2013年後期

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
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」 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。
開設記念
※オープン講座・一部の特別企画講座は対象外となりますのでご了承ください。詳細は各ページをご覧ください。
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宇崎 竜童＆阿木燿子 音楽家、作詞家
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株式会社ルートレック・ネ
ットワークス代表取締役

河田 惠昭

関西大学社会安全学部社会安全研究センタ
ー長・教授、人と防災未来センター長 ほか

居駒 永幸

明治大学経営学部教授
ほか

池田 功

明治大学政治経済学部教授
ほか

石川 榮作

徳島大学大学院ソシオ・アーツ・ア
ンド・サイエンス研究部教授 ほか

山折 哲雄

宗教学者・国際日本文化
センター名誉教授 ほか

吉田 悦志

明治大学国際日本学部教授・
博士 ほか

阪井 和男

明治大学法学部教授 ほか

Moussa Héma

元国立舞踊団首席ソリスト
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明治大学理工学部教授 ほか

関口 裕昭

明治大学情報コミュニケーション学部准教授 ほか
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石川 修次
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白石 隆生

尚美学園大学大学院教授 ほか

鄭 大均

首都大学東京名誉教授

長尾 進

明治大学国際日本学部准教授 ほか

Florence
明治大学商学部教授 ほか
Mermet-Ogawa

【明治大学・鳥取県連携講座】

28 村上隆×森川嘉一朗 特別対談『芸術×サブカルチャー×場所』森川 嘉一郎
29 第1回 シンポジウム

ITと人材育成

藤江 昌嗣

30 【川崎市教育委員会連携事業講座】メタンハイドレードって何だ？
31 【川崎市教育委員会連携事業講座】現代社会における不妊の増加について考える 長嶋 比呂志
32 Our Curriculum&Support
33 法人向けサービス
戦略とマネジメント
34 経営戦略セミナー実践編（ビッグデータ時代の事業の革新と創造）歌代 豊
黒田 兼一
35 会社経営と経営労務監査
吉村 孝司
36 企業経営事例の戦略的分析
林 明文
37 人事分析入門
藤江 昌嗣
38 『孫子』に学ぶ
吉岡 洋一
39 システムで経営を変革する思考と方法
40 グローバル経営戦略とビジネスインテリジェンス活用法 篠原 敏彦
坂本 恒夫
42 企業経営を斬る
町田 一兵
43 国際物流の新潮流
44 【大同生命保険株式会社寄付講座】中小企業経営革新セミナー 大友 純
46 社会企業家が語る課題解決とその実践 NPO法人の経営学 坂本 恒夫
マーケティング
大友 純
48 マーケティング・ゼミナール
大友 純
49 速習・マーケティング入門
大友 純
50 実践・マーケティング戦略セミナー
松本 良

2 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

明治大学国際日本学部准教授 ほか
明治大学副学長・
社会連携機構長 ほか
明治大学研究知財特任教授
明治大学農学部教授 ほか

明治大学経営学部教授 ほか
明治大学経営学部教授 ほか
明治大学専門職大学院会計専門職研究科教授
（株）トランストラクチャ代表取締役
明治大学経営学部教授 ほか
前明治大学商学部兼任講師 ほか
明治大学商学部教授 ほか
明治大学経営学部教授 ほか
明治大学商学部専任講師 ほか
明治大学商学部教授 ほか

武田 哲男
52 真の顧客満足を捉えるための「不満足」調査の実践
近藤 隆雄
53 サービス・マネジメントとサービス・マーケティング
今津 美樹
54 速習『ネットマーケティング実践講座』
神﨑 幸雄
55 FTA／TPPの中身をのぞいて見ませんか？その２
首藤 禎史
56 マーケティング研究ゼミナール
神﨑 幸雄
57 あなたの企業もサービス革命の担い手
小川 智由
58 まだある、アメリカ流通業に学ぶこと
﨑 章浩
59 売れて儲かる新商品開発の進め方
財務・会計・金融
鈴木 成高
60 通貨を知れば激動のグローバル経済が見えてくる
碓氷 悟史
61 株式投資ゼミナール
大倉 学
62 財務諸表の見方・読み方(平日夜間コース)
﨑 章浩
63 財務諸表の見方・読み方(土曜集中コース)
碓氷 悟史
64 財務分析入門(平日夜間コース)
碓氷 悟史
65 財務分析入門(土曜集中コース)
松本 穣
66 財務分析応用編
坂本 恒夫
67 新しい株式投資への第一歩
コミュニケーション
森山 展行
68 コーチング入門(火曜日コース)
森山 展行
69 コーチング入門(金曜日コース)
森山 展行
70 コーチング・アドバンス
小沼 俊男
71 ビジネス・スピーキング
小沼 俊男
72 パブリック・スピーキング(Aコース)
小沼 俊男
73 パブリック・スピーキング(Bコース)
木村 哲
74 「ビジネス英文Eメール」
村松 かすみ
75 人を動かすビジネスプレゼンテーション
宇井 美智子
76 行動心理コミュニケーション
武田 哲男
77 WIN WINの関係を築く交渉術入門
阪井 和男
78 心のリスクマネジメント
小川 智由
79 論理的思考による問題解決・意思決定力強化講座
団地再生
澤田 誠二
80 【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①
澤田 誠二
81 【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②
澤田 誠二
82 【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③
環境
松井 賢一
83 原子力第三の道
安全
向殿 政男
84 製品と機械のリスクアセスメント
アジア
86 一般財団法人ワンアジア財団寄付講座「アジア共同体構築に向けての相互理解」 小西 德應
龍谷大学連携
青井 倫一
88 構想力、決める力そしてリスクマネジメント
中野
89 中野キャンパス リバティアカデミー講座ご案内
中村 和幸
90 真に役立つビックデータ分析のための数理
小笠原 泰
91 「日本型イノベーションとその今後」
92 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会寄付講座のご案内
93 明治大学ビジネススクールグローバル・ビジネス研究科（MBA）のご案内

（株）武田マネジメントシステムス代表取締役
明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授
マーケティングコンサルタント ほか
国際社会貢献センター会員
大東文化大学経営学部教授
国際社会貢献センター会員
明治大学商学部教授 ほか
明治大学経営学部教授 ほか

国際社会貢献センター会員 ほか
亜細亜大学名誉教授
明治大学経営学部教授
明治大学経営学部教授
亜細亜大学名誉教授
亜細亜大学名誉教授
明治大学商学部教授 ほか
明治大学経営学部教授 ほか

日本コーチ連盟
日本コーチ連盟
日本コーチ連盟
元ＮＨＫアナウンサー
元ＮＨＫアナウンサー
元ＮＨＫアナウンサー
明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授
プラネット（株）シニアインストラクター
元ＴＢＳアナウンサー ほか
（株）武田マネジメントシステムス代表取締役
明治大学法学部教授 ほか
明治大学商学部教授 ほか

元明治大学理工学部教授 ほか
元明治大学理工学部教授 ほか
元明治大学理工学部教授 ほか

龍谷大学名誉教授

明治大学名誉教授

明治大学政治経済学部教授 ほか

明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授

明治大学総合数理学部准教授
明治大学国際日本学部教授

94 講師紹介
112 キャンパスマップ・施設案内
115 入会と受講のご案内（入会規約）
119 入会・講座に関するQ&A
122 入会・受講申込FAXフォーム（個人会員用） 123 明治大学カードのご案内

明治大学経営学部教授 ほか

明治大学リバティアカデミーの公式Facebookページと公式Twitterアカウントを開設しました！
明治大学商学部教授 ほか
明治大学商学部教授 ほか
明治大学商学部教授 ほか

アドレスバーに直接URLを入力
（またはQRコードを読み取り）

http://www.facebook.com/MeijiU.LIBERTY.ACADEMY

アドレスバーに直接URLを入力
（またはQRコードを読み取り）

https://twitter.com/lacademy1
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お申込方法のご案内

お申込は
会員受付▶9月2日
（月）
10：30〜 3方法
一般受付▶9月5日
（木）
10：30〜
講座申込から受講までの流れ

WEB

https://academy.meiji.jp

FAX

03-3296-4542

TEL

03-3296-4423

■コンビニでのお支払

リバティアカデミーは会員制です。
「会員証」を発行し、大学図書館
の閲覧利用等、
皆様の学習をサポートします。受講にあたってご入
会手続きをお願いします。なお、入会のみのお申込はできません。
受講される講座をお決めになりましてからお手続きください。
リバティーアカデミー入会金※
3年度間有効 ￥3,000

・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。

FAX・電話でのお申込・お支払（FAXフォームは105ページ）

※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、3ページをご参照ください。

1

Webサイトからのお申込・お支払

入会申込・
受講申込

1
入会申込・
受講申込

2

3

受講案内
の到着・確認

お支払

4
受講開始

振込後1週間で
お手元に届きます

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。

2
お支払
コンビニ
でのお支払

3

受講案内
の到着・確認

4
受講開始

振込後1週間で
お手元に届きます

・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。

使用可能クレジットカード
●UC ●VISA
●DC ●MUFG

●マスター
●UFJ

●JCB
●ダイナース
●NICOS ●アメリカン・エキスプレス

【デビット機能付きクレジットカード※（VISAデビットカード等）のご利用について】
デビット機能付きクレジットカードで商品をご購入される場合、商品購入手続きの「注文する」を
クリック後、即時にクレジットの認証が行われ、代金がご指定の預金口座から引き落としされます。
クレジットの認証後に起きたエラーにより注文が確定できなかった場合で、さらに不良品などに
よる返金手続きが必要となった場合や、注文内容の一部が変更になった場合には、引き落としが
重複になったり、返金までにお時間をいただく可能性がございます。
そのため、デビット機能付きクレジットカードでの決済はご遠慮いただきますようお願いいたします。
※デビットカードとはクレジットカードのシステムを利用して、預金口座より即時代金引き落としがされるカードです。
（金融機関で発行されたキャッシュカードを使用したJ-Debitシステムとは異なります。
）

4 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

明治大学リバティアカデミー事務局
受付時間

アカデミーコモン11階

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

5

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。

受 講 の ご 案 内
●割引制度

●臨時休講について

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）
。

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。

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

割引区 分

ご 持 参 証 明 書

50%（※1）

（※3）
学生・生徒（※2）

学生証

20%

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

10%

（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）

◆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】

※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。

解除時間
〜 7：00

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〜

休講

休講

休講

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。
※ 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。

◆講座開講日から起算して8日前まで

1,000円

◆講座開講日から起算して7日前から前日まで

3,000円
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詳細につきましては、115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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理論と実践、活力あるリーダーを育てたい

Our Curriculum & Support

レクチャー

経営科学の基礎力をつける

活力あるビジネスを推進するためには、新しいビジネスを創造する企画力や的確な判断
による意思決定がもとめられます。オリジナルの教材と、
ときにインタラクティブなレク
チャーにより、
ビジネスの基礎を学びます。

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

ゼミナール

変革する時代を読み解く発想力を高める

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

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

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

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

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

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

交流サロン カフェ「パンセ」
講義前後での講師・クラスメイトとの交流や、休憩時間に利用いただける施設です。カフ
ェは会員割引料金にて利用できます。

法人向けサービス
法人会員制度をご利用ください

現在会員約60社

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

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

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

研修カリキュラムの事例紹介
御社のご要望に応じてカリキュラムを企画します。
会場は大学施設を利用できます。
［事例1］東日本旅客鉄道株式会社 様 ［事例2］三幸製菓株式会社 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
●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
●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）

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
●売れる商品づくりの基本視点
●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
［研修時間］
540分
（90分×6回）

［事例3］株式会社メディアポート成田 様 ［事例4］東京都（大学等委託訓練事業）様

効果的なプロモーション活動の理論を学ぶ
●マーケティングの基本認識とその
重要性
●マーケティング・コミュニケーショ
ン思考の重要性
●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）
詳しくはホームページにて

●戦略マネジメント実践科
●ビジネスマネジメント実践科
●貿易実務・マーケティング科
●ビジネス・マーケティング実践科

［研修時間］
180〜188時間

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

各種サービス・施設利用については、入会規約115ページをご参照ください。
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駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

経営戦略セミナー「事例で学ぶ
13210001 ビッグデータビジネス」

―社会保険労務士総合研究機構後援講座―

13210002

講座のポイント
本セミナーでは、ビッグデータの活かし方、それを通した事業戦略、事業創造を検討しますが、技術の
内部には深入りしません。業種を問わず経営企画、事業企画、新規事業開発、マーケティング部門等
の方々、そしてITサービス、メディア業界の事業企画開発の方々にご参加いただきたいと考えています。
講義概要
金曜日
時 間 19：00〜20：40 回 数
5回
曜 日
受講料 一般：20,000円／法人会員：16,000円 定 員 30名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
日程

講義内容
講師
ビッグデータビジネスの現状と可能性
11/1 本セミナーのイントロダクションとして、ビッグデータの現状、そ 歌代
1
（金） の背景、さまざまなビジネスの動向を概観する。そして、今後の 伊藤
可能性と見通し、そして検討すべき障害、課題について検討する。
事例：楽天グループにおけるビッグデータの取り組みと仕組み
11/8 楽天市場を始め50以上の事業より蓄積された多種多様な情報
2
森
（金） が楽天グループの重要な資産になっている。それを活かすための
データの集約から分析・利活用に関する仕組みと技術を把握する。
事例：カルチュア・コンビニエンス・クラブ（CCC）のTポイント事業戦略
11/15 CCCはTSUTAYA会員を土台にTポイント事業を立ち上げ、会
3
渡辺
（金） 員4200万人を抱えるマーケティング基盤事業に発展させた。そ
の中でのデータ分析による付加価値化の手法を学ぶ。
事例：電通の顧客企業のマーケティング革新事業
11/22 電通は、ビッグデータ時代に対応した顧客企業のマーケティングプロセス
4
平川
（金） 全体をサポートする「マーケティング・クラウド」プラットフォーム事業を推
進している。各種データをマーケティング価値に高めるための方法を探る。
5

事例：オムロンヘルスケアとドコモの健康プラットフォーム事業
11/29 オムロンヘルスケアは、健康機器の販売に加え計測データに基
（金） づく健康サポートサービスを提供している。
ドコモとの連携事業
展開をお聞きし、ビッグデータの可能性を検討する。

講義形式▶

講座のポイント
本講座では、持続的成長に資する組織作りができているかをセルフ・チェックする「経営労務監査」
の枠組みについて理解を深め、受講者各位が日常業務で生かしていけることを目標にしています。
講義概要
曜 日
水曜日
時 間 19：00〜21：00 回 数
9回
受 講 料 一般：32,000円／法人会員：25,600円 定 員 30名 ポイント ★★
教 材 レジュメ資料
日程
1

10/2
（水）

2

10/9
（水）

3

10/16
（水）

4

10/23
（水）

5

10/30
（水）

6

11/6
（水）

7

11/13
（水）

8

11/20
（水）

9

11/27
（水）

竹林

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
歌代 豊
伊藤 友博
森 正弥
渡辺 朗
平川 健司
竹林 一

講師からのメッセージ
現代の会社経営においては、業種の相違、規模の大小にかかわらず、グローバリゼーションがもたらす経済社会システムの激
変への対応や、社会的責任経営(CSR)を前提にした内部統制の体制整備が不可欠です。そして、このような経営課題に応えるのは、
やはり会社経営の骨格をなす人材です。そこで、会社組織や、これを運用する人材マネジメントの整備状況はどうなっているかをチェッ
クする「経営労務監査」について、理論と実務の視点から、この時代にどう向き合っていけばよいのかをご一緒に考えていきます。

レクチャー

コーディネータ

講義形式▶

講義内容
ガイダンス〜人材ポートフォリオと社員の意識
講座のガイダンスと、現代の職場コミュニケーションをどのように捉えればよいの
か、また、社員意識の共有にはどのような施策が有効なのかをご一緒に考えます。
実例に学ぶ非正規社員の戦力化 〜企業を強くする人材ポートフォリオ
非正規社員活用の成功法則「相思相愛マネジメント」は、コンプライアンスに密接に関連します。成功企
業が「実際に行っていること」をお伝えし、経営労務監査に基く企業コンサルティングにお役立て頂きます。
会社経営と人材マネジメント〜経営労務監査とは①
経営労務の原点に返って、会社経営と人材マネジメントが目的と手段の関係であること
を踏まえて、経営労務監査の対象とする人材マネジメントの諸機能、制度を明らかにします。
内部統制と経営労務監査〜②
内部統制の位置づけと、経営のセルフチェックシステムとしての経営労務監査の関
係について考え、持続的成長を目指す会社経営にとっての効果的手法をご案内します。
会社経営と組織ビジョン〜企業組織と経営労務監査
現代の厳しい時代を切り抜け、ブラック企業と呼ばれないために、会社はどの
ような組織を築き運営するのかという組織ビジョンの重要性について考えます。
職場のハラスメント対策〜職場環境と経営労務監査
経営労務監査の目的の一つには、快適な職場環境の確保があります。そのためには職場のハラスメントについての適
切な認識が不可欠となります。本講義では、快適な職場の阻害要因となるハラスメントとその対策について解説します。
経営労務監査の仕組み〜労務コンプライアンス監査とは①
人事労務リスク、監査の背景･目的などを踏まえ、経営労務監査の
視点と仕組みについて、その全体像を解説します。
労務コンプライアンスの実務〜②
内部統制の基礎となる法令遵守に関する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します。
総括〜グローバリゼーションと人材マネジメント
避けることのできないグローバリゼーションの潮流と会社の持続的成長
にとっての人材マネジメントの展望を考えます。

株式会社電通 プラットフォーム・ビジネス局事業企画部長
オムロンヘルスケア株式会社執行役員 兼 ドコモ・ヘルスケア株式会社代表取締役社長
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島袋

平田

山﨑

山﨑

田村

丹羽

野田

野田

黒田

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

株式会社三菱総合研究所 未来情報解析センター データコンサルティンググループ グループリーダー

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 執行役員

講師

レクチャー

明治大学経営学部教授

楽天株式会社執行役員 兼 楽天技術研究所長 兼 ビッグデータ部副部長

戦略とマネジメント

講師からのメッセージ
社会、産業のさまざまな領域でIT化、デジタル化が進み、またセンサーやモバイル機器の量的拡大により夥
しい量のデータが常に生成され続けています。まさにビッグデータの時代です。また，通信とコンピュータの技
術革新により、生成された膨大な各種データを収集し、多角的に分析を行うことが可能になってきました。情報
の利活用が経営に不可欠であることは言われ続けてきましたが、いまビッグデータという環境を意識した上で、
①業務プロセスの高度化、既存事業の革新、さらに②新ビジネスの創造の可能性を検討すべき時期といえます。
本セミナーでは、楽天、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、電通、オムロンヘルスケアといった先進的企業
を取り上げ、その取り組み事例を通して、ビッグデータをいかに付加価値化するか、そのために手法、技術をど
のように適用するかを学ぶこととします。

会社経営と経営労務監査

黒田
田村
山﨑
野田

兼一
豊
憲昭
好伸

コーディネータ 明治大学経営学部教授
愛知東邦大学経営学部教授
社会保険労務士

丹羽 真樹 社会保険労務士
平田 未緒 株式会社 働きかた研究所 代表取締役
島袋 隆志 明治大学経営学部兼任講師

社会保険労務士
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駿河台キャンパス

戦略とマネジメント

駿河台キャンパス

―情報資産を武器にした事業の革新と創造―

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13210003

企業経営事例の戦略的分析

講座のポイント
経営と会計は くるまの両輪 のような関係にあり、いずれを無くして企業は存在しえません。
経営と会計の二つの視点からの分析により、リアルな企業経営の実態に迫ります。
講義概要
水曜日
時 間 19：00〜20：30 回 数
6回
曜 日
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 各回毎に講義資料を配布
日程

講義内容

講師

1

経営戦略の概念と系譜
11/6
戦略的経営の基盤となる経営戦略に関する諸理論の系譜と展開
（水）
を俯瞰します。

吉村

2

経営アプローチからみた航空業界（１）
11/13
最近のLCC（低価格航空会社）の出現にみる航空会社の戦略的
（水）
経営事例を経営アプローチから分析します。

吉村

3

会計アプローチからみた航空業界（２）
11/20
最近のLCC（低価格航空会社）の出現にみる航空会社の戦略的
（水）
経営事例を会計アプローチから分析します。

宮島

4

経営アプローチからみたアパレル業界（１）
11/27
ファストファッションに象徴されるアパレル会社の戦略的経営事
（水）
例を経営アプローチから分析します。

吉村

5

会計アプローチからみたアパレル業界（２）
12/4
ファストファッションに象徴されるアパレル会社の戦略的経営事
（水）
例を会計アプローチから分析します。

松本

6

複眼的視点から見る企業経営
12/11
航空業界およびアパレル業界の事例分析を通して、両輪の関係
（水）
にある経営と会計の重要性を説明します。

吉村
宮島
松本

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。）
吉村 孝司 コーディネータ 明治大学専門職大学院会計専門職研究科教授・博士（経済学）
共栄大学会計アカデミー講師
宮島 裕
和光大学兼任講師
松本 徹
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人事分析入門

講師からのメッセージ
経営環境が厳しさを増している中で、今まで以上に人事管理の重要性が高まってきて
います。人材力を短期、中長期とも高いパフォーマンスを維持向上させていくためには、
企業に合った人事管理の仕組みが必要となります。このような人事管理を実現するために、
自社の人事の現状を正確に分析する必要があります。その重要な手法としてデータに基
づいた定量的なアプローチの重要性が高まってきます。当講座では人事を合理的科学
的に分析する手法や考え方を通じて、人事管理の在り方について考えることをねらいと
しています。

戦略とマネジメント

講師からのメッセージ
事例を通した企業経営の戦略的分析に関しては、一般的には経営学的アプローチも
しくは会計学的アプローチのいずれかに限定される場合が多いが、本講座では各企業
経営事例について、経営学的分析と会計学的分析の双方向からの接近を図ることで、よ
り動態的な企業経営分析を可能とし、戦略的企業経営の実態の理解に寄与することを
目的とする。

13210004

講座のポイント
当講座では、正確な状況把握により企業の人事管理レベルが向上できるように、損益
や人事データなどを使用して定量的な観点での人事の分析手法を理解することを目的
としています。
講義概要
水曜日
時 間 19：00〜21：00 回 数
4回
曜 日
受 講 料 一般：20,000円／法人会員：16,000円 定 員 30名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
日程

講義内容

1

人事の定量分析の概要
9/25
企業人事の現状分析の手法について解説します。特に定量的な分析手
（水）
法の重要性や概要について解説します。

2

10/2 人件費の分析
（水） 人件費の妥当性や伸縮性についての分析手法を解説します。

3

10/9 人員数の分析
（水） 人員数の妥当性や人員構成に関する分析手法を解説します。

4

将来分析、その他の定量分析
10/16
将来の人件費、人員構成の関する分析やその他の定量分析手法を解説
（水）
します。

講義形式▶

レクチャー

グループワーク

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
林 明文

株式会社トランストラクチャ代表取締役
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駿河台キャンパス

戦略とマネジメント

駿河台キャンパス

経営と会計による複眼的考察

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13210005

『孫子』に学ぶ
―孫正義の「孫の二乗の兵法」
を手がかりに―

日程

講義内容

講師

1

10/16
『孫子』の成立経緯と基本構造
（水）

杉之尾

2

10/23
「始計篇」の「五事・七計」
（水）

杉之尾

3

11/6
「将とは、智・信・仁・勇・厳」
（水）

5

11/13
「『孫子』の新発見」
（水）

6

レクチャー

杉之尾

杉之尾

西田

11/20
『孫子』
と現代―孫正義・
「孫の二乗の兵法」から
（水）

講義形式▶

講師からのメッセージ
今日の経済・経営環境はかつて経験しなかったものです。経営戦略、商品戦略、流通・
マーケテイング戦略、コミュニケーション戦略、財務戦略どれをとってみても、今までの
延長上では問題の根本的な改革が難しくなっています。
又、巷では「システム」という言葉が氾濫していますが、この本質的な意味と内容を捉
まえることによって、時代にあった問題解決が可能なことをご存知でしょうか。
本講座は、ワークデザイン・ブレークスルーの考え方・設計方法を実践テーマで学ぶこ
とにより、日ごろの仕事上の問題解決に理論的裏づけと問題解決への糸口を身につけ
て貰うことを目的にしています。
講座のポイント
ワークデザインの演繹的思考法に基づき、目的(機能)・理想システムアイデア展開・解
決策選択といったプロセスを踏むことにより、実践的なシステム思考の基本が身につき、
今まで解けなかった問題・課題への解決糸口が見つかります。
企画やプロポーザル、プロジェクトのコーディネータなどの仕事をされているスタッフ
の方々にはロジカルな思考とソリューションの説得力が身につきます。
講義概要
土曜日
時 間 15：00〜18：00 回 数
6回
曜 日
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 講座のテーマに基づき担当講師が作成
日程

