開催時期

2018年 4月23日（月）〜 2019年3月（月1回開催予定）全12回（第4 期生）

※開催日程は講師の都合を調整して約3ヵ月前までに決定し受講生にご連絡いたします。
なお開催日決定にあたり受講者のご希望を伺うことができませんのであらかじめご了承ください。

時

間

会

場

各回13: 00 〜17: 00（開場12: 30 ）

※初回、最終回のみ懇親会予定（17：30〜19：30）

超一流の経営者が経営の神髄を直伝！

2018年1月23日(火)

事前説明会開催！

早稲田大学日本橋キャンパス

13：00 〜15：00

〒103-0027 東京都中央区日本橋1-4-1 日本橋一丁目三井ビルディング（コレド日本橋）5F
地下鉄東京メトロ日本橋駅出口直結、JR 東京駅徒歩10 分

東京・日本橋

※詳しくはHPをご覧ください。

※会場は予定です。決定次第、受講生にご連絡いたします。

募集定員

50名

受 講 料

1,296,000円（税込）

主

催

日経ビジネス、早稲田大学ビジネススクール

対

象

企業の経営層及び、幹部候補や次世代リーダー

提出書類

※最少開催人数 30名 ※申込人数が最少開催人数に達しない場合、開催を中止させていただく場合があります。

お申し込み後、開講までに応募書類の提出が必要になります。
内容は、現在の仕事内容、本講座の志望動機、受講後のゴールイメージ等になります。詳細はお申し込み後にお知らせいたします。

お 申し込 み
につ いて

本お申し込み書に記入のうえ、FAXにてお申し込みください。
正式にお申し込みいただくと事務局より受講証とご請求書をお送りします。
受講料金は、請求書発行日後の翌月末までに全額を主催者の指定する銀行口座に振り込みをお願いしています。
なお主催者は、受講料金は返金いたしません。また銀行振込以外の支払方法はお受けできませんのであらかじめご了承くださいますようお願いします。
※講演内容・講師等が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※お申し込み後のキャンセル、ご送金後の返金はお受けいたしかねます。代理の方が出席くださいますようお願いいたします。
※会場までの交通費や宿泊費は、受講される方の負担となります。
※講師の急病、天災その他の不可抗力、又はその他やむを得ない理由により、講座を中止する場合があります。この場合、未受講の講座の料金は返金いたします。複数回連続
して開催する講座の場合は、全体の開催回数の中で、中止した講座の回数分を回数による均等割でお客様へ返金します。
※本プログラムの内容に競合すると考えられるサービスをご提供される会社の方や、学習目的以外でご参加と考えられる方、参加対象の属性以外の方は、主催者の判断に基づ
き受講をお断りさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※ご連絡いただいた情報に不明な箇所があった場合等、確認のためにe-mail・電話等での連絡をさせていただくことがございます。
※お申し込みいただいた時点で本セミナーが満席の場合は、事務局からご連絡します。キャンセルが出た場合は事務局からご連絡さしあげますので、その時点で、改めて受講
のご希望を確認させていただきます。

詳

細

お問い合わせ

http://nkbp.jp/kj1804

安部修仁氏

松本晃氏

（吉野家ＨＤ・会長）

（カルビー・会長兼ＣＥＯ）

手代木功氏

宮内義彦氏

（塩野義製薬・社長）

（オリックス・シニアチェアマン）

第 4 期 登壇 決 定

をご覧ください。

日経BP読者サービスセンター セミナー係

TEL.03-5696-1111（土日祝日を除く9:00〜17:00） FAX.03-5696-1139

第4期

FA X

お申し込 み書

フリガナ

2018 年 4月開講

受講者名
（もしくはご担当者名）
フリガナ

勤務先
※正式名称をご記入ください。

部署・役職名

募集開始！

〒

勤務先
所在地
（ご連絡先）

住所

TEL.

2018年1月23日(火) 事前説明会開催！

FAX.

e-mail :

13：00 〜15：00

※ご登録いただいた情報は、
出席/欠席にかかわらず、
本セミナー・イベントの事務連絡のほか、日経BP社および日経BPグループ会社からの各種お知らせ
（刊行物、
展示会、
セミナー等）
やアンケート、広告主等の製品やサービスのご
案内に利用させていただく場合があります。

