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第4期 5月8日開講！
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　リーダーには、ビジョンを示し、それを戦略に落とし込み、人を巻き込んで、自ら先頭

に立つことが求められます。そして、テクノロジーが急速に進化し、グローバルに変化が

同時進行する今日、方向を示していくためには継続的な学習が強く求められます。

また、変化する環境にあって、しっかりと人や組織をリードするためには、確固とした

価値観や軸、そして自分を駆り立てる「原動力」を持つことが必要です。

　日本の企業でもダイバーシティの必要性のもと、グローバルに見るとまだまだ見劣り

するものの、管理職に占める女性の比率は上がってきました。しかしながら、欧米企業

では女性をC-Suites(CXO)に配置することが、ダイバーシティを経営に生かすための

課題になっています。優秀な人を活用し、企業に活力をうみ、生産性を高め、健全な経営

をしていくためには、日本の企業も女性がさらに高いポジションで活躍できるように

育成しなければなりません。そして、女性たち自身にもその意欲と意思をしっかりと

持ってもらう必要があります。

　私自身このような思いを持っていましたところ、日本経済新聞社の方々から同じ趣旨

で強い要請を受け、2017年11月に本講座を開講、好評をいただき、この度、第４期を

開催することになりました。これからのリーダーが経営を担うために特に必要な分野と

して、「リーダーシップ」「メガトレンド」「会計・財務」「イノベーション」「企業価値と経営戦

略」を取り上げ、５回に分けてそれぞれのテーマの学びの場を設けます。私から講義を

させていただいた後、各テーマについて深い見識を持ったビジネスリーダーの方を

お招きし、ご経験やお考えを伺い、議論していくという形式をとることにしています。

皆さんと一緒に学べることを楽しみにしています。

八木洋介氏　株式会社people first  代表取締役

八木式 知的リーダーシップ塾

塾長 八木 洋介

八木塾長が今、伝えたいこと

京都大学経済学部卒業、1980年日本鋼管（現JFEスチール）に入社。92年マサ
チューセッツ工科大学スローン経営大学院で経営学修士（MBA）を取得。99年より
ゼネラル・エレクトリック（GE）において日本およびアジアの人事責任者を歴任。
2012年よりLIXILグループ執行役副社長（人事・総務担当）。グローバル化の推進、
全世代を対象としたリーダーシップ研修の立ち上げ、女性活躍などを多角的に推進
した。17年1月people firstを設立し、代表取締役に就任。㈱ICMG取締役。著書に
『戦略人事のビジョン 制度で縛るな、ストーリーを語れ』（光文社新書、共著）がある。

Message
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1978年ハーバード大学大学院教育学修士、87年スタンフォー
ド大学大学院経営学修士取得。ベイン・アンド・カンパニーのコ
ンサルタントを経て91年コーン・フェリー・インターナショナル
入社。日本支社社長、会長を経て、2010年にG&S Global 
Advisors Inc.設立。その間、米国本社取締役を12年間兼務。
01年より花王、ソニー等日本企業11社の社外取締役を歴任。
日本取締役協会幹事。03年より経済同友会幹事。11年より
15年は副代表幹事を務める。人財のグローバル化及び企業統
治促進を中心に活動中。内閣府、文部科学省、経済産業省で部
会委員等を歴任。人財・キャリア開発に関する執筆・講演多数。

大阪大学経済学部卒業後、1972年伊藤忠商事に入社。情報機器部
門担当、情報機器の国内販売、輸出担当等を経て、80年よりロサンゼ
ルス駐在員。85年リコーの米国法人RICOH CORP副社長就任。94年
IBM関連会社のレックスマーク代表取締役社長就任、年商5億を2年
で10倍に伸ばし、本社をNYSEに上場させる。96年ハイパーマーケ
ティング起業・設立。その後もイノマイクロ常務取締役COO、グラ
フィック代表取締役社長、船井電機取締役、FUNAI USA・会長、
FUNAI EUROPE（ドイツ）会長、TBグループ社外取締役、㈱TOWA
取締役、JCSSA（コンピュータシステム販売店協会）理事等を歴任。
CTC、レックスマーク、イノテック、船井電機など、多くの上場に携わる。

