。

小島

植物工場に必要な販売戦略・マーケティング手法
6/19 技術の価値は市場(顧客=消費者)側から見ることによって決ま
7
（水） ります。マーケティングの観点から市場価値の創造手法を一緒に
考えてみましょう。

植物工場

講座のポイント

植物工場における風力エネルギーの利用
5/29 都市型風力発電に利用できる小型風力発電用風車について解
4
（水） 説し、実際に植物工場に導入した小型風力発電装置及び実証試
験の概要を紹介します。

講師

大友

日程

2

5/15 完全人工光型植物工場の概要
池田
（水） 完全人工光型植物工場の基本的な構成要素と現状を概説します。

3

植物工場での光熱制御と培養液処方
5/22
太陽光利用型および閉鎖型植物工場における光の制御方法と
（水）
培養液調整法について概説します。

中林

8

講義形式▶

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

いけ だ

池田
ひろまさ
廣政
な か ばやし
中林
こ じま
小島
み うら
三浦
さかもと
坂本
おおとも
大友
さいとう
齋藤
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生田植物工場見学
6/26
生田キャンパスで実施します。実際に植物工場センターを見学し、 齋藤
（水）
これまでの講義内容のまとめをします。

たかし

敬
ゆき お
幸生
かずしげ
和重
のぼる
昇
のぼる
登
つね お
恒夫
じゅん
純
たけ し
岳士

コーディネーター

明治大学農学部准教授

明治大学農学部教授

博士
（農学）

農学博士

明治大学農学部農芸化学科准教授

博士
（農学）

明治大学研究・知財戦略機構客員研究員 博士
（工学）
明治大学理工学部准教授

博士
（工学）

明治大学経営学部教授
明治大学商学部教授
明治大学研究・知財戦略機構特任講師

博士
（農学）
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駿河台キャンパス

植物工場

駿河台キャンパス

講師からのメッセージ
近年、食の安心・安全、また食料確保に対する不安の声が上がっています。農業は個人・
企業が新ビジネス開拓として最後のフロンティアと捉えられていますが、参入は容易で
はないのが現状です。
2011年春「明治大学植物工場基盤技術研究センター」が経産省事業の一環として
本学に設置されました。植物工場は「野菜類の工場的生産」の場であり、脱天候依存、ま
た都会でも実施できる新しい農業生産形態です。
本セミナーでは、植物工場事業化・経営に興味のある方、また植物工場の技術要素を
ビジネスの対象としてお考えの方などに、植物工場に必要な（新）技術、経営ノウハウ、
販売戦略などを扱います。

講義内容

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13110018

財務諸表の見方・読み方（平日夜間コース）
財務諸表を読み、
会社を分析する力を高めよう

講師からのメッセージ
財務諸表は会社の財政状態や経営成績を金額で映し出す鏡です。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条件でもあり、取引先の財務分析や投資分析・
融資分析など、さまざまな意思決定の局面で有効なツールになります。
本講座は、財務諸表を作成する立場ではなく、財務諸表を読む立場から基礎を学ぶこ
とを目的とします。
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ます。
講座のポイント
本講座は入門講座です。簿記・会計の知識をおもちでない方、数字に苦手意識をもっ
ておられる方も対象として基礎から解説して参ります。実際の財務諸表等を用いて企業
分析を試みます。

講義内容

会計情報の必要性と財務諸表
5/16 会計情報が必要とされる理由およびその内容を確認するとともに、会計
1
（木） という手続きがどのようなものであるのかを説明し、財務諸表を読むため
の基礎知識をかためます。
貸借対照表を読む(1)
5/23 貸借対照表の左側（借方）に記載されている各項目（勘定科目）の意義を
2
（木） 説明します。企業がどのような資産をどのように保有しているのかを理解
することを目的とします。
貸借対照表を読む(2)
5/30 貸借対照表の右側（貸方）に記載されている各項目（勘定科目）の意義を
3
（木） 説明します。負債と資本というものの理解をとおして、企業がどのように
資金を調達しているのかを理解することを目的とします。
損益計算書を読む(1)
6/6 損益計算書に記載されている各項目（勘定科目）の意義と、各種の利益
4
（木） 概念について説明します。新聞等で頻繁に取り上げられる用語をとおして、
企業の業績把握について理解することを目的とします。
5

損益計算書を読む(2)
6/13 損益計算書の数字を、金額的大きさという視点から読むとともに、比率と
（木） いう視点からも読み込みます。あわせて、貸借対照表の数字も用いて、多
角的な検討を試みます。

6

キャッシュ・フロー計算書を読む
6/20 キャッシュ・フロー計算書で報告される「キャッシュ」とは何かを説明し、な
（木） ぜこのような報告書が求められるのかについて理解するとともに、何が読
み取れるのかを理解することを目的とします。

講義形式▶

レクチャー

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。
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。
日程

明治大学経営学部教授
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講義内容

1
6/8
（土）

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。

2

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。

3

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。

6/15
（土） 貸借対照表から企業を読む(3)
負債会計と資本会計について解説。負債については、法的な債務のみな
4
らず、会計上の債務、貸借対照表に現れてこない債務などの重要事項を、
また資本会計については、その考え方を解説します。
損益計算書から企業を読む
貸借対照表と損益計算書は車の両輪です。損益計算書の意味と、様々な
5
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
6/22 します。
（土） 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。
6
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。

講義形式▶

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
お お く ら まなぶ

大倉 学

財務諸表を読み会社の分析力を高めよう

財務・金融

日程

財務諸表の見方・読み方（土曜集中コース）

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

さき あきひろ

﨑 章浩

明治大学経営学部教授

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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駿河台キャンパス

財務・金融

駿河台キャンパス

講義概要
曜 日
木曜日
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。

13110019

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13110020

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(C/F)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

13110021

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(C/F)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。

講義内容

日程

講義内容

財務分析の中心核
5/15
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
（水）
比率を解説します。

1

2

財務分析の中心核2
5/22
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
（水）
比率と関係づけながら解説します。

2

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。

3

貸借対照表の入門分析
5/29
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
（水）
資産の回転を含めて解説します。

3

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。

4

6/5 損益計算書の入門分析
（水） 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。

4

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。

5

キャッシュ・フロー計算書の入門分析
6/12 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
（水） 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。

5

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。

6/19 総合分析演習
（水） 総合問題で分析演習を行い解説を行います。

6

1

6

講義形式▶

レクチャー

7/ 20
（土）

7/27
（土）

8/3
（土）
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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。

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。

講義形式▶
レクチャー

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
う すい さと し

碓氷 悟史 亜細亜大学名誉教授 公認会計士

財務・金融

日程

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
※講座初回にお渡しします。 *電卓をご持参ください。

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
う すい さと し

碓氷 悟史 亜細亜大学名誉教授 公認会計士
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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駿河台キャンパス

財務・金融

駿河台キャンパス

講義概要
曜 日
水曜日
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
※講座初回にお渡しします。 *電卓をご持参ください。

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。

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13110022

VE（価値分析・価値工学）入門講座

講師からのメッセージ
VE(Value Engineering)とは、製品やサービスなどの「機能」に注目し、機能の視点
からグループのアイデアを発想することにより必要な機能を最小のコストで達成させる、
製品・サービスなどの価値を抜本的に高める技法です。
この講座は実務家、学部生・大学院生、
「VEリーダー認定試験」にチャレンジしたい方
に受講をお薦めします。特に就職を控えた学生にとって、VEリーダーへの道である「VE
リーダー認定試験」は氷河期の就職活動を勝ち抜くための、最適な資格であると考えら
れます。
講座のポイント

13110023

―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方法を解説します。
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。新商品開発の実務で有益な開発
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

本講座ではわかりやすく丁寧に解説・指導した上で、受験対策講座を設け、
「VEリー
ダー認定試験」に合格する手助けをします。

※試験概要 VEリーダー認定試験(2012年度参考)
試験日程 前期   2012年4月18日(水)から7月31日(火)
後期   2012年9月1日(土)から2013年2月28日(木)
お問合せ 公益社団法人日本バリュー・エンジニアリング協会
TEL 0120-066-737  
http://pf.prometric-jp.com/testlist/ve/jp/index.html

講師
田中
田中

講義概要
曜 日
土曜日 時 間 9：30～12：40 13：30～16：50 回 数 8回（2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 レジュメ資料
日程
1
2
3