詳細、お申し込みは
［セミナーコード］P11-232

O-NBKEIEI1712

50名

限定

東京・日本橋 ※詳しくはHPをご覧ください。

http://nkbp.jp/kj1804

3期連続
いずれも

満員御礼

「日経ビジネス経営塾」だから提供できる！

次のリーダーとなる人材を
最高の舞台で鍛えます

深く学べる
つの特長

「日経ビジネス経営塾」の案内をご覧いただき、ありがとうございます。
日経ビジネスは1969年の創刊以来、企業の経営層・管理職向けの経営情報誌として歩ん

5

日本の産業界をリードしてきた12名の著名経営者が講師を務

でまいりました。その間、成長し続けてきた企業もあれば、浮沈を繰り返してきた企業、残

めます。経営上の重要な決断など、いくつもの修羅場をくぐり抜

念ながら市場から退出した企業もあります。競争がこれからますます激しくなる中で、多く

けてきた経験談を交えながら、リーダーの条件や経営の要諦を
語っていただきます。まさに、
「日経ビジネス経営塾」だからこ

の企業が頭を痛めているのが将来を担うリーダーや後継者の育成ではないでしょうか。私た

そ提供できる充実したプログラムです。

ちは次世代のリーダーを育てる一助になりたいと考え、2015年4月「日経ビジネス経営塾」
をスタートし、2018年4月には第4期を開講いたします。

1

日本を代表する12名の
著名経営者から直接指導を受ける！

3

ローバル、マーケティング、M&A（合併・買収）など、1人ずつ異なるテーマを設定し、自

2

らの経験や考え方を熱く語っていただいております。受講された皆さんも競い合うように質

経営者講師による講義では、議論や質疑応答にたっぷりと時

早稲田大学ビジネススクール講師陣による講義では、厳選され

間を割きます。多忙な著名経営者に自らの意見をぶつけること

た教授陣により最新のマネジメント理論・経営学研究の成果・

が出来る、またとない機会です。経営者講師と受講者、あるい

ビジネス思考法などの講義が行われます。超一流の実践論に加

年間を通して、日本を代表する経営者12名に講師を務めていただき、リーダーシップ、グ

問し、時には講師に叱咤激励され、大いに刺激を受けながら学んでいます。教室は、受講生
が講師の経営論を貪欲に吸収しようという熱気に包まれています。
2018年4月に開講する第4期も、本業が非常にご多忙にもかかわらず、多くの経営者の
方々に「次世代のリーダーを育てる」という「日経ビジネス経営塾」の趣旨にご賛同いただ
き、使命感を持って講師に就いていただきます。これだけの講師陣をそろえることができる
のは「日経ビジネス経営塾」をおいて他にない、と確信しています。
ご自身が働く業界や関心のある企業だけでなく、さまざまな分野の経営者から直接、薫陶
を受ける機会は非常に貴重です。なぜならば、もはや業界という垣根がなくなり、これまで
想像もしなかった企業が競争相手となり、まったく異業種の企業と連携するオープンな時代
に入ったからです。こういう時代を勝ち抜くためにも、次のリーダーの育成は急務です。
私たち日経ビジネスは、インタビューなどを通じて経営者の考え方を読者の皆様にお伝え
しています。これは私たちの変わらぬ使命として引き続き力を入れていきますが、経営者の
話を直接聞く機会を提供することで、重層的に皆さまのお役に立ちたいと考えております。
「日経ビジネス経営塾」は実践に役立つ学びの場です。
講義は著名経営者による「実践編」と、早稲田大学ビジネススクール教授陣による、最新
のマネジメント理論を学ぶ「理論編」の2部構成で実施します。日本最高水準のビジネスス
クール教員による理論を同時に学ぶことで、一つの経営テーマを多角的な視点で、より深く
考えることができるのも大きな特長です。

経営者講師と
侃々諤々の議論ができる！

は受講者同士の侃々諤々の議論を通じて、講義の内容をしっか

え、最先端のマネジメント理論を学ぶことで、次世代ビジネス

りと吸収することができます。また、疑問点もその場で解消で

リーダーにふさわしい「ビジネスを考え抜く力」を身につけてい

きます。

ただく狙いです。また、通常の講義にとどまらず、全体での議論
やグループワークなども実施します。

4

少数精鋭の同志と
1年を通じて学べる！

日経ビジネス

競争戦略

ています。また、このほかに経営者講師の企業から各社1名の
受講者が加わります。
「将来の社長候補」と目されている少数
精鋭の受講者が、同じ問題意識や志を持って参加し、1年にわ

グローバル
戦略

5

新規事業
創造

講師や受講者同士の
ネットワークができる！

グループワークや懇親会などを通じて、講師や受講者同士の
交流を深めていただきます。初回と最終回の講義終了後に行う
懇親会のほか、講師の都合に合わせ、任意参加の会も随時予
定しています。1年間のプログラムを終えて 卒業 した後も、