10/30
「孫の二乗の兵法」の「頂・情・略・七・闘」、
「一・流・攻・守・群」
（水）

4

―ワークデザイン・ブレークスルー思考を中心として―

グループワーク

藤江 昌嗣
杉之尾 宜生 元防衛大学校教授・元1等陸佐
株式会社陽雄 代表取締役・戦略コンサルタント
西田 陽一
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講義内容

講師

問題解決に行き詰った今日こそ「ワークデザイン」
（ブレークスルー）思考が重要
9/21
ワークデザインの発祥と考え方について紹介し、特にその特徴である機能（目的） 高橋
1
（土）
思考と全体的流れを事例を交えて詳細に講義・案内する。
2

ワークデザイン（ブレークスルー）思考の基本
10/5
ワークデザインの考え方と一連の手順の中で重要な位置を占める「機能」
（目的） 黒須
（土）
の捉まえ方と理想システム、機能に基づく着想・発想について詳細に講義する。

3

ワークデザイン（ブレークスルー）思考の実際
10/19
機能・目的の発見と表現方法について実践的に事例・演習からワークデザイ 天野
（土）
ンの基本を学ぶとともに、これに基づく問題の発見・解決への道筋を理解する。

4

設定テーマに基づくワークデザインでの問題発見・解決演習（１）
11/2
天野
テーマの状況設定、手がかりシステムから機能・目的展開の仕方を中心に実践
（土）
吉岡
的にチーム討議の形で学び、問題発見・解決とはどういうことなのかを演習する。

5

設定テーマに基づくワークデザインでの問題発見・解決演習（２）
11/16
天野
機能・目的展開から問題解決の機能レベルの設定、理想システム・
（土）
吉岡
アイデア創出までを設定テーマに基づきグループ演習する。

6

設定テーマに基づくグループ発表とワークデザイン展開の留意点・まとめ
11/30
天野
演習テーマに基づく機能展開と問題解決レベルと理想システム・アイデア展開を相互に発表し合うことにより、ワーク
（土）
吉岡
デザインの問題発見・解決の手順を理解する中で各ステップのポイントをレビューし、実践へ向けてのガイダンスを行う。

杉之尾
藤江

講義形式▶

レクチャー

グループワーク

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
コーディネータ 明治大学経営学部教授・経済学博士

戦略とマネジメント

講義概要
水曜日
時 間 19：00〜20：30 回 数
6回
曜 日
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 杉之尾宜生編著『戦略論大系①孫子』第2刷、芙蓉書房出版、2004年

システムで経営を変革する思考と方法

吉岡
高橋
黒須
天野

洋一
輝男
誠治
明夫

前明治大学商学部兼任講師、株式会社流通システム総合センター代表取締役
早稲田大学名誉教授
早稲田大学商学学術院教授
大成建設ライフサイクルケア推進部主査
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駿河台キャンパス

戦略とマネジメント

駿河台キャンパス

講師からのメッセージ
『孫子』は、社会現象として存在する危険・危機・戦争などの人為的な災厄から、個人・
地域コミュニティ・国家が自身を保全し、生き残るための知恵を集大成した箴言の書である。
農業社会に生まれた『孫子』は、工業社会を経由して、グローバル化し、情報化した現代
社会においても、なお有効かつ有用であるのであろうか?たとえば、本講座では、ソフト
バンク・グループの総帥・孫正義が、25・26歳の頃に創作した「孫の二乗の兵法」などに
も触れつつ、
『孫子』十三篇を、読みほぐし、学びほぐしながら、これらの問いに迫りたい。

13210006

駿河台
日程

講座コード

13210007

グローバル経営戦略とビジネスインテリジェンス活用法
―激化するグローバル競争に勝ち抜くための情報活用戦略―

中国、ロシア、北東アジア新興市場開拓戦略
11/13
習中国国家主席、プーチン大統領の中国、ロシア市場戦略と北
（水）
東アジア資源、エネルギービジネス戦略を研究。

吉田

7

企業リスク・危機とグローバル経営戦略
11/20
グローバル経営の進展に応じて高まる企業の危険、危機管理を
（水）
アルジェリア事件も含めて対応策を論じる。

石川

8

サイバークライシスとグローバル経営戦略
11/27
激増するグローバル・サイバークライシスについて現状分析とそ
（水）
の対抗戦略を国家、企業の観点から論じる。

原田

9

ソーシャル・メディアとビッグデータ活用法
12/4
ソーシャル・メディア、ビッグデータを活用した情報収集、分析、活
（水）
用。共有と生成的会話の活用法を紹介。

香取

10

講義のまとめ〜情報とグローバル経営戦略〜
12/11
１０回の講義をまとめ、聴講生との質疑応答を通じて個々の企業
（水）
での具体的な情報活用と実践法を話し合う。

中川

国際経験豊かな講師陣が豊富な実体験を基に熾烈なグローバル競争を勝ち抜くために、
企業の幹部、管理職としていかに情報活用すべきかを講義する。企業、行政などの管理
職の参加を期待します。

日程

講義内容

講師

1

グローバル経営へのビジネス情報活用法
10/9
ビジネスインテリジェンス入門。欧米での活用の実情。新ビジネス、 中川
（水）
新市場・商品開拓。
リスク管理など講義。

2

今後の世界はどうなるか。〜米国衰退と日本〜
10/16
世界は歴史的激動期にある。情報革命の国際政治経済への影響。 孫崎
（水）
米国時代の終わりで世界はどうなるか。

3

TPP,RCEPとアジア共同体の動向
10/23
TPPの日本経済への影響。AFTA,RCEP構想とアジア共同体の
（水）
将来についてマクロ面から論じる。

戦略とマネジメント

6

講座のポイント

講義概要
水曜日
時 間 19：00〜20：30 回 数
10回
曜 日
受講料 一般：32,000円／法人会員：25,600円 定 員 30名 ポイント ★★
（税務経理協会）
教 材 『知識情報戦略』

講師

進藤
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。）

日本自動車産業のグローバル展開と経営戦略
10/30
日本自動車産業のグローバル展開と発展著しいアジアにおける
4
（水）
経営戦略をTPPの影響も含めて、考察する。

ビジネスインテリジェンスと商社の経営戦略
11/6
5
１４０年前の創立以来、三井物産は常に情報を重視し、グローバ
（水）
ル経営を遂行してきた。その戦略を研究する。
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柳沢

島田

篠原
中川
孫崎
進藤
柳沢
島田
吉田
石川
原田
香取

敏彦
十郎
享
栄一
亨
精一
進
昭
泉
一昭

コーディネータ 明治大学商学部教授
日本ビジネスインテリジェンス協会理事長
元駐イラン大使・外務省国際情報局長
筑波大学名誉教授・国際アジア共同体学会長
元豊田通商副社長・カナダトヨタ社長
日本ユニシス特別顧問・元三井物産副社長
元環日本海経済研究所理事長・日商岩井専務
青山学院大学名誉教授・元日本危機管理学会会長
日本危機管理学会理事長東京理科大客員教授
マインドエコー代表・NTT西日本元監査役
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駿河台キャンパス

戦略とマネジメント

駿河台キャンパス

講師からのメッセージ
ギリシアに始まるEU財政危機はキプロスに波及。イラン、シリアの政情不安。北朝鮮
核問題。アルジェリアでの人質殺害事件。頻発するサイバークライシス。福島原発事故。
アジア経済の躍進。地域経済統合。FTA、EPA,賛否両論のTPP。クラウド、ICT、ビッグ
データ、スマホの進展などグローバル経済は急速に変貌している。かかる国際情勢下、
いかに政治、経済、経営情報を収集、活用し、グローバル経営戦略を策定するか。国内外
で豊富な経験を有する外交官、学者、ビジネスマンの実体験に基づくビジネスに役立つ
実践的講義を行う。

講義内容

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13210008

企業経営を斬る
―経営コンサルタントによる実践経営ゼミナール―

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。
講義概要
水曜日
時 間 19：00〜21：00 回 数
8回
曜 日
受講料 一般：32,000円／法人会員：25,600円 定 員 20名 ポイント ★★
教 材 レジュメ資料
日程

講義内容

講師

経営者を斬る
10/9
グローバルな視点による意思決定と高度なマネジメントから、経
1
（水）
営者にとって不必要な考えを斬り捨てます。

木本

管理会計で会社を斬る
10/23
ある金属加工会社（従業員約60名）の事業再生を1年で成功さ
（水）
せた事例から、管理会計の活用法を学びます。

中島

Webマーケティングで固定観念を斬る
10/30
4
経営課題の一つであるインターネットを活用し、従来の固定観念
（水）
を斬り如何に利益を上げるべきかを学びます。

坂上

3

営業（渉外担当）
とその上司を斬る
11/6
5
昨今、消費者の眼が肥えてきています。店舗運営に関して一緒に
（水）
考え不要な営業担当取締役を斬り捨てます。

谷澤

プラス思考ができない社員の考えを斬る
11/20
7
自社の社員が素晴らしいと思われるには？若手社員から要らない
（水）
考えを斬り人事が取るべき策を伝授します。

今井
木本

「不要」を斬った会社は伸びてゆく
11/27
ケーススタディを元に会社にとって「不要なもの」を削ぎ落し、あ
（水）
なたの会社に大切なものを明らかにします。

坂本

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。）

坂本
今井
藤原
木本

恒夫
信行
久子
康聖

コーディネータ 明治大学経営学部教授
日本経営士協会

理事長

日本経営士協会

専務理事

日本経営士協会 活性化委員会 主査
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中島 宏 機
坂上 哲 也
俵 一史
谷澤 佳 彦

日本経営士協会

顧問

日本経営士協会

理事

日本経営士協会

理事

日本経営士協会

理事

国際貿易で日本と深く関わっている東アジア、
ＡＳＥＡＮ諸国・地域の経済状況に基づき、現地交
通インフラの整備・運営状況およびそれに伴う物流の現状、さらに外資企業にとっての物流課題な
どの最新状況を現地経験豊富な講師がわかり易く説明する。

講座のポイント
① 各国・地域の国際及び国内交通インフラの整備・運営状況
② 外資企業の参入における障壁や実際のビジネスチャンス
③ 今後のアジア諸国の交通インフラの発展状況及び日本に及ぶ影響

講義概要
土曜日
時 間 19：00〜20：30 回 数
5回
曜 日
受 講 料 一般：20,000円／法人会員：16,000円 定 員 30名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
日程

講義内容

講師

1

質的成長にシフトする中国物流の展開
9/21
経済成長に合わせ、中国の交通インフラ整備状況及び2014年
（土）
以降の物流の課題

町田

2

韓国を起点とする国際物流の展開
9/28
ＦＴＡの推進とともに北東アジアの物流ハブ拠点を目指す韓国の
（土）
現状と課題

魏

3

環日本海地域と極東における物流の展開
10/5
北東アジアに位置する中国東北部、韓国、ロシアの交通インフラ
（土）
整備 及び 物流の課題

朱

4

インドシナ半島の物流の展開
10/12
拡大する貿易とともに、ＡＳＥＡＮ域内及び域外への拡大モノの 伊津野
（土）
流れ及び物流の課題をインドシナ半島中心に

5

10/19 南アジア（バングラディシュ・インド）の物流の展開
（土） 新たなﾌﾛﾝﾃｨｱとしての南アジアのモノの流れ及び物流の課題

俵

決算書を読めない社長を斬る
11/13
決算書は、社長の経営の成果を表した通知簿・勲章です。これを
（水）
読めない・説明できない社長を斬りましょう。

6

講師からのメッセージ

今井
藤原

管理者の頭の構造を抜本的に斬る
10/16
2
経営理念の重要性から会社を見直し、企業の継続的な繁栄を妨
（水）
げる戦略を立てる管理者の頭の構造を斬ります。

―極東、
中韓、
ASEAN、南アの物流をみる―
戦略とマネジメント

講座のポイント

国際物流の新潮流

講義形式▶

レクチャー

町 田 一兵
朱 永浩
魏 鍾振
伊津野 範博
石 井 優子

明治大学商学部専任講師

石井

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
環日本海経済研究所 調査研究部研究主任
神奈川大学経済貿易研究所 特別研究員、運輸政策研究所 非常勤研究員
株式会社日通総合研究所ロジスティクスコンサルティング部
立教大学経済学研究所 研究員
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駿河台キャンパス

戦略とマネジメント

駿河台キャンパス

講師からのメッセージ
不要な会社は淘汰されます。社会に淘汰される前に、あなたの手で斬るケーススタディです。経験豊富な経
営コンサルタントが、実際の会社をケーススタディにおいて中小企業を斬ることをお手伝いします。企業の実態・
問題点に触れ、解決策を導いてゆく講座です。教えてもらうのではなく、自分で考え、体得して、実践に活かし
てください。これまで経営セミナーを聴講しても、
「日常の問題解決の役に立たない」と嘆いている方に「眼か
ら鱗が落ちる」講座です。現場や実例に触れたいと望んでいる若手経営者にとっても、疑似体験ができます。

13210009

入 会 金 無 料

駿河台

『中小企業の未来戦略を考える』

1

超かんたんな読み方」

中経出版

戦略とマネジメント

明治大学から書籍のプレゼント！

「決算書の

碓氷 悟史 亜細亜大学名誉教授 公認会計士

16：15
〜

13:00
3

4

坂本 恒夫 明治大学経営学部教授

14：30
14:45
〜

12/7
（土）

吉岡 修一 株式会社中村屋 監査役

16：15
※12/7（土）
の講座終了後に懇親会を行います
（会費無料）
。

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。）

コーディネータ 明治大学商学部教授
大友 純
坂本 恒夫 明治大学経営学部教授
碓氷 悟史 亜細亜大学名誉教授 公認会計士
吉岡 修一 株式会社中村屋 監査役
TKC全国会派遣講師（予定）

ごあいさつ ー寄付講座開設にあたってー
当社の創業100周年を機に平成14年より開催しております本講座は、
中小企業経営者のみなさまに、経営・ビジネスに関する知識・スキルの習得
の場を提供することで、企業の継続発展を応援していきたいという当社の
想いをお伝えする取組みのひとつとして実施してまいりました。
これまでに受講されたみなさまからは大変ご好評いただいており、明治
大学様では通算12回目の開催となります。
未来に向けてこれからも中小企業のみなさまとともに歩んでいくために、
この講座をひとりでも多くの方にお役立ていただけるよう努力してまいり
ますので、お誘い合わせのうえご受講いただければ幸甚でございます。

碓氷 悟史 (著)

大同生命保険株式会社
講義概要
曜 日
土曜日
時 間 13：00〜16：15 回 数
4回（2日間）
受講料 一般：3,000円／法人会員：2,400円
定 員 120名 ポイント 対象外
教 材 講座初回にお渡しします。
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本社 〈大阪〉〒550-0002大阪市西区江戸堀１丁目２番１号
〈東京〉〒105-0022東京都港区海岸１丁目２番３号
http://www.daido-life.co.jp/
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駿河台キャンパス

戦略とマネジメント

駿河台キャンパス

2

新会社法対応

TKC全国会派遣講師（予定）

11/30 14：30
（土） 14:45

― 中小企業であるが故の戦略的利点の活かし方を学ぶ ―

コーディネーターからのメッセージ
企業という組織の社会的存在が許されている理由はただ一つしかありません。それは
その企業が市場を通じて提供しようとしている製品やサービスの使用価値、すなわち顧
客にとっての消費価値がどれほどであるかに依存していることは疑いのない真実です。
もちろんその価値が顧客にとって掛け替えのないものであればあるほど、希少性の高い
ものであればあるほど、その交換価値も高くなるのは当然であります。
こうした製品やサービスを供給し続け、その経済的組織体を維持していくための条件は、
企業規模とはまったく無関係でありますし、また市場シェアの大きさともまったく無関係
です。まして価格の安さや製造・販売コストの低さともまったく無関係であります。そこで
重要なのは顧客に喜んでもらい、顧客に永久に指示され続けるような商品価値を提供で
きる能力の存在だけなのではないでしょうか。企業人であれ主婦や子供であれ、すべて
が消費者であり、その人生において自らの商品購買の歴史を振り返ってみれば、長年愛
顧し続けてきた製品やお店、あるいはサービスなどの理由を考えてみるだけで、その理
由は十分に理解できるところなのではないでしょうか。
そして実はこのようなビジネス企業体を成立させ続ける上で、大企業よりもはるかに
中小企業の方が適していることは言うまでもないでしょう。現代のような一歩先の環境
がどのように変化するのか見えない時代であればあるほど、どのように旗風が変わろう
とも、迅速に的確にそれに適合するような企業運営が可能となるのは、大規模投資に基
づくような経営とは無関係の中小企業だからこその利点であると思います。
今回の講座では現代中小企業経営において、未来を先取りしながら未来の存在を必
然にしていくための知恵、特に、そのための経営戦略のポイントをどのように据えていけ
ばよいのか、そのための財務戦略をどのように捉えていけばよいのかについて学んでい
くことにしたいと思います。また企業からは、本郷の和菓子屋から今日という未来に向け
て事業展開をされてきた新宿中村屋様にご登場していただくことになりました。未来戦
略を明治時代の創業期から現実化してきた新宿中村屋の、中小企業としての基本理念
の具体化をどのように歴史的に果たされてきたのか、そしてこれからの中村屋百年の計
をどのように考えておられるのかなどを伺っていきたいと思います。
（大友純）

講義内容
13:00
〜

13210010

日程
［大同生命保険株式会社寄付講座］
中小企業経営革新セミナー

〜

講座コード

入会金（通常）3000円が無料になります。

駿河台
講座コード

13210011

日程

NPO法人の経営学

講座のポイント

講義概要
火曜日
時 間 19：00〜20：30 回 数
8回
曜 日
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

講義内容

講師

NPO法人の現状と設立・運営方法
10/22
事例1.ＮＰＯ法人ビジネスネットワーク・ジャパン「専門家集団に
（火）
よるＮＰＯ・企業・働く個人の支援]

丹野

寄付金の獲得と認定ＮＰＯ取得
10/29 事例2.認定ＮＰＯ法人スペシャルオリンピックス日本・東京「スポ
2
（火） 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」

峰岸

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「市民性創造活動に
11/5
3
よるＮＰＯ事業」日本の社会企業家30人に選ばれた理事長が講
（火）
師です。
（当日は年間12万人を超えるミュージアム「東京おもち
ゃ美術館」でのフィールドワークです）

多田

4

NPOのミッションと評価
11/12 事例4.ＮＰＯ法人LIVING IN PEACE「海外向けマイクロファイ
（火） ナンス・ファンドの企画調査、国内の児童擁護施設への資金調達
を行う」
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芸術で町を活性化する
11/19
事例5.ＮＰＯ法人西会津国際芸術村「芸術をツールに、過疎にな
（火）
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
11/26 ントの支援を通じて自己実現を達成する」
6
（火） 専従者無のＮＰＯ運営と理事長・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」

安藤

岡

黒沢
水田

ＮＰＯの事業と経営手法
事例8.ＮＰＯ法人宮崎文化本舗「ネットワークを駆使した先端を
12/3
7
行くＮＰＯ経営に学ぶ」事例9.ＮＰＯ法人高齢社会の食と職を考
（火）
えるチャンプルーの会「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、今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「中
12/10
8
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て雇
（火）
用を拡大する」排除の論理から参加の論理へ、株主価値経営の
仕組など経営学の見地から講義します

坂本

講義形式▶

戦略とマネジメント

5

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。

1

講師

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

趙

コーディネータ 明治大学経営学部教授
坂本 恒 夫
丹野 安子 （特活）ビジネスネットワーク・ジャパン代表理事
峰岸 和弘 （認定特活）スペシャルオリンピックス日本・東京理事
多田 千尋 （認定特活）日本グッド・トイ委員会理事長
朝鮮大学校経営学部准教授
趙丹
安藤 寿美子 （特活）西会津国際芸術村理事長
（特活）
安全環境システム理事長
岡 四郎
黒沢 一樹 （特活）若者就職支援協会理事長
水田 孝信 （特活）若者就職支援協会監事
山根 眞知子 （特活）ＮＰＯ事業サポートセンター理事
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駿河台キャンパス

戦略とマネジメント

駿河台キャンパス

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。

日程

講義内容

社会企業家が語る課題解決とその実践

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13210012

マーケティング・ゼミナール「業界研究：企業の 繁栄 とは何かを探る」
― わが国業界の現状と課題そして企業の未来戦略について考える―

講義概要
水曜日
時 間 19：00〜21：00 回 数
8回
曜 日
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 レジュメ資料
日程
講義内容
10/9
1
わが国水産業の現状と課題、そして個別企業戦略の方向性
（水）
10/23
「繊維産業の現状と呉服事業の今日的課題」
2
（水）

講師

11/6
3
インフラ企業の国家的課題への参入とマーケティング思考法
（水）
11/20
製紙卸売業の今日的問題と日本文化発展の橋頭堡的役割
4
（水）
12/4
日用品業界の市場戦略に関する課題と展望
（水）
12/18
半導体産業の未来と製造企業としての戦略的新展開
6
（水）

加藤

瀬志本

1/15
酒類業界の今日的課題と市場戦略
（水）
1/29
印章業界の光と影―信用証明文化の特質について考える―
8
（水）

日程

講義内容

マーケティングの本質を捉える コツ を学ぶ
10/3
1
マーケティングは人が行い、人の笑顔を創る。人のために、自分のた
（木）
めに。マーケティングとは何か。その理念、戦略、技術の本質を学ぶ

講師
上原

2

製品(サービス)戦略と価格戦略の コツ を学ぶ
10/10
売れる製品・サービスでなければ意味がない。利益の出る価格でなければ意 井上
（木）
味がない。いかなる製品・サービスと価格であれば、お客様の笑顔を創れるのか。

3

プロモーション戦略の コツ を学ぶ
10/17
いかなる情報を出せば、その製品やサービスが最高であると思っ
（木）
てもらえるのか。基本的な考え方とその方法とは?