原価企画の考え方と進め方

６/１
（土）

4
5

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
さき あきひろ

コーディネータ 明治大学経営学部教授
﨑 章浩
た なか まさやす
田中 雅康 東京理科大学名誉教授
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講師
大槻

製品コンセプトづくりの考え方と方法（演習を含む）
開発設計段階における原価見積の進め方

田中

新製品開発における節目管理と原価低減法
「ヒット商品」の開発力強化

田中

菅
6

成功する新製品開発ーしくみづくり・人づくり・道具づくり

6/8
（土） 新製品開発と調達エンジニアリング
7
①製品開発を同期化した調達エンジニアリング
②コスト競争力を高めるVE活動
③原価企画のインフラ整備
8
総括

講義形式▶
レクチャー

講義内容

財務・金融

日程
講義内容
6/22 VEの概要・チーム活動の進め方/VE対象の情報収集/機能の定
1
(土） 義/機能の整理/機能別コスト分析/機能の評価/対象分野の選定
6/29
アイデアの発想/概略評価/具体化/詳細評価・提案
2
(土）
7/6
3
受験対策講座
(土）

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。

弘瀬
田中

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

おおつき はる み

大槻 晴海
た なか まさやす
田中 雅康
かん やす と
菅 康人
ひろ せ ゆうさく
弘瀬 祐作

コーディネータ

明治大学経営学部准教授

東京理科大学名誉教授
キャノン㈱元理事・ＣＥ本部長
㈱日立製作所

調達統括本部ＶＥＣ推進部長

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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駿河台キャンパス

財務・金融

駿河台キャンパス

講義概要
日 土曜日
間 9：30～18：00
（6/22,29） 9：30～12：00（7/6）
※講義の途中に休憩が入る場合があります。
回 数 3回
受講料 一般：35,000円／法人会員：28,000円
定 員 30名 グループワークのため、一定の人数に達しない場合は、開講できないこともございます。
ポイント ★★
教 材 新VEの基本―価値分析の考え方と実践プロセス(産能大学VE研究グループ著)
VEリーダー認定試験問題集―要点整理と解説・解答(日本バリューエンジニ
アリング協会)
※講座初回にお渡しします。
曜
時

講義形式▶

「ヒット商品」を生む新商品開発セミナー

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13110024

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。まずは会社の業務の流れ
や経理部が果たす役割を認識して、そして経理実務の基本をやさしく楽しく理解してい
きましょう。
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、ぜひぜひ受講
いただきたいです。皆さんの経理の仕事上のモヤモヤをスッキリさせられるような講義
を目指していきます。
講座のポイント

2

５/２２
(水)

3

５/２９
(水)

4

６/５
（水）

5

６/12
(水)

6

６/19
(水)

講義形式▶

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。
経費、固定資産管理
経費科目の種類や注意点と、固定資産の取得・保有・処分の取扱
いについて解説します。
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
れまでを解説します。
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の基本知識や給与計算の
基礎を理解します。

講師
加藤

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。
講義概要
曜 日
火曜日
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 ※講座初回にお渡しします。 *電卓をご持参ください。

財務・金融

５/１５
(水)

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。

日程

講義内容
経営・会計から見た強くて安全な会社の選び方
4/16
1
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
（火）
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
4/23
2
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
（火）
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。

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）

講義形式▶

お ち あ い みのる

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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レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

う すい さと し

碓氷 悟史 亜細亜大学名誉教授 公認会計士
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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駿河台キャンパス

財務・金融

駿河台キャンパス

講義概要
曜 日
水曜日
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 1.「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 中経出版 ※講座初回にお渡しします。
2.レジュメ資料

1

株式投資ゼミナール

講座のポイント

経理の仕事の全体像を把握したうえで、経理現場で役立つ実務のコツや経理知識を、
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

13110025

駿河台

駿河台

講座コード

13110026

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、世界を巻き込んでの金融危機とな
り、国内でも円高株安、経済の低迷が長く続いてきました。また、原発東電問題などを代
表に安全神話（市場の安全神話含め）の崩壊が相次ぎ、私たちの生活すら危ぶまれてき
ました。目の前に起こることだけを見れば「日本崩壊」が始まっているようにも見えますが、
しかし、長い歴史を紐解けば、必ず景気回復と崩壊は繰り返されてきています。曲がりく
ねった道に見えても、俯瞰して見ればどこを向いて進んでいるのかが分かるように、紆
余曲折の毎日（経済）でも俯瞰して見ることで大きな流れを読むことが出来、今するべき
ことが見えてきます。この講義ではここ数年間に渡り「２０１２年が株を始める歴史的時期」
という話をしてきました。まさにチャンス到来なのです。相場は悲観の中で生まれ、懐疑
の中で育つという格言がありますが、この懐疑を確信に変えるような講義を皆さんと一
緒に行っていきたいと思います。
講座のポイント

日程
1

5/14
（火）

2

5/21
（火）

3

5/28
（火）

4

6/4
（火）

5

6/11
（火）

6

6/18
（火）

講義形式▶

講義内容
「歴史と今の経済を考え、今を乗り切る方法」
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”の
投資方法を探っていきます。
「TPOにあった銘柄選別と、価格・価値の見方」
投資家の誰しもが最初に当たる壁が銘柄選びです。基礎から、今
だからこそ必要な銘柄選びをご紹介します。
「先手、先手の株価予測と取引手法」
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
を交えてお話します。
「明日から生かせるチャート分析」
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）」
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
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
これまでの投資実践をファイナンス理論から再評価します。実践
と理論の違いを全体的かつ理論的に検証します。
レクチャー
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 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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講師
若林

若林

若林

通貨を知れば激動のグローバル経済が見えてくる
－外国為替の基礎知識とグローバル経済を読み解く力－

講師からのメッセージ
ニュースの度に伝えられる「外国為替相場」は既に日常語となっています。グローバル
経済を理解する上で、外国為替の知識は今や不可欠と言えますが、ニュースの際の解説
等で、
「もう外国為替のことは分かった！」と思ってはいませんか？外国為替とは何か？か
ら始まって、為替相場に影響を与える様々な要因を分析し、為替相場の成立ちを理解で
きれば、グローバル経済を読み解くことが出来ます。そのために必要な正確な基礎知識
とその応用について、永年国内外の現場で為替を相手にしてきた経験豊富な銀行・商社
OBが分かり易く解説する初級向け講座です。貿易金融や外貨預金・外貨建債券に興味
のある方はもちろん、一般常識として外国為替をきちんと学びたい方にお勧めです。
講座のポイント
1.外国為替の基礎知識・用語の解説
2.刻々と変動する為替相場はどこで、どのようにして決まるのか。
3.外国為替のリスクにどう対処するか？
4.モノと金の流れ、国際収支から見た外国為替相場の動きに注目！
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

13110027

講義概要
曜 日
火曜日
時 間 19：00～20：30 回 数
4回
受 講 料 一般：12,000円／法人会員：9,600円 定 員 25名 ポイント 対象外
教 材 「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
1

5/14
（火）

2

5/21
（火）

3

5/28
（火）

4

6/4
（火）

講義内容
そもそも外国為替とは何か？ 外国為替相場と外国為替市場とそ
のリスクについての正しい理解なしには、グローバル経済は読み
解けない。外国為替に関わる基礎知識と用語を解説する。
なぜ為替相場の予測はいつもハズレるのか。企業経営の重大な
鍵を握る相場予測。
【 為替相場決定の理論】
とは。相場決定の舞
台裏に迫る。
リスクと利益は裏合わせ。リスクをとって利益を狙うのもよし、リ
スクを嫌って逃げるのもよし。外国為替リスクについて正しく理
解した後は如何にリスクと付き合うかを身に着ける。
最後に、激動する外国為替制度の変遷をたどりつつ、外国為替
を手段にした、世界共通指標である国際収支をひも解き、グロー
バル経済の動きに触れてみよう。

講師
鈴木

木村

石橋

村林

若林

若林

坂本
講義形式▶

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

すず き

鈴木
き むら
木村
いしばし
石橋
む ら ばやし
村林

しげたか

成高
こうさく
好作
みつる
満
しげひこ
榮彦

国際社会貢献センター会員

東京三菱銀行OB

国際社会貢献センター会員

三菱商事OB

国際社会貢献センター会員

丸紅OB

国際社会貢献センター会員

日商岩井OB

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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駿河台キャンパス