イノベーション

グローバル時代を
勝ち抜く、

たって共に学べます。

きます。

よりお待ち申し上げます。

経営
リーダー
シップ

じっくりと深く学んでいただくために、募集定員を50名に絞っ

同期生のネットワークをビジネスなどに活用する機会が期待で

募集定員は50名の限られた枠です。ぜひ、「日経ビジネス経営塾」を受講されることを心

早稲田大学ビジネススクールの
マネジメント理論が学べる！

次世代リーダーへ

デジタル・
マーケティング
マーケティング
戦略

企業統治

会計

人材戦略

ビジネス
モデル

Overview

Lecture

日経ビジネス経営塾が誇る、
日本を代表する経営者に
ご登壇いただきます。

実践
編

12名の経営者
と経営の実践
と神髄を熱く
議論する！
（約90分）

理論
編

早 稲田大 学ビジ
ネススクール教授
陣による最新マネ
ジメント理論を体
系的に理解する！
（約150分）

第 4 期 登 壇 決 定！
実践
編
歴史に残る経営
改革や事業再生、
グローバル展開
で名を馳せる経
営者が登壇

※社名、役職等は直近の
ご講演当時のものです。
その他の第4期講師、講
演テーマは追ってHP上
でお知らせいたします。

講座の進め方

日本企業の収益力・
リーダーの役割

これからの経営者とは

カルビー

オリックス

会長兼CEO

シニア・チェアマン

実践編では、経営者講師が独自のリーダー論や経験に基づいた企業改革、経営の要諦について講義。受講者との議論や質疑応答も行います。
理論編では、早稲田大学ビジネススクールの厳選された教授陣により、以下の三つを組み合わせて進めます。

1

松本
晃氏

宮内
義彦氏

京都府出身。京都大学大学院修了後、伊藤忠商事入社。
1986年に医療機器販売の子会社へ。93年にジョンソン・
エンド・ジョンソン日本法人に転じて社長、最高顧問を歴
任。2009年からカルビー会長兼CEO。

兵庫県出身。関西学院大学商学部卒業、米ワシントン大学
経営学部大学院修士課程修了後、日綿實業（現双日）に入
社。1964年にオリエント・リース（現オリックス）に入社。
社長、会長、グループCEOを歴任。

逆境の中での経営

ビジネスモデルの革新

吉野家HD

塩野義製薬

会長

社長

安部
修仁氏

手代木
功氏

1949年福岡県生まれ。高校卒業後、アルバイトとして吉野
家で働く。入社後、九州地区本部長など経て、83年に開発
本部長、92年に社長就任。2012年9月に吉野家ホール
ディングス代表取締役会長。2014年9月から現職。

宮城県出身。東京大学薬学部卒業後、同社に入社。研究
開発畑を歩み、90年代中頃に米国駐在。帰国後は秘書室
長となりIRも担当。経営企画部長、取締役、医薬研究開発
本部長を経て、2008年4月から現職。

理論

内田和成
教授

競争戦略
イノベーション
企業統治

入山章栄

経営者に
とっての会計

西山茂

2

3

具体的な企業事例を使って
のケース・ディスカッション
を行う。

具体的な討議ポイントを提
示し、参加者自身の経験・自
社の事例を共有しあって討
議する。

課題図書
早稲田大学ビジネススクール教員から、毎月1冊の書籍とレポート作成が課題として与えられま
す。この課題に対して講義の最中に、自社ではどのように活かせるのか、新たな課題は何なのか
など、受講者同士でのディスカッションを行い、また、課題を選定した教員からも、受講者から
のレポートを踏まえたフィードバックを行います。