大友

4

流通とチャネル戦略の コツ を学ぶ
10/24
迅速で正確な取引と最終ユーザーへの的確な引渡しのために何
（木）
が不可欠なのか。今、何が足りないのか。

小川

5

マーケティング・リサーチの コツ を学ぶ
10/31
マーケティング成果を確実にするための基本は情報の収集と分 菊地
（木）
析の仕方にある。情報収集と分析の基本的な考え方と技術を学ぶ。

高島
望月

ゼミナール

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
コーディネータ 明治大学商学部教授
大友 純
松田 良大 日本水産株式会社 ファインケミカル事業部 特販リーダー
寺坂 一光 ツカモトエイム株式会社 取締役
小堺 規行 住友大阪セメント株式会社 建材事業部技術部長
加藤 久美子 富国紙業株式会社 代表取締役社長
森田 晃子 ライオン株式会社 ヘルス&ホームケア営業本部 アカウント第２営業部主任部員
瀬志本 明 新日本無線株式会社 執行役員技術開発本部長
高島 邦夫 オエノンホールディングス株式会社 品質安全保証室
望月 行夫 株式会社望月印章
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講義概要
木曜日
時 間 19：00〜21：00 回 数
5回
曜 日
受 講 料 一般：20,000円／法人会員：16,000円 定 員 50名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料

森田

7

レクチャー

「マーケティングの本質を短時間で学ぶことができないか」というお声をたくさんいただいてい
ました。その通りだと思います。仕事をしながら学ぶのですから、効率的に短時間で学べるに越し
たことはありませんね。
しかし、私たち講師陣はできるだけ時間をかけて、ジックリとアレモコレモ伝えたいと思うのです。
でもヤッパリ、毎日忙しくビジネスに従事している皆さんからすれば、回数が多ければ多いほど、1
日の学ぶ時間が長ければ長いほど、全部受けられるかどうか、突然の出張や緊急の会議延長等々
のことを考えれば、前払いの受講料も無駄になるし、不安が先に立って学ぶ機会を今回も逃してし
まう・・・・・・。
そこで私たちも考えました。マーケティングの本質理解のために必要なことだけを、皆さんの日
常のビジネスに使えるような理屈だけを、徹底的にセレクトしながら、短期間で学んでいただける
ようにプログラムしてみました。たった5回の講座ですが、中身の濃い授業です。受講後は間違い
なく皆さんのビジネスの方法が変わると思います。ほんとうの顧客志向の下で、新しい製品やサー
ビスを創造し、巧みな価格戦略の下に、お客様に「魅力的な商品だ!」、
「自分に不可欠な商品だ!」
と思ってもらえるようなプロモーションで、取引先との巧みな連携で迅速にビジネスを行う。この
実現のためにはどのような情報を集め、どのような分析を行えばよいのか。その コツ をぜひとも
この講座でつかんでください。 (大友 純)

小堺

5

講義形式▶

講師からのメッセージ

松田
寺坂

― 一気にマーケティングの コツ を学ぼう―

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。）

大友
上原
井上
小川
菊地

純
征彦
崇通
智由
一夫

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
明治大学商学部教授

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

49

駿河台キ ャ ン パ ス

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。

速習・マーケティング入門

マーケ テ ィ ン グ

駿河台キ ャ ン パ ス

マーケ テ ィ ン グ

講師からのメッセージ
今回の講座では、これまでご参加いただいた受講生の方々の業界の現状やそこにおける個々の企業の未来に向けた戦略的課題と
は何かについて、 繁栄 という概念に視点を定めながら考えていきたいと思います。講師となっていただく方々は、当アカデミー・ビジ
ネス・プログラムに長期にご参加されて経営・マーケティングに関する様々なプログラムを履修され、またその学習成果をご自身のビジ
ネスにおいて活用されてきた経験をお持ちです。この皆さんを講師として、ゼミナール参加者全員でその業界や企業の抱える問題解決
のための議論と繁栄に向けたアィディアを絞り出してみることを目的としたいと思います。そこでは、毎日顔を合わせている社員同士や
同じ業界に所属している者同士の議論に比べて、異業種の方々ゆえの斬新な見方や知恵の創出が期待できるものと確信しています。
このような試みは、今回取り上げる業界以外の方々にとっても多大なる刺激と様々な業界ゆえの興味深い視点が得られるのではない
かと思います。ぜひ今回の講座を通じて他業界の様々なモノの見方考え方を通じて、ご自身の業界やお企業の課題解決、あるいは新た
な課題の発見につながるような 学び の成果を得ていただくことができれば幸いです。

13210013

駿河台
日程

講座コード

13210014

実践・マーケティング戦略セミナー

1/18 ビジネスコンペ 『マーケティング戦略プラン』発表会
（土） プレゼンテーション&クラスディスカッション、表彰式・修了式

講師
全員

―基礎課程:戦略論を深め、実践力を身につける―

※1実地研修は、13：00現地集合の予定
※2実地研修に関する交通費は含まれておりません。
日程

講義内容

講師

☆申込締切日 10月9日（水）
申込締切 ☆事前学習資料送付日 10月10日（木）
事前学習等 ☆提出課題 「マーケティング戦略実行シート」の作成
☆課題提出日（必着） 10月17日（木）
10/19
オリエンテーション&グループ分け
（土）

徳田

見学:セコム(原宿本社ビル・ショールーム)
講義:セコムの新事業開発─次々に生み出す
マーケティング組織─

安田
大友
小川

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

中丸
大友
小川

11/30
（土）

6

12/7
（土）

実地研修1

実地研修2

12/14
グループ演習 代表課題のブラッシュアップ
（土）
12/21
8
グループ演習 プレゼンテーション資料の作成と発表準備(1)
（土）
7
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プレゼンテーション

ゼミナール

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
大友
上原
井上
小川

純
征彦
崇通
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

講座のポイント
1.実務家と大学教員が「実践」と「理論」の両面から講義を展開
講師は、マーケティングを経営に生かしている実務家と、マーケティングのビジネス・テ
ィーチングに積極的な本学教員が担当します。実務家講師からの豊富な成功・失敗経験、
事例研究と、教員からの分析・コメントを通じて、
「実践的」マーケティング思考を体得します。
2.事前学習
開講の1週間前に
『マーケティング戦略実行シート』及び『プロフィールカード』
をお送り
します。シートは、参加者の実際行っている業務をマーケティング戦略の視点から整理す
るもので、グループでのプレゼン資料になります。カードは、受講生同士のコミュニケーシ
ョンツールになります。word形式のファイルもご用意しております。ご希望の際には、リ
バティアカデミー事務局（academy@mics.meiji.ac.jp)までご請求ください。
3.ゼミナール
1.テーマにそって5名程度のグループを編成し、受講生が主体的に問題発見、課題解
決の方策を探ります。
2.課題となるケースは、受講生の
『マーケティング戦略実行シート』
から取り上げます。
3.最終回では、グループの最終意思をプレゼンテーションし、クラス・講師からの批評・
講評を受けます。
4.講師は、案内役として指導にあたり、問題解決に至る過程から、マーケティング思考
を育成します。

大友
小川

10/26
グループ演習 代表課題の設定
（土）
レクチャー マーケティング戦略事例
11/9
富士写真フィルムのマーケティング
3
（土）
─ 写ルンです の開発と流通・販売改革の実際─
11/16
4
グループ演習 代表課題のブラッシュアップ
（土）
2

レクチャー

大友
小川

大友
小川

大友
小川
大友
小川

4・ディスカッションルームの貸し出し
1.プレゼンテーション準備のため、グループによっては、講座時間外にディスカッション
が必要になる場合があるかもしれません。その場合、空き教室をご利用いただけます。
2.利用予約や手続きについては、事務局にてご確認ください。
5.実地研修・見学は、全て現地集合・現地解散で、交通費などは自己負担になります。
1.実地研修は、全て現地集合・現地解散で、交通費などは自己負担になります。
2.現地では、見学解説とセミナールームでの講義が行われます。
6.人的ネットワークの構築を支援
ビジネスパーソンにとって幅広い人的ネットワークは、スキルの向上とともに重要なこ
とです。セミナーでは、講師・受講生相互の交流を大切にし、業種を超えた幅広い人的ネ
ットワークの構築と拡大を支援します。
7.履修証書の発行
当コースの所定の基準を満たした方には「履修証書」を授与します。
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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講義概要
土曜日
時 間 15：30〜17：30※1 回 数
10回
曜 日
受講料 一般：42,000円／法人会員：33,600円※2 定 員 25名 ポイント ★★
教 材 レジュメ資料

講義形式▶

マーケ テ ィ ン グ

駿河台キ ャ ン パ ス

マーケ テ ィ ン グ

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

5

講師
大友
小川

10

1

講義内容

1/11
グループ演習 プレゼンテーション資料の作成と発表準備(2)
9
（土）

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13210015

真の顧客満足を捉えるための「不満足」調査の実践

講義概要
曜 日
火曜日
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 20名 ポイント
★
教 材 「顧客満足」の常識
講義内容
「非連続」時代の特性と取り組み方
10/1
1
必ずしも現在の延長線上に今後が存在しない時代である。また商品、サービスのコモディティ化は値引き合戦
（火）
という不毛エリアに突入している。こうした時代の企業の在り方と顧客との『価値共創』について理解いただく。

―サービス企業のイノベーションを展開する―

講師からのメッセージ
現代はサービス化社会に入っていると言われています。実際に、GDPの7割はサービス生産か
ら生まれていますし、働いている人の7割もサービス関連の仕事に就いています。われわれの周
りには、電車などの公共交通機関、コンビニやスーパーなど小売店,レストランなど飲食店、銀行
や保険会社のような金融サービス、病院などの医療サービス、幼稚園から大学までの教育機関な
どなど沢山のサービス提供機関が存在し、わたしたちは一日といえどもサービスを使わないで生
活することはできません。
しかしそうしたサービス提供機関の経営となると、実は、まだまだ知識や知恵が十分にあるとは
言えません。これまで、モノ製品中心の経営が続いてきたからです。どのように顧客が求めている
魅力あるサービスを準備するか、コストをかけずに顧客満足を高めるにはどんな工夫が必要か、そ
してサービス組織で楽しくやりがいのある仕事をし、質の高い結果をあげるにはどんな仕組みを
用意したらよいか、などなどさまざまな課題をサービス組織はかかえています。
このコースではこうしたサービス経営の問題や課題に応えることを目指しています。
これまで蓄積されたサービス・マネジメントやサービス・マーケティング分野での知恵やノウハウ
を分かりやすくお伝えします。

講座のポイント
サービス商品を具体的に把握する。サービス経営の手法を学習する。サービス・イノベーションの
理論と方法を学ぶ。

講義概要
金曜日
時 間 19：00〜21：00 回 数
4回
曜 日
受 講 料 一般：18,000円／法人会員：14,400円 定 員 30名 ポイント
★
教 材 「サービス・マネジメント入門（第3版）」近藤隆雄著 ※講座初回にお渡しします。
日程

講義内容

日程

真の顧客満足を捉える
市場の成熟、飽和、縮小時代における顧客意識をどのように捉え、取り組み、成果を上げたらいいのか。ま
10/8
2
た顧客満足とは何を意味しているのか。サービスとの関係は。顧客の意識下に潜んでいる真のニーズとは？
（火）
高いレベルの満足を抱いている顧客の心の底に潜んでいる顧客自身が知覚していない満足を知る。講師
が関係する企業がこぞって業績を上げている共通要素。
顧客満足を創造するための新商品開発と新サービス
10/22 顧客満足度指数が上昇の一途をたどっても業績と連動していなければ意味がない。顧客意識の
3
（火） 現状把握を行っても次の一手が得られなければ何のための調査か分からない。顧客の意識下に
潜む真のニーズを知ることが大切。そこで貢献するのが不満足度調査。その手法について理解する。

1

サービス・マネジメントへの招待
10/18
サービス化社会の到来、サービスの定義、サービスの基本的特徴サービ
（金）
スの特徴の持つ経営的課題

2

サービス・マネジメントの理論
10/25
顧客価値の理論、サービス・マネジメント･システム（セグメンテーション、
（金）
コンセプト、デリバリー・システム、イメージ、価値）の発想

3

サービス・マネジメントの方法
11/8
サービスの構成要素、サービス・プロフィット･チェーン、サービスにおける
（金）
「態度」の問題、ホスピタリティの概念

4

サービス・イノベーションの理論と方法
11/15
サービス・イノベーションとは何か、サービス・イノベーションの分類、製造
（金）
業のサービス化

「顧客『不満足』調査」の考え方・取り組み方・調査結果の活用方法
10/29 顧客の意識下に存在する顧客のグチ・困っていること・不満は顧客ニーズそのもの。そのニーズを浮き彫
4
（火） りにする具体策について解説し、そこから新商品、新サービス、新システム等の開拓を行い、なお新規顧
客の開拓、顧客継続率の向上、口コミ、紹介を得るためにどのようにしたらいいのかに関して理解いただく。
「業績＝顧客の支持率」を達成する
11/5
5
どのような世界規模の企業であっても顧客の支持なくしては成り立たない。経済・市場・業
（火）
界環境が悪くとも業績を上げている企業はある。その基盤にあるのが顧客の支持率である。
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。）

武田 哲男 （株）武田マネジメントシステムス代表取締役
一般社団法人エチケット・サービス向上協会 代表理事
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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。）

近藤 隆雄 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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講座のポイント
（１）激変時代、非連続時における実状と取り組みポイントを知る
（２）
コモディティ化（同類・同質化）、値引き合戦の時代の乗り越え方法を理解する
（３）顧客の潜在意識下に潜んでいるが顧客自身が知覚していない要素を知る
（４）顧客不満足度調査の取り組み方、進め方と調査結果の活用

サービス・マネジメントとサービス・マーケティング

マーケ テ ィ ン グ

駿河台キ ャ ン パ ス

マーケ テ ィ ン グ

講師からのメッセージ
表面的な顧客満足を調べても顧客の真の満足は浮上しない。しかし、不満足を調べることにより、顧客の意識下
に潜んでいる求める要素が見えてくる。現在、多くの新商品・新サービスの開発は不満足度調査から誕生している。
短所の強化と『新』の創造には不満足度調査が大きく貢献している。以下は企業が抱えている課題の一例である。
１．
「◯◯を購入した人達が××を求める傾向にある」という顧客データ管理・CRMの精度が低下
２．
「顧客の満足度点数が年を追って上昇しているのに業績は低迷ないしは下降線」といった矛盾
３．
「現状把握型マーケティング調査を実施しても次の一手が見えてこない」
４．
「商品・サービスのコモディティ化進行による値引き合戦からの脱出方法が見つからない」
５．
「新商品・新サービス開発から成果が生まれない」
少子・高齢化・グローバル化・ソーシャルメディアの進展・市場規模縮小・顧客意識の変化といった激変時代に直面し
ている企業・組織は多い。
「業績=顧客の支持率」を達成に効果を上げている。
理論と豊富な事例を基に課題に対する取り組み・解決方法についてお伝えします。

13210016

駿河台

駿河台

講座コード

13210017

速習『ネットマーケティング実践講座』
ラジオや書籍をはじめ、様々な媒体で活躍するITアナリストが現場の今を分かりやすく解説!
―ソーシャルメディアの活用と現場ですぐ使えるノウハウ―

講座コード

13210018

FTA/TPPの中身をのぞいて見ませんか? その２
―TPPの現状と世界貿易体制の変化を分析する―

前期の講座は世界貿易体制の変遷と共にFTA/TPPの生い立ちとその背景、我が国のTPP交
渉参加の現状そして交渉参加を拒む農業問題について説明しましたが、後期はその続編ともいえ
るTPP交渉の現状と課題・その見通しを分析してこれからの世界貿易体制の進む方向を探ります。
アベノミックスの３本の矢の１つである成長戦略のコアとして注目されテレビ・新聞でも度々報
ぜられているので大凡のことは判っているが、交渉が進むTPPで何が課題なのか等TPPの中身
をもう少し詳しく知りたい方には是非受講をお奨めします。

講座のポイント
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
めのクロスメディアマーケティング力を短期的に強化するワークショップを行います。

1.世界経済の流れと実情
２．
TPPの現状
３．
TPPの課題と見通し
４．
TPPを取り巻く環境と世界貿易体制の方向性

講義概要
水曜日
時 間 19：00〜20：30 回 数
8回
曜 日
受講料 一般：28,000円／法人会員：22,400円 定 員 25名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
日程
1

10/16
（水）

2

10/23
（水）

3

10/30
（水）

4

11/6
（水）

5

11/13
（水）

6

11/20
（水）

7

11/27
（水）

12/4
8
（水）
講義形式▶

講義内容
講師
ネットマーケティングの動向を把握しよう
トリプルメディア、戦略PR、ソーシャルメディア、ビックデータの 今津
活用など、市場動向の把握と課題の整理を行います。
ソーシャル時代に不可欠な戦略PR
消費者との接点となる 関心となるテーマ を探り、メディアに取 今津
り上げられるシナリオ開発の実習を行います。
集客を増やす実戦Webライティング術
今津
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
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。
口コミマーケティングの最前線
ソーシャルメディアによって創出される口コミマーケティングの実 今津
践方法と留意点を事例研究します。
事業を成功に導く顧客戦略の設計
今津
中小企業診断士として活躍する講師が実践経験による、顧客獲得〜
山田
育成〜ロイヤルカスタマーへの顧客戦略の設計について紹介します。
たった1枚のシートでパーソナルブランディング
今津
世界的なベストセラー「Business Model You」の著者ティム・クラーク博士に
ティム・クラーク
よるワークショップ。自分の優位性を分析するパーソナルキャンバスを学習します。
ブランディング戦略と効果的なコミュニケーション
中小〜大企業まで、ターゲットに届く効果的なメディアの選定と 今津
適切なプロモーションの実践方法を学習します。
現場で役立つリスク管理と演習
ソーシャルメディアの活用に伴うガイドライン、リスク管理、サイ 今津
バー犯罪への対策など運用課題を演習を通じて学習します。
レクチャー

実習

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
今津 美樹 コーディネータ マーケティングコンサルタント
藤木 俊明 Garden-City Planning 代表取締役
山田 静也 (有)ヤマダ アンド パートナーズ 代表取締役/中小企業診断士
Ｔｉｍ Ｃｌ
ａｒｋ 筑波大学 国際経営学客員教授
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グループワーク

講師からのメッセージ
F
T
A
/
T
P
P

講座のポイント

講義概要
木曜日
時 間 19：00〜20：30 回 数
4回
曜 日
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

世界経済の流れと実情
グローバル化が進む中でバーナンキ米国FRB議長の一言に瞬間にして世界の
株式市場が反応するような現在の世界経済の状況では現行のGATT/WTO
体制ではその機能を十分に果たしているとは云えず２１世紀の新たな世界経済
11/7
1
の秩序が早急に求められています。TPPは新たな世界的ルール作りの為の過
（木）
程に過ぎないと言われていますが、ここでは前期の復習の意味を含めて世界
経済の流れと実情に触れてその中でのTPPの役割について探ってみます。
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
我が国は７月から１２番目の参加国として交渉に臨んでいますが、後発組
11/14 のハンディキャップを抱えて苦戦を強いらているようです。かつてのWTO
2
（木） ラウンド交渉に匹敵するような２１もの分野に亘っての交渉ゆえ関係省庁
にまたがった110名体制をもってしてもかなり苦労している様子。この章
では各分野での交渉状況を詳しく説明します。
TPPの課題と見通し
前の週で説明した各分野での交渉状況から生じた課題とその見通しにつ
11/21
3
いて分析します。このTPP参加に当たっては国論を二分するとまで云わ
（木）
れた農業問題を始めとして多くの懸念を抱えながら交渉参加に踏み切っ
た経緯があり、交渉結果や新たに生まれた課題も含めて紹介します。
TPPを取り巻く環境と世界貿易体制の方向性
高成長から中成長に移行しているいわれている中国を初めてBRICs諸国の経済が変調をきたしており、
米国や欧州各国もそれぞれ内政問題を抱え対立に伴う困難な課題は先送りのままで世界経済の成
11/28
4
長復帰の道のりは相変わらず厳しい状況が続いています。そんな中で経済成長が継続しているアジ
（木）
ア諸国を含めてTPP交渉はアジア・EU・米州の3極を結ぶメガFTAの構築に向けて着実にルール作
りが進んでいる数少ないFTA交渉であり、この交渉経緯を通じて世界の貿易体制の新たな秩序つく
りにむけての方向性を探るとともに、特に中国のTPPへの対応についても触れてみたいと思います。
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。）

（ABAC）事務局長 三菱商事OB 国際社会貢献センター(Abic)会員
神﨑 幸雄 元APECビジネス諮問委員会
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駿河台キ ャ ン パ ス

マーケ テ ィ ン グ

講師からのメッセージ
従来のマーケティング戦略に加え、ネットマーケティングに大きくシフトする企業が増加してい
ます。マス広告だけでは、以前のような効果が得られない昨今、
「口コミ、バイラル」の増幅を目
指したソーシャルメディアを活用するなど、先進のITやネットの特性・メリットを活用することで、
その効果をマーケティング現場に導入していくことがビジネス戦略として不可欠になっています。
ネットやモバイルの特性を理解し、自社の課題解決に結びつけるための知識の習得を目的に、
ケーススタディを通じ論理的な検証と演習の両方から実践的な理解を深めます。

駿河台
講座コード

13210019

駿河台

マーケティング研究ゼミナール
―コトラーの『イノベーション・マーケティング』を読
みながらイノベーションの発想と本質を学ぶ―

日程

講義内容

講座の内容と本講座の進め方の説明
10/4
1
ゼミナール形式で授業が進められるため、予定された担当個所について担当者がレジュメを
（金）
作成し、発表するために必要なレジュメ（ノート）作りの方法や授業の進め方などを説明します。
2

第1章「企業におけるイノベーションの阻害要因」第2章「A-Fモデルの概要」
10/18
担当者が作成してきたレジュメに沿って、参加者全員が当該章の内容や問題点について、自
（金）
らの経験や事例を交えて議論し合い、お互いの知識やロジックの構築方法を高めてゆきます。

3

第3章「アクティベータ」第4章「ブラウザ」
11/8
担当者が作成してきたレジュメに沿って、参加者全員が当該章の内容や問題点について、自
（金）
らの経験や事例を交えて議論し合い、お互いの知識やロジックの構築方法を高めてゆきます。

4

第5章「クリエータ」第6章「デベレッパ」
11/22
担当者が作成してきたレジュメに沿って、参加者全員が当該章の内容や問題点について、自
（金）
らの経験や事例を交えて議論し合い、お互いの知識やロジックの構築方法を高めてゆきます。

第7章「エグゼキュータ」第8章「ファシリテータ」
12/6
5
担当者が作成してきたレジュメに沿って、参加者全員が当該章の内容や問題点について、自
（金）
らの経験や事例を交えて議論し合い、お互いの知識やロジックの構築方法を高めてゆきます。
第9章「A-Fモデルを用いてイノベーション・プロセスを設計する利点」第10章「イノベーション」を計画する
12/20
6
担当者が作成してきたレジュメに沿って、参加者全員が当該章の内容や問題点について、自
（金）
らの経験や事例を交えて議論し合い、お互いの知識やロジックの構築方法を高めてゆきます。
7

第11章「評価指標」第12章「創造的文化を育てる方法」
1/10
担当者が作成してきたレジュメに沿って、参加者全員が当該章の内容や問題点について、自
（金）
らの経験や事例を交えて議論し合い、お互いの知識やロジックの構築方法を高めてゆきます。

第13章「インセンティブと報酬」全体のまとめと本講座に関する意見交換
1/24
8
全体の進み方を見ながら、最終回として「本書からどのようなことを学んだか」
「本講座を
（金）
どのようにビジネスに生かすことができるか」などといったことについて議論・確認します。

講義形式▶

レクチャー

ゼミナール

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
首藤 禎史 大東文化大学経営学部教授，明治大学商学部兼任講師
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プレゼンテーション

あなたの企業もサービス革命の担い手
―生活者の視点から競争力のある企業を創造する―

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、チェスブロウ著「オープン・サービス・イノベーション」です。今日、かなり
注目されている著書で、サービスを企業の中心に据えることの重要性を唱えた本です。
まず、本書を手に取っていただきたいのはメーカーの方です。大手メーカーであれ中小企業であれ、優れた技術力
だけでは競争に勝ち残れない時代になってきていることは実感されていることと思います。もちろん、サービス業の
方にも参加していただきたいと思います。形のないサービスにいかにして付加価値を付けるか悩まれているはずです。
本書は、二つの視点が取り込まれています。ひとつは新たなビジネスモデルの構築の中心にサービスを置くという
視点です。それは、製造を中心に考える企業に対して、製品の枠を超えた考え方を取り入れるという視点です。ビジ
ネスをサービスの視点から見直し、たとえ、製造業であってもサービスを中心としたビジネスモデルを構築する必要
が生まれてきています。言い換えると、モノとしての製品に対するイノベーションの限界を直視しサービス・イノベー
ションを中心としたビジネスモデルの必要性が見えてきます。
今ひとつは、オープン・イノベーションの視点です。サービスを中心としたビジネスモデルでは、顧客、企業と顧客の関係、
サプライチェーンのとらえ方が大きく変化してきます。それは、顧客の体験・経験が、企業には持ち得ない貴重な資源
となるということです。そこで、優れた技術は企業内の専門家が手にしているという考え方を転換させ、その顧客の
価値ある経験というスキルあるいは知識を取り込む形でサービスのイノベーションを顧客とともに創り上げる、つま
りサービス・イノベーションの共創、オープン・イノベーションが新たな成長戦略を生み出すことに気づかれるはずです。
本書は、すでにサービスの知識を身につけている方にも、これからサービスについて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。

講義概要
曜 日
木曜日
時 間 19：00〜21：00 回 数
8回
受 講 料 一般：30,000円／法人会員：24,000円 定 員 15名 ポイント ★★
教 材 チェスブロウ著「オープン・サービス・イノベーション」
日程
10/3
1
（木）
2

10/17
（木）

3

10/31
（木）

4

11/14
（木）

5

11/28
（木）

6

12/12
（木）

7

1/9
（木）

8

1/23
（木）

講義形式▶

講義内容

序

章
第1章
第1部
第2章
第3章
第4章
第5章
第2部
第6章
第7章
第8章
第9章
第10章

オープン・サービス・イノベーション
オープン・サービス・イノベーションの必要性
イノベーションと成長を促すフレームワーク
ビジネスをサービスとして考える
顧客との共創
社外にサービス・イノベーションを広げる
サービスでビジネスモデルを変換する
オープン・サービス・イノベーション
大企業のオープン・サービス・イノベーション
中小企業のオープン・サービス・イノベーション
サービス・ビジネスのオープン・サービス・イノベーション
新興経済国でのオープン・サービス・イノベーション
オープン・サービス・イノベーションの今後

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

井上 崇通 明治大学商学部教授
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駿河台キ ャ ン パ ス