財務・金融

駿河台キャンパス

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＝市場を斬っていきます。
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。
「コレ」
と決めるのではなく受講生の方たちにあった講義をしていきたいと思っておりますので
講義内容の変更などはご了承ください。

講座コード

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

証券のテクニカル分析の基礎と応用
13110028 （投資心理の神髄）
講師からのメッセージ
証券投資の分析手法はファンダメンタルズ分析とテクニカル分析が両輪です。車の運
転に例えれば、前者は車のメカニズムを知ることですが、後者は車の運転免許を取得す
ることに似ています。どちらも大切ですが、投資の運転をするためにはテクニカル分析
の知識は欠かせません。一方、前者はグローバル経済からミクロの企業業績まで幅広い
専門知識が必要となりますが、一般の人がそれを全て知ることは困難です。新聞やテレ
ビなどによる基礎的知識さえあれば、むしろ投資家心理を分析するテクニカル分析を知
ることが安全運転に繋がるでしょう。
講座のポイント
日本テクニカルアナリスト協会（NTAA）公認の専門講師が、テクニカル分析を用い
たマーケットの動きの方向性と、市場心理を理解するための重要ポイント解説を行います。

5/25
(土）
6/1
(土）
6/8
(土）
6/15
(土）

2
3
4
5

フォーメーション分析
各種パターンの生起と分析
オシレーター分析
市場全体と個別銘柄及び売買高分析
サイクル論
景気サイクル及び相場のサイクル論
一目均衡表
完結されたチャート分析

講師
古城
三和
高橋
野坂
芝田
長森
三和

講師からのメッセージ
グローバル化の潮流の中で、農業問題を抱える日本はなかなかTPP交渉に参加でき
ませんが、このTPP参加をめぐっては、昨年12月の衆院選挙でも大きな争点の一つと
なりました。
したがって、TPPについてはある程度ご存知とは思いますが、FTA/TPPの基礎的部
分を改めて知ることで、その背景となっている世界貿易体制の変化と、その中での貿易
国日本のあり方について探ってみませんか？
国際通商問題について大凡のことは理解しているが、FTA/TPPがどのような背景で
何が課題なのかもう少し詳しく知りたいという方には特にお奨めです。
講座のポイント
１．
世界の貿易体制の変動
２．
TPPの生い立ちと現状そしてその課題
３．
TPPと農業問題
４．
アジアでの現状と課題並びに日本の役割
財務・金融

日程
講義内容
5/18 テクニカル分析の概要について トレンド分析１
1
(土） トレンド・ラインと移動平均分析

FTA/TPPの中身をのぞいて見ませんか？

－TPPの基礎知識と世界貿易体制の変化を習得するー

講義概要
曜 日
木曜日
時 間 19：00～20：30 回 数
4回
受 講 料 一般：12,000円／法人会員：9,600円 定 員 30名 ポイント 対象外
教 材 レジュメ資料
日程

講義内容
貿易体制の変動
2008年7月、WTO/ドーハラウンドが米・印対立で決裂してから、世界の
5/16 貿易体制は多国間協定から二国間・地域間FTAの個別協定に急速に舵
1
（木） が切られ、いまやTPPに注目が集まっています。
本講座では先ず最初に、この世界の貿易体制の変動と、その裏で繰り広
げられる国際経済の変化を紹介します。
TPPの現状・課題
数多くのFTA/RTA交渉の中でTPPが米国の参加表明により急浮上し、
5/23 9カ国にカナダとメキシコが加わって11カ国の間で2013年中の交渉妥
2
（木） 結をめざして交渉が重ねられています。
本シリーズでは、このようなTPPの生い立ちと現状そして何が課題となっ
ているか、TPPの基礎的部分をお話します。
TPPと農業問題
新聞・テレビでは、TPPについてビジネス界を中心とした積極推進グルー
5/30 プとJAなど農業関係者中心の大反対グループとの対立を盛んに報道し
3
（木） ていますが、問題の本質はどうも違うところにあるようです。特に農業問
題はいま少し冷静に分析しておく必要がありそうで、何ゆえTPPなのか
農業問題と絡めて探ってみましょう。

講義形式▶

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

み

わ

三和
こ じょう
古城
たかはし
高橋
の さか
野坂
しば た
芝田
ながもり
長森

ゆ

み

こ

裕美子
かく や
鶴也
ゆきひろ
幸洋
こういち
晃一
てるしげ
照茂
のぶゆき
伸行

コーディネータ

明治大学商学部教授

日産センチュリー証券株式会社

業務管理部部長兼ディーリング部長

いちよし証券株式会社

投資情報部市場分析課長

株式会社証券ジャパン

調査情報部次長

みずほインベスターズ証券株式会社

投資顧問部ファンドマネージャー

日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト
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アジアでの現状/課題 日本の役割
TPPの対象はアジア市場が中心ですが、このアジアでは日中韓FTA交
6/6
4
渉のごとくTPPと併行して様々な協定が結ばれ且つ交渉が重ねられてい
（木）
ます。アジアの現状と課題を知り、その中で日本はどういう役割を果たせ
ば良いかお伝えします。
講義形式▶

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

かんざき ゆき お

神﨑 幸雄 国際社会貢献センター会員（三菱商事出身）
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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駿河台キャンパス

財務・金融

駿河台キャンパス

講義概要
曜 日
土曜日
時 間 13：00～16：30 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

13110029

駿河台

駿河台

講座コード

13110030
（Aコース）

ビジネス ランゲージ アート プログラム

講座コード

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ー

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

（Bコース）

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ー

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

実習中心の講座でビジネスシーンに対応できる応用力を磨きます。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。ビジネスの第一線でご活躍の方、学生、研
修担当者、小・中・高校・大学などで言語力育成を志す教育関係者などにお役立ていただ
けます。
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

実習中心の講座でビジネスシーンに対応できる応用力を磨きます。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。ビジネスの第一線でご活躍の方、学生、研
修担当者、小・中・高校・大学などで言語力育成を志す教育関係者などにお役立ていただ
けます。
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。

講義内容

日程

レクチャー

実習

プレゼンテーション

1

伝えるから伝わるへ：瞬時に理解できる表現
5/11 伝える順序や聞きやすい発声・発音を考え実践します。
（土） 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。

2

説明に求められる伝え手の判断力
6/8 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。
（土） 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
7/13
3
を高めます。
（土）
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▶

ロールプレイング
担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
こ ぬま とし お

レクチャー

実習

プレゼンテーション

ロールプレイング
担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
こ ぬま とし お

小沼 俊男 元ＮＨＫアナウンサー

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」
「ビジネス・スピーキング」
「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、『ビジネス・ランゲージアートクラブ』を結成しています。
異業種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）

≪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」
「ビジネス・スピーキング」
「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、『ビジネス・ランゲージアートクラブ』を結成しています。
異業種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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駿河台キャンパス

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
5/11
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
（土）
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。

講義内容
コミュニケーション

駿河台キャンパス

コミュニケーション

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。
4/6 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。

講義形式▶

13110031

ビジネス ランゲージ アート プログラム

ビジネスチャンスを掴む

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13110032

（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

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

4
5
6

※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。

レクチャー

実習

ロールプレイング

プレゼンテーション

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
※日本コーチ連盟認定コーチ養成プログラムの単位認定のために必要なこと
・5回以上の出席
・提出物を全てご提出いただいていること
なお、
20分を超える遅刻は欠席とみなされます。

日程
講義内容
5/21 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。
5/28 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
6/4 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
（火） に学びます。
6/11 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
6/18 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な
（火） り始めます。
6/25 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。

講義形式▶

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。

1
2
3
4
5
6

日程
講義内容
4/19 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。
4/26 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
5/10 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
（金） に学びます。
5/17 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
5/24 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な
（金） り始めます。
5/31 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。

グループワーク

講義形式▶

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
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
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レクチャー

実習

ロールプレイング

プレゼンテーション

グループワーク

担当講師（詳細は巻末をご覧ください）
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
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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3

─気持ちをつかみ潜在力を引き出す技術─

コミュニケーション

駿河台キャンパス

コミュニケーション

※日本コーチ連盟認定コーチ養成プログラムの単位認定のために必要なこと
・5回以上の出席
・提出物を全てご提出いただいていること
なお、
20分を超える遅刻は欠席とみなされます。

