
自由かつ活発に議論できる“場”をコーディネートし、 

新たなマネジメントのあり方を参加者自らが創造を誘発―即ち創発しながら、 

新しい時代に必要な経営力を身につける 

 

若き日に異業種交流会で出会い、意気投合した 

“ワーク・ライフ・バランスのカリスマ”佐々木常夫と 

元花王株式会社 取締役人事部門統括の北原正敏が、 

長年理想として思い描いてきた経営塾を立ち上げました 

 

鋭い経営感覚を磨き、次代のリーダーを目指す“志”のある方へお届けします 

２０１７年７月１８日（火） 開講予定 

第 16 期 

株式会社東レ経営研究所 

塾長 佐々木常夫 主査 北原正敏 



企業を取り巻く環境が大きく変化する今、 

次世代の経営者に求められる資質とは、 

溢れる情報のなかで、適切な情報をすばやく 

入手し、その変化の真髄を見抜く洞察力と 

自分の役割をやり抜く果敢な実行力、さらには 

胆力を兼ね備えた経営マインドです。  

しかし、そのような力は日々の業務遂行の 

なかで、自律的に育むのは難しく、また一般の 

受身的な研修でも掴み難いのが現状です。 

 

各回、現実に直面している経営に関するさまざまな 

ホットイシューを題材に、専門のゲストをお迎えし、 

ゲストとの双方向の議論、受講者同士の創発の中で、 

実践で役立てるための経営感覚を磨いていただきます。 

－実践的知的交流の場－ 
 一流ゲストによる最新情報の提供と 問題提起から、メンバー全員でのディスカッション 

－知の交換の場－ 
 参加メンバーの経験、知見を互いに提供しあい、それを掘り下げ、次元を高めた共有体験をしつつ、 
 経営感覚を磨く 

受講しやすいよう、平日の夕方に、交通至便の都内会議室にて開催致します。 

①次世代の経営を担う人材 

②部門でイニシアチブが取れ、新しい経営課題に関心がある人材 

③当塾を通じて他社の同レベルの方との人脈を構築したい方 

研究会のコンセプト 

特 徴 

対 象 層 

株式会社東レ経営研究所 特別研究員 北原正敏 

略歴 花王(株)取締役人事部門統括兼人事部長、広報部長、消費者交流部門統括を経て 

   ２００４年法政大学大学院政策創造研究科教授。現(株)東レ経営研究所特別研究員。 

   一般社団法人・すこやか食育エコワーク顧問。東京消防学校・特別講師。 

主 査 

塾  長  
 株式会社佐々木常夫マネージメント・リサーチ 代表取締役 佐々木常夫 

略歴 東レ(株)取締役経営企画室長を経て２００３年㈱東レ経営研究所社長に就任、特別顧問を経て、 

   ２０１３年独立。経団連理事、政府審議会の委員、大阪大学客員教授などの公職も歴任。 

   著書に「ビッグツリー」「部下を定時に帰す仕事術」「働く君に贈る２５の言葉」など。  

    

（元 株式会社東レ経営研究所 代表取締役社長） 

ＴＫＯ 代表 加藤 哲夫 

副主査 

略歴 １９７９年ソニー(株)入社、ソニーEMCS(株)Common Engineering Platform部門長、 
   ソニー(株)生産戦略本部Senior General Managerを経て、２００６年ソニーエンジニアリング(株) 
   代表取締役社長に就任、２０１５年１０月退任。 
   国立琉球大学工学部非常勤講師。(株)東レ経営研究所特別研究員。  



※日程・講師は、都合により変更になる可能性があります。 

回 日程 テーマ 内 容 ゲスト（敬称略）  

第
１
回 

7/18  

(火) 
基調講座 

経営感覚を磨こう 

   ～戦略思考・組織と人の活性化・リーダーシップ開発～ 

㈱東レ経営研究所 

 特別研究員 北原 正敏 

第
２
回 

【合宿】 

8/4(金)

～ 

8/5(土) 

「アクションラーニング」に触れる 

   ～「質問会議®」体験セッション～ 

㈱東レ経営研究所 

 人材開発部長 小西 明子 

経営戦略 

 

手本無き時代を読む 

     －問題分析の基本的枠組み－ 

慶応義塾大学 大学院 

 経営管理研究科 

  特任教授 住田  潮 

補 

8/24 

(木) 
OB講演 マーケティング手法を用いた新事業・新製品分析 

ものつくり大学 

 建設学科 

  教授 大垣 賀津雄 

第
３
回 

9/6 

(水) 

事業創造 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 
事業創造の掟 

TKO 代表 加藤 哲夫 

 (元ｿﾆｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 

     代表取締役社長） 

第
４
回 

9/20 

(水) 
CSR CSRとイノベーション 

㈱東レ経営研究所 

 特別研究員 北原 正敏 

第
５
回 

10/11 

(水) 
経済動向 

企業を取り巻く環境変化 

     －新たな競争の構図と産業の新潮流 

㈱東レ経営研究所 

 産業経済調査部門長 

  増田 貴司 

第
６
回 

10/26 

(木) 
古典に学ぶ 現代社会に生きる論語の精神 

安岡定子事務所 

 安岡 定子 

第
７
回 

11/8 

(水) 