講義概要
金曜日
時 間 19：00〜21：00 回 数
8回
曜 日
受講料 一般：30,000円／法人会員：24,000円 定 員 20名 ポイント ★★
教 材 フェルナンド・トリアス・デ・ベス,フィリップ・コトラー著 桜井祐子訳「コトラーのイノベーション・マーケティング」翔泳社

13210020

マーケ テ ィ ン グ

駿河台キ ャ ン パ ス

マーケ テ ィ ン グ

講師からのメッセージ
イノベーションなくして企業の存続はあり得ない（本書序章より）
本研究ゼミナールでは、本書を輪読することを通じて、
「企業の成否に関わるイノベーショ
ンの本質とはどのようなものか」
「イノベーションを生み出す組織風土とはどのようなものか」
「コトラーらの説く これまでにない新しいトータル・イノベーション・システム とはどの
ようなもので、それは本当にどれほど実践に役立つ可能性を秘めているのか」
「実践に
おいてはイノベーションをどのように捉え、どのようにマネジメントしていけばよいのか」
といったことについて、さまざまな角度から議論・検討していくようにします。

講座コード

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13210021

まだある、アメリカ流通業に学ぶこと

自由参加方式で実施する、
「米国流通業視察ツアー」については、講座の中でその詳細
をお知らせ致します。
講義概要
水曜日
時 間 19：00〜21：00 回 数
3回
曜 日
受講料 一般：18,000円／法人会員：14,400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

―スピード・品質・コストで勝つ！
！―

講師からのメッセージ
本講座は、企業の新商品開発能力を向上する術を修得することを目的としています。日本
企業が現在の苦境を乗り越え再興を図るには、世界に注目される新商品を開発し、日本企業
の技術力と商品開発力の高さを示していくことが不可欠です。本講座では、先進企業の事例
を通して、いかに成功する新商品開発の仕組みを作り、その仕組みを管理、運営すれば良い
かを、受講生に理解していただきます。事業企画、商品企画、製品開発、設計、資材調達、利
益管理、原価管理等の業務に携わっている方(技術系・事務系を問わず)に受講をお勧めします。
講座のポイント
本講座は、新商品開発に関する理論を単に学ぶだけでなく、多くの事例と質疑を通じて、
受講者が実践に役立つ情報やノウハウを共有し、それらを実務ですぐに応用することの
できる実践的講座です。
講義概要
土曜日
曜 日
時 間 9：00〜10：30 10：40〜12：10 13：30〜15：00 15：10〜16：40 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

講師
日程

1

アメリカ食品流通業の新しいトレンド
11/13
アメリカにおける消費者行動の変化、技術革新の方向性と、食品
（水）
卸・小売業の業界動向ならびに変革の方向性

1

講義内容

講師

新商品企画の考え方・進め方

田中

開発設計段階の原価と利益のつくり込み管理

田中

3

日産V字回復の原動力になったコストエンジニアリング活動

増田

4

短い開発期間でコストと性能・品質を同時につくり込む方法

増田

5

原価のつくりこみ活動の管理

田中

原価見積りと開発管理のインフラ整備

田中

7

Only Oneを創り出し、No.1に育てるにはどうすれば良いか

増田

8

新商品の先行開発から設計・生産準備までの開発プロセスと管理

増田

中野
2
11/2
（土）

多様化する食品小売業のストアフォーマット
11/20
2
ウォルマートの新業態、カテゴリードミナント型小売業の実態も含
（水）
め、アメリカでの注目に値する食品流通業の解説

3

スーパーマーケットによる顧客価値創造
11/27
アメリカの食品流通業による、新たな価値創造・提供戦略と、経
（水）
営戦略の方向性とその歴史的発展

講義形式▶

智由
雅司
貴子
洋一

吉岡

6
11/9
（土）

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

小川
中野
鈴木
吉岡

鈴木

明治大学商学部教授
株式会社 エフエムユー/LRIジャパン 代表取締役
株式会社 エフエムユー/LRIジャパン コミュニケーションマネージャー
前明治大学商学部兼任講師、株式会社流通システム総合センター代表取締役
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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。）

コーディネータ 明治大学経営学部教授
﨑 章浩
田中 雅康 東京理科大学名誉教授
増田 譲二 ㈱ファルテック テクニカルアドバイザー

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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駿河台キ ャ ン パ ス

講座のポイント

売れて儲かる新商品開発の進め方

マーケ テ ィ ン グ

駿河台キ ャ ン パ ス

マーケ テ ィ ン グ

講師からのメッセージ
巨大小売業者ウォルマートが、スーパーセンター、ネイバーフッドマーケットへと業態
転換して食料品分野へと進出する一方、独自の経営戦略で新たな特徴と役割を開拓す
るスーパーマーケット企業も数多くあります。
ＰＢ商品の開発競争から、ストアフォーマッ
トの差別化、コミュニティとの一体化による価値創造へと競争レベルを変化させる、ダイ
ナミックで革新的な米国食品流通業が本講座の研究テーマです。翌年２〜３月には担当
講師同行での米国流通業視察ツアーも、別途自由参加で実施します。流通業に携わる
皆様に講座の受講をお薦めします。

13210022

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13210023

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

駿河台キ ャ ン パ ス

財務・会計・金融

日程

講義内容

鈴木

2

為替相場の予測
11/12 なぜ為替相場の予測はいつも外れるのか、企業経営の重大な鍵
（火） 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。

木村

3

外国為替のリスク
11/19 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良し、リスク
（火） を嫌って逃げるのも良し。外国為替の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。

石橋

4

国際収支とグローバル経済
11/26 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
（火） 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。

石橋

講義形式▶

株式投資の一つのあり方は、株式を長期に保有することによって、株の値上りや安全で安心な
配当を長年にわたってもらい続けることです。これが本来の投資のあり方です。こうした株式投資
のあり方では、強力で安全な株式銘柄を選び出すことが最も大切なこととなります。本講座では、
このような観点から長期にわたって安全で安心な株式銘柄の選び方を伝授します。
株式市場を通じて会社の実力を見極めたいビジネスマンの受講もお薦めします。数字の苦手な
方、経理知識のない方でも、株式に関心がある方なら受講できるように講義します。

講座のポイント
本講座では、設立から現在まで利益の蓄積力(利益剰余金)で、強くて安全で長続きする会社を選び、
この3年間の現在の経営力と配当利回りによって選んでいきます。

講義概要
火曜日
時 間 19：00〜21：00 回 数
2回
曜 日
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。
日程

講師

外国為替とは何か？
11/5 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
（火） 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。

1

講師からのメッセージ

財務・会計・金融

講義概要
火曜日
時 間 19：00〜20：30 回 数
4回
曜 日
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
「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
教 材
ィアカデミー）※講座初回にお渡しします。

株式投資ゼミナール

講義内容

1

経営・会計から見た強くて安全な会社の選び方
10/8
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。

2

長期に安全で安心配当が受けられる株式銘柄の選び方
10/15
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。

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

鈴木 成高 国際社会貢献センター会員 東京三菱銀行OB
木村 好作 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
石橋 満
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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。）

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

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った」と思っていませんか？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、為替相場の成り立ちを理解出来れば、
グローバル経済を読み解く事が出来ます。その為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来た経験豊富な銀行･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
勿論、一般常識として外国為替をきちんと学びたい方にお奨めです。

13210024

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13210025

財務諸表の見方・読み方(平日夜間コース)

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。
講義概要
水曜日
時 間 19：00〜20：30 回 数
6回
曜 日
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

講義内容

会計情報の必要性と財務諸表
10/2 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
（水） 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ることを目的とします。
貸借対照表を読む（１）
10/9 貸借対照表の左側（借方）に記載されている資産について、その意義内
2
（水） 容を説明します。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。

3

貸借対照表を読む（２）
10/16 貸借対照表の右側（貸方）に記載されている負債と純資産について、そ
（水） の意義内容を説明します。これらの理解をとおして、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。

4

損益計算書を読む（１）
10/23 損益計算書に記載されている各種の利益概念およびそれら利益の計算
（水） 要素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）
10/30 損益計算書の数字（金額）
を、その大きさという視点から読むとともに、比
（水） 率という視点からも読み込みます。あわせて、貸借対照表に記載されてい
る数字（金額）も用いて、多角的に財務諸表を読むことを試みます。

キャッシュ・フロー計算書を読む
11/6 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
6
（水） ぜこのような報告書が求められているのかについての理解をとおして、こ
の報告書で何が読み取れる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
間 13：00〜14：30 14：40〜16：10
曜 日 土曜日 時
受 講 料 一般：28,000円／法人会員：22,400円 定 員 30名
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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回 数 6回（3日間）
ポイント
★

講義内容

財務諸表とステーク・ホルダー
簿記会計の知識がまったくないことを前提に、財務諸表とは何かという基
1
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
11/30 くれるのか、その全体像を概観します。
（土）
貸借対照表から企業を読む(1)
2
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。

12/7
（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
12/14 します。
（土） キャッシュ・フロー計算書から企業を読む
6

講義形式▶

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
大倉 学

―財務諸表を読み会社の分析力を高めよう―

財務・会計・金融

講座のポイント

財務諸表の見方・読み方(土曜集中コース)

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

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

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・会計・金融

駿河台キャンパス

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等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あり、取引先の経営分析・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。

13210026

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13210027

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―

13210028

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、応
用編(中級)につなげます。

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、応
用編(中級)につなげます。

講義概要
水曜日
時 間 19：00〜21：00 回 数
6回
曜 日
受講料 一般：36,000円／法人会員：28,800円 定 員 30名 ポイント
★
「決算書の超かんたんな読み方」(中経出版)碓氷悟史
教 材 ※講座初回にお渡しします。
※電卓をご持参ください。
日程

講義概要
土曜日
時 間 14：00〜18：00 回 数
6回（3日間）
曜 日
受 講 料 一般：36,000円／法人会員：28,800円 定 員 30名 ポイント
★
「決算書の超かんたんな読み方」(中経出版)碓氷悟史
教 材 ※講座初回にお渡しします。
※電卓をご持参ください。

講義内容

日程

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

財務分析の中心核
10/9
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
10/16
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
10/23
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

10/30 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

5

キャッシュ・フロー計算書の入門分析
11/6 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

6

11/13 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。

1

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。）

碓氷 悟史 亜細亜大学名誉教授、公認会計士
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財務・会計・金融

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。

12/7
（土）

12/14
（土）

損益計算書の入門分析
短期の収益性や資産の効率性を中心に損益計算書の分析を解説します。

キャッシュ・フロー計算書の入門分析
2000年に導入されたキャッシュ・フロー計算書の解説と入門的分析を解
説します。キャッシュ・フロー経営の入門としても絶対に必要不可欠の解
12/21 説です。
（土）
総合分析演習
6
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。）

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・会計・金融

駿河台キャンパス

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。

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13210029

財務分析応用編

13210030

講師からのメッセージ
このアカデミーで財務分析入門を受けられた方、また財務分析に自信のある方を対象
として、より高度で広範囲な分析を習得していただくためのセミナーであります。入門セ
ミナーで基礎的な分析力を習得されたわけですから、これを踏まえてその会社の財務上
の特徴や問題点等を有価証券報告書に重点を置き分析することによって明らかにし、か
つ、戦略的な改善提案ができるようにするのが目的です。

日程
1

講義内容

財務分析応用編の中心核と他の比率との関係
12/4
財務分析の中心核を長期的分析と短期的分析に分けて、他の比
（水）
率との関係を詳しく解説していきます。

講師
碓氷

一般の財務分析比率の欠陥と新しい分析体系
12/11 一般に公開されている分析比率には、大きな欠陥が見られます。
2
碓氷
（水） これらの欠陥を詳細に解説しながら新しい戦略的財務分析体系
を解説します。
貸借対照表分析応用編
12/18
3
有価証券報告書による貸借対照表の分析と四季報による貸借対
（水）
照表の分析を5期間の比較分析として解説します。

碓氷

キャッシュ・フロー計算書分析応用編
1/15 有価証券報告書によるキャッシュ・フロー計算書の分析と四季報
5
（水） によるキャッシュ・フロー計算書の分析を5期間の比較分析とし
て解説します。

碓氷

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。）

松本 穰
碓氷 悟史 亜細亜大学名誉教授、公認会計士

コーディネータ 明治大学商学部教授
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講座のポイント
初心者から中級者の方々に分かりやすく、様々な方向から投資＝市場を斬っていきます。
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
日程
1

10/15
（火）

2

10/22
（火）

3

10/29
（火）

4

11/5
（火）

5

11/12
（火）

6

11/19
（火）

碓氷

損益計算書分析応用編
1/8
4
有価証券報告書による損益計算書の分析と四季報による損益対
（水）
照表の分析を5期間の比較分析として解説します。

総合演習による問題点の把握と戦略的財務分析力のつけ方
1/22
6
2社の総合分析の演習と戦略的財務分析力のつけ方を詳しく解
（水）
説します。

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来ました。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来ました。目の
前に起こることだけを見れば「日本崩壊」が始まっているかのように見えた昨今。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来ていいます。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、今するべきことを教えてくれます。
「誰
が総理になっても変わらない」なんて声を聴きますが、政治も経済もそして株価も毎日ドラマ
ティックに動いているのです。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」という話をして来ました。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。

財務・会計・金融

講義概要
水曜日
時 間 19：00〜21：00 回 数
6回
曜 日
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 ※電卓をご持参ください。

新しい株式投資への第一歩

碓氷

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。

講師
若林

若林

若林

若林

若林

坂本

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください）

坂本 恒夫 コーディネータ 明治大学経営学部教授
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
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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駿河台キャンパス

財務・会計・金融

駿河台キャンパス

講座のポイント
過去に、このアカデミーで財務分析入門を受講された方とそのほかの方で財務分析を
知っておられる方に受講をお薦めいたします。ただし、できれば後者の方は、碓氷悟史著
「決算書の超かんたんな読み方」(中経出版)を事前にお読みください。

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♪

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13210031

コーチング入門（火曜日コース）
―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持つ相手との対応力
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・問題解決をはじめ、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、
（社）日本コーチ連盟（http://www.coachfederation.jp)にお問合せ下さい。

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持つ相手との対応力
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・問題解決をはじめ、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、
（社）日本コーチ連盟（http://www.coachfederation.jp)にお問合せ下さい。

※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

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
金曜日
時 間 19：00〜21：00 回 数
6回
曜 日
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
※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。

講義内容

日程

10/22 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。

10/29
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
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
11/5
に学びます。
3
（火）

2

11/12
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
学習します。すると不思議なことに、苦手な相手とのコミュニケーションが
11/19
可能になり始めます。
5
（火）
4

11/26 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。

1

講義内容

9/27 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。

10/4
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
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
10/11
に学びます。
3
（金）
2

10/18
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
学習します。すると不思議なことに、苦手な相手とのコミュニケーションが
10/25
可能になり始めます。
5
（金）

4

6

11/8 質問の仕方を学ぶ：
「 強み を活かすとは？」
（金） 強み を活かす「質問技法」を体験的に学びます。

※講義の進行状況により、終了時間が２０分程度延長する場合があります。

※講義の進行状況により、終了時間が２０分程度延長する場合があります。

講義形式▶

講義形式▶

レクチャー
ロールプレイング

実習
プレゼンテーション

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
森山 展行 日本コーチ連盟公認マスターコーチ
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コミュニケーション

講義概要
火曜日
時 間 19：00〜21：00 回 数
6回
曜 日
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

6

―気持ちをつかみ潜在力を引き出す技術―

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

コーチング入門（金曜日コース）

グループワーク

レクチャー
ロールプレイング

実習
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。）
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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講座のポイント

13210032

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13210033

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、コーチング入門で学習した、
（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。コーチングの学びを深めたい方、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

講義内容

「傾聴技法／実践・演習」〜傾聴技法の上達方法〜
傾聴技法を実践する上で、
「うなずき・あいづち・繰り返し」を丁寧に行うことはよく言われること。で
12/14
も実際にやってみるとなかなか上手くいかない・・・。どのようなタイミングで繰り返すのか？どの言葉
1
（土）
を繰り返すのか？自分の中に生まれてきたモヤモヤ感はどうすればいいのか？カウンセリングの傾
聴技法とはどう違うのか？理論と豊富な実習から、コーチング特有の聴く技術を身につけていきます。
「個性感知／実践・演習」〜個性感知の上達方法〜
コーチングは、相手の感じ方や考え方を活かす技法です。ところが、学習当初はコーチ自身の感じ方や考
12/21
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
2
（土）
少なくありません。これは、表面的な言い方や関わり方の工夫だけでは無理です。 自分とは異なる感じ
方や考え方のへの好奇心を抱ける素地を、自分自身に専門的なトレーニングを通じて積み上げていきます。
質問技法／実践・演習」〜質問技法の上達方法〜
コーチングは、
「意欲の持ち方のクセ」を行動の原動力にすることで、目標達成や自己
1/11
3
実現をサポートしていくコミュニケーション技術です。そのため、目標への行動を促す前に、
（土）
まず「意欲の持ち方のクセ」に対する気づきのサポートからコーチングはスタートします。
総合演習として、
「型」を用いた基本的なコーチングセッションを体験的に学びます。
※講義の進行状況により、終了時間が２０分程度延長する場合があります。

―光ることばとインタビュー力が人を育て信頼を集める―

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
土曜日
時 間 13：30〜18：30 回 数
6回（2日間）
曜 日
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

コミュニケーション

日程

ビジネス・スピーキング

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、情報収集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
な要請に応えるために「信頼関係を構築するインタビュー技術」
「モチベーションを高め意欲を引
き出すビジネス・インタビュー」
「自分と異なる他の意見を尊重し問題を克服するディスカッション」
「組織を動かすスピーチ力」など、ビジネスの最前線で活用できる言語活動能力を磨きます。また、
学んだことを後進に伝える「学び返し」の手法を習得し、職場や地域の活性化を図ります。

※講義の途中に適宜10分程度の休憩があります。
日程

講義内容
心の扉を開くインタビュー技術
警戒心を解きほぐし信頼関係を構築するインタビュースキルを身に付けます。

1
講義概要
土曜日
時 間 11：30〜17：30 回 数
3回
曜 日
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

ビジネス最前線をリードする

2

意欲を引き出すビジネス・インタビュー
11/16
相手のモチベーションを高め、望む方向に導くコーチングマインドによる
（土）
インタビューの実践です。

3

問題を克服するディスカッション
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。

4

組織を動かすスピーチ
スピーチに求めれられる明快な方向性、現状認識、データ、仲間意識の共
有を考えます。

5

きき手の納得を得るスピーチ
12/14
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
（土）
率直さが相手の心を捉えます。

6

学び返しの方法
職場や地域での課題は、後進の育成です。学んだことを後進に伝える方
法を考え、模擬授業を行います。

講義形式▶

レクチャー
ロールプレイング

実習

プレゼンテーション

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
小沼 俊男 元NHKアナウンサー
≪ビジネスランゲージアート(Business language art)プログラム≫

講義形式▶

レクチャー
ロールプレイング

実習
プレゼンテーション

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
森山 展行 日本コーチ連盟公認マスターコーチ
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グループワーク

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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コミュニケーション
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①「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合せ下さい。
②※受講対象は、
「コーチング入門」の同時申込者及び過去に受講した方、または他機関における
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下さい。
※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。
（受講は可）

13210034

ビジネス ランゲージ アート プログラム

駿河台

駿河台

講座コード

13210035

ビジネスランゲージアートプログラム

パブリック・スピーキング(Aコース)
―伝わる話し方の基本から相手の納得を得る話力を磨く―

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

ビジネスチャンスを掴む

パブリック・スピーキング(Bコース)
―伝わる話し方の基本から相手の納得を得る話力を磨く―

講師からのメッセージ
「仕事がよくできる」
「人望が厚い」
「信頼できる」等と評価されている人は、一方的に「伝える」
ではなく、相手の立場に立って話の出来る「伝わる」話し方の技術を持っています。
講座では、音の言葉の特徴を知る基礎から、相手が確実に理解し納得する応用までのパブリック・
スピーキングのノウハウを段階を踏んで学習し、ビジネスチャンスを掴む確かな表現力を身につ
けることを目指します。
講座のポイント
実習中心の講座で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
※講座の途中に適宜10分程度の休憩があります。

講義内容

1

伝えるから伝わるへ〜きき手の立場に立つ〜
伝える順序、ことばの選択、発声・発音などを見直し、伝わる表現を試みま
す。

2

分かりやすさの決め手〜筋道立てて話す〜
9/14
話の内容が確実に伝わる組み立て、
「何を」
「どう」話すかのポイントを学
（土）
びます。

3

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。

4

事実と意見を区分けした明快な報告
混同しやすい事柄や場面、言動などが、きき手に仕分けされて伝えられる
ようにします。

5

顧客を引きつける表現力
10/19
相手のニーズを掴み必要な情報を提供する、きき手中心の表現力を磨き
（土）
ます。

6

きき手の納得を得るパブリック・スピーキング
決定権者の意思決定を確かなものにする問題やポイントを押さえた表現
力を構築します。

日程

講義内容

伝えるから伝わるへ〜きき手の立場に立つ〜
1
伝える順序、ことばの選択、発声・発音などを見直し、伝わる表現を試みま
10/19 す。
（土） 分かりやすさの決め手〜筋道立てて話す〜
2

話の内容が確実に伝わる組み立て、
「何を」
「どう」話すかのポイントを学
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。

3

11/16
（土） 事実と意見を区分けした明快な報告
4
混同しやすい事柄や場面、動作、言動などが、きき手に仕分けされて伝え
られるようにします。
5

顧客を引きつける表現力
相手のニーズを掴み必要な情報を提供する、きき手中心の表現力を磨き
12/14 ます。
（土） きき手の納得を得るパブリック・スピーキング

6

決定権者の意思決定を確かなものにする問題やポイントを押さえた表現
力を構築します。

≪ビジネスランゲージアート(Business language art)プログラム≫

≪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

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。

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。

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)

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)

講義形式▶

レクチャー
ロールプレイング

実習

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

※講座の途中に適宜10分程度の休憩があります。

13210036

ビジネスランゲージアートプログラム

プレゼンテーション

講義形式▶

レクチャー
ロールプレイング

実習

プレゼンテーション

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
小沼 俊男 元NHKアナウンサー
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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講義概要
土曜日
時 間 13：30〜18：30 回 数
6回（2日間）
曜 日
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

日程

講座コード

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

13210037

「ビジネス英文Eメール」

ビジネス ランゲージ アート プログラム

13210038

―海外業務未経験者の準備のために―

講師からのメッセージ
本講座は、海外関連業務未経験のビジネスパーソンやビジネススクール学生を対象に考えています。グローバルなビジネス環境に放り込まれた
ビジネスパーソンが、直ちに対応しなければならないのは英文Eメールです。「すばやく」「分かりやすく」書く3つのコツを習得し、実践演習をします。
さらに、Grammar Tipsや語彙の演習も加え、英語をたやすく扱いやすくなる「チャンク」のコンセプトを理解し、英語の運用力を強化します。まずは「何
を書くか」のアウトライン、次に件名を適格に表現し、宛名の書き出しのマナー、結句と署名のマナーを知りましょう。本文は、実際のビジネスを想定
して、下記のカリキュラムにある6つの内容について演習します。この講座を修了した方は、海外勤務第一歩を踏み出すことができるようになります。
講座のポイント

日程

講義内容
講師
E-mailライティングオリエンテーション
11/8
木村
1
E-mailライティングスキルの現状レベルを確認し、それぞれの克服点を把握します。E-mailに必要な3つの型：『情報整理（ア
（金）
村上
ウトライニング）』、『メール（レイアウト）』、『発想（英語回路、ライティングルール）』を修得し、実践力養成の足場を築きます。

2

ライティング演習① 『報告する』
11/15 会議での決定事項を欠席者や関係者に伝える、プロジェクトの進捗状況を上司やチームのメン
村上
（金） バーに知らせる等、業務においてメールで報告をする機会は頻繁にあります。メールの特性を生
かし、簡潔でわかりやすい文面を意識した『報告』になるライティングスキルの修得を目指します。