2

コーチング入門

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。

1

13110033

（金曜コース）

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13110034

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。
コーチ
資格に
ついて

「コーチング入門」
「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
連盟にお問い合わせください。

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

講座のポイント
「話す」
「きく」の応用編で、ビジネスシーンを課題とした実習を中心に行います。必要
に応じて録音やビデオ収録を行い、実践を振り返ります。ビジネスの第一線でご活躍の
方や企業内インストラクター、学生、小・中・高校・大学などの指導者、生涯教育のリーダー、
社会活動推進者の取り組みに役立てていただくことができます。
講義概要
曜 日
土曜日
時 間 13：30～18：30 回 数
6回（2日間）
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。

講義内容

日程

「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

７/６ 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
1
（土） 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。

2

講師からのメッセージ
現在の不透明なビジネスの最前線で求められている人材は、いろいろな分野の人た
ちから情報を収集する力とキラリと光る洗練された自分の言葉を駆使してビジネスをリー
ドする人です。
ビジネス・スピーキングでは、このような社会の要請に応えるために「人をそらさない
インタビュー技術」
「モチベーションを高め成果をあげるビジネス・コミュニケーション」
「自
分と異なる他の意見を尊重し、きき手のニーズに応える情報を発信するディスカッション」
「場に応じた的確な敬語表現」
「共感を得る、聞き手を動かすスピーチ力」の向上を目指し、
ビジネスの最前線で活躍できる言語能力を磨きます。また、学んだことを後進に伝える「学
び返し」の手法を習得する時間を設けました。職場や地域の活性化を視野に入れた試み
です。みなさまのご協力を得て、有意義な講座にしたいと思っています。

「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
７/１３ 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
（土） い方や関わり方の工夫だけでは無理です。
自分とは異なる感じ方や考え方への好奇心を抱ける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

７/27 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
3
（土） 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。

1
2
3
4
5
6

ビジネス・スピーキング（２）
敬語、スピーチ、学び返し
①【敬語】不適切な敬語表現を点検し、その場に最もふさわしい表現を考え、ビジ
ネスで使いこなすことができるようにします。
7/13 ②【共感を得るスピーチ】人柄や熱意が伝わり、共感を得るスピーチの手法を学びます。
（土） 【聞き手を動かすスピーチ】根拠をもとに方向を示す明快な組み立てや、体験を
臆せず語る話し手の率直さが相手の心をとらえます。
③【学び返しの方法】職場や地域での課題は、後進の育成です。自ら学ぶみなさん
は、新しい指導者としての役割が期待されています。これまで学んだことを、後
進に伝えるポイントを話し合い、模擬授業を行います。

講義形式▶

レクチャー

実習

ロールプレイング

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）
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
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レクチャー

実習

プレゼンテーション

ロールプレイング
担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

※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▶

講義内容

ビジネス・スピーキング（１）
インタビュー、ビジネス・コミュニケーション、ディスカッション
①【インタビュー】相手から情報を広く訊き出し、そして深めるリスニングスキルの
6/8
実践。人をそらさず信頼関係を構築する技術を身に付けます。
（土） ②【ビジネス・コミュニケーション】相手を変え、自分を高め、ともに成果をあげるコー
チングマインドによる表現法の実践です。
③【ディスカッション】傾聴力、質問力、確かな根拠をもとに話す双方向コミュニケー
ション能力を磨きます。

グループワーク

こ ぬま とし お

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」
「ビジネス・スピーキング」
「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、『ビジネス・ランゲージアートクラブ』を結成しています。
異業種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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駿河台キャンパス

日程

ビジネス・スピーキング

コミュニケーション

駿河台キャンパス

コミュニケーション

※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。
※現在、うつ等の精神疾患で治療中の方はご遠慮ください。
※講義の途中に適宜10分程度の休憩がございます。
※日本コーチ連盟認定コーチ養成プログラムの単位認定のために必要なこと
・全回の出席
・提出物を全てご提出いただいていること
なお、
60分を超える遅刻は欠席とみなされます。

13110035

ビジネス ランゲージ アート プログラム

ビジネス最前線をリードする

駿河台

駿河台
講座コード

講座コード
ビジネス ランゲージ アート プログラム

13110036

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。

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：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 *パソコンを使用します。
「受講にあたって」をご覧ください。
日程

4

5

講義内容

【個性】Personality
6/28
「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
（金）
する時の基本を学びます。
【計画】Program
7/5
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
（金）
思考法」を学びます。
【デザイン】Design
7/12
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
（金）
学びます。
【発表】Delivery
7/19
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
（金）
術を学びます。
【個性−発表】
7/26
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
（金）
ンを目指します。

講義形式▶

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。
〜脚本編〜では、子どもの頃に描いた一生の人生計画について。これは、組織や文化
の中にも潜んでいます。大人になっても、無意識の内に従っている脚本。その仕組みと、
活かすコツ・変えるコツをお伝えします。

レクチャー

今回のポイントは、脚本＝一生の人生計画。あなたはご自分の脚本に気づいていますか？
脚本を変えたいですか？
まずは気づくこと。そこから、自分らしい人生を歩むコツを見つけてみましょう。
講義概要
曜 日
水曜日
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
6/5
（水）
6/12
2
（水）
1

3

6/19
（水）

4

6/26
（水）

5

7/3
（水）

6

7/10
（水）

講義内容
「心のリスクマネジメント」とは〜「心」の仕組み〜
まずは「心の仕組み」＝構造についてお伝えします。

講師
阪井
遠藤

「脚本」＝一生の人生計画
「脚本」とは何か。その内容と影響について把握してみましょう。
「脚本」で「値引き」される現実
「脚本」に合わせ「値引き」される現実。良い変化を起こすコツが
あります。
「脚本」に合わせた、行動・思考・感情
あなたの行動・思考・感情は、ホンモノですか？
「脚本」との関わり。
「脚本」からの脱出法
「脚本」は、大人になった今、変えることができます。そのコツを
お伝えします。
〜まとめ〜
「脚本」は、まず気づくこと。身近に潜む「脚本」を共有しながら、
全６回のまとめです。

遠藤
遠藤
遠藤
遠藤
阪井
遠藤

実習

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

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
≪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」
「ビジネス・スピーキング」
「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、『ビジネス・ランゲージアートクラブ』を結成しています。
異業種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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講義形式▶

レクチャー

グループワーク

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
遠藤 美保 TA心理研究所 主任トレーナー
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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3

〜生き方の癖を活かすコツ・変えるコツ 脚本編〜

コミュニケーション

駿河台キャンパス

コミュニケーション

2

心のリスクマネジメント

講座のポイント

講座のポイント

1

13110037

駿河台
講座コード

13110038

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。

NPOの事業と経営手法
事例8.NPO法人宮崎文化本舗
7/2 「ネットワークを駆使した、先端を行くNPO経営に学ぶ」
7
（火） 事例9.NPO法人高齢社会の食と職を考えるチャンプルーの会
「コミュティカフェ草分けのひとつ、レストラン・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」

山根

なぜ、いまNPOか
事例10.日本中小企業・ベンチャービジネスコンソーシアム
7/9 「中小企業の経営改革とベンチャービジネスの起業支援を通じ
8
（火） て雇用を拡大する」
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します。

坂本

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

NPOの現状と設立・運営方法
5/21
1
事例1.NPO法人ビジネスネットワーク・ジャパン
（火）
「専門家集団によるNPO・企業・働く個人の支援」

2

講師
丹野

寄付金の獲得と認定NPO取得
5/28 事例2.認定NPO法人スペシャルオリンピックス・日本・東京
峰岸
（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」
世界的NPOであるスペシャルオリンピックスを紹介します。

芸術で町を活性化する
6/18
5
事例5.NPO法人西会津国際芸術村
（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」
NPOで自己実現を図る
事例6.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
6/25 するNPO」
6
（火）
理事長と監事の役割
事例7.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」
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趙

講義形式▶

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

さかもと つね お

安藤

岡

黒沢
水田

坂本 恒夫 コーディネータ 明治大学経営学部教授
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
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
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
おか し ろう
岡 四郎 （特活）安全環境システム理事長
ちょう だ ん
朝鮮大学校経営学部准教授
趙丹
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
くろさわ かず き
黒沢 一樹 （特活）若者就職支援協会理事長
みず た たかのぶ
水田 孝信 （特活）若者就職支援協会監事
やま ね
ま ち こ
山根 眞知子 （特活）ＮＰＯ事業サポートセンター理事
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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駿河台キャンパス

NPOのミッションと評価
6/11 事例4.LIVING IN PEACE
4
（火） 「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
童養護施設への資金調達をおこなう」