公認会計士として監査法人トーマツ勤務後、米国でMBAを
取得。外資系証券会社の投資銀行部門を経て、2004年に
日本コカ・コーラに入社。2011年に東京コカ・コーラボトリン
グ㈱（現コカ・コーラ ボトラーズジャパン㈱）の取締役兼CFO
としてファイナンス全般を統括した。日本のコカ・コーラビジ
ネスにおいて、日本人女性として初めての取締役として活躍。
2019年2月より現職。コカ・コーラ ボトラーズジャパンは売上
高で世界3位、アジア最大のコカ・コーラボトラーであり、東
京証券取引所一部に上場している。既婚。二児の母。

メガトレンド
2019年6月13日（木）
ゲスト講師

谷　正行（たに まさゆき）氏
株式会社ハイパーマーケティング  代表取締役

慶應義塾大学経済学部卒業、同大学院経済学研究科修士課
程修了。三菱総合研究所で主に自動車メーカーや国内外政府
機関へのコンサルティング業務に従事した後、2008年に
米ピッツバーグ大学経営大学院よりPh.D.を取得。同年より
米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助
教授。13年より現職。「Strategic Management Journal」
をはじめ国際的な主要経営学術誌に論文を発表している。
著書に「世界の経営学者はいま何を考えているのか」「ビジネ
ススクールでは学べない 世界最先端の経営学」他。

1980年京都大学大学院工学研究科修士課程修了後、日本専売公社
（現JT）入社。89年に渡米し、抗HIV薬Viraceptの開発等、米国製薬・
バイオベンチャーとの数々の共同研究開発提携案件を発掘、推進。
96年、JT本社にて全社経営企画・財務戦略を担当後、取締役執行役
員財務責任者（CFO）を経て、日本、中国以外のたばこ事業の世界本
社であるJT International S.A．にて2007年 英国ギャラハー社買収・
統合を指揮。11年、代表取締役副社長。18年３月よりアサヒグループ
ホールディングス社外取締役。18年6月より三菱UFJフィナンシャル
グループ社外取締役。18年6月より㈱エクサウィザーズ社外取締役。

会計・財務
2019年7月3日（水）
ゲスト講師

青山 朝子（あおやま あさこ）氏
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社
理事 事業開発統括部長

イノベーション
2019年7月24日（水）
ゲスト講師

入山 章栄（いりやま あきえ）氏
早稲田大学大学院  早稲田大学ビジネススクール准教授

企業価値と経営戦略
2019年8月7日（水）
ゲスト講師

新貝 康司（しんがい やすし）氏
元 日本たばこ産業株式会社  代表取締役副社長

ゲスト講師プロフィール

リーダーシップ
2019年5月8日（水）
ゲスト講師

橘・フクシマ・咲江（たちばな・ふくしま・さきえ）氏
G&S Global Advisors Inc.  代表取締役
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伝える力実践力

継続学習

VISION
構築力

戦略
展開力リーダーシップ

インテリジェンス

会計
財務

イノベー
ション

企業価値と
経営戦略

リーダー
シップ

メガ
トレンド経営

リテラシー

最善の
判断ができる
リーダー

八木式のリーダーシップインテリジェンスと
各分野のスペシャリストから学ぶ経営リテラシーをかけあわせ、
自分の軸をもって最善の判断を下せるリーダーへ。

八木式知的リーダーシップとは

受講者の声
日本人のハイブリッドのグローバル・リーダーが不足しているという指摘から、自分に足りないものが見えました。また、
経営者目線で全体像を見ることで、自分の位置を考えてみなくてはと気づきました。