理論編では毎回専門テーマに精通した講師が講義を担当します。主として上場企業規模での事例を想定したプログラム内容となります。

●

経営とは

ビジネスモデル

山田英夫

●

●

競争戦略

●

●

イノベーション

●

●

企業統治

●

経営者にとっての
会計

●
●

教授

教授

ビジネスモデル

准教授

編

最新のマネジメント理論・経営学
研究の成果・ビジネス思考法な
どの講義を行い、それらについて
討議する。

全12回、各テーマの主なポイント

第4期登壇講師（予定）
経営とは

著名経営者による実践論と、
早稲田大学ビジネススクール教授陣による
最新のマネジメント理論の2部構成で、
次世代を担うリーダーに必要な実力が身につきます。

●
●

これからの経営の本質はどこにあるのか
次世代を担うリーダーに必要な心構えとは

人材戦略

変化する競争環境で求められる戦略とは
機能する戦略と機能しない戦略の違いは何か

マーケティング
戦略

何故日本企業はイノベーションを生み出せないのか
学習し続ける組織に求められる仕組み

デジタル・
マーケティング

グローバル競争下で日本企業に求められる企業統治とは
企業統治に必要な視点とポイント

新規事業創造

経営者の視点で読み解く会計
これからの財務戦略で注意すべきポイント

グローバル戦略

日本企業に望まれるビジネスモデルのあり方
強いビジネスモデルと弱いモデルの違いとは

リーダーシップ

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

グローバル競争時代に通用する人材とは
これからの人財の育て方・活用方法
マーケティングの本質とは何か
マーケティングと新市場創造
最新のデジタル・マーケティング事例
デジタル化社会でのマーケティングのあり方
なぜ多くの新規事業は失敗するのか、そのメカニズム
次世代リーダーはどうやって新事業を生み出すべきか
グローバル化の本当の意味を捉え直す
日本企業のとるべきグローバルな組織体制とは
これからの経営者に求められるリーダーシップ
リーダーシップ理論を実践に落とし込むには