中小企業・ベンチャー

駿河台キャンパス

中小企業・ベンチャー

世界に類を見ない、時間の寄付とお金の寄付
事例3.認定NPO法人日本グッド・
トイ委員会（当日は年間12万
6/4 人を超えるミュージアム「東京おもちゃ美術館」でのフィールドワ
3
多田
（火） ークです。）
「市民性創造活動による東京おもちゃ美術館のNPO事業」経済
専門誌で日本の社会企業家30人に選ばれた理事長が講師です。

駿河台
講座コード

13110039

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。

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
6/22
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
（土）
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
12
について考える。
11

13
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、消費者の生活や規制などの社会的な面など、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、原子力発電の事故、インフラ設備の老朽化など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を一般に公
開するものです。

森

環境と安全
7/6
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
（土）
して安全を創ることを考える。
14

菊池

リスクコミュニケーションと安全
7/20 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
（土） 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
16
ーションの実践等についても考察する。

北野

15

（懇親会）なお、最終日の7月20日には、授業終了後、講師と履修者全員参加で懇親会を開催し、フリーディ
スカッションを行う予定である。

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 Ｐａｒt３
（研成社） ※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

1

安全とは何か
4/13
安全とは何か、
リスクとは何か等の安全の思想な面の紹介と共に、 向殿
（土）
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。
2
ヒューマンエラーと安全
4/27 消費者の製品誤使用を防ぐ製品設計、ヒューマンエラーを防ぐた
小松原
（土） めの産業現場の安全マネジメント等、安全に関連した人間要素（ヒ
4
ューマンファクター）技術について詳しく紹介する。
3

M
O
T

社会制度と安全
5/11
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
（土）
安全と責任の関係について考察する。
6

講義形式▶

7

地域社会における安全
5/25
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
（土）
づくりを通した安全と安心の確保について考察する。
8

グローバリズムにおける安全
グローバル化した現代で、我が国だけで安全を考えることはもは
6/8
や出来ない。世界の中の安全学として、化学物質のもたらすリス
（土）
ク管理を例題に世界的な観点からの安全の在り方についての現
10
状と将来について考察する。

山本

9
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増田

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

むかい ど の ま さ お

向殿 政男
こ まつばら あきのり
小松原 明哲
す ぎ も と のぼる
杉本 旭
やまもと とし や
山本 俊哉
ま す だ まさる
増田 優
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

M
O
T

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
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
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
明治大学理工学部建築学科教授（兼）
理工学研究科新領域創造専攻安全学系
お茶の水女子大学教授
北海道大学大学院教授
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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駿河台キャンパス

5

駿河台

中野

講座コード

13110040

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
★
教 材 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。
2.レジュメ資料
日程
1

6/4
（火）

6/11
2
（火）
6/18
（火）

4

6/25
（火）

5

7/2
（火）

6

7/9
（火）

M
O
T

講義形式▶

講義内容
講師
団地再生市場の概要と取組み
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 澤田
必要な多岐に渡る知識習得の要点を紹介。
コミュニティ活性化から再生へ
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 近角
の後の団地再生事業創出システムを紹介。
多摩で進む団地再生プロジェクト
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 秋元
ける行政・市民組織の役割りの発展を紹介。
建築技術的取組みの現状
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 安孫子
備技術の開発と実務展開について紹介。
再生プロジェクトの事業性評価
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 田村
性評価システムについての実務歴を紹介。
プロジェクトの始め方（演習）
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に 淺野
ついての理解度を確認する。

13110041

加速化する不可逆なグローバル化が、我々に意味するもの
―NEO（新たな段階の）グローバルな環境を如何に生き抜くか―

講師からのメッセージ
不可逆なグローバル化が加速化する中で、国民国家の力は低下し、個人と国家との関
係は見直しを迫られ、自覚的かつ能動的にグローバル環境に適応することが強く求めら
れます。本コースでは、
「日本人としての自らのアイデンティティを理解した上で、差異を
認識し、グローバルな共通を模索する努力を放棄しないこと」がその前提にあるという考
えに基づいて、日常意識をしない、
「日本的」
「日本型」とはいったい何かを多面的に議論
し、自分たちがどのような色眼鏡をかけているのかを自覚し、その相対化を試みます。
講座のポイント
「日本的な」とは何かを理解、相対化し、グローバル環境下での自分の軸足を考え、そ
れを明確に意識してください。
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 30名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料

1
2
3
4
5

日程
5/14
（火）
5/28
（火）
6/11
（火）
6/25
（火）
7/9
（火）

講義内容
新たな段階に入るグローバリゼーション
日本（企業と個人）にとっての意味合い
「僕はウナギだ」を訳せますか
日本語って不思議
あなたの選択は?“就職”or“就社”
日本的自己構造とは
「安全」と言ってくれ、
「安心」するから
日本的思考メカニズムと姿勢
日本におけるリーダーシップとは
日本的組織の今後

M
O
T

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

さわ だ

せい じ

澤田 誠二
ちかずみ しんいち
近角 真一
あきもと たか お
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

コーディネータ 前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

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
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

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

株式会社アークブレイン社長

明治大学客員教授

株式会社アール・アイ・エー常務取締役 名古屋支社長 一般社団法人団地再生支援協会理事
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講義形式▶

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

お が さ わ ら やすし

小笠原 泰 明治大学国際日本学部教授
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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中野キャンパス

駿河台キャンパス

3

講座コード

一般社団法人団地再生支援協会後援講座

い し ば し みつる

BUSINESS PROGRAM

講師紹介
講師の肩書きは2012年12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。
「多摩
市循環型エネルギー協議会」を設立して地域のエネルギー改革に取組中。

あさぎり しげはる

朝霧 重治 株式会社協同商事コエドブルワリー代表取締役社長
1973年、埼玉県川越市生まれ。1997年、一橋大学商学部卒業後、三菱重工業株式会社に入社。1998年、株式会社協同商
事入社。2003年代表取締役副社長に就任、ビール事業再構築に着手する。2009年より、代表取締役社長。Beer Beautiful
をコンセプトとする日本のクラフトビールCOEDO」のファウンダー・CEO。川越産のサツマイモから製造した「紅赤-Beniaka-」
を筆頭に、日本の職人達による細やかなものづくりと『ビールを自由に選ぶ』というビール本来の豊かな味わいの魅力をクラフト
ビール「COEDO」を通じて、武蔵野の農業の魅力とともに発信している。品質やブランドデザインに世界的な評価を受けている。
ビールは現在、アメリカ、オーストラリア、中国、シンガポール等各国に輸出されており、Globalな視点での活動も進めている。
あさ の

かずゆき

淺野 和幸 株式会社アール・アイ・エー常務取締役名古屋支社長
1951年生まれ。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年生まれ。東大院修了（環境工学専攻）。1970年（株）ジェス設立。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。

あんどう

す

いけ だ

たかし

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年修了。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、
「企業と消費者の価値共創」、
「消費者心理」、
「戦略的マーケティング」をテーマに研究、主著に「消費者行
動論」
（同文舘）、
「サービス・
ドミナント・ロジック」
（同文舘）等、企業研修・指導、
各種資格試験出題委員等幅広く活動。

いま づ

み

き

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

今津 美樹 トリップワイヤ 執行役員 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 ー うぇん しょう

呉 文 繍 日本アジアグループ（株）代表取締役社長
地 球 規 模 での 持 続 可 能な社 会 の 実 現に向け、国 内に留まらず WEF や
UNISDRに参画、講演するなど国際的な活動を積極的に行っている。国立台
湾大学卒。ハーバード・ビジネス・スクール修了。

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

だ がわ もとかず

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

み

ほ

遠藤 美保 TA心理研究所 主任トレーナー
明治大学サービス創新研究所 客員研究員／産業カウンセラー／キャリアコン
サルタント。約13年情報処理会社勤務。主に新規開拓営業を実践。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・企業の企画・
研修業務に携わる。
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

講師紹介

講師紹介

明治大学農学部専任准教授 博士
（農学）
池田 敬
2006年より現職。前職では農林水産省の研究所で、生産現場で役立つ、使っ
てもらえる技術開発を心がけた研究を行ってきた。現在は、農商工連携モデル
を基盤とした植物工場研究・省力省エネルギー化をめざした都市近郊型農業
生産システムの研究開発を行っている。
兼・明治大学植物工場基盤技術研究センター長。