リアルタイムの世界情勢を材料にメガトレンド、変化潮流などについて伺うことができ、視点が整理されました。予測不能、
スピード感のある変化にどう対応していくかは、自分自身、企業、共通の課題と捉えました。

自分自身に向き合うのは、苦しいことだなと正直思いました。でもそれこそが覚悟。この覚悟を持てたことが財産です。

時間を忘れるほど、いまの自分にはもったいないくらいの講師、先生の講義を受けさせていただきました。グローバル、
時事、企業を超えた視野と多様な視点を自分でも身につけていきます。

参加者同士がいろいろと交わる工夫をいただきありがとうございます。通常あまり外部の方とのネットワーキングの機会
がありませんので、大変貴重に思います。

自分はまだ古い価値観にいると反省。変わります！ 新しくなります！
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1
特徴 リーダーシップ・ジャーニーのスタートが切れる

リーダーシップの旅とは自分を成長させる旅であり、終わりはありません。人や組織を引っ
張れるリーダーは、まず自分自身をリードできる人です。このLeading“self”から始まり
Leading a teamにつなげていく旅のスタートを切るのは「今」。早すぎることも遅すぎること
もありません。既にスタートをしている皆さんもご参加ください。リーダーシップ・ジャー
ニーの真髄は、「学び続けること」です。

3
特徴 自分のリーダーシップに気付ける

リーダーとして最善の意思決定を行うためには、自分の「軸」をもつことが必要です。本講座
では、塾長やゲスト講師の講義に加え、副読本やグループワークをとおして、自分の「軸」を
もってもらいます。グループディスカッションでは、業種も職種も
異なる仲間の多様な視点や自分とは異なる考え方に触れ、お互
いをフィードバックすることで視野が広がり、触発され、リーダー
としての学びを継続するモチベーションも高まります。
（右の写真は受講者全員にお配りしている手帳です。）

マネジメント知識が学べる

4
特徴

リーダーに欠かせない経営リテラシーの中から、５つのエッセンス「リーダーシップ」「メガ
トレンド」「会計・財務」「イノベーション」「企業価値と経営戦略」を取り上げました。いずれも、
これから起こる「ビジネス課題」に対して新たな価値を生み出す最善判断を行う際に必須の
役立つ知識です。講師が語る実際のエピソード等とリンクしていくため、よりリアルに捉える
ことができ、身につけることができます。

女性リーダー同士のネットワークができる

5
特徴

マネジメント層に限ると、企業内で同じ立場は男性ばかりということも珍しくないのではと
思います。本講座は同じ課題を持つ女性同士が本音で語り合い、一緒に問題を解決し合える、
今後につながるネットワークづくりができます。初回と最終回の終了後には、塾長も参加する
懇親会を予定しています。

一流講師陣から学び、双方向で議論できる

2
特徴

講座全体の監修者でもある八木塾長のほか、毎回、各分野で実績と深い見識を持つスペ
シャリストが登壇いたします。各講師は各分野の知識だけでなく、リーダーとして必要な
視点やマインドセットについても講義くださいます。インプットだけにならないよう質疑
応答時間を多くとっています。日本を代表する経験豊かなリーダーである講師の方々に、
日頃の疑問や自分らしい質問を投げかけてみてください。

八木式知的リーダーシップとは
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ねらい

※プログラム内容は都合により変更になる場合がございます。

※第1回と
　第5回のみ

講座の流れ

リーダーシップ 2019年5月8日（水） ※キックオフ懇親会を含む
第1回 「デジタル＋α」時代である21世紀のリーダーシップについて考えます。本物のリーダーシップとは

どのようなものか、求められる資質や能力は何か、周囲から何を期待されているのか、自分の価値
観や判断基準、軸がどこにあるのか、そしてそれらに気づき深めていくためにこれから何を実践し、
身につけていけばよいのかを学びます。

ゲスト講師の橘・フクシマ・咲江氏は、自ら社長を務めるとともに、上場企業の社外取締役を歴任し、
多くのリーダーを見てこられました。優れたリーダーはいかに育つか、優れたリーダーの条件につい
て講義いただきます。