ライティング演習② 『調整する』
11/22 打ち合わせの日程や場所、注文の内容や納期など、調整をお願いする場合には相手に対し
3
村上
（金） て失礼にならないようFormality に注意する必要があります。日程の変更の場合には代案も
合わせて提示するなど、少ないやり取りで『調整』が済むようなメールを書くスキルを養成します。
ライティング演習③ 『依頼する』
11/29 調査や情報の収集、会議への参加など、メールで業務の依頼をする機会が多々あります。
4
村上
（金） 自分と読み手の立場や状況に応じて、丁寧度を調節していく、スムーズに依頼に応じて
もらえるような相手を意識した『依頼』ができるライティングスキルの修得を目標とします。
ライティング演習④ 『催促する』
12/6 注文した商品が期日までに納入されない、依頼していた業務の締切日が過ぎても連絡がない
5
村上
（金） 等の場合、催促のメールが必要です。相手に速やかな対応を求めると同時に、これまでの経
緯や内容の重要度、読み手との力関係などに応じ、語調の使い分けできるスキルを養成します。
ライティング演習⑤ 『交渉する』
12/13 取引商品の値段や契約条件、業務内容や給与についてなど、ビジネスの現場では様々な状況
6
（金） で交渉を行います。一方的に自分の要望を突きつけるのではなく、お互いの利益や意向を尊重
しつつ、上手くこちらの希望を聞き入れてもらえるようなメール作成能力の修得を目指します。
7

村上

ライティング演習⑥ 『問い合わせる』
12/20
メールや添付書類の内容、商品やサービスの詳細についてなど、日々の業務ではメールで問い合わせすることがよく 村上
（金）
あります。相手との関係や内容に応じ、少ないやり取りで必要な情報が得られるようなライティングスキルを養成します。

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。）

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
木村 哲
村上 智子 (株)アクト・システムズ講師
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講座のポイント
顧客や社内スタッフの説得のためにプレゼンテーションの基本(構成、スライド作成、
伝え方)とノウハウを取得したい方やコミュニケーションをスムーズに行えるようになり
たい方にお勧めです。

コミュニケーション

講義概要
金曜日
時 間 19：00〜20：30 回 数
7回
曜 日
受講料 一般：21,000円／法人会員：16,800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
本講座では、
「動機づけをする」
「意思決定を促す」
「承認を得る」といった、相手に行
動を促すプレゼン・スタイルの基本について「短時間」
「具体的」
「実践的」に学びます。
今、
「プレゼンテーション」を学ぶ人たちが増えています。それは、自己流でプレゼンテー
ションを行うことに限界があるということに気づいているからです。
ビジネスの場では、限られた時間の中で相手を説得し「意思決定を促すプレゼンテー
ション」が必要となります。
プレゼンテーションに必要な「話の構成」
「スライド作成」
「伝え方」をトータル的に学
びます。

講義概要
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
★
「受講にあたって」をご覧ください。
教 材 レジュメ資料 *パソコンを使用します。
日程
1

2

3

4

5

講義内容
【個性】Personality
10/4
「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
10/11
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
10/18
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
10/25
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】
11/8
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▶

レクチャー

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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駿河台キャンパス

コミュニケーション

駿河台キャンパス

本講座は、海外関連業務未経験のビジネスパーソンやビジネススクール学生を対象に考えています。
「す
ばやく」
「分かりやすく」書く3つのコツを習得し、実践演習をします。さらに、Grammar Tipsや語彙の
演習も加え、英語をたやすく扱いやすくなる「チャンク」のコンセプトを理解し、英語の運用力を強化します。

人を動かすビジネスプレゼンテーション

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13210039

行動心理コミュニケーション
―普段の何気ない対人対応を行動心理の視点から見直す―

講師からのメッセージ
話すときのアゴの角度ひとつで、敵が増えたり味方が増えたり。何気ない体動リズム
が部下のやる気を喪失させてしまう等、コミュニケーションにおける動作・表情の影響が
占める割合は、声のトーンや話の内容をはるかに越えています。
この講座では、期待される対人対応能力（社会的スキル）を行動心理学に基いた様々
な角度から検証し、より自分を効果的にアピールする方法を見つけていただきます。あ
らゆる場面での「説得力」強化、
「指導力」向上、スムーズな「意思疎通」等に活用し、充
実した毎日を自信を持って楽しく過ごしていただきたいと思います。
講座のポイント

日程

講義内容

講師

行動心理を利用、見えないものを見てみよう
11/15 ☆アメリカ経済界を牽引した行動主義心理学
1
（金） ☆５種類の説得ロープレ実施
☆現代人気質 た・も・り の法則

宇井

宇井

世界を席巻！
「FISH ! 哲学」の秘密
11/29
☆いきいき組織を生み出す「FISH ! 哲学」
（金）
☆マンネリ化したビジネス習慣を劇的に切り替える実践研修

組織の中での自分の活かし方
12/6
4
☆ 組織の中で自分を活かしてゆくコミュニケーションづくり
（金）
☆上司・部下・同僚とのスムーズな関係をつくり、仕事を楽しむ
5

自分を魅力的に演出するボイストレーニング
12/13
声は大切なコミュニケーションツール。基本の呼吸法・発声法・話
（金）
し方から、
「伝わる」話法を身に着ける

強靭なパワーとしなやかな交渉力を携えて生きる
12/20 ☆行動心理コミュニケーション 最終まとめ
6
（金） ☆ストレス社会で、めげずに生きる
☆2014年に向けて、自分への３つの誓い
講義形式▶

レクチャー

実習

講座のポイント
１．
社会生活・ビジネスの場は全てに交渉の場でもある。
２．
交渉力とは『人』と『ひと』との関係強化の要点であり、同時に理論と実践の総合力である。
３．
ますます複雑になってきたビジネス環境諸環時における説得・交渉の意味と在り方とは。
４．
欧米はもちろん諸外国との関係では、準備、事前交渉、下ごしらえ、根回しは基本であり常識である。
５．
社内外を問わず説得力・交渉力はリーダーの必須条件。
講義概要
火曜日
時 間 19：00〜21：00 回 数
4回
曜 日
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 売れる営業10の極意 ※講座初回にお渡しします。
日程

行動心理と脳科学を取り入れた社会的スキル
11/22 ☆顔の筋肉30本をビジネスに活かす
2
（金） ☆相手の身体信号から本心を読む
☆期待役割と社会的スキル- 信頼と好感の違い
3

講師からのメッセージ
『人』と『ヒト』が会って顔を合わせて話をする機会が急ピッチに減っている。企業・組織内ですらメー
ルによるやりとりが増加の一途をたどっている。コミュニケーションの在り方が、ICT、ソーシャルメディ
アなどの影響を受け、真の人とひとの関わりあいが減っているためにトラブル発生頻度も増加している。
そして時にはブランド崩壊に導くようなのっぴきならない事件を引き起こしている。
本来の社会は最初と最後は『人』と『ひと』の関係だが、その関係が希薄となり、無機質、機械的に
なっている。だから「ここ一番」でことをこじらせ、少ないチャンスを失う状況を招いている。特に、
『新
規顧客の開拓』
『 顧客との継続関係強化』
『 顧客による紹介促進』に多くの課題を残している。説得力、
交渉力が乏しいからである。ともあれ日々が説得・交渉の場。社会生活・ビジネス社会において相互
のWIN WINの関係構築が求められている。説得力、交渉力の技量を是非とも身につけて欲しい。

菊池

小田

講義内容

ますます重要になっている交渉力
・個人にとっても企業・組織の場合においてもなぜ交渉力が大切なのかを理解する。
11/6 ・リアルのコミュニケーションに加え、ソーシャル分野においても交渉力に依存する
1
（火） 場面が増え、その能力いかんでその後の正否が分かれる。同様に、国の内外を問わ
ず企業・組織が抱える課題解決プロジェクトチームは増えているが、実際にはリーダ
ーの能力（説得力・交渉力）が伴わないためにその成果が得られていないのが現実。
交渉・説得の理論と実践
説得力と交渉力の相違はどこにあるのか、その特性とそれぞれの機能・役
11/13
2
割を理解し実践面に活かすコツを学ぶ。同様に準備段階からシュミレーシ
（火）
ョン、リハーサル、根回しなどのステップに応じた展開方法、問題解決手
法についてグループ演習を通じて課題（事例）に取り組む。

山本
3

11/20
（火）

4

11/27
（火）

宇井

ロールプレイング

コミュニケーション

講義概要
金曜日
時 間 19：00〜20：40 回 数
6回
曜 日
受講料 一般：28,000円／法人会員：22,400円 定 員 24名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料

WIN WINの関係を築く交渉術入門

交渉の戦略と戦術と実活動
話し方や具体的な言葉の応酬などによる交渉力の磨き方・スキルやもちろ
ん大切だが、一方、交渉先と共にWIN WINの関係を構築するための相
手の人物・ネゴシエーター研究も戦略の一環である。事前準備と相手先
研究に従ったストーリーづくりは成果を上げる秘訣である。ディべーティン
グ力を磨くことも必要。
交渉時のテクニック
戦略・戦術・具体策のテクニック・スキルについて知っておく。クレーム対応、
プロジェクトマネジメントリーダー（PML）の資質を磨く。事例演習。

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
宇井
山本
小田
菊池

美智子
衣奈子
みすず
力雄

コーディネータ UCA研究センター所長 行動心理学研究家 元TBSアナウンサー

講義形式▶

E-Com Works.co代表
組織コミュニケーション・インストラクター
日本メナード化粧品在籍

76 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

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。）
武田 哲 男

コーディネータ (株)武田マネジメントシステムス 代表取締役
一般社団法人エチケット・サービス向上協会 代表理事
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駿河台キャンパス

コミュニケーション

駿河台キャンパス

サービス業の方、営業職の方、経営者、教育・医療関係の方、目標に向けて仲間や部下を
引っ張っていくプレイングマネージャー等々の方に、お薦めいたします。

13210040

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13210041

心のリスクマネジメント
―生き方の癖を活かすコツ・変えるコツ 組織と個人―

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。
〜組織と個人〜では、シンプルな６つの図解から、組織と個人の「心」の関係について、
理解を深めて行きます。
どう関わったら良いのか。その仕組みと、活かすコツ・変えるコツをお伝えします。

日程
1

2

3

4

講義内容

講師

「組織」とは
1/20
「組織」とは何か。何によって形作られるのか。人間の心理から掴
（月）
む、シンプルな共通点をお伝えします。

講師からのメッセージ
私達は仕事を進める上で、どうしたらよいか判断に迷うような厄介な問題に遭遇することがあります。
そのような時、何故そんなことが発生したのか、どうしたら乗り切れるかをあれこれ考えて結論を出
していますが、ムダなく思考しているかというと必ずしもそうではありません。今回紹介する思考法は「あ
の人はできる、切れる」と称される人達が厄介な問題に遭遇した時に、どのように思考しているかを
整理し、体系化した思考の段取り、ステップです。様々な問題の解決に役立つ基本的かつ汎用的な
思考法です。この思考法を身につければ、あなたは「できる人」
「切れる人」になること必至です。
講座のポイント
講師の話を一方的に聞くのではなく、ワイワイガヤガヤとおしゃべりしながら楽しんで学
んで行くという講座です。
講義概要
曜 日
土曜日
時 間 15：00〜17：00 回 数
6回
受 講 料 一般：28,000円／法人会員：22,400円 定 員 30名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
日程

2

トラブルの真の原因を明らかにする効率的原因分析の手順（2）
10/26 第一回で学んだ「原因分析の手順」をいくつかのケースに適用して、手順
（土） の理解を深める。それと共に、この手順を現実に抱えている問題に適用
する際の留意点及び手順の応用の仕方を身につける。

3

最適な方法はどれかを明らかにする最適案選択決定の手順（1）
11/9 狙った成果を達成するために様々な方法が考えられる中で、どれにしたら
（土） よいか迷うといった際、迷いを捨てて周囲の人達が納得するような方法
を選択決定できる合理的意思決定の手順を学ぶ。

「６つの図解」１・２〜位置〜
1/27
「組織と個人」の関係を理解するには、
６つのダイアグラム（図解） 遠藤
（月）
を活用することが有効。まずは位置関係。

遠藤

「６つの図解」５〜心に持つイメージ〜
2/10
「組織と個人」の関係を表す、
６つの図解。
（月）
個人の「心」のイメージが、
「組織」全体に大きく影響します。

遠藤

「６つの図解」６〜やりとり〜
2/17
5
「組織と個人」の関係を表す、
６つの図解。
（月）
個人同士のやりとりだけでなく、組織同士にまで応用可能です。

遠藤

「組織と個人」〜まとめ〜
2/24
6
「組織と個人」。一見すると全く違って見えるその関わり方。シン
（月）
プルに取り組むことが可能です。

阪井
遠藤

講義形式▶

レクチャー

グループワーク

ロールプレイング

最適な方法はどれかを明らかにする最適案選択決定の手順（2）
11/16 第三回で学んだ「最適案選択決定の手順」を別のケースに適用して、手
4
（土） 順の理解を深める。それと共に、この手順を現実に抱えている問題に適
用する際の留意点及び手順の応用の仕方を身につける。

5

将来のリスクにどのように対応するかリスク管理の手順
11/30 起こるかもしれない将来のリスクを巧みに回避し、最悪の事態に陥らない
（土） ようにするのが巧みな人達のリスク管理の思考法を学ぶと共に、現実に
抱えている問題に適用する際の留意点を身につける。

何が問題で、どれから取り組むか問題発見・課題形成の手順
12/7 あれもやらなければ、これもやらなければならないといった状況の際、厄
6
（土） 介な状況を整理し、何が問題なのか、取り組むべき課題は何か、どれから
先に着手したらよいか明らかにする思考法を学ぶ。
講義形式▶

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 サービス創新研究所長
遠藤 美保 ＴＡ心理研究所 主任トレーナー
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講義内容

トラブルの真の原因を明らかにする効率的原因分析の手順（1）
10/19 製品に不具合が発生した、売り上げが激変したといった思いがけないトラブルが発
1
（土） 生して、原因が今ひとつわからない、あるいはあれこれ考えられるものの特定する
のが難しい時、効率的に真の原因を究明する手順を学ぶ。

阪井
遠藤

「６つの図解」３・４〜力学〜
2/3
「組織と個人」の関係を表す、
６つの図解。
（月）
内部の力学を表す図解は２つ。複雑に思える力学を、解きます。

―実務に役立つロジカルシンキング―

コミュニケーション

講義概要
水曜日
時 間 19：00〜20：30 回 数
6回
曜 日
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

論理的思考による問題解決・意思決定力強化講座

レクチャー

グループワーク

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
小川 智 由
今井 繁 之

コーディネータ 明治大学商学部教授
株式会社シンキングマネジメント研究所 代表取締役所長
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駿河台キャンパス

コミュニケーション

駿河台キャンパス

講座のポイント
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。

13210042

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13210043

団地再生実践講座①
―団地再生プロジェクトの計画・設計技術と建築再生技術―

講師からのメッセージ
団地再生に向けた活動が活発化し、団地再生プロジェクトへの公的支援も始まり、関係
する様々な分野の注目を集めている。この講座はこの状況を受けて従来の講座を再編し
たもの。講座①と②は、団地再生プロジェクトの計画方法と建築再生技術の解説、および、
コミュニテの活性化に基づく団地再生プロセスの円滑な進行について解説し、基本的知
識を伝えることを目的としている。これに団地再生を主導する行政的取組みの総括、および、
諸分野で進行する産業再生活動における団地再生の位置付けを展望する講座③を加えた。
受講者は、団地の自治会・管理組合関係者、管理会社、設計者・コンサルタント、工事業、
部品産業、不動産業、およびエネルギー産業、生活サービス産業、金融業、さらに大学研
究者・院生を想定し、各講座の単独受講も可能なプログラムとしている。
当講座①は、設計者、コンサルタント、工事業、部品産業、管理組合・自治会の方に受講
をおすすめいたします。

日程

講義内容

団地再生の計画と設計を進める際の各種パターン
団地再生プロジェクトの全国的展開について具体事例を引用し
て紹介する。各プロジェクトにおける再生課題の整理の仕方と建
築計画・都市計画的な取組みのパターン（建替、建物改修、グレー
1/14
1
ドアップ改修、屋外改修、建築と土地利用の変換）について解説
（火）
する。本講義は ストック再生 という 建物など住環境を構成す
るモノの 長寿命化 に重点を置く。高齢者施設、新エネルギー導
入、都市緑化などの計画につては、この長寿命化計画の見通し
が成立した上で考える。

講師

奥茂

スケルトン・インフィル技術による建築再生の効果と展望
現在のマンション再生では、 ストック再生 の原理の スケルトン・インフ
ィル 技術コンセプトが実績をあげている。この講義では、このコンセプト
1/21 が、各種の取組みパターンでどのように適用されるかについて、具体事
2
近角
（火） 例に基づいて詳しく解説する。再生建築の設計がコストと工事計画に、
どのように関係するかを含む内容である。具体事例には賃貸集合住宅も
加えて、このコスト設定と維持管理の面で同じ効果が発揮できることを
示す。

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。）

奥茂 謙仁 （株）市浦ハウジング＆プランニング 取締役副所長
近角 真一 集工舎建築都市デザイン研究所所長 東洋大学大学院客員教授
澤田 誠二 コーディネータ 元明治大学理工学部教授 （一社）団地再生支援協会副会長
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―コミュニティの活性化と計画プロセスのマネージメント―

講師からのメッセージ
団地再生に向けた活動が活発化し、団地再生プロジェクトへの公的支援も始まり、関係する様々な分野の
注目を集めている。この講座はこの状況を受けて従来の講座を再編したもの。講座①と②は、団地再生プロジェ
クトの計画方法と建築再生技術の解説、および、コミュニテの活性化に基づく団地再生プロセスの円滑な進
行について解説し、基本的知識を伝えることを目的としている。これに団地再生を主導する行政的取組み
の総括、および、諸分野で進行する産業再生活動における団地再生の位置付けを展望する講座③を加えた。
受講者は、団地の自治会・管理組合関係者、管理会社、設計者・コンサルタント、工事業、部品産業、不動
産業、およびエネルギー産業、生活サービス産業、金融業、さらに大学研究者・院生を想定し、各講座の単独
受講も可能なプログラムとしている。
当講座②は、コンサルタント、まちづくりNPO、管理組合・自治会、地域自治体の方に受講をおすすめいた
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
火曜日
時 間 19：00〜20：30 回 数
2回
曜 日
受 講 料 一般：7,000円／法人会員：5,600円
定 員 30名 ポイント
★
1、リバティアカデミーブックレット⑮：団地再生・まちづくり実践講座
教 材
※講座初回にお渡しします。
2、
レジュメ資料
日程

講義内容

団地再生

講義概要
曜 日
火曜日
時 間 19：00〜20：30 回 数
2回
受講料 一般：7,000円／法人会員：5,600円
定 員 30名 ポイント
★
1、
リバティアカデミーブックレット⑮：団地再生・まちづくり実践講座
教 材
※講座初回にお渡しします。
2、
レジュメ資料

団地再生実践講座②

講師

再生プロジェクトの合意形成とプロセスマネージメント
プロジェクトの計画段階では居住者に関する現状把握、既存建物の再生
可能性把握を基に再生計画をつくる。計画の際に、どのような法律や制度
1/28 面の枠組みがあるのか、どのような取組みパターンの可能性があるかにつ
砂金
1
（火） いて住民と再生事業の担い手が共通理解し、合意された内容に従った設
計が行われる。設計に基づく事業採算性の確定の上でプロジェクトは実施
される。この講義では、様々なプロジェクト・タイプ、取組みパターンごとに、
どんな手順を踏み、どのアプローチが適切かを解説する。
再生プロジェクトにおける合意形成・主体組織づくりの実態
団地再生プロジェクトの 推進者 は、こうしたプロジェクトの進行
に合わせて、様々なテーマの、様々なメンバー構成の勉強会や研
2/4 究会の形成を促し、住民と再生事業主体あるいは住宅の管理運
2
秋元
（火） 営組織間に必要な合意の形成に努める。講義では講師が自ら主
体的に関わって来たマンション再生、コーポラティブ住宅の開発、
生活関連施設の再生・活性化、および地域に根ざしたエネルギー
グリッドなどのプロジェクトに即してその実態を述べる。

講義形式▶

レクチャー

グループワーク

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
砂金 宏和 （株）アールアイエー
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
澤田 誠二 コーディネータ 元明治大学理工学部教授 （一社）団地再生支援協会副会長
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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団地再生

駿河台キャンパス

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。

13210044

駿河台

駿河台

講座コード

講座コード

13210045

団地再生実践講座③

13210046

―団地再生推進活動の総括と展望―

講師からのメッセージ
団地再生に向けた活動が活発化し、団地再生プロジェクトへの公的支援も始まり、関
係する様々な分野の注目を集めている。この講座はこの状況を受けて従来の講座を再
編したもの。講座①と②は、団地再生プロジェクトの計画方法と建築再生技術の解説、お
よび、コミュニテの活性化に基づく団地再生プロセスの円滑な進行について解説し、基
本的知識を伝えることを目的としている。これに団地再生を主導する行政的取組みの総括、
および、諸分野で進行する産業再生活動における団地再生の位置付けを展望する講座
③を加えた。
受講者は、団地の自治会・管理組合関係者、管理会社、設計者・コンサルタント、工事業、
部品産業、不動産業、およびエネルギー産業、生活サービス産業、金融業、さらに大学研
究者・院生を想定し、各講座の単独受講も可能なプログラムとしている。
当講座③は、デベロッパー、不動産業建設、ゼネコン、部品産業、金融業、新ビジネス
産業、自治体の方に受講をおすすめいたします。
講座のポイント
団地再生

駿河台キャンパス

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。

1

講義内容

団地再生にに向う国の取組みの状況と展望
2/18
団地再生に関する公的事業主体の取り組みとその事例、法制度
（火）
と支援制度の見直しの概要、再生技術の普及方策など。

サステナブル社会づくりの進行と団地再生プロジェクト
団地再生プロジェクトは ボトムアップ型プランニング の導入、 ス
ケルトン・インフィル 建築産業化が必要であり、その技術・ノウハ
2/25 ウは、現在全国各地で顕在化しつつある多くの萌芽的プロジェク
2
（火） トは求めている。この講義では、そうしたサステナブル社会づく
りの活動の中で本講座とその成果とがどのように位置付けられ
るか、また、IT 社会化の進む中での 住環境価値 そのものがど
う変化し、プロジェクトに影響するかを述べる。

講義形式▶

レクチャー

講師からのメッセージ
2011年3月11日、東日本大震災によって発生した東京電力福島第一原子力発電所
事故は、原子力問題、エネルギー問題について国論を二分する議論を引き起こした。脱
原発・再生可能エネルギー推進論と原子力推進論である。このようなエネルギー政策を
めぐる二極対立は、不幸な結果をもたらす。本講座では、このような状況を打破し、脱原
発でもなく、またこれまでの路線の延長でもない原子力第三の道を提案する。
講座のポイント
エネルギー問題について、政治、社会、経済、科学等の様々な視点、グローバル化した
世界という広い視点、また人類・文明・エネルギーという歴史的な視点を総合的に取り入
れて解説します。
講義概要
木曜日
時 間 19：00〜20：30 回 数
5回
曜 日
受 講 料 一般：18,000円／法人会員：14,400円 定 員 40名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
日程

2

原子力発電 主流と傍流
11/28
原子力発電開発揺籃期から始まった小型高速増殖炉、溶融塩炉の開発、
（木）
大型軽水炉の安全性に対する不安

3

小型原子炉への期待
12/5
・安全対策の導入で大型軽水炉発電コスト高騰
（木）
・小型炉のパッシブセーフティー・量産効果に対する期待

講師

真鍋

澤田

講義内容

化学エネルギーから核エネルギーへ
・シェールガス革命で化石エネルギー衰退へ
11/14
1
・エネルギーとパワーの違い
（木）
・分子反応と核反応
・科学技術の論理

環境

日程

―豊かなエネルギー供給を目指して―

使用済み燃料は宝の山
12/12 ・使用済み燃料を利用する小型炉
4
（木） ・高放射性廃棄物を最小化する高速炉の開発
・放射性廃棄物監視期間の短縮
準エネルギー自立を目指して
12/19 ・福島原発事故は人災
5
（木） ・望まれる原子力関係者の能力アップ
・原子力を中心にしたエネルギーミックスを目指して

グループワーク

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
真鍋 純 国土交通省住宅局市街地住宅整備室長
澤田 誠二 コーディネータ 元明治大学理工学部教授 （一社）団地再生支援協会副会長
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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。）

松井 賢 一

龍谷大学名誉教授

MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY
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講義概要
火曜日
時 間 19：00〜20：30 回 数
2回
曜 日
受講料 一般：7,000円／法人会員：5,600円
定 員 30名 ポイント
★
1、リバティアカデミーブックレット⑮：団地再生・まちづくり実践講座※講座初
教 材 回にお渡しします。
2、
レジュメ資料

