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早稲田大学ビジネススクールは、2015年度の第1期から「日経ビジネス
経営塾」の「理論編」の講義を担当しており、その理由は、当ビジネス
スクール最大の強みでもある「実」「学」ともに圧倒的な水準で、国内最
強の教授陣にあります。

欧米で博士号を取得したり、あるいは国内主要学会で会長を務めた
りするなどの「学術教員」に加え、有名コンサルティング企業でトップを
長年務めるなど、百戦錬磨の経験を誇る「実務家教員」が並び立つこ
とで、他ではありえない「実」「学」バランスのとれた最高水準の講義を
展開しているのです。

2022年度の第8期ではその強みを活かすために、厳選された教授陣
が登壇し、それぞれの専門分野に基づいたテーマで講義を行いま
す。そのテーマも「リーダーシップ」「新規事業創造」「イノベーション」
「グローバル経営」「人材戦略」など、どれもこれからのリーダーが知っ
ておくべき重要なものばかり。

「実践編」で著名経営者が語る重みのある言葉は、「理論編」で当ビジ
ネススクールの教授陣から学ぶ理論的・実践的な知見と重ねてこそ、
深い理解と有用性が増すといえます。実践と理論の「知の往復」が、日
本でこれ以上なく高いレベルで実現できるのです。

2022年度の第8期も同様に、国内最強の教授陣による高水準の講義
を展開いたします。

経営塾第8期 開催にあたって

※上記は第7期の講師陣です。社名、役職等はご登壇当時のものです。
第8期の講師は追ってHP上でお知らせいたします。

https://nkbp.jp/kj2206
詳細、お申し込みは
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予測不可能な時代の経営を
様々な修羅場をくぐり抜けてきた

経営者12名から学ぶ

2022年2月2日（水） 事前説明会（無料）開催予定！

早稲田大学
ビジネススクール 

入山章栄 教授

オンラインでも同時配信第8期 2022年6月より開催決定！



1960年生まれ。83年住友商事入社、2000年に工具の
ネット通販MonotaRO（モノタロウ、当時は住商グレン
ジャー）創業、06年マザーズ、09年東証1部上場。16年
LIXILグループ（現LIXIL）社長兼CEO、18年10月末に解
任されるも19年6月に株主の支持を得て現職に復帰。

LIXIL
社長兼ＣＥＯ 瀬戸欣哉氏

1957年生まれ。西友ストアー長野（現合同会社西友）を経て1993年良品計
画入社。生活雑貨部長として長い間、売上の柱となる生活雑貨を牽引し良品
計画の成長を支える。その後、常務取締役営業本部長として良品計画の構
造改革に取り組む。2008年2月代表取締役社長、2015年5月代表取締役
会長に就任、現在に至る。西友時代より「無印良品」に関わり、一貫して営
業、商品分野を歩み、良品計画グループ全体の企業価値向上に取り組む。

良品計画
会長 金井政明氏

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。

オリックス
シニア・チェアマン 宮内義彦氏

19歳で家業を継承、大山ブロー工業所（現アイリスオーヤ
マ）代表者に就任。グループ国内工場15カ所。1992年アメ
リカ、1996年中国、1998年オランダなどに現地法人を設
立し、現地生産、現地販売で事業を展開。地方から世界で
展開するグローカル企業に成長させ、現在に至る。

アイリスオーヤマ
会長 大山健太郎氏

奈良県出身。京都大学工学部精密工学科を卒業後、伊藤
忠商事入社。繊維機械の営業に携わった後、93年に森精
機製作所入社。取締役、常務、専務を経て、99年より現職。

DMG森精機
社長 森 雅彦 氏

1973年生まれ。1998年に東京大学大学院工学系研究
科を修了後、マッキンゼーに入社。2000年に退社し、オイ
シックスを設立。2013年に東証マザーズに上場。2017年
にはオイシックスと大地を守る会、2018年にらでぃっしゅぼー
やが経営統合し、オイシックス・ラ・大地社長に就任。

オイシックス・ラ・大地
社長 髙島宏平氏

1949年1月兵庫県生まれ。71年東京大学工学部卒業、
73年東京大学大学院工学系研究科産業機械工学修士
課程修了後、東レに入社。米国やフランスで新工場の立ち
上げに携わる。エンジニアリング部門長、水処理・環境事業
本部長などを経て2007年に副社長。10年から現職。

東レ
社長 日覺昭廣 氏

1950年山口県周東町の酒蔵の長男として生まれる。73年松山商科大学
経営学部卒業、西宮酒造（日本盛）入社。76年旭酒造入社。79年石材卸
業・桜井商事設立。1984年旭酒造代表取締役就任。90年「獺祭」発売。
99年地ビールレストランを開店するも三カ月で閉館、杜氏制度を廃止し社
員による酒造りへ。2014年日経BP第13回日本イノベーター大賞優秀賞
受賞、16年第41回 経済界大賞優秀経営者賞受賞、旭酒造会長就任。