国際社会貢献センター会員
（丸紅出身）
石橋 満
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。
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お お く ら まなぶ

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

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。

おおつか よし み

大塚 義巳 全国共済農業協同組合連合会 全国本部人事部 次長
1985年明治大学商学部卒、JAの保険分野であるJA共済を行う全国共済農
業協同組合連合会入会、資産運用担当後、5年間にわたりファンドマネージャー
として米国投資子会社出向。帰国後は、課長として営業推進担当、給与・福利厚
生担当、子会社管理担当など複数部門を経験し、現在、人事部にて人事制度・人
材育成を担当しています。特定社会保険労務士付記、中小企業診断士、AFP。
おおつき

は る み

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

おおつき ひろ し

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

明治大学商学部教授
大友 純
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 の

まさ み

大野 正美 株式会社 中村屋 総務・法務部長
1984年、明治大学法学部卒業。東証一部、創業111年、各種和洋菓子の製造販
売および飲食店を経営する株式会社中村屋に入社。経理部配属後、まだ現在のよ
うに発展する前の中国に一時期派遣される。帰国後は、株主総会の運営や契約法
務を担当し、総務課長、法務課長、法務室長を経て、2010年より現職。著書に『社
員とのトラブルを防ぐ人事労務の基本』
（労働新聞社）。特定社会保険労務士付記。
おおはし まさよし
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し ろう

お が さ わ ら やすし

小笠原 泰 明治大学国際日本学部教授
東京大学卒、シカゴ大学大学院国際政治経済学修士、同大学院経営学修士。マッキンゼー&カンパニーを経
て、米国カーギル社ミネアポリス本社入社。同社オランダ・英国法人勤務を経て、NTTデータ経営研究所。同
社パートナーを経て、2009年4月より、現職。専門は、経営組織文化論、日本型イノベーション論、知識経営論、
日本社会システム論。著書に、
『日本的改革の探究』
（日本経済新聞社 2003）、
『日本型イノベーションのす
すめ』
（日本経済新聞出版社 2009）、
『2050 老人大国の現実』
（東洋経済新報社 2012）等がある。
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。

お ち あ い みのる

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
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、明治大学博物館館長、経営学史学会副理事長、アジア経営学会評議員、
日本比較経営学会理事、経営関連学会協議会理事、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、お客様本意で経営
的視点にたった税務会計コンサルを提供する。短大での講師のほか経理や税
務に関する講師経験も多数。

かん やす と

キャノン株式会社元理事・ＣＥ本部長
菅 康人
1975年早稲田大学大学院理工学研究科機械工学専攻修了。同年、キャノン株式会社入社。
複写機の開発設定部門で機械設計を担当。1981年、製品のコスト競争力強化を目的とし
たコストエンジニアリング（CE）部門の設立と共に同部門に異動。主として事務機事業関
連の原価企画、VEなどの推進を通じてキャノン式CEシステムを構築。理事・CE本部長、
調達本部顧問を経て2010年7月退職。現在は、日本経営システム協会上席研究員。
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大橋 正義 株式会社 大橋製作所 代表取締役社長
FPD&マイクロデバイス実装装置および特殊機構ユニットの開発製造会社（株）大橋製作所代表取締役
社長。中小企業家同友会全国協議会政策委員長。創業以来の金属加工部門に加え、熱圧着技術を活用
した精密機械を開発。1999年卓上COG実装装置で日経新聞「年度優秀賞」受賞。現在は多種に渡る
ラインナップの装置を開発し、有力大手メーカーの国内外最新鋭工場のデジカメ・携帯電話製造現場な
ど各種分野で活用されている。新しい経済・社会の変化を力に、新しいビジネスモデルにも挑戦している。

おか

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。

かんざき ゆき お

神﨑 幸雄 国際社会貢献センター会員（三菱商事出身）
千葉大学工学部卒業、三菱商事入社。プラント輸出・建設業務に長年に亘り従
事し、サウジアラビア・アルコバル事務所長、イラン三菱商事社長を歴任した
後、ABAC（APECビジネス諮問委員会）日本支援協議会事務局長に転じ、
ABAC／APEC活動を通じFTA／TPPなど国際通商関係に深く関与した。

きく ち

かず お

きく ち

まさふみ

きた の

まさる

菊池 一夫 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。

（兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系
菊池 雅史 明治大学理工学部建築学科教授、
明治大学大学院工学研究修士課程修了（工学博士）。専門はコンクリート工学、
資源循環論、サスチェィナブルコンストラクション。元日本建築仕上学会会長。
建築工事・建築材料等の標準化に関わる法律、JISの制定・改正等の委員・委員
長を歴任。日本建築学会賞（論文）、日本建築仕上学会賞（論文）、工業標準化
事業表彰経済産業大臣賞、その他功績賞・功労賞等3件受賞。
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
北野 大
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月から2013年3月まで明治大学教授。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。
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ザーを務める。

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。著書に『フレキ
シブル人事の失敗』
（旬報社）、
『人間らしく働く―ディーセント・ワークへの扉』
（泉文堂）など。
こ じ ま のぼる
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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。

こ ぬま とし お

（財）
NHK-CTI日本語センター専門委員
小沼 俊男 別府大学客員教授、
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・地域デザイン学会会長。

さいとう たけ し

齋藤 岳士 明治大学研究・知財戦略機構特任講師
筑波大学大学院生命環境科学研究科修了。2012年4月より、明治大学研究・
知財戦略機構特任講師。専門は蔬菜園芸学。これまでの研究は、
トマト果実の
高品質化のために糖や機能性物質の蓄積を促進させる栽培法の開発やその
メカニズムの解明を行ってきた。

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。77年東京理科大学理学部物理学科卒業、85年博
士課程退学。ソフトハウスに勤務し87年理学博士取得。サイエンスライターを
経て90年明治大学法学部専任講師。98年から教授。サービス創新研究所所長・
文明とマネジメント研究所所長。
ドラッカー学会理事等。

さかもと つね お

坂本 恒夫 明治大学経営学部教授
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。日本
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。
さき あきひろ

明治大学経営学部教授
﨑 章浩
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 だ

せい じ

澤田 誠二 前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年生まれ。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
画専攻）勤務（2000〜2002年）の後明大教授（建築専攻）。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。
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明治大学研究・知財戦略機構客員研究員 博士
（工学）
小島 昇
元明治大学理工学部教授。研究内容は、環境に優しいクリーンで再生可能な
自然エネルギーを利用した風力発電を目標に、風車製作コストが低価格で静
音性に優れた都市部で風力発電が可能な独立電源型の「都市型風力発電シ
ステム」の実用化の研究を行っている。

こ じょう か く や

古城 鶴也 日産センチュリー証券株式会社 業務管理部長兼ディーリング部長、国際検定テクニカルアナリスト ®(MFTA)
テクニカル分析に広く精通し、コンピュータープログラムにも明るい。自身の開
発した「Kチャート」を使ったレポートは多くの投資家に重宝されている。
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しば た

てるしげ

すぎ の

お

みずほインベスターズ証券株式会社 投資顧問部 ファンドマネージャー

芝田 照茂 日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト ®（CMTA）
みずほインベスターズ証券株式会社 投資顧問部 国際分散投資を提供するラ
ップサービスのファンドマネージャー。国内外株式のトレーディングに従事し、
デリバティブ取引に精通している。

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

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
杉本 旭
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。

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 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。

せんどう あや こ

潜道 文子 拓殖大学商学部教授
早稲田大学大学院商学研究科博士後期課程単位取得満期退学。博士（商学）。
専門は、経営戦略論、企業と社会。著書：
『日本型CSR経営の構築』
（白桃書房・
単著）、
『フロー理論の展開』
（世界思想社・共著）、
『江戸に学ぶ企業倫理』
（生
産性出版・共著）等。

たかはし まさやす

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

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 まさやす

田中 雅康 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。工学博士、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会長。40
年以上にわたり「原価企画」の研究会（550回以上）を主宰し、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」
「VEハンドブック」など多数。
た なべ こう じ

田辺 孝二 東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科教授
1952年香川県生まれ。東京工業大学大学院博士課程修了、博士（学術）。経
済産業省等の勤務を経て2005年から現職。島根県民ファンド投資事業組合
業務執行組合員。早稲田大学「シンガポールのITと社会」非常勤講師。著書：
「東
工大・田辺研究室―他人実現の発想から―」
（彩流社・共著）等。