原子力第三の道

駿河台
講座コード

13210047

日程

米国UL 寄付講座
明治大学安全学研究所後援

製品と機械のリスクアセスメント

入会金無料
入会金（通常）3000円が
無料になります。

講師からのメッセージ
製品安全と機械安全について、主にリスクアセスメントの面から講義を行う。まず、製
品安全の概念について学習した後、技術、ヒューマンファクタ、社会規範・法制度、等を通
じて、具体的な事例を基に、製品安全における消費者の権利、誤使用事故防止、製品の
リスクアセスメントなど、多面的に製品の安全確保の方策を紹介する。 次に、機械安全
の立場から、安全な機械を使って安全に作業すること、すなわち、安全な機械を設計して、
安全な生産ラインを構築し、安全な職場で作業することを論じる。受講者は、機械の包
括的安全基準や国際安全基準の理解、リスクアセスメント、リスク管理、リスク評価、制
御安全の考え方等、製品安全、機械安全の基礎と素養を得ることを目的としている。
（注）本講座は、理工学研究科新領域創造専攻の科目である新領域創造特論３を一般
に公開するものです。どう関わったら良いのか。その仕組みと、活かすコツ・変えるコツを
お伝えします。
講座のポイント
（１）製品や機械を例題に、安全について広く紹介をします。
（２）
リスクアセスメントについて、具体例を用いて紹介します。
（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。

9/28
（土） 第１講 製品安全について （2）製品の安全認証制度について
製品の安全性を高め、安全な世の中を作るためには、法・規制と安全認証
2
川口
制度の果たす役割が極めて大きい。本講義では国ごとに異なる世界の安
全認証の理念と制度を概観し、認証制度の重要性と役割について考察する。

第２講 製品の誤使用
製品事故のうち「使用方法等が原因で事故となったもの」は誤使用の事故といわれ、
死亡事故、重傷事故につながりやすく、子ども、高齢者などが被害者になりやすい。
10/12
使う側の視点で実際に発生した事故から、製品の誤使用を考察する。また、誤使 長田
（土）
用の事故を防ぐのは、誰か。欧州の安全規制、ISO/IECガイド51の制定の経緯、
4
社会的許容される安全とは。リスク低減の順位・方法、組織のあり方など、作る側
が配慮すべきことは何か。誤使用はいかにしたらなくなるのか考える。
3

第３講 製品のリスクアセスメント
安全の概念は、緩やかですが時代と共に変化してきている。 現在は、強制的
な技術基準への適合から、製品の安全性を企業が自主的に評価し、第三者に
10/26
安全であることを説明できるようにするリスクアセスメントの導入が加速され 松本
（土）
ている。本講義では、リスクアセスメンと手法としてのR-Map(リスクマップ、
6
またはアールマップ)を使用して、社会が求める安全レベルまでリスクを低減
する方法について理解し、実際に発生した製品事故のリスク評価を実施する。
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第８講 生産現場における安全活動実践論
「安全活動は企業体質を強化するために有効」であり、
「安全は
15
マネジメントそのものでもある」と考え実践してきた。
トヨタ自動
車をはじめとする大企業及び中小企業の具体化した活動の実態
1/25 とトヨタ生産方式（TPS）との共通の考え方などについて講義す
古澤
（土） る。更に、
「安全は現場が納得して活動してこそ本物」といえる。
機械安全のリスクアセスメントや機械安全に関する包括指針の
具体的な展開事例を紹介する。
「本質安全化とは何か、展開の視
16
点は？」などを中心に「モノづくりは人づくり」の本質について解
説する。

安全

講師

第１講 製品安全について （1）安全学から見た製品安全
安全学とは、安全について技術、人間、組織等の側面から領域横断的
向殿
に、包括的に眺める新しい学問であるが、本講座では、製品安全につ
いて、安全学の視点から幅広く、その特徴と課題等について考察する。

5

第７講 制御システムにおける安全
機械の安全を確保するため制御システムの設計ガイドとしてＩＳＯ１３８４９
−１が適用される。信頼性と構造の観点から、事例を交えて解説する。特に、
1/11 安全管理のリスク評価のなかでも中心となる制御システムの安全確保に
川池
（土） ついて解説する。電気・機械エンジニアの設計ガイドである。更に、機械
の安全を確保するための電気・電子制御システムの設計ガイドおよび複
14
数の機械を組み合わせたライン・システムとしての安全確保について事
例を交えて解説する。電気エンジニアの設計ガイドである。

※ (懇親会)最終日の1月25日には、授業終了後、講師と受講生全員で懇親会を開催し、
フリーディスカッションを行う予定です。

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。）

向殿
川口
長田
松本
高杉
宮崎
福田
梅崎
川池
古澤

政男
昇
敏
浩二
和徳
浩一
隆文
重夫
襄
登

コーディネータ 明治大学名誉教授
株式会社UL Japan マーケティング部・部長
製品評価技術基盤機構製品安全センター参事官
製品安全コンサルタント、
NITE技術顧問
製品安全コンサルタント、
NITE技術顧問
社団法人日本機械工業連合会標準化推進部
長岡技術科学大学システム安全系教授
(独)労働安全衛生総合研究所機械システム安全研究グループ部長
社団法人日本機械工業連合会標準化推進部部長
安全と人づくりサポート 代表
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駿河台キャンパス

安全

駿河台キャンパス

1

講義内容

第５講 機械安全について 機械安全と国際安全規格
機械安全に関わる国際規格体系とその特徴について解説する共に、国際規
格で求められる安全管理の例について紹介をする。特に、国際安全基準であ
11/30
るISO/IECガイド51などを用いて安全の基本的な考え方を説明するとともに、 宮崎
（土）
機械類の安全性規準のうち最も基本的かつ広範な内容を持つISO12100
10
で規定されるリスクアセスメントと3ステップメソッドについて説明する。最後
に、事故要因として、産業・社会におけるリスク要因について、紹介する。
第６講 リスクアセスメントの実際 （１）機械のリスクアセスメント
機械安全設計の原則を定めたISO12100(JIS B 9700)、リスクアセスメントの原則を定めた 福田
11
ISO14121(JIS B 9702)の両規格に基づいたリスクアセスメントを概説し、その意義を考える。
12/14
第６講 リスクアセスメントの実際
（土）
（2）労働安全分野におけるリスクアセスメントと保護方策
12
梅崎
重大災害はむしろ増大の傾向にある。この背後にある根本原因について考察を行うとともに、
労働安全分野を対象とした新たなリスクアセスメント手法と保護方策のあり方を提案する。
9

13

講義概要
会 場 リバティタワー6階 1063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 100名 ポイント ★★★
教 材 レジュメ資料
日程

講義内容
講師
第４講 製品安全における管理と事故対応
7
安全管理はどのように行われるのか。また、安全確保と保証の関係はどのように考えれ
11/9
ばよいのか。現在の法制度とともに考える。前半では事故を起こさないため（ビフォアー） 高杉
（土）
の製品安全確保策について明らかにする。後半では、事故が発生してしまった場合（ア
8
フター）の製品安全確保策について明らかにする。なお、今後の課題等について整理する。

駿河台

講義概要
室 リバティタワー
回 数 14回 ※うちオープン講座1回含む 教
受講料 一般：7,000円（学生無料）
定 員 100名 ポイント
教 材 レジュメ資料

1063

11/11
（月）

〜
〜

10/28
（月）

7

12/21
（土）

1063

1/18
（土）

1011

1/20
（月）

1063

13

14

〜
〜

1063

Eko
Prosajo

18：00
「東アジア」の可能性

汪

19：30
18：00
スポーツを通してみる日本とコリア

大島

ワンアジア実現のために

佐藤

19：30
13：00
14：30
13：00
14：30

Joe
持続可能な経済発展をアジアで実現するた
めに
DesJardins

18：00
今アジアを考える意義（まとめを兼ねて）

19：30

大六野
丸川

東アジアの今に向き合うこと

孫
講義形式▶

日本が抱えるアジア外交の課題

孫崎

14：30
18：00
感染症と向きあうアジア

若杉

アジアと日本

中邨

19：30
18：00
19：30

リバティホール

1013

13：00
15：30
18：00

1063

19：30

オープン講座
在日韓国・朝鮮人とは誰か−五つの視点

INDIA-JAPAN LINKS OVER TIME
インドと日本の友好関係
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鄭

ディーパ・ゴ
パラン・ワドワ

レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）

アジア

1063

11/2
（土）

12/9
（月）

Orly
Mercado

明治大学政治経済学部教授
新田 功
明治大学政治経済学部教授
高橋 一 行
中国社会科学院教授
孫歌
外交評論家
孫崎 享
若杉 なおみ 筑波大学大学院生命環境科学研究科教授
明治大学名誉教授
中邨 章
首都大学東京名誉教授
鄭 大均
ディーパ・ゴパラン・ワドワ 駐日インド大使
フィリピン大学教授・元ＡＳＥＡＮ大使
Orly Mercado
インドネシア行政改革副大臣
Eko Prosajo
清華大学教授
汪暉
フリージャーナリスト
大島 裕 司
一般財団法人ワンアジア財団理事長
佐藤 洋 治
Joe DesJardins メリーランド大学教授・元世界銀行シニアアナリスト
大六野 耕作 明治大学政治経済学部教授
明治大学政治経済学部教授
丸川 哲 史
コーディネータ 明治大学政治経済学部教授
小西 德 應
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駿河台キャンパス

アジア

駿河台キャンパス

10/21
（月）

6

1063

講師

※講座テーマについては変更になる可能性があります。
外国人講師による講義には通訳が付きます

13：00
1011

5

12/2
（月）

12

Shaping Asian Future through creating better
governance and mutual understanding among
Asians
19：30
相互理解とより良いガバナンスによるこれからのアジアの創造
18：00

1063

11

フィリピンから見たアジアの今後

19：30

11/25
9
（月）

10

講義内容

19：30

10/12
3
（土）

4

〜

1063

1063

講師

18：00

〜

10/7
（月）

講義内容

18：00 今アジアを考える意義（ガイダンスを兼ねて）
新田
人間開発指数（ＨＤＩ）で見たアジア各国のク
高橋
19：30 オリティ・オブ・ライフ

〜

2

1063

時間

〜

9/30
1
（月）

教室

〜

日程

★★

11/18
（月）

〜

コーディネータからのメッセージ
21世紀は「アジアの時代」といわれて久しく、事実、ＧＤＰ等の数字のうえではアジア
は大きく躍進をしています。ところが、日本経済の低迷も原因のひとつとなって、私たち
の眼はアジア全体には向かっていません。
そもそもアジアが意味するものは多岐にわたり、そのため人それぞれによってその捉
え方が異なります。しかも発展をつづけるアジアはその様相を大きく変えてきていて、
個人としても、集団としても、ますますアジア観を形成することが困難になってきています。
その変貌を遂げつつあるアジアに対して、①さまざまなアプローチがなされているこ
とを知り、②アジアに対する一人ひとりの理解と相互理解を深め、③自分なりのアジア
観を確立する、さらには④今日不可避となっているグローバル化に対応することを目的
とした総合講座です。政治、経済、環境、医療、文学、スポーツなど、多様なテーマに関し
て、国内外から講師を招いて講義していただきます。
政治経済学部教授 小西德應

8

〜

「アジア共同体構築に向けての相互理解」

時間
18：00

〜

13210048

教室

〜

一般財団法人ワンアジア財団寄付講座

〜

日程

講座コード

駿河台

2013年後期 明治大学リバティアカデミー講座 中野

講座コード

13210049
会

構想力、決める力 そして リスクマネジメント

場／龍谷大学大阪梅田キャンパス
（ヒルトンプラザウエストオフィスタワー14階）
大阪市北区梅田2-2-2

定

員 50名

受講料 2,500円

開場18:30
開講 19:00（〜20：30）

講師からのメッセージ

教養・文化講座

〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1

語学講座

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）
TEL 03-3296-4423 FAX 03-3296-4542
FAXでお申し込みの方は、
必ず講座名・お名前・ご住所・電話番号を
明記の上お送りください。

【受付開始】会員受付／ 2013年9月2日
（月）10時30分〜
一般受付／ 2013年9月5日
（木）
10時30分〜
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・JR「大阪駅」
桜橋出口より徒歩4分
・大阪市営地下鉄四つ橋線
「西梅田駅」
3番出口すぐ、
地下通路で直結

講座コード
13260015

講座名

講師

【株式会社 丸井 共催講座】
中野 香織（明治大学国際日本学部特任教授）他
スーツが秘める歴史的な意味
日程

曜日

時間

回数

受講料

定員

10/16、10/23

水

19：00〜20：30

2回

3,000円

40名

講座コード

講座名

講師

【株式会社 中野サンプラザ 共催講座】
13120061
野村 清（明治大学国際日本学部教授）他
感動を生み出すサービス経営学
日程

曜日

時間

回数

10/25、11/8、11/15、11/22、11/29、12/6

金

19：00〜20：30

6回

講座コード
13220050

講座名

受講料

定員

18,000円 30名

講師

漫画はどのようにして生まれたか 宮本 大人（明治大学国際日本学部准教授）他
日程

曜日

時間

回数

受講料

定員

9/21、9/27、10/4、10/11、10/18

金

19：00〜20：30

5回

8,000円

50名

講座コード
13220051

講座名

講師

スマートフォン・タブレットがよくわかる！
！ 荒川 薫（明治大学総合数理学部教授）他
日程

曜日

時間

回数

受講料

定員

9/21、9/28、10/5、10/12、10/19

土

13：00〜14：30

5回

8,000円

40名

講座コード
13220053

講座名

講師

陸軍中野学校と登戸研究所
中野・生田両キャンパスの秘められた歴史

山田

朗（明治大学文学部教授）

日程

曜日

時間

回数

10/26

土

15：00〜16：30

5回

講座コード

講座名

13220054

日本のフォークソングとその時代

受講料

定員

2,000円 150名

講師
伊藤 真弓（明治大学法学部准教授）他

日程

曜日

時間

回数

11/19、11/16、11/30、12/7、12/21

土

15：00〜16：30

5回

受講料

定員

13,000円 30名

講座コード

講座名

講師

13240041

Plan Your Trip Abroad‐In
English！

ROSSZELL Hugh Roderick（ロッセール・ヒュー・
ローデリック）
（明治大学国際日本学部特任准教授）

日程

曜日

10/11、10/18、10/25、11/8、11/15、11/22、11/29、12/6、12/13、12/20

金

講座コード

講座名

13240043

旅行のためのスペイン語入門

時間

回数

受講料

定員

中野キャンパス

語学講座

■会場

教養・文化講座

■申込方法《事前予約制です》

明治大学リバティアカデミー事務局

教養・文化講座

龍谷大学連携

駿河台キャンパス

青井 倫一（あおい みちかず） 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授
1969年東京大学工学部卒業、75年同大学院経済学研究科博士課程修了、81年ハー
バード大学ビジネススクール博士号取得。80年慶應義塾大学大学院経営管理研究科助
教授、90年同教授、2001年〜2005年慶應義塾大学大学院経営管理研究科委員長、
慶應ビジネススクール校長。2011年〜明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研
究科教授。主要業績に、
『リーダー企業の経営』
（共著、ダイヤモンド社、1989年）、
『新
版 マーケティング原理』
（共訳、ダイヤモンド社、1995年）、
『インタラクティブマネジメ
ント』
（共著、ダイヤモンド社、1996年）、
『アレキサンダー最強の帝王学』
（訳、三笠書房、
2005年）ほか多数。

教養・文化講座

講師紹介

特別企画講座

ＩＣＴなどの技術革新、経済のグローバル化、
日本社会の高齢化により、社会条件が大き
く動き始め、それがビジネスの好機とリスク
を招きよせる。そのような状況ではビジネス
をより効率化する、より新たにデザインする
能力、そしてタイミングよく決定する力、ま
た不確実性にどう対応するかの慎重な思慮
が欠かせない。これら密接に関連する3つ
のチカラ（マネジメント能力）について講演
します。どう関わったら良いのか。その仕組
みと、活かすコツ・変えるコツをお伝えします。

会場：中野キャンパス他

特別企画講座

2013 年 9 月 27日（金）

本講座を受講される方は、明
治大学リバティアカデミーの入
会金3,000円（3年度間有効）
が無料です。

2013年4月、中野キャンパスにおいてリバティアカデミー
を新規開設いたしました。2013年後期講座は、教養・文
化講座、ビジネスプログラムをさらに充実させ、また魅力
あるオープン講座、特別企画講座を数多く用意しました。
是非、中野でしか味わえない学びを体験ください。

15：00〜16：30 10回 24,800円 15名
講師

日程

曜日

10/8、10/15、10/22、10/29、11/5、11/12、11/19、11/26、12/3、12/10

火

伊藤 真弓（明治大学法学部准教授）他
時間

回数

受講料

定員

15：00〜16：30 10回 22,800円 20名
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入会金無料講座

中野
講座コード

13210050

※詳細は3ページ

講座コード

真に役立つビッグデータ分析のための数理

講師からのメッセージ
近年、様々な分野で盛んに言われる「ビッグデータ」。
しかし、単に大量のデータを集めて解析するだけで、ビジネスのための良い情報を得
られるというものではありません。
本講義では、適切な情報の抽出と状況把握、それに基づく予測や意思決定を行うために、
どのような考え方で数理が使われているか、実例も取り上げながらわかりやすく解説します。
どう関わったら良いのか。その仕組みと、活かすコツ・変えるコツをお伝えします。
講義概要
火曜日
時 間 19：00〜20：30 回 数
6回
曜 日
受講料 一般：15,000円／法人会員：12,000円 定 員 60名 ポイント
★
教 材 レジュメ資料
日程
1

入会金無料講座

中野

※詳細は3ページ

講義内容

役に立つ分析のための数理と考え方
10/15
大量データからの情報抽出の手法を整理し、役に立つ分析に必
（火）
要となる数理的な考え方を基礎から解説します。

講師
中村

13210051

『日本型イノベーションとその今後』
―進歩か進化か・・・我々にとっての分水嶺―

講師からのメッセージ
加速する不可逆なグローバル化の中で、我々は、共通化（グローバル化）を模索しよう
とすると差異（ローカルの軸足）の認識も強くなるという構造的な「グローバル・パラドク
ス」と情報通信技術を中心に急激な技術進歩に直面しています。
日本は、戦後の成功体験から強固なメンタルモデルを作りましたが、今こそ、それを自
ら「unlearn（脱学習）」しなければなりません。つまり、
「変わらないために変わる」こと
を意識し、
「日本的であること」を実践しつつ、日本独自のイノベーションを理解し、その
新しい可能性を見出していかなければなりません。
講座のポイント
「日本的」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
火曜日
時 間 19：00〜20：30 回 数
4回
曜 日
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

個々の消費者の違いをモデリングする
10/22
2
マーケティング施策に対する個人別反応を階層ベイズモデルで
（火）
表現し、データから推定する事例を紹介します。

日高

3

ネット上の書き込みから消費者の意見を知る
10/29
twitterから文章データを抽出し、テキストマイニングにかけて情
（火）
報を整理する事例を紹介します。

日高

4

ビッグデータとアンビエント社会
11/5
この講義では次世代コンピュータ技術としてする注目されているアン
（火）
ビエントコンピューティングにおけるビッグデータについて解説します。

森

5

ビッグデータとクラスタリング
11/12
ビッグデータを活用する際、重要な技術であるデータマイニング
（火）
の基礎であるクラスタリングについて解説します。

森

時系列情報から変化を見つけ予測する
11/19
6
経済データやセンサーデータ等の時系列から、変化を見つけたり
（火）
将来予測をした事例と方法を解説します。

中村

講義内容

1

日本型イノベーションとは
11/26
イノベーションとは何か。そして、日本的イノベーションは定義可能か。もし可能であ
（火）
るとすれば、どのように定義できるのか、を議論します。

2

グローバル・パラドクスと価値シフト
12/3
グローバル・パラドクスとは何か。その中でおこる国民国家の力の低下と
（火）
ハードからソフトへの価値シフトについて議論します。

3

日本型イノベーションは万能か？
12/10
日本型のイノベーションを盲目的に賛美することは果たして正しいのか。
（火）
そのレトリックは戦前と酷似していないか、を議論します。

講義形式▶

中野キャンパス

中野キャンパス

変える意志と変わる勇気ｖｓ変わらない選択と変えない忍耐
12/17 日本企業のコアアイデンティティの再確立の必要性、つまり、 淡水対応
4
（火） 体質強化か海水対応への体質転換か、変える意志と変わる勇気ｖｓ変わ
らない選択と変えない忍耐のどちらを選択するのかについて議論します。
レクチャー
担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
中村 和幸 コーディネータ 明治大学 総合数理学部 現象数理学科 准教授
日高 徹司 （株）博報堂
明治大学 総合数理学部 ネットワークデザイン学科 教授
森 啓之

講義形式▶

担当講師（詳細は巻末をご覧ください。）
小笠原 泰

90 MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY

レクチャー

明治大学国際日本学部教授
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駿河台
講座コード

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会寄付講座

13260001

自分らしく暮らす65歳からのライフ＆マネープラン

講座趣旨
人生80年時代。現役を退いて本格的にリタイアメント生活を始めた方達にも、これか
らの長い人生にライフプランとマネープランが欠かせません。本講座では、皆様に10年後、
20年後も自分らしく暮らしていただくために、年金、資産運用、住まい、医療・介護、相続・
遺言などをテーマとして、ライフプランとマネープランの立て方についてファイナンシャ
ル・プランナーと一緒に考えます。皆様のご参加をお待ちしております。
日程

1

2

3

4

5

内容
65歳からのライフプラン
11/19（火）自分らしく暮らすためのライフプラン
資産・負債・収支など現状の把握
イベントにかかるお金
年金と仕事
11/26（火） 公的年金をベースとした今後の収入
年金額の確認の仕方
支出（家計）の見直し方
資産運用
12/3（火） 資産の仕分けと商品の使い分け
運用の注意点
巧妙化する悪質商法の種類と事例と相談先
これからの住まいと医療・介護
12/10（火）リフォーム、建て替え、都会・田舎暮らしの費用と注意点
65歳以上の医療費
介護のお金、公的医療・介護、介護施設の選び方
相続・遺言
12/17（火） 成年後見制度、相続の基礎知識、相続税の計算方法
遺言書の効果、遺言書の種類と書き方
エンディングノートのすすめ

曜日・時間
定員
受講料
教材

講座概要
火曜日 10：30〜12：00
100名
回数
一般：3,000円
ポイント

講師
CFP®
認定者
三輪
CFP®
認定者
三輪
CFP®
認定者
三輪
CFP®
認定者
山本
CFP®
認定者
山本

木村 哲 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
1974年早大理工学部卒同年興銀入行、98年興銀
（現みずほ第一）
フィナンシャルテクノロジー
（株）取締役投資技術
開発部長、2004 年 4月明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授
（現職）
、日本金融・証券計量・工学
学会理事、日本価値創造ERM学会評議員、日本証券アナリスト協会カリキュラム委員、MPTフォーラム特別委員、
日本証券アナリスト、国際公認投資アナリスト。

特別企画

駿河台キャンパス

1959年生まれ。早稲田大学法学部卒。欧州系銀行勤
務を経て2005年にＦＰ・行政書士として独立。個別
相談に対応するかたわら、講演も多数行っている。著
書
「賢いサラリーマンのリタイア準備術」
（集文館）他。

山本 節 子
ＣＦＰ® 認定者 ファイナンシャル・プランナー
（株）リスタート代表
1952 年生まれ。慶應義塾大学卒。独立系
ＦＰとして有料相談や各種セミナーや執筆
等をこなす。難しい話をわかりやすく伝える
ことに定評がある。近著
「月15 万円年金の
使い方と運用100のコツ」
（ 主婦の友社）
他。

、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、
サーティファイド ファイナンシャル プランナ
ー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.
（FPSB）
の登録商標で、FPSB
とのライセンス契約の下に、
日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。
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2年間（４月・９月入学）
でMBAを取得
入学時期は4月と9月の2回。業務の都合などにあわせて選択できます。
前後期制で2年間通学し、MBA取得を目指します。

平日夜間及び土曜日開講
平日の授業は6時限目が18:55〜、7時限目が20:30〜で、社会人の方でも無理なく通
学できます。1科目につき15回の授業が行われ、広範で深い知識を習得できます。

駿河台キャンパスで実施
授業は全て駿河台キャンパスで実施します。御茶ノ水駅から徒歩3分・神保町駅から徒
歩5分とアクセス抜群です。

6領域で 約170の多様な科目を設置
ビジネスを取り巻く環境は常に変化し、経営者やビジネスマンは素早い対応が求められ
ます。本スクールではビジネスをあらゆる面からとらえるべく、演習やケーススタディを
取り入れた多様な科目を提供します。