旭酒造
会長 桜井博志氏

株式会社サンリオエンターテイメント代表取締役社長。サンリオ
ピューロランド館長。東京出身、東京大学大学院教育学研究科修
士課程修了。1983年（株）サンリオ入社。結婚退社、出産などを経
てサンリオ関連会社にて仕事復帰。2014年サンリオエンターテイ
メント顧問就任、2015年サンリオエンターテイメント取締役就任。
2016年サンリオピューロランド館長就任、2019年6月より現職。

サンリオエンターテイメント
社長 小巻亜矢氏

神奈川県出身。1988年、早稲田大学政治経済学部を卒
業後、日本債券信用銀行（現あおぞら銀行）に入行。2000
年にドイツ証券入社。04年、ロイヤルホールディングス入社。
10年3月、社長に就任。16年3月から会長（兼）CEO。19年
3月より現職。

ロイヤルHD
会長 菊地唯夫氏

1959年宮城県生まれ。東京大学薬学部卒業後、同社に
入社。87年米国ニューヨークオフィス駐在。91年に帰国し
開発渉外部に配属されるが、94～97年カプセル会社への
出向で再び米国駐在。帰国後は秘書室長となりIRも担当。
経営企画部長、医薬研究開発本部長を経て、2008年4月
から現職。

塩野義製薬
社長 手代木 功氏

1960年長野県軽井沢生まれ。慶應義塾大学経済学部を卒
業後、米国コーネル大学ホテル経営大学院修士を修了。帰国
後、91年に先代の跡を継いで星野温泉旅館（現星野リゾート）
代表に就任。以後、経営破綻したリゾートホテルや温泉旅館の
再生に取り組みつつ、「星のや」「界」「リゾナーレ」「OMO（お
も）」「BEB（ベブ）」などの施設を運営する“リゾートの革命児”。

星野リゾート
代表 星野佳路氏

予測不可能な時代の経営を、著名経営者による「実践編」と「理論編」、「実」と「学」の両面から立体的に学ぶ

日本を代表する12名の著名経営者から
直接指導を受けられる！

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」だからこそ提供できる充実したプログラムです。

「日経ビジネス経営塾」だから提供できる！
深く学べる５つの特長

感染症対策について

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！

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・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え、最
先端のマネジメント理論を学ぶことで、次世代リーダーにふさわしい「ビジネスを考え抜く力」を身
につけていただく狙いです。全体での議論やグループワークなども実施します。

3

少数精鋭の同志と１年を通じて学べる！

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、全12回にわたって共に学べます。

4

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。1年間
のプログラムを終えて“卒業”した後も、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
待できます。

5

著名経営者と双方向の議論ができる！

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
もその場で解消できます。

2

◉オンラインでの配信
◉アルコール消毒液設置、入室前の除菌ご協力依頼
◉検温へのご協力依頼
◉受講時のマスク着用
◉運営スタッフのマスク着用、必要に応じて手袋着用
◉机、椅子、ドアノブなど講座前後の消毒

◉マイクの都度消毒
◉受講生間の距離を確保
◉受講生間のアクリル板設置
◉講師と受講生の距離確保
◉演台用アクリル板設置
◉定期的な換気

「日経ビジネス経営塾」の開催におきましては、受講者の皆様、講師、関係者の安全を守る
ため、下記の対策を実施し運営させていただきます。受講いただいた際には一部ご不便を
おかけしますが、コロナウイルス感染防止のため、何卒ご協力をお願いいたします。

第1期～7期 受講生レポート

※下記は第7期の講師陣です。社名、役職等はご登壇当時のものです。第8期の講師は追ってHP上でお知らせいたします。

早稲田大学ビジネススクール教授陣が登壇 約150分

※上記は第7期の講師陣です。第8期の講師は追ってHP上でお知らせいたします。

内田和成 教授
「経営とは」

入山章栄 教授 杉田浩章 教授

「イノベーション」
「DX（デジタル・トランスフォーメーション）」
「企業ガバナンスとSDGs経営」

「トランス
 フォーメーション戦略」

池上重輔 教授
「グローバル経営」

西山茂 教授 村瀬俊朗 准教授
「経営者にとっての会計」

「経営リーダーにとっての
 チーム作り」

長内厚 教授
「技術経営」

川上智子 教授 平野正雄 教授

「マーケティング戦略」 
「新規事業創造」 「リーダーシップ」

理論編

実践編 超一流経営者から直接学ぶ 約90分 1
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