た むら まさくに

田村 誠邦 株式会社アークブレイン代表取締役、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

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）
田村 豊
明治大学大学院経営学研究科修了。博士（経営学）。専門は人事労務管理論、
生産マネジメント論。スウェーデン企業の経営戦略と労使関係の相互関係に
ついて日本と比較し、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
日本中小企業・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。セミナーの企画・開催及び事業活動に取り組んでいる。
編著に「図解ＮＰＯ経営の仕組みと実践」
「ミッションから見たＮＰＯ」。

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。
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高橋 幸洋 いちよし証券株式会社 投資情報部市場分析課長、国際検定テクニカルアナリスト ®（MFTA）
主な共著は「日本テクニカル分析大全」
（日本経済新聞出版社）。
トレンド・フォ
ーメーション分析を専門とする。日々配信するマーケットレポートは運用のプロ
も参考にしている。

たけなか

武中 千里 NHK編成局コンテンツ開発センター チーフ・プロデューサ制作部長
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。

チョウ ダ ン

朝鮮大学校経営学部准教授
趙丹
日本中小企業・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。

なが た

ゆういち

永田 裕一 （株）北見ハッカ通商専務取締役
1965年北海道北見市生まれ。1984年北海道立北見北斗高等学校卒業。同年、家業で
あった永田製飴（株）を退職した父につく。現社長が1984年に開業し、有限会社北見薄
荷通商として1985年に法人設立。1993年（株）北見薄荷通商へ組織変更し、専務取締
役就任。現在に至る。北見物産協会会長、北見ライオンズクラブ会長、北見観光協会副会長、
きたみ菊まつり実行委員長、北見日台親善協会副会長、北見工業大学げんき会理事等歴任。
な か ばやし か ず し げ

中林 和重 明治大学農学部農芸化学科准教授 博士（農学）
明治大学農学部農芸化学科准教授。植物環境制御学研究室で太陽光利用型
および閉鎖型植物工場の実用化および普及に関する研究を続けている。特に
屋外ハウスでの固形培地（サンゴ砂）を用いた養液栽培を得意としている。元
植物工場学会評議員、現在生態工学会理事。

ながもり のぶゆき

長森 伸行 日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト ®（CMTA）
山一證券等を経て、元日本証券新聞社編集委員。テクニカル分析手法の一つ
である「一目均衡表（いちもくきんこうひょう）」分析の第一人者。
「市場のこと
は市場に聞け」をモットーとする。

にしざわ あきひろ

西澤 明洋 ブランディングデザイナー、株式会社エイトブランディングデザイン代表
「ブランディングデザイン」という視点のもと、企業のブランド開発、商品開発、
店舗開発など幅広いジャンルでのデザイン活動を行っている。著書に「ブラン
ドをデザインする！」
（パイ インターナショナル）、
「ブランドのはじめかた」
（日
経BP社）等。

の さか こういち

野坂 晃一 株式会社証券ジャパン 調査情報部次長、国際検定テクニカルアナリスト ®（MFTA）
トレンドやタイミングを重視したテクニカル分析が専門。ディーリング業務にも
携わり、実戦に基づいた市場分析を得意とする。主な共著は「移動平均線の新
しい読み方」
（かんき出版）。

の

だ

よしのぶ

野田 好伸 社会保険労務士
神奈川大学法学部卒。大学卒業後、社会保険労務士法人ユアサイド（旧西崎
経営労務事務所）に就職。約６年の勤務ののち、社会保険労務士法人大野事
務所に入所。現在、同法人のパートナー社員として勤務。人事労務相談業務、
労務監査・診断業務、セミナー講師等を中心に活動中。特定社会保険労務士
付記。
はら だ

すすむ
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たかゆき

ひろ せ

ゆうさく

弘瀬 祐作 （株）日立製作所 調達統括本部 VEC推進部長
（株）日立製作所入社後、計測機器、半導体、半導体製造装置事業の調達部門
を経験し、現在、本社調達統括本部でVE、原価企画を担当。

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（株）
（（株）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（株）と合
併し（株）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。2007年7月より中小企業家同友会全国協議会幹事長。
ひろまさ ゆき お

廣政 幸生 明治大学農学部教授・農学博士
北海道大学大学院農学研究科修了。専門は、環境経済論、フードシステム論。
農業・農村の多面的機能を活用した農村開発のあり方と評価、循環型社会に
おける生物系廃棄物を利用したフードシステムの社会・経済条件等の研究を
進めている。明治大学地域連携研究センター副センター長。

ふじ え

まさつぐ

ふじ き

としあき

まえ だ

すすむ

藤江 昌嗣 明治大学副学長 経営学部教授・京都大学博士（経済学）
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科学部専任講師、1987年東京農工大学農学部助教
授、1992年明治大学助教授、翌年教授、現在に至る。明治大学副学長、戦略研究
学会副会長、MOSマネジメント・オブ・サスティナビリティ研究所所長、単著『移転価
格税制と地方税還付』
（中央経済社）、共著『地域ブランドのコンテクストデザイン』他。
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、
「ネットマーケ
ティング＆ビジネスモデルデザイン実践講座」講師 今津美樹と藤木俊明によ
る共著による。
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

お茶の水女子大学教授
増田 優
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。
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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）。

ひら お

平尾 隆行 人財創研代表
日本アイ・ビー・エム株式会社入社後、日本IBM研修サービス株式会社にて、
情報処理研修部長を経て常務取締役を歴任。IBM認定プロフェッショナル。リ
ーダー研修に関する研修・開発マネージング・コンサルタントとして多数の企業
研修を担当。2007年人財創研設立。

75

ま なべ きよ し

眞鍋 清嗣 サントリーパブリシティサービス（株）代表取締役社長
1951年生、慶應義塾大学経済学部卒。
‘75年サントリー株式会社入社、
‘95
年人事部課長、その後サントリーショッピングクラブ（株）、サントリーパブリシ
ティサービス（株）で通算10年間代表取締役社長を務める。

み う ら のぼる

明治大学理工学部准教授・博士
（工学）
三浦 登
専門は、光物性・光デバイス、電子材料。特に、光機能性薄膜を用いた電子デ
バイスの研究に取組んできた。近年は、エレクトロルミネッセンス素子を用いた
フラットパネルディスプレイ用の材料・デバイス開発、照明用光源や太陽電池
などの薄膜光ー電気変換素子について研究を行っている。

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

わ

ゆ

み

こ

三和 裕美子 明治大学商学部教授、日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリストⓇ（CMTA）
大阪市立大学大学院経営学研究科後期博士課程単位取得退学後、明治大学商学部助手、同専
任講師、同助教授、2005年より同教授、現在に至る。博士（商学）。ミシガン大学客員教授（2006
年～2008年）主著書：
『機関投資家の発展とコーポレート・ガバナンス』
（日本評論社、1996年）、
『アメリカ型企業ガバナンスの国際化』
（ 共著、渋谷博史他編、東京大学出版会、2002年）、
Corporate Governance in Japan（共著、シュプリンガフェアラーク東京、2006年）。
むかい ど の ま さ お

（兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系
向殿 政男 明治大学理工学部情報科学科教授、
明治大学大学院工学研究科博士課程修了。専門は、ファジィ理論、人工知能、
安全学。工学博士。元日本ファジィ学会会長、日本信頼性学会会長。現在、安
全技術応用研究会会長。日本学術会議連携会員、経済産業省消費経済審議
会製品安全部会長、国土交通省社会資本整備審議会昇降機等事故調査部会
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）慶應義塾大学卒。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。

むらまつ

か

す

み
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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11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、大学公開講座の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

山﨑 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。
著書に
『経営労務監査の実務』
（中央経済社）。
やまなか ともひこ

山中 知彦 新潟県立大学国際地域学部教授・地域連携センター長
専門分野は景観・都市デザイン、まちづくり活動支援で、住宅や住環境の設計と一定の場所性に立脚した住宅から公共の空間に
至る都市設計に取り組んできた。近年は遺伝学・脳科学からの援用によって、人々の意識の中での地域継承方法論を考え始めて
いる。主な著書は、
『生活景・暮らしに身近な景観価値の発見 日本建築学会編』学芸出版社 共著 2009年、
『都市建築のビジョン』
日本建築学会 共著 2006年、
『図説･都市デザインの進め方』丸善 共著 2006年。主な作品には、種蔵集落再生計画（2008
年）、地域住宅計画奨励賞（空家活用）、日本建築学会作品選集2010掲載、ヒアシンスハウス（2006年）、さいたま市景観賞受賞、
日本建築学会作品選集2007掲載熊谷市市役所通線設計（2000年）、グッドデザイン賞、彩の国さいたま景観賞受賞等が有る。
やま ね