生涯にわたって皆様のキャリア開発をサポートできるよう、修了後も科目等履修生として
専門科目を通常受講料の約半額（1科目￥36,000）で履修できます。

英語教育の充実

担当講師

ＣＦＰ® 認定者 ファイナンシャル・プランナー
三輪鉄郎事務所代表
ＮＰＯ法人ライフサポート東京監事

「ビジネスの真髄がわかる」
プロフェッショナル人材の育成

生涯学習サポート
5回
★

日本FP協会発行の金融経済教育小冊子

三輪 鉄郎

明治大学ビジネススクール
グローバル・ビジネス研究科
（ＭＢＡ）
のご案内

英語によるプレゼンテーションスキルを向上させる科目の設置や、本スクールの学生が
リバティアカデミーの語学講座（TOEIC対策講座など）を受講した際の受講料を一部助
成する制度等があります。
DATA

お問い合わせ

入学金：￥200,000
学 費：￥1,532,500 (2014年度)
入 試：7月（9月入学）
10月または2月(4月入学)
検定料：￥35,000

専門職大学院事務室
（アカデミーコモン10階）
TEL：03-3296-2397
Mail : guroken@mics.meiji.ac.jp
平 日 : 15:00〜21:00
土 曜 : 12:30〜18:00
※夏季休業期間中は取扱時間が異なります。
明治大学ビジネススクール

検索
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講師紹介

石川 昭

青山学院大学名誉教授・元日本危機管理学会会長

ニューヨーク大大学院助教授。ラトガース大学管理大学院終身教授。筑波大学、
テンプル大学、国際大学各大学院などでも教育に従事。国際社会学会終身会員。
米国会計学会名誉会員。日本ナレジマネジメント学会理事。

国際社会貢献センター会員 丸紅OB
石橋 満
慶応義塾大学卒。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。

講師の肩書きは2013年6月現在

伊津野 範博 株式会社日通総合研究所ロジスティクスコンサルティング部
2001年日通総合研究所入社、日本物流学会理事、神奈川大学経済学部非常勤講師。著書・論文「ロ
ジスティクス概論」(2007年10月、実教出版、共著)「ロジスティクス用語辞典」(2007年1月、日経
文庫、共著)「アジア新興国における日系物流事業者の戦略的提携構築について」(2012年、日本
物流学会誌、R論文)「脱中国を視野に入れたグローバル時代の日系流通企業の国際調達の現状〜
中国に次ぐ新たな製造拠点としてのインドシナ半島の魅力〜」(2011年7月、流通ネットワーキング)

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
東京電機大学卒（建築専攻）。一級建築士、技術士（都市および地方計画）。全
国自治体の住宅計画、団地計画に従事。昨年、多摩市循環型エネルギー協議
会を設立し地域のエネルギー改革を推進中。

伊藤 友博 株式会社三菱総合研究所 未来情報解析センター データコンサルティンググループ グループリーダー
1999年,早稲田大学理工学研究科修了（建設工学専攻）。専門分野はマーケティング。
シンクタンクとして培ったビッグデータ解析力・予測力・提案力を活かし，
民間企業のマー
ケティング高度化，
施策PDCAを支援。主な著書に「3万人調査で読み解く日本の生活
者市場―ニューノーマルがわかる88のポイント」
（共著，
日本経済新聞出版社，
2012），
「フロネシス06：
「新しい普通」をマーケティングする」
（共著，
丸善プラネット，
2010）他。

天野 明夫 大成建設ライフサイクルケア推進部主査
早稲田大学理工学部工業経営学科卒業、同大学院理工学研究か修士課程終了、後期過
程単位取得退学。大学では、一貫して社会システムの設計及び評価問題を研究。早稲田
大学システム科学研究所助手、同研究員を経て大成建設（株）入社、開発部を経てFM推
進部勤務。認定ファシリティマネージャー、ワークデザイン国内インストラクター。近年企
業のBCP策定支援活動を通じ事業リスク評価と自信リスク軽減対策を手がけている。

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。

安藤 寿美子 （特活）西会津国際芸術村理事長
学習院女子中・高等科、短期大学卒業後、ミュンヘン大学付属校ドイツ語科2
年修了。画廊・ギャラリーspaceS主催。福島県西会津町自治体との共同事業
が発足し理事長に就任。
『ミッションから見たＮＰＯ』
（共著）

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

砂金 宏和 （株）アールアイエー
1952年生。株式会社アール・アイ・エー常務取締役東京支社長。東京大学工学
部建築学科 卒、1976年アール・アイ・エー入社。建築設計、都市開発、まちづく
り、団地再生調査等業務に従事。主要な業績：天王洲アイル（全体計画/設計）、
品川シーサイドフォレスト、新浦安マーレ（PFIでの駅前複合施設）、品川区景観計
画、団地再生総合検討調査（国交省）、再開発コーディネーター協会優秀論文賞

今井 信行 日本経営士協会 理事長
経営コンサルタント歴35年。日本のコンサルタントの地位向上に力を注ぎ、
「コン
サルタントのためのコンサルタント」と呼ばれる。渡米留学、大手コンサルティング・
ファームを経て独立。著書・論文・講演等多数。

石井 優子 立教大学経済学研究所 研究員
2004年〜2010年 日通総合研究所経済研究部研究員 著書・論文「一体化が進む中国とASEANの国際物流」日通総合
研究所編『中国物流』所収、2008年9月 「視点:FTAは東アジアに何をもたらすか」国際経済労働研究所『Int lecowk』
Vol.60、No.4、2005年4月 「中国-ASEANの物流における新たな動き―華南・インドシナの越境物流の進展―(上・下)」
日本海運集会所『海運』2008年5月、6月 「高い潜在性を持つ南アジア」日本工業出版 / 流通ネットワーキング編集部「流
通ネットワーキング」第266号、2011年7・8月 『ロジスティクス用語辞典』日通総合研究所編、2007年1月 等多数

今津 美樹 マーケティングコンサルタント
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、
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。
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講師紹介

講師紹介

青井 倫一 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授
1969年東京大学工学部卒業、75年同大学院経済学研究科博士課程修了、81年ハーバード大学ビジネススクール博士号取得。
80年慶應義塾大学大学院経営管理研究科助教授、90年同教授、2001年〜2005年慶應義塾大学大学院経営管理研究科
委員長、慶應ビジネススクール校長。2011年〜明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科教授。主要業績に、
『リーダ
ー企業の経営』
（共著、ダイヤモンド社、1989年）、
『 新版 マーケティング原理』
（共訳、ダイヤモンド社、1995年）、
『インタ
ラクティブマネジメント』
（共著、ダイヤモンド社、1996年）、
『アレキサンダー最強の帝王学』
（訳、三笠書房、2005年）ほか多数。
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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。

神奈川大学経済貿易研究所 特別研究員、運輸政策研究所 非常勤研究員
魏 鍾振
1975年生まれ、神奈川大学大学院経済学研究科、経済学博士。学生時代には物流政策、主に都市内物流政策
を中心に研究を行い、修了後は神奈川大学経済貿易研究所入所。物流を中心とした委託研究及び韓国の研究機
関との共同研究など行っている。著書・論文「北東アジア地域におけるシームレス物流圏の確立に向けて-韓中間
におけるシャーシ相互乗り入れの事例を中心に-」(2012、流通ネットワーキング)「世界に躍進する韓国流通企業
の海外進出戦略」(2011、流通ネットワーキング)その他「日本物流学会」「アジア市場経済学会」誌等に寄稿多数。

大島 裕史 フリージャーナリスト
1961年東京都生まれ。1985年明治大学政治経済学部卒業。出版社勤務の後、1993年から約２年、ソウ
ルの延世大学韓国語学堂に留学。帰国後は、スポーツを中心に、韓国の歴史と現在を取材・執筆。
『日韓キッ
クオフ伝説』
（実業之日本社、のちに集英社文庫）で1996年度ミズノスポーツライター賞を受賞。他に『韓国
野球の源流』
（新幹社）、
『コリアンスポーツ〈克日〉戦争』
（新潮社）、
『魂の相克』
（講談社）、
『2002年韓国へ
の旅』
（ＮＨＫ出版）、
『誰かについしゃべりたくなる日韓なるほど雑学の本』
（幻冬舎文庫）などの著作がある。

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。

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。

碓氷 悟史 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。

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㈱入社。退社後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。労働安全衛生コンサルタント、
ISO主任審査員など。
『ミッションから見たＮＰＯ』
（共著）ほか。

明治大学経営学部教授
歌代 豊
1982年、上智大学理工学部卒業、筑波大学大学院経営・政策科学研究科修
士課程修了(修士(経営学))。三菱総合研究所に入社し、経営システムに関す
るコンサルティング等に従事。2004年、明治大学経営学部助教授に就任、
2009年より現職。専門は、経営戦略論、戦略マネジメント、ITマネジメント。著
書に、
『情報・知識管理:ITとナレッジマネジメント』(編著、学文社)等がある。

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』
（日本経済新聞社 2009）、
『2050 老人大国の現実』
（東洋経済新聞社 2012）等がある。

梅崎 重夫 (独)労働安全衛生総合研究所機械システム安全研究グループ部長
博士(工学)。民間の電機会社勤務の後、1983年労働省入省。労働基準監督
署で安全衛生監督業務に従事した後、1987年に労働省産業安全研究所(現
独立行政法人労働安全衛生総合研究所)機械研究部に転任。現在に至る。技
術士(総合技術監理部門、機械部門)、労働安全コンサルタント。

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。

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年情報処理会社にて新規開拓営業。
Ｉ
ＴＡＡ
（国際ＴＡ協会）
ト
レーニング修了。各種団体・企業の企画・研修業務に携わる。

奥茂 謙仁 （株）市浦ハウジング＆プランニング 取締役副所長
東京理科大院修了（建築計画専攻） 一級建築士 ㈱市浦ハウジング＆プラ
ンニング（１９８４年〜）において長年団地計画・設計、集合住宅設計業務に従事。
主要な業務：ＵＲハートアイランドＳＨＩＮＤＥＮ、ＵＲヌーヴェル赤羽台、ＵＲ鳴子
団地再生計画、都公社向原住宅建替基本設計…他 （一社）団地再生支援協
会運営委員、東洋大学非常勤講師

清華大学中文系教授及び歴史系教授、清華大学人文与社会科学高等研究所所長
汪暉
1959年江蘇生まれ。1984年南京大学揚州師範学院文学修士取得。1988年
中国社会科学院研究生院文学博士取得。専攻は思想史、中国文学、社会理論。
1988年〜2002年中国社会科学院文学所所理研究員。1991年〜2002年叢刊
『学人』の創刊及び編集。1996年〜2007年雑誌『読書』編集長。

小田 みすず Ｍ＆Ｃパートナーシップ代表
第一生命保険株式会社入社後、全国で機関長を歴任、その後教育部にて研修
講師として営業職員及び組織リーダーの指導にあたる。平成２３年退職後各
業界で活躍中。主に組織コミュニケーションスキルで好評を得ている。
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宇井 美智子 UCA研究センター所長 行動心理学研究家 元TBSアナウンサー
明治大学卒。 元TBSアナウンサー。行動心理学に基いた教育マニュアルを
開発、各企業、地方自治体、官公庁、教育機関にて実施。著書は 問題解決支
援システム「Uの木発想法」
（能率協会刊）他12冊。テレビ出演多数。
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加藤 久美子 富国紙業株式会社 代表取締役社長

木本 康聖 日本経営士協会 活性化委員会 主査
明治大学卒業後、銀行勤務を経て、港区において「木本経営コンサルタント事
務所」を設立。現在は、東京と地元愛媛で活動。経営・マーケティング・経営理
念の構築、関連して、人事システムの構築やリスケ等を行う。

香取 一昭 マインドエコー代表
1967年電電公社に入社。米国ウイスコンシン大学に留学（MBA）。NTTラー
ニングシステムズ常務、NTT仙台支店長、NTTナビスペース社長、NTTメデ
ィアスコープ社長、NTT西日本常勤監査役を歴任。2008年よりマインドエコ
ー代表。著訳書に「ホールシステム・アプローチ」
「ワールドカフェをやろう！」。

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。50社にせまる転職経験を生かしNPO法人を設立。低
学歴者への自律支援に力を入れている。朝日新聞、AERA他、掲載多数。著書
は
『ネガポジ就活術』
『ミッションから見たNPO』
（共著）ほか。

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

黒須 誠治 早稲田大学商学学術院教授
早稲田大学理工学部工業経営学科、同理工学研究科修士課程卒業・博士課
程満期退学。弘前大学人文学部経済学科（生産管理論）講師を経て、早稲田
大学システム科学研究所・早稲田大学大学院アジア太平洋研究科・早稲田大
学大学院商学研究科教授。システム創造思考法研究会（前ワークデザイン研
究会）総括責任者。

株式会社UL Japan マーケティング部・部長
川口 昇
電機メーカー勤務中は、通算11年間欧米の事業所でマーケティング業務に
従事。その後、アメリカの安全認証機関であるULの日本支社である(株)UL
Japanに勤務し、電気自動車、SmartGrid関連等の新しい分野における安全
規格の開発支援、普及を北米本社と連携して行う。現在、同社マーケティング部、
部長。

黒田 兼一 明治大学経営学部教授
明治大学大学院経営学研究科単位取得。専門は人事労務管理論。自動車産業を中心として、戦
後日本の人事労務管理を研究。1992年から1年間イギリス、2002年から2年間をアメリカでそ
れぞれ滞在し、現地日系自動車企業の人事労務管理と労使関係を調査。現在はグローバリゼー
ションと日本の人事労務管理の「いまとこれから」に焦点をあてた研究にとり組んでいる。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。

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。

小堺 規行 住友大阪セメント株式会社 建材事業部技術部長
群馬大学大学院工学研究科合成化学専攻修了。2002年より
（財）社会経済生
産性本部経営アカデミー、引き続き明治大学リバティアカデミーにおいてマー
ケティング戦略理論を専修。本講座コーディネータの大友教授のご指導の元、数々
の戦略理論を実際の新規ビジネス立ち上げに次々と導入し、その効果の検証を
しながら、理論の実践活用法と組織体のあり方について研究を続けている。

菊池 力雄 日本メナード化粧品（株）人材開発室
明治大学卒。営業部門在籍中は各地の支店長を歴任。現在は人財開発を担当。
「活き活き組織づくり・行動変容」などの実践プログラムを開発。コーチング・
NLP・選択理論を駆使したニーズ対応型研修には定評がある。

木村 好作 国際社会貢献センター会員 三菱商事OB
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（財）海外職業訓練協会アドバイサーを務める。
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小沼 俊男 別府大学客員教授、(一財)NHK-CTI日本語センター専門委員
明治大学経営学部卒。昭和36年NHKアナウンサー。平成元年(財)NHK―
CTI日本語センター部長。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員。

近藤 隆雄 明治大学専門職大学院 グローバル・ビジネス研究科 専任教授
わが国では数の少ないサービス・マネジメント&マーケティングの専門家。国際
基督教大学卒業、米国UCLA留学、杏林大学、多摩大学を経て明治大学教授。
主著に
『サービス・マネジメント入門(第3版)』
『サービス・マーケティング(第2版)』
『サービス・イノベーションの理論と方法』(生産性出版)その他多数。
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明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授
木村 哲
専門は、コーポレート・ファイナンス、株価バリュエーションモデルなど。早稲田大学理工学部工業経営学
科卒業後、日本興業銀行に入行。みずほ第一フィナンシャルテクノロジーで取締役投資技術開発部長を務め、
この間、優先株評価モデル開発、日本株運用モデル開発、各種企業価値評価モデル研究、アセットアロ
ケーション理論研究、倒産確率推定モデル開発などに従事。2004年4月より現職。共著書に『金融技術
革命』、
『デリバティブと投資戦略』証券アナリスト協会テキストなど多数。国際公認投資アナリストCIIA。

小西 德應 明治大学政治経済学部教授
１９５８年富山県生まれ。明治大学大学院博士後期課程中退。助手、講師、助
教授を経て、2004年より現職。日本政治学会理事、日本選挙学会理事。主要
著書：
『三木武夫研究』
（編著、日本経済評論社）、
『首相列伝』
（共著、東京書籍）、
『変革期のおける政権と世論』
（共著、北樹出版）など。
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阪井 和男 明治大学法学部教授 サービス創新研究所長
1952年和歌山生まれ。77年東京理科大学理学部物理学科を卒業、同修士
課程の後85年博士課程を退学。ソフトハウス勤務後87年理学博士を取得。
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。

島田 精一 日本ユニシス特別顧問・元三井物産副社長
元三井物産代表取締役・副社長・CIO,前住宅金融支援機構理事長。ハーバー
ド大経営大学院（AMP)終了。イタリア三井物産・メキシコ三井物産副社長。
１９３７年生。東京大学法学部卒。現在日本ユニシス特別顧問。

坂上 哲也 日本経営士協会 理事

島袋 隆志 明治大学経営学部兼任講師
社会保険労務士総合研究機構研究員。明治大学大学院経営学研究科単位取
得。専門は企業経営、人事労務管理論、人事・賃金政策。外部評価および外部
機関の関りが企業の労使コミュニケーションと雇用条件とに与える影響につい
て研究を進めている。

ネットマーケティング及びネットリサーチを主業務とする会社を設立。売上向上
を目的としたWebサイト
（ホームページ）の企画・診断・作成および運営サポー
ト業務を開始。独自の経営戦略により、店舗の売上向上を支援。

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。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。

Joe Des Jardins メリーランド大学教授・元世界銀行シニアアナリスト

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

首藤 禎史 大東文化大学経営学部教授，明治大学商学部兼任講師
明治大学商学部卒業と同時に化粧品メーカーに勤務。その後、明治大学大学院商学研究科博士前期課程修了し、明治大学大学院商学研究科博士後期課程満
期退学。1994年に大東文化大学経済学部専任講師、University of Washington客員研究員を経て、現職。専攻分野は、マーケティング論、商業経営論、企
業戦略論。主著に『経営診断事典』分担執筆、『商品戦略と診断』共著、『戦略市場計画』共訳、『市場駆動型の戦略』共訳(以上、同友館)『世界の起業家50人』
共著(学文社)、『批判的マーケティング論』単著(大東文化大学経営研究所),『イノベーションと組織』共訳(創成社)、『経営学検定試験公式テキスト6 マーケティ
ング』共著(中央経済社)、『スポート・マーケティングの基礎』共訳(白桃書房)等。各種資格試験の出題者や企業の事業開発支援指導などの経歴を有する。

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。

進藤 栄一 筑波大学名誉教授・国際アジア共同体学会長
京都大学法学部・大学院卒、法学博士。ジョンズホプキンズ大、プリンストン大、
ハーバード大、オックスフォード大客員研究員。著書に
『脱グローバリズムの世界』
『東アジア共同体をどう作るか』
など。

佐藤 洋治 一般財団法人 ワンアジア財団理事長
１９６８年早稲田大学商学部卒。株式会社ダイナムジャパンホールディングス
代表取締役社長。一般財団法人 ワンアジア財団を創設し、国内外でアジア共
同体の創成に向けた、アジア共同体に係わる学科・教科・講座を創設するアジ
ア各国の大学・教員・学生への助成等を精力的に行っている。

澤田 誠二 元明治大学理工学部教授 （一社）団地再生支援協会副会長
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
（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）ののち明治大学教授（建築学専攻）、団地再生の国際的な提唱者。
建築生産、都市計画まちづくり関連の著書多数
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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)
鈴木 貴子 株式会社エフエムユー／LREジャパンコミュニケーションマネージャー
マーケティング、顧客管理ならびにコンサルケーションなど技法を活用して、数
多くの教育・コンサルティングプログラムを実施している。また、とりわけ流通
業の海外視察研修におけるコーディネーター／ファシリテーターとしても、高
い評価を受けている。

講師紹介

講師紹介

篠原 敏彦 明治大学商学部教授
1978年 明治大学商学部卒業。1983年明治大学大学院商学研究科博士後
期課程修了。専攻分野:国際ビジネス 日本貿易学会理事、アジア市場経済学
会理事。担当科目 貿易商務論。

環日本海経済研究所 調査研究部研究主任
朱 永浩
1974年生まれ,明治大学商学部卒業、同大学大学院商学研究科博士後期課程修了。博士（商学）2007
年ERINA入所 調査研究部研究主任 著書・論文:「中国東北経済の展開: 北東アジアの新時代」
（2013
年3月、日本評論社、単著）
「韓国経済の現代的課題」
（2010年3月、日本評論社、共著）
「東アジア地域協
力の共同設計」2009年10月、西田書店、共著）他「中国東北部の経済開発とインフラ整備」
『港湾』Vol.
89 No. 8、2012年8月 「中国東北部の経済発展と物流」
『KAIUN』2012年6月号、2012年6月
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鈴木 成高 国際社会貢献センター会員 東京三菱銀行OB
一橋大学卒。東京銀行入行。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。

武田 哲男 （株）武田マネジメントシステムス代表取締役一般社団法人エチケット・サービス向上協会 代表理事
CS（顧客満足）、サービス、クレーム・トラブル・事故等の分野の第一人者。関連著書は100冊以上。ほかに韓国・台湾・中国で合計約20冊が翻訳されてい
る。企業内マニュアル、教科書・各種テキストの作成にも関わっている。日常は様々な業種・業態、大企業・中堅・中小企業の顧問として組織内の人達と共に
課題に取り組み、合わせて異分野の企業が取り組む各種プロジェクトチームのサポート・コーディネーター・プロデュース役も担っている。今年4月から34
年目になる勉強会「 CS・サービス向上 研究会」を主催し、企業規模・業種・業態を問わず全国からご参加いただいている。一般社団法人エチケット・サー
ビス向上協会を通じ、エチケット・マナー・サービスの普及と向上に力を注いでいる。テキストを発行しCS検定を始め各種検定試験も実施している。

瀬志本 明 新日本無線株式会社執行役員 技術開発本部長

オムロンヘルスケア株式会社 執行役員 健康サービス事業統括部統括部長
竹林 一
1981年立石電気(現オムロン)株式会社入社。開発プロジェクトリーダーとし
て関東パスネット等大規模システムを推進。以後新規事業開発部長, ICカード・
モバイルソリューション推進室長,オムロンソフトウェア株式会社代表取締役社長、
オムロン直方株式会社代表取締役社長を経て2011年度から現職。

孫歌

中国社会科学院研究員(教授)

１９５５年中国吉林省長春市生まれ。中国社会科学院文学研究所比較文学研
究室研究員(教授)。1981年吉林大学中国言語文学学部卒。1982年中国
社会科学院文学研究所助手。2000年北京日本学研究センター兼任教授。
2001年同研究所研究員（教授）。現在に至る。

多田 千尋 （認定特活）日本グッド・トイ委員会理事長
明治大学法学部卒業後、モスクワ大学係属プーシキン大学留学。東京おもち
ゃ美術館館長、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。
『遊びが育てる世代間交流』
『 動くおもちゃ工作』他、著書多数。

大六野 耕作 明治大学政治経済学部長
明治大学法学部卒業。同大学院政治経済学研究科博士課程修了。明治大学
政治経済学部准教授、教授を経て2008年より現職。専門は比較政治学。

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。

高島 邦夫 オエノンホールディングス株式会社 品質安全保証室

谷澤 佳彦 日本経営士協会 理事
大手企業財務・会計事務所勤務の経験を経て、平成５年谷澤税理士事務所を
開設、相続専門のＦＰ事務所も併設。日本経営士協会理事として活躍し、財務
研修の講師を担当。企業・法人の監査役・監事の就任経験有り。

高杉 和徳 製品安全コンサルタント、NITE技術顧問

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。

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

日本経営士協会 理事
俵 一史
大学にて理学・工学を専攻。得意分野は商品開発・生産〜営業・販売に至る過
程でのコンサルティング。コンサルタント事務所開設後、大手電機メーカーで
の実績を活かし、中小製造業・小売業・卸業の経営支援に携わる。

高橋 輝男 早稲田大学名誉教授
早稲田大学教授・アジア太平洋研究所長を経て、現在名誉教授。博士「学術」、
ソーシャルロジスティクス研究所顧問。IE協会幹事、MH協会副会長などを務
める。専門はシステム設計、ロジスティクス。

丹野 安子 （特活）ビジネスネットワーク・ジャパン代表理事
明治大学学部間共通総合講座講師。日本中小企業・ベンチャービジネスコンソ
ーシアム理事。明治大学起業家ベンチャービジネス人材養成研修（厚生労働
省委託）終了後、ＮＰＯ法人を設立。
『図解ＮＰＯ経営の仕組みと実践』
『ミッシ
ョンかた見たＮＰＯ』編著。
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講師紹介