タイムテーブル
日本最高水準を
誇る早稲田大学
ビジネススクー
ル教授陣が登壇

人材戦略

竹内規彦
教授

マーケティング戦略
デジタル・
マーケティング
新規事業創造

川上智子
教授

グローバル戦略

リーダーシップ

池上重輔

平野正雄

教授

教授

理論編

13 :00 ＿ 15 :30

早稲田大学ビジネススクール教員による講義
クラスディスカッション・グループワーク＊ （途中休憩を挟みます）

実践編

15 :30 ＿ 17 :00

経営者講話（講演１時間、質疑応答30分）

17 :30

＿

19 :30

懇親会（初回、最終回、ほか）

＊ 回によって異なります。
※ 理論編と実践編の時間は入れ替わる場合があります。

Inter

view

確なビジョンを語るストーリーテラー」であるということです。

ダーシップが大切かは統計解析など科学的な手法を使ってほ

世の中でどれだけ情報を集めて分析しても、
「真の正解」を探

10 年、20 年先の社会のあり方や変化を読みとり、その中でど

ぼ 2 種類に集約されます。それは「トランザクティブ・リーダー

すのは現実的に不可能です。だから、正解ではないかもしれ

経営学は欧米を中心に日々とても研究が進んでいます。そし

う自社のバリューを出していくのか、お客さまにどのように貢献

シップ」と、
「トランスフォーメーショナル・リーダーシップ」です。

ないけれど大まかな方向性を示して、それを説得力のあるス

て研究で得られた知見は、ビジネススクールや MBA（経営

するのかといった明確なビジョンを掲げ、それを非常に上手に

学修士）教育などを通じ、
実際のビジネスパーソンたちにフィー

ストーリーとして語る能力が皆さん、圧倒的に高いのです。

成果を上げるリーダーに共通する能力とは

まず「トランザクティブ・リーダーシップ」とは、わかりやす

トーリーで語り、部下や投資家、ステイクホルダーなど、多く

くいうと部下の功績をしっかりと見て褒め、ミスがあればきち

の人を巻き込むことで結果的に成功へ導く力が必要です。今

世界的に見てもグローバルに活躍する経営トップの方々はこ

んとフィードバックを行う賞罰のけじめが厳格な信賞必罰の

リーダーに求められているのは正確性ではなく、納得してもら

なか伝わってこないのが現状です。理由の一つは海外で活躍

の能力が高いのですが、それではなぜ、素晴らしい経営トッ

リーダーであることです。そして「トランスフォーメーショナル・

うことで人々を導くストーリーテラーとしての力なのです。

する日本人のビジネススクール教師などが圧倒的に少ないこと

プは「ビジョナリーでストーリーテラーである」のか、それを

リーダーシップ」とは、
「啓蒙」を意味します。仕事や会社の

です。そこで今回は、日本の経営者の中でも突出した成果を

経営学的に解説していきましょう。

方向性などのビジョンを、いかに魅力的でやりがいがあるかを

ドバックされているのですが、日本ではこのような知見がなか

上げている経営者に共通するものを、最先端の経営学の理論

語ってメンバーを鼓舞する力のことです。これが今、研究者の

をもとに分析してみたいと思います。

中で最も重要とされているリーダーシップで、不確実な現代社

これまで私は「日経ビジネス経営塾」でさまざまな日本のトッ

優れた経営者が持つ3つの要素

プリーダーの講演や議論を拝聴しましたが、日本を牽引してい

日本ではまだあまり知られていませんが、優れた経営者はな

く経営者の方々にはある共通項があります。それは全員が「明

ぜ「明確なビジョンを語るストーリーテラー」なのか？ 経営学的

「日経ビジネス経営塾」理論編講師

会において仕事や会社の大まかなビジョンを掲げ、部下を引っ
張って行くことが求められています。
そして最後は「センスメイキング理論」
。流動的で不確実な

日本を代表する著名な経営者12名と
直接対話ができる、他では決してできない体験。
これからのリーダーにとって、
「知の探索」
、
「トランスフォー
メーショナル・リーダーシップ」
、そして「センスメイキング」
の 3 つが重要になってきます。

入山章栄氏（早稲田大学ビジネススクール 准教授）

真のグローバルリーダー には何が必要なのか
経営塾での受講で、あな たは その答え を見つけることができる。
日経ビジネス

早稲田大学ビジネススクール

入山 章栄 准教授
Akie Iriyama

慶應義塾大学経済学部卒、米ピッツバーグ大学で博士
（経営学）
取得。
ニューヨーク州立大学バッファロー校助教授を経て2013年より現職。
著書「ビジネススクールでは学べない世界最先端の経営学」が
ベストセラーに。

には解明されています。それは3つの要素から構成されています。

のですが、この両方をバランスよく実践することでイノベーショ

まず一つ目が「知の探索理論」
。これはイノベーションを起

ンを起こす確率はより高まります。しかし「知の探索」は人

これらの要素を備えたリーダーをどうやって育成するのか。

名の講師に毎月登壇いただきます。

その答えの一つが「日経ビジネス経営塾」です。

こす理論です。日本をはじめ世界中の企業でイノベーションの

手や資金が必要なため日本企業の多くは、
「知の探索」を怠り、

研究が進められましたが、その根幹にあるものは実は何十年

目の前の利益のため「知の深化」に注力してしまい、結局は

の経験やノウハウを語ってくださるだけでなく、直接熱い議論

も変わっていません。それは「イノベーションとはすでに世の

イノベーションが枯 渇してしまうので す。これを専 門 用 語

を交わすなど他では絶対にできない貴重な経験を積むことが

中に存在しているがつながっていないアイデアを結びつけるこ

でコンピテンシー・トラップ（competency trap）と言いま

できます。さらにこの塾での講義内容は完全クローズドなので、

と」
だという理論です。いま自分たちが持っている知とまだ持っ

すが、このトラップにかからないようにするには、いまいるフィー

メディアには決して出てこない失敗談や今後のビジョンなど、

践編」に加え、私を含む早稲田大学ビジネススクールの教授

ていない知を結びつけることでイノベーションが生まれるわけ

ルドからできるだけ離れたところに積極的に出向き、ヒントや

熱く、そしてどこまでもリアルな経営者の生の声を聞くことがで

による「理論編」がセットになっていることです。優れた経営

ですが、現状と近いアイデアばかりを探していてもアイデアが

刺激を求めることが重要なのです。

きるのも受講者にとっては大きな財産だと思います。

者の考え方や行動とその意味を裏付ける理論編との相乗効果

枯渇してしまいます。そこで今いる自分の場所からできるだけ
離れたフィールドでアイデアを探す「知の探索（exploration）
」
が重要になってくるのです。そのうえで見つけた利用可能なア
イデ ア を 深 掘りする「 知 の 深 化 （exploitation）
」を図る

経営塾では、日本を代表する経営者たちが目の前で今まで

実際にこれまで、日本電産の永守重信会長兼社長、オリッ

不透明な経営環境下でも意思決定し、実行するか！
そして二つ目は
「リーダーシップの理論」
です。どのようなリー

4 月23日（月）開講

知の往復 早稲田大学ビジネススクールが担当する
「理論編」の二部構成で、知識を定着させ行動につなげる。
さらにユニークなのは経営塾では、経営者トップによる「実

により、実践と理論の「知の往復」を高いレベルで実現して

クスの宮内義彦シニアチェアマン、カルビーの松本晃会長兼

います。次世代の企業を担うリーダー候補の方、これからさら

CEO など、皆さんもご存知のトップリーダーに登壇いただきま

に高みをめざす企業経営者の方など、ビジネスリーダーのご参

した。第 4 期も同様に、様々な業種から日本を代表する全 12

加をお待ちしております。

お申し込みは

http://nkbp.jp/kj1804