ま

ち

こ

山根 眞知子 （特活）NPO事業サポートセンター理事
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

（兼）理工学研究科新領域創造専攻安全学系
山本 俊哉 明治大学理工学部建築学科教授、
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

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・

吉岡 洋一 前明治大学商学部兼任講師、早稲田大学商学学術院顧問

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として流通分野の調査・研究・システム提案に従事。その後独立、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・マーケティ
ング論」
「物流・ロジスティクス・サプライチェーンマネージメント論」等を講義。特に松山大学では、
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・博士（経営学）
経営戦略論・経営管理論・イノベーション論が主たる研究領域。最近の研究課
題は、企業が保有する企業遺伝子の生成と継承過程に関する研究を行っている。
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講師紹介

講師紹介

村松 かすみ 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（株）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。

もり みちつぐ

北海道大学大学院教授
森 治嗣
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。東京工業大学非常勤講師、明治大学客員教授を経て、2012年4月より現職。日本機械
学会理事、日本伝熱学会理事、日本原子力学会理事を歴任。現可視化情報学会理事。1998,2002年日本原子
力学会賞技術賞受賞、2005年日本機械学会賞（技術）、2009年日本原子力学会熱流動部会業績賞、2012
年日本機械学会熱工学部門技術功績賞受賞。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。

わ か し ま つかさ

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

MEMO

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。

講師紹介
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■JR中央線／総武線 「御茶ノ水」駅
御茶ノ水橋口
■東京メトロ千代田線 「新御茶ノ水」駅 B1出口
■都営地下鉄新宿線 「小川町」駅
B3出口
■東京メトロ丸ノ内線 「御茶ノ水」駅
2番出口
■都営地下鉄三田線／新宿線／東京メトロ半蔵門線
「神保町」駅
A5出口

[https://academy.meiji.jp]

徒歩3分
徒歩5分
徒歩5分
徒歩3分
徒歩5分

A5

グローバル
フロント

2番出口

B3

B1

中野キャンパス
■京王線／井の頭線 「明大前」駅

中央口

徒歩5分

■JR中央線／東京メトロ東西線
「中野」駅 北口 徒歩8分
中野
ブロードウェイ

公園拡張地

◁入口

リバティアカデミー事務局
受付

中野四季の森公園

中野セントラル
パーク イースト

バス停「中野四季の森公園」

1F

中野セントラル
パーク サウス

→
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MEMO

地域産学連携研究センター
地下１階 多目的室

明治大学黒川農場

黒川
汁守神社
ローソン

ファーマーズ
マーケット
セレサモス

スリーエフ
はんだ
保育園

鶴
川

街

道

■小田急多摩線 「黒川」駅 南口から 1.6ｋｍ
徒歩約 20 分（公共バス等の運行はありません）

北口

南口

ファーマーズ
マーケット
セレサモス

黒川農場
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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2013年3月の方は、2013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）
。
永久会員
の方は、更新手続きおよび更新料は不要です。

■再入会
■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（2013年度入会の方は2016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、証明書をご持参ください。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

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

※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。利用
にあたっては、
「明治大学図書館利用規程」を遵守してください。
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、
中野キャンパス中野図書館
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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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

ポイント対象となる講座

7.5時間未満

ポイントなし

7.5時間以上15.0時間未満

1AP

15.0時間以上22.5時間未満

2AP

22.5時間以上30.0時間未満

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
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する制度です。
2 修得したポイントは、AP（リベラルアーツ）
、AP（ビジネス・アドミニストレーショ
ン）の種類毎に集計され、いずれかの合計が、規定のポイント数に達した場合
（50APは指定する学習成果の提出が必要です。
）
、以下の称号が授与され、修了が
認証されます。
〔ポイント数の基準〕
修了ポイント数
10AP
20AP
30AP
50AP（※）

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）

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。アカデミー・ドクターの方
は
「永久会員」
となり、
ゴールドカードを授与します。

■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。
割引対象外講座
オープン講座・特別企画講座・TOEIC®IP・TOEFL ITP®
※上記の他にも一部割引対象外となるものがあります。
個別の講座概要をご確認ください。

割引率

割引区分

ご持参証明書

（※3）
学生証
50%（※1） 学生・生徒（※2）
リバティアカデミー特別会員
特別会員証（創立120周年記念特別会員証）
20%
法人会員
社員証またはそれに準ずるもの
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
10%
CCI、ふろむな倶楽部、Club Oﬀ Alliance、 ホ ー ム ペ ー ジ の ロ ゴ マ ー ク
ベネフィット・ステーション）
など
この他、
リバティアカデミー法人会員割引制度があります。
案内資料をご請求ください。

※1 資格・実務・語学講座のみ割引率が異なります。詳細は「資格・実務・語学講座パンフレット」をご確認
ください。
※2 文部科学大臣の所管する小・中学校、高等学校、高専、短大、大学・大学院の正規学生（専修学校・各種学
校を除く）並びに本学の聴講生及び科目等履修生。
※3 本学教職員（専任教職員、兼任講師、嘱託職員等を含む）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。

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は、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 欠席された講義において配布資料がある場合は、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。
2012年7月改定

■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、
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・再入会

お申し込み・お問い合せ

会員更新：会員番号、
再入会：旧会員番号

p84〜87

1. 新規入会

3

1

2

会員更新

ト
リ

□アメリカン・エキスプレスカード

既リバティアカデミー会員の方

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）

＊会員更新は、会員期間内（3月末日）のみ手続可能です。
会員期間を過ぎた場合
（4月1日以降）
は、
再入会になります。

個人情報の利用目的について

会員で2010年度入会・更新の方

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。

キ

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。
講座初回に、受付および、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。
Q 講座を欠席する際、
代理の者が受講することはできますか？
A 代理受講は認めておりません。

リ

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、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
必ず払込金受領書等入金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 通常入金後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講座開講日前日までのお申し出があれば、キャンセルすることが
できます。
ただし、
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。
Q 語学講座でレベルが合わなかった場合にクラスの変更はできますか？
A 原則変更できません。
各講座にデモレッスンを設けております。ご参加のうえ、お申し込みの前にレベルをご確認ください。

3. 再入会

Q＆A

2. 会員更新

入会・講座に関する

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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「明治大学カード」のご案内

明治大学カードは、大手カード会社と提携して発行するクレジットカードです。
2012年10月より
「明治大学・MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カード」の
受付を開始しました。

ト
「明治大学カード」
（クレジッ
にご入会されると
カード ）

教養・文化講座
ビジネスプログラム
資格・実務・語学講座

受講料が
10%OFFに
なります！

受講料・更新料の割引適用の注意点
明治大学カードがお手元に届いた後、会員区分について、次のどちらかの手続きを
行ってください。①か②のお手続き後のお申込みから割引が適用されます。

1
お電話で

2
インターネットで

「会員区分を明治大学カード会員に変
更してください」
とリバティアカデミー
事務局にご連絡ください。

リバティアカデミーホームページにロ
グインし、
マイページメニューから会
員区分の変更を行ってください。

TEL：03−3296−4423

URL：https://academy.meiji.jp/

・入金後または講座初回受付時のお申し出では、割引は適用されません。
・講座初回受付の際に、確認のため、明治大学カードの提示が必要になります。
・クレジットカード年会費がかかります。
・リバティアカデミー会員規約86ページの「受講料の割引」の項目をご確認ください。
・明治大学カードについてご不明な点がございましたら、明治大学カード事務局まで
お問い合わせください。

明治大学カード申込資格
◎リバティアカデミー会員
（※新規入会時は除く）
◎本学卒業生
◎本学在校生・卒業生父母
◎本学大学院生

明治大学カードについてのお問合せ先

明治大学カード事務局
（大学会館6階）

カードの発行には最低でも約3週間ほど
かかります。お早目にお申込みください。

TEL：03-3296-4077

（平日9：30〜17：00）土・日・祝日 大学指定日休み

FAX：03-3296-4366
E-mail：mcard@mics.meiji.ac.jp

URL：http://www.meiji.ac.jp/mcard/
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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https://academy.meiji.jp

日曜・祝日・8/10〜16・11/1・12/26〜1/7・1/17