講師紹介

高橋 一行 明治大学政治経済学部教授
東京都立大学理学部（物理学学士）。明治大学大学院政治学研究科（政治学
修士、同博士）。予備校講師、塾経営者を経て、明治大学政治経済学部教授（現
職） 専門は、政治学、西欧政治思想史、政治学方法論。著書は『ホッブズから
ヘーゲルへ』
（信山社・2001年）
『 教育参加̶学校を変えるための政治学̶』
（新
読書社・2004年）など。
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近角 真一 集工舎建築都市デザイン研究所所長 東洋大学大学院客員教授
東大卒。内井昭蔵建築設計事務所を経て現職。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環境建築賞受賞

中島 宏機 日本経営士協会 顧問
企業在籍中3ケ国で駐在、50ケ国への出張等を活かし、企業運営に関する知
識・経験が豊富。経営コンサルタントとして独立後、中小企業の事業立上げ、事
業の再生・再建、Ｍ＆Ａ，
上場支援、経営診断に携わっている。

朝鮮大学校経営学部准教授
趙丹
明治大学大学院博士前期課程単位取得後退学。財務管理論、企業論、経営戦
略論、ＮＰＯ経営を専攻。日本中小企業・ベンチャービジネスコンソーシアム理事。
『スモールビジネスハンドブック』
『ミッションから見たＮＰＯ』
（共著）ほか。

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

鄭 大均

首都大学東京名誉教授

１９４８年岩手県生。立教大学とＵＣＬＡで学ぶ。１９８１年から９５年までの１４年間を韓国の大学で教える。啓明大学校外国学部（韓国大邱市）副教授などを経て、
１９９５年から２０１３年３月まで東京都立大学（現首都大学東京）に在籍。現在、同名誉教授。日韓関係、在日韓国・朝鮮人、集団アイデンティティの問題を研
究テーマとする。著書に『韓国のイメージ』（中公新書、９５年、大平正芳記念賞受賞）、『日本のイメージ』（中公新書、９８年）、『在日韓国人の終焉』（文春新書、
０１年）、『韓国のナショナリズム』（岩波現代文庫、０３年）、『在日・強制連行の神話』（文春新書、０４年）、『在日の耐えられない軽さ』（中公新書、０６年）、『韓
国のイメージ 増補版』（中 公新書、１０年）、『姜尚中を批判する』（飛鳥新社、１１年）、『韓国が「反日」をやめる日は来るのか』（新人物往来社、１２年）他

中野 雅司 株式会社 エフエムユー／LRIジャパン代表取締役
米国食品流通及びロジスティクス業界に持つ幅広いネットワークを持ち、広く
日本の食品業界全体を対象に、食品及びロジスティクス関連の教育／コンサ
ルティングプログラムの提供を続けている。

ディーパ・ゴパラン・ワドワ 駐日インド大使
１９７９年インド外務省に入省。北京、香港、ジュネーブ、ハーグ駐在、インド外務省パキスタン・デ
スク勤務等、多国籍機関における豊富な経験の下、国連機関では人権、非武装化、環境・社会問
題を担当。２００１年、国際労働機関（ILO）傘下の児童労働撲滅計画（IPEC）のニューデリー事
務所長を務める。インド外務省国連経済社会局局長を務めた後、駐スウェーデン・ラトビア イン
ド大使、駐カタール国インド大使（２００９年３月―２０１２年６月）を歴任。２０１２年８月より現職。

明治大学名誉教授
中邨 章
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。

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

中村 和幸 明治大学 総合数理学部 現象数理学科 准教授
2007年総合研究大学院大学修了、博士(学術)。2013年より現職。専門は統
計科学,特にベイズ統計、時空間解析、データ同化。これまでに、様々な学術・
産業分野における統計解析に共同研究者として参画。

寺坂 一光 ツカモトエイム株式会社取締役

西田 陽一 株式会社陽雄 代表取締役・戦略コンサルタント
１９７６年 北海道札幌市生まれ。ワシントン州立大学経済学部卒業。大同特殊鋼グループ商社大同興業株式会
社を経て独立し、中国に渡り事業に取り組む。株式会社陽雄 代表取締役・戦略コンサルタント。日本クラウゼヴ
ィッツ学会・戦略研究学会・会員。会社経営の傍らで執筆・講演活動を行っている。共著訳書等に「米陸軍戦略
大学校テキスト 孫子とクラウゼヴィッツ」
（２０１２年日本経済新聞出版社）「戦略古典の本質 孫子がわかれば、
中国がわかる」
（２０１３年ダイヤモンド社）
「面白いほどよくわかる孫子の兵法（新版）」
（２０１３年日本文芸社）
明治大学政治経済学部教授
新田 功
1952年生まれ。明治大学政治経済学部教授。専門は統計学、経済統計学。著書に『同時に学ぶExcelと入門統計学』
（ムイスリ出版、2003）、
『 経済・経営時系列分析』
（共著、白桃書房、2001）等がある。訳書に、J. R. デ・ジャル
ダン『環境倫理学』
（共訳、人間の科学社、2005）、J. E. ド・スタイガー『環境保護主義の時代』
（共訳、多賀出版、
2001）、T.ヴァーガ『複雑系と相場』
（共訳、白桃書房、1999）、E.E.ピーターズ『カオスと資本市場』
（白桃書房、
1994）がある。現在は、生活の質の数量化に関する研究に取り組んでいる。環境研究はその一環。専門社会調査士。

中川 十郎 日本ビジネスインテリジェンス協会理事長
名古屋市立大特任教授。対外経済貿易大客員教授。米コロンビア大経営大学
院客員研究員。元東京経済大経営学部・大学院教授。愛知学院大商学部教授。
米国ニチメン副社長。東京外国語大学イタリア学科国際関係専修課程卒。

丹羽 真樹 社会保険労務士
電機メーカー勤務を経て、社会保険労務士法人石山事務所に入所。社労士業
務のほか産業カウンセラー、セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント防
止コンサルタントとしても活動の場を広げている。
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中井 博胤 株式会社ぐるなび EC事業推進部門 トラベルグループ
2001年,東京工業大学大学院修了(工学修士),大手特許事務所を経て2005
年株式会社ぐるなび入社。知的財産担当を経て、社長室長、総合政策室次長。
子会社である株式会社ぐるなび総研の立ち上げに参画。研究企画室主任研究
員など。現在は、地域活性プロジェクトのメンバーとして事業企画などを担当。
東工大非常勤講師など。
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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。
株式会社トランストラクチャ 代表取締役
林 明文
大手コンサルティング会社入社。再就職支援会社の代表を経て現職。この間
数多くの人事制度改革やリストラクチャリングを担当。人事雇用に関する執筆
講演など多数。著書に 人事の定量分析 などがある。

藤原 久子 日本経営士協会 専務理事
記帳代行会社を起業以来20余年、企業を側面から支援する経理業務に従事。
地域社会への貢献が認められ、横浜市より、平成21年度「地域貢献企業」と
して認定され、平成22年度には「横浜グッドバランス賞」を受賞。

Eko-Prasojo インドネシア行政改革副大臣
インドネシア行政改革副大臣。インドネシア大学大学院で行政学講座の責任
者をつとめ、現在も政改革に関する多数の世界的組織で重要メンバーを歴任。

日本危機管理学会理事長東京理科大客員教授
原田 泉
国際社会経済研究所・情報社会研究部長・主幹研究員。早稲田大学理工学部・
非常勤講師。慶応義塾大学・経済学部・大学院経済学研究科修士課程修了。博
士課程中退。日本危機管理学会理事長。東京理科大学客員教授。

安全と人づくりサポート 代表
古澤 登
元トヨタ自動車 (現)安全衛生推進担当部長、トヨタ自動車(株)安全衛生推進部所属後、一貫して安全衛生活動の
全社統括を担当し各種活動を確立。トヨタグループ等関係会社へ活動を展開。同部担当部長を経て、平成16年7
月に菱栄工機(株)に転籍し代表取締役専務、平成21年6月技監を経て、平成23年3月退社。同時に同社とセーフ
ティーアドバイザーを結ぶと共に安全と人づくりサポートを立ち上げ代表。中央労働災害防止協会や日本機械連合
会等の各種委員を歴任、その間、緑十字賞、愛知労働局長功労賞などを受賞。現場指導や団体・企業での講演多数。

日高 徹司 （株）博報堂
東京大学理学部卒．
明治大学先端数理科学研究科博士課程修了．
博士（数理
科学）．
広告の費用対効果の研究に従事し，
時系列解析や機械学習など，
様々な
データ解析手法をマーケティングに適用することを試みている．

元駐イラン大使・外務省国際情報局長
孫崎 享
東京大学法学部中退。駐ウスべキスタン、イラン大使。英国、ソ連勤務。防衛
大学校教授。ハーバード大学国際問題研究所研究員。著書に『日本外交〜現
場からの証言〜』
『日米同盟の正体』
『 戦後史の正体』
など。

平川 健司 株式会社電通 プラットフォーム・ビジネス局事業企画部長
東京大学文学部卒業後，
株式会社電通に入社。2001年JR東日本Suicaプロモーショ
ン業務に従事。2011年3月まで電通とリクルートの共同出資会社，
株式会社DRUM取
締役としてFelicaマーケティングサービスの企画開発を担当。現在，
株式会社電通プラ
ットフォーム・ビジネス局事業企画部長としてプラットフォーム構築とビジネスモデル開
発を推進。著書に「スマートマネー経済圏 新版」
（共著，
日経BP社）等がある。

増田 譲二 ㈱ファルテック テクニカルアドバイザー
成蹊大学工学部機械工学科卒業。日産自動車㈱元Vice President。1970
年日産自動車に入社、車両設計部でシャシー設計業務を担当、以降各種業務
改革にも取り組み、99年からは日産V字回復の原動力となったコスト削減活
動のグローバル責任者として推進した。現在はVEとナレッジマネジメントの相
乗効果による新たな価値創造に取り組んでいる。関連する講演は多数。

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

町田 一兵 環日本海経済研究所 調査研究部研究主任
1974年生まれ,明治大学商学部卒業、同大学大学院商学研究科博士後期課程修了。博士（商学）2007年
ERINA入所 調査研究部研究主任 著書・論文:「中国東北経済の展開: 北東アジアの新時代」
（2013年3月、
日本評論社、単著） 「韓国経済の現代的課題」
（2010年3月、日本評論社、共著） 「東アジア地域協力の
共同設計」2009年10月、西田書店、共著）他 「中国東北部の経済開発とインフラ整備」
『港湾』Vol. 89
No. 8、2012年8月 「中国東北部の経済発展と物流」
『KAIUN』2012年6月号、2012年6月

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

松井 賢一 龍谷大学名誉教授
東京大学教養学部卒業。政治学博士。1966年（財）日本エネルギー経済研究所入社。
1994年龍谷大学国際文化学部教授。OECD長期エネルギーアセスメント研究員、WAES
（代替エネルギー戦略ワークショップ）メンバー、IEA（国際エネルギー機関）コンサルタント、
統計審議会専門委員、運輸政策審議会専門委員等を務める。NTT出版社「エネルギー問題!」
（2010）、エネルギーフォーラム社「福島原発事故を乗り越えて」
（2011）等著書多数。
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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&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。
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松本 浩二 製品安全コンサルタント、NITE技術顧問
（株)東芝入社後、医療機器事業部門において製品開発業務従事。その後、
PS(製品安全)専門家として社内PSマネジメントシステム構築、PSレビュー
業務を担当。退職後は企業のコンサルタント及びNITE技術顧問。専門は、リス
クアセスメント及び評価・対策技術としてのR-Map手法の研究と実践。(財)日
科技連R-Map実践研究会統括主査。

共栄大学会計アカデミー講師
宮島 裕
明治大学専門職大学院会計専門職研究科修了、修士（会計専門職） 共栄大
学会計アカデミー講師

和光大学兼任講師
松本 徹
専修大学大学院商学研究科博士後期課程修了、博士（商学・専修大学） 和
光大学兼任講師、和光大学経営経済学部兼任講師

三輪 鉄郎 ＣＦＰ®認定者 ファイナンシャル・プランナー三輪鉄郎事務所代表 ＮＰＯ法人ライフサポート東京監事
1959年生まれ。早稲田大学法学部卒。欧州系銀行勤務を経て2005年にＦＰ・
行政書士として独立。個別相談に対応するかたわら、講演も多数行っている。
著書「賢いサラリーマンのリタイア準備術」
（集文館）他。

明治大学商学部教授
松本 穣
明治大学大学院商学研究科博士課程修了。研究テーマは、インフレーション
会計の研究。商学部において、会計学・経営分析を担当。企業小説についても
研究中である。ゼミナールの卒業生には公認会計士、税理士、国税専門官とし
て活躍する方が150名を超える。

向殿 政男 明治大学名誉教授
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。

真鍋 純

国土交通省住宅局市街地住宅整備室長

村上 智子 （株）アクト・システムズ講師
日本・アメリカ両国の大学を卒業。企業向け研修を専門とした英語講師。アディダス
ジャパン㈱、日立建機㈱、富士重工業㈱、本田技研工業㈱、ソニー㈱等での研修を
多数担当。今までの英語学習であきらめてしまった方や我流で伸び悩んでいる方を
含め、1,500名以上のビジネスパーソンに英語を教える。顧客満足度は98%、ビジ
ネスシーンですぐに使え、応用のきく活きた英語を身につけてもらう事を心がけている。

丸川 哲史 明治大学政治経済学部教授
1963年生。一橋大学大学院言語社会研究科博士課程単位取得満期退学。1997年、
「『細
雪』試論」により群像新人文学賞優秀賞（評論部門）。専門は台湾文学、東アジア文化論。
『台湾、ポストコロニアルの身体』
（青土社）、
『リージョナリズム』
（岩波書店）、
『帝国の亡霊』
（青土社）、
『冷戦文化論』
（双風舎）、
『日中100年史』
（光文社新書）、
『台湾における脱
植民地化と祖国化』
（明石書店）、
『ポスト〈改革開放〉の中国』
（作品社）など著書多数。

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

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、資産運用会社勤務、日本株式の
ファンドマネージャーとなる。一方、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。
『ミッションから見たNPO』
（共著）ほか。

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㈱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。

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。世界的なボランティア団体スペシャルオリンピックスに参加。
『図解ＮＰＯ経営の仕組みと実践』
『ミッションから見たＮＰＯ』
（共著）ほか。
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宮崎 浩一 社団法人日本機械工業連合会標準化推進部
明治大学大学院理工学研究科基礎理工学専攻博士後期課程修了、学術博士。
社団法人日本機械工業連合会標準化推進部、ISO/TC199国内審議委員会
幹事、ISO/TMB TAG Guide78委員。その他、(元)CEN/C114/SG(欧州
標準化機構)委員、(元)人間特性基盤整備推進委員会委員など。

Orly Mercado フィリピン大学教授
フィリピンでテレビキャスターをつとめた後、番組制作に携わる。その後、上院
議員、防衛大臣、アセアン会議フィリピン代表等を経て、フィリピン大学教授（政
治学・コミュニケーション論、ビジネス論担当）。外交官でもある。
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森田 晃子 ライオン株式会社 ヘルス&ホームケア営業本部 アカウント第２営業部主任部員

山本 衣奈子 プレゼンテーション・プランナー
玉川大学文学部芸術学科卒業。在学中、ロンドン大学ゴールドスミスカレッジ
演劇科へ留学。1999年より企業VP、ラジオ番組のナレーターとして参画。現
在は講演講師として全国にて講演・研修活動を行っている。

明治大学 総合数理学部 ネットワークデザイン学科 教授
森 啓之
1985年早大大学院博士課程修了。工学博士。早稲田大学理工学部助手、明
治大学理工学部助手、助教授を経て、1995年同教授。2013年4月より、総
合数理学部ネットワークデザイン学科教授。その間、1994年から1年間、米国
コーネル大学客員准教授。IEEE(米国電気電子学会)データベース収録論文
150編以上。

山本 節子 ＣＦＰ ® 認定者 ファイナンシャル・プランナー（株）リスタート代表
1952年生まれ。慶應義塾大学卒。独立系ＦＰとして有料相談や各種セミナー
や執筆等をこなす。難しい話をわかりやすく伝えることに定評がある。近著「月
15万円年金の使い方と運用100のコツ」
（主婦の友社）他。

森 正弥

吉岡 洋一 株式会社流通システム総合センター代表取締役
明治大学商学部商学科卒業。
（株）十字屋、早稲田大学生産研究所（後の同システム科学研究所、
現同商学学術院）にてワークデザイン研究。財団法人流通システム開発センターにて流通シス
テム化推進の調査・企画に従事。流通分野からの物流・ロジステイクス・SCMシステムの研究に
取り組む中で、ワークデザインの考え方と方法に基づく種々のシステム開発を手がけている。明
治大学リバテイーアカデミー兼任講師、早稲田大学商学学術院顧問、前松山大学経営学部教授。

楽天株式会社執行役員 兼 楽天技術研究所長 兼 ビッグデータ部副部長

アクセンチュア株式会社を経て，
現在，
楽天株式会社執行役員兼楽天技術研究
所長，
ビッグデータ部副部長としてマネジメントに従事。Rubyアソシエーション
評議員，
企業情報化協会ビッグデータ活用コンソーシアム副委員長。著作に「ク
ラウド大全」
（日経BP社）「
，ウェブ大変化 パワーシフトの始まり」
（近代セール
ス社）等がある。

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。

元環日本海経済研究所理事長・日商岩井専務
吉田 進
国際貿易促進協会をへて、日商岩井モスクワ事務所に１１年駐在。経団連・日
露経済委員会・極東部会長。経済同友会・中国委員会、ロシア委員会副委員長。
対外経済貿易大学、吉林大学、ハルピン学院、各客員教授。

柳沢 亨

吉村 孝司 明治大学専門職大学院会計専門職研究科教授
明治大学大学院経営学研究科博士後期課程修了、博士（経営学・明治大学）
明治大学専門職大学院会計専門職研究科教授

元豊田通商副社長・カナダトヨタ社長

１９５８年東京外国語大学英米科卒。
トヨタ自動車入社。米ミシガン大フルブラ
イト留学。初代駐在員として欧州市場開拓。北米部長時代、GMとの共同生産
提携実現。日米協会理事。

若杉 なおみ 筑波大学大学院生命環境科学研究科 教授
1972年東北大学医学部卒業。国立小児病院や自治医科大学で小児科医として臨床にたずさわる。1986〜1992年パリのネッケル小児病院とパスツール研究所
にて免疫学や感染症（特にエイズ）の基礎研究に従事し、帰国後メルク万有分子生物学研究所でエイズ薬のための研究に従事。1996〜2006年、国立国際医療
センター国際医療協力局（および同研究所）にて、アジア・アフリカの開発途上国への国際保健医療協力に従事。JICAやWHOの委託を受けて20数ヶ国の現場で
保健医療改善プロジェクトの計画と実施に関わる。2006〜2010年、早稲田大学大学院政治経済研究科の科学ジャーナリスト養成プログラム客員教授。2010よ
り現職。環境リーダーをめざす世界各国からの学生に、「環境と人間健康」「地球規模感染症」「人口・リプロダクティブヘルス＆ライツ」などの講義を担当。

山田 静也 (有)ヤマダ アンド パートナーズ 代表取締役/中小企業診断士
名古屋商科大学大学院マネジメント研究科修了。MBA(経営学修士)。食品ス
ーパーマーケットチェーンや衣料品チェーンにて20年にわたり顧客戦略(CRM)
策定・指導に携わる。専門はビジネスモデル設計・経営戦略・CRM・BPM。

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機関の会社を経て、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。

山根 眞知子 （特活）ＮＰＯ事業サポートセンター理事
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。
（特
活）EDGE理事、
（特活）シニアメイト副理事長などＮＰＯ関連の理事多数。
『図
解ＮＰＯ経営の仕組みと実践』
『ミッションから見たＮＰＯ』
（共著）ほか。

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 執行役員
渡辺 朗
1995 年にカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社へ新卒で入社。
「GAME
TSUTAYA」などTSUTAYAの新パッケージ立ち上げに携わる。その後，
TSUTAYA
会員データベースやTSUTAYA店頭を活用したマーケティング・サービスの企画・営
業を行う。2003年にTポイント事業の立ち上げに従事し，
新規アライアンス獲得営業，
事業企画，
販促企画の部門を担当。現在は，
マーケティング・ソリューション事業を統括。
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講師紹介

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)。
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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

中野四季の森公園

WC
交流
ギャラリー

1F

◁入口

WC

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」

中野セントラル
パーク サウス

→

リバティアカデミー受付
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入会と受講のご案内

（入会規約）

リバティアカデミーは会員制です。
ご入会・ご受講の際には必ずお読みください。
■会員制度・入会
地域産学連携研究センター
地下１階 多目的室

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

明治大学黒川農場

無 料

対 象

ご持参証明書

明治大学カード
明治大学カード会員
各福利厚生会員証または携帯ホーム
福利厚生会員（福利厚生倶楽部、
CLUB CCI、
ふろむな倶楽部、Club Oﬀ ページのロゴマーク
Alliance、
ベネフィット・ステーション）など
学生・生徒
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。

■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）

4 一度納入された入会金はお返しできません。

鶴

川

街
道

■入会の特典

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

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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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。
MEIJI UNIVERSITY LIBERTY ACADEMY 115

■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
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。

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
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
20AP
（リベラルアーツ）
アカデミー・マスター★★★トリプル
30AP
（リベラルアーツ）
アカデミー・ドクター
50AP
（※）
（リベラルアーツ）
10AP

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

■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。

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

〔ポイントの種類〕
名 称
アカデミー・ポイント（リベラルアーツ）
アカデミー・ポイント
（ビジネス・アドミニストレーション）

ポイント対象となる講座
教養・文化講座及び特別企画講座
ビジネスプログラム

4 ポイント修得には、全授業回数の5分の4以上出席することが基礎となります。こ
の他、
講師による評価が加味されることがあります。
5 この制度の対象講座では毎回、出欠席を確認します。遅刻の場合は、出席になりま
せん。
6 年2回
（9月、
3月）
、
リバティアカデミーホームページ上の
「会員のページ→マイペー
ジメニュー→講座受講履歴（APの確認）」にて、講座のポイントの修得状況をご確
認ください。
なお、希望者には郵送にて講座のポイントの修得状況をお知らせします。
7 APは、7.5時間（90分授業で5回分）で1APです。7.5時間未満の講座はAPの対象
講座になりません。
なお、
ポイント数は講座案内に記載します。
〔ポイント数の基準〕
ポイント数の基準
7.5時間未満
7.5時間以上15.0時間未満
15.0時間以上22.5時間未満
22.5時間以上30.0時間未満

ポイント対象となる講座
ポイントなし
1AP
2AP
3AP

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

50%（※1）学生・生徒（※2）
（※3）
学生証
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
明治大学カード会員
福利厚生会員（福利厚生倶楽部、
各福利厚生会員証または携帯ホームペ
10%
CLUB CCI、ふろむな倶楽部、Club Oﬀ ージのロゴマーク
Alliance、
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。

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。

※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。

■修了制度

■修了制度

1 規定のAPを修得された方にリバティアカデミー独自の称号を授与し、修了を認証

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。
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2 講座が中止された場合、開講日から起算して7日前までにお知らせし、受講料及び
入会金
（新規入会の方のみ）を返金いたします。返金は銀行振込になります。
なお、当
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。

講座受講について

■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
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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。

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。

その他
Q 講師・受講生の連絡先を教えてもらえますか？
A お教えできません。
個人のプライバシーを保護するために、事務局でお教えすることはありません。

個人情報の利用目的について
次の目的以外に利用することはありません。
1 受講生への連絡及び受講資料（受講料振込用紙、受講案内、会員証、教材、アンケート等）の送付
2 講座関連情報のご案内（パンフレット、チラシ、会報等）
3 受講生に関する資料の作成（名簿、出欠表、講座履修表、統計資料等）
なお、会員の情報を会員の同意なしに第三者に開示・提供することはありません（法令等に
基づき提供する場合を除く）。
ただし、講座申込・運営上必要不可欠な場合に限り、
講座委託
先業者または、講師に受講生氏名等を通知する場合があります。会員の個人情報は、
明治大
学にて厳重に管理いたします。
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お申し込み・お問い合せ

・再入会

ト

リ

2. 再入会

□アメリカン・エキスプレスカード

会員更新：会員番号、
再入会：旧会員番号

p100〜103

1. 新規入会

リ

明治大学リバティアカデミー事務局 〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1
駿河台キャンパス アカデミーコモン11階

既リバティアカデミー会員の方

2

1

キ

MEMO

「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。

にご入会されると
「明治大学カード」
（クレジット
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。

2

1
お電話で

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102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。

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。

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

TEL：03-3296-4077

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）

（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/
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