人事・ 

雇用管理 
変化の中の日本型雇用 ～何を残し、何を変えるか～ 

㈱日本総合研究所 

 調査部長 山田 久 

第
８
回 

11/22 

(水) 

ワークライフ 

バランス 
個人も企業も成長するワークライフバランス 

㈱佐々木常夫 

 マネージメント・リサーチ 

 代表取締役 佐々木 常夫 

開催期間：２０１７年７月  日～２０１７年１１月２２日 

     全９回（合宿・夏期補講 各１回含） 

 

場所：通常例会／東レ東京本社 会議室          

   合宿／東レ総合研修センター（三島） 

 

時間：通常例会／１５：００～１９：００    

ゲストからの講演と問題提起 

会の進行 

１５：００ １６：００ １７：００ １８：００ １９：００ 

ゲストへの 

質疑応答 

ゲスト・主査を交えての 

グループディスカッション 
全体討議 

懇親会 

（自由参加） 

第16期の日程･テーマ（予定） 

2017/2/3現在 



IHI運搬機械㈱ 伊藤忠都市開発㈱ 伊藤忠アーバンコミュニティ㈱ ㈱NTTデータ ㈱MCデータプラス 

川崎重工業㈱ グリーンライフ東日本㈱ ザ・パック㈱ サガミチェーン㈱ サッポロビール㈱  

㈱ジェイテクト ソニー㈱ ソニーエンジニアリング㈱ 大日本印刷㈱ ㈱竹中工務店 中部電力㈱  

蝶理㈱ 東京電力㈱ 東芝ファイナンス㈱ 東芝三菱電機産業システム㈱ 東レ㈱  

東レインターナショナル㈱ 東レエンジニアリング㈱ ㈱東レシステムセンター 東レ・メディカル㈱  

㈱東レリサーチセンター 西松建設㈱ ㈱日本政策金融公庫 日本たばこ産業㈱ 日本通運㈱  

日本ユニシス㈱ パナソニックSN九州㈱ 富士重工業㈱ 古河電気工業㈱  

㈱古河電工アドバンストエンジニアリング ㈱三井住友銀行 三井製糖㈱ 三井丌動産㈱ 三菱商事㈱  

三菱重工業㈱ 持田製薬㈱ 郵便局㈱                   

                                       （５０音順敬称略） 

受講者アンケートより抜粋 

  株式会社東レ経営研究所 人材開発部 内藤 
     〒101-0041 千代田区神田須田町2-5-2 須田町佐志田ビル3階 

      TEL：03-3526-2916  FAX：03-3526-2938 

      E-Mail：Yoko_Naito@tbr.toray.co.jp         

ご丌明な点は、お気軽に下記事務局までお問い合わせ下さい。 
お申し込みは、申込み用紙に必要事項をご記入の上、下記宛FAXまたはＥメールにてお送り下さい。 

税抜 371,500円 （税込 401,220円）  

 ※第1～1５期にご参加いただいている場合は 税抜 3５１,５00円（税込3７９,620円）となります。 
 ※第２回（ 8/4～８/5）の合宿参加費用を含みます。（交通費はご負担下さい） 

20170310 

参加者の声 

最近のご参加企業 

ご参加費用 

お申込み･お問合せ 

・主査によるまとめの時間が大変参考になりました。各回ごと一見ばらばらなテーマですが、北原主査
のまとめにより有機的なつながりが感じられ、それらの端緒を垣間見ただけであることを認識できま
した。多くの参考図書の紹介もありがたかったです。 

・講義の内容もさることながら、同じ年代の同じ境遇の仲間と会することにより、刺激を受けたのが一
番だと思います。やはり、会社の他の同僚が経験しなかったことを自分だけが経験できたという意識
があり、絶対に頑張ってやろうという気になりました。 

・幅広い分野を見識ある講師からいろいろと教わりました。書籍から読みとり感じることと実際にお話
を直にうかがえることは大きく異なり、自分の中に吸収できるスピードも違いました。また、グルー
プ討議に関しても議題によって白熱したり共感したり、異業種の方々とさまざまな意見交換ができた
ことが本当に良かったです。よい思い出にならないように強く受けとめていきたいと考えます。 

・さまざまな角度からテーマを選定いただき、未知な多くのことを勉強できたことは非常に有意義でし
た。あわせてリーダーとは知識もさることながら、人間としてその根底にある人間力が大切であるこ
とを改めて考えさせられました。以上を踏まえ、志を高く強い精神で日々過ごせればと思います。 

・経営には熱意（強い意志）と実践が丌可欠だということを再認識できました。特に、揺るぎない信念
の大切さを学びました。今回の講義で学んだことを自分なりに咀嚼し、日々の業務の中に取り入れて
いくつもりです。組織の動かし方を学ぶことをテーマとしていたので、経営を学ぶ中で、様々なヒン
トを得たと感じています。 

募集締切：201７年６月下旬（定員20名）※定員になり次第、締め切らせていただきます。  