橘・フクシマ・咲江 氏
G&S Global Advisors Inc.  代表取締役

ゲスト講師

メガトレンド 2019年6月13日（木）
第2回 優れたリーダーには物事を予測する力が必要です。AI、ポストヒューマン、シンギュラリティー・・・等、

テクノロジーの進歩で、過去何百年の間に起こった全ての変化を次のたった5分の変化が凌駕する
という時代が到来します。人口動態の変化、世界経済の変化、パワーバランスの変化、そして技術
革新などによって、これから世界はどう変革を遂げていくのか、それが経営にどう反映されるのか、
を考えます。

ゲスト講師の谷正行氏は、社会の巨大な潮流の先を読み、日米欧の企業を経営者としてリードされて
きました。磨きぬかれた将来予測は、皆さん自身でメガトレンドを考えるきっかけとなるでしょう。

谷　正行 氏
株式会社ハイパーマーケティング  代表取締役

ゲスト講師

八木塾長から ゲスト講師から 八木塾長から
懇親会

Leading “self ”,Leading a team
自分の軸をもって人と組織をリードするためには、
まず自分自身をリードし、学び続けることが必要です。

●講義
●グループディスカッション

●講義
●Q&A

●ラップアップ
●ふりかえり
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ねらい

企業価値と経営戦略 2019年8月7日（水） ※修了懇親会を含む
第5回 企業価値とは何か、企業価値を上げることの意味は何なのか、企業価値を上げるためにはどのような

戦略が必要なのか等をふまえ、経営における投資判断やM&Aに関する基本知識を学びます。また
ケーススタディを用いて、それらの選択にどのような意義があったのか、価値創造に貢献したのかに
ついても考えます。

ゲスト講師は、JTの経営の中心で、「ミスターM&A」「JTの頭脳」と呼ばれるほど企業に対する目利
き力を発揮されてこられた新貝康司氏です。JTに企業価値向上をもたらした、これまでの数多の
チャレンジや、日米欧での豊かなご経験から学びます。

新貝 康司 氏
元 日本たばこ産業株式会社  代表取締役副社長

ゲスト講師

ねらい

イノベーション 2019年7月24日（水）
第4回 新しい価値を生み出せない企業は勝つことができません。「勝ち」を定義し「勝ち」にこだわる「八木式 

知的リーダーシップ」では、「知の新結合」をイノベーションの源泉と捉えます。日本企業の課題は
何か、イノベーションを起こす力はどこから生まれるのか、リーダーとして挑戦すべきこと、多様性の
本質などについて考えます。

ゲスト講師の入山章栄氏は、経営学の最前線で研究をされ、イノベーション分野においてもビジネス
リーダーたちに強い影響力を及ぼしています。「既存知と既存知の新しい組み合わせ」「知の探索」を
キーワードに、鋭く切り込みます。

入山 章栄 氏
早稲田大学大学院  早稲田大学ビジネススクール准教授

ゲスト講師

青山 朝子 氏
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社  理事 事業開発統括部長

ゲスト講師

会計・財務 2019年7月3日（水）
第3回 最善の意思決定を行うためには、経営状況を分析し、正しく理解しなければなりません。世界基準に

合わせた透明性の高い企業活動が一層求められる中、正しい経営判断に必須とされる、経営視点の
会計・財務の基本知識を学びます。欧米では経理財務の出身者以外も活躍しているCFO（Chief 
Financial Officer、最高財務責任者）の役割についても学びます。

ゲスト講師は、監査法人や証券会社を経て、現在、日本のコカ・コーラビジネスを推進されている青山
朝子氏です。財務本部や経営戦略本部を担当され、CFOとして活躍されたご経験、ご自身のキャリア
ステップやリーダーシップについても、お話いただきます。

Leading “self ”,Leading a team
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 開催概要
開講日程：2019年5月8日（水）～8月7日（水）　全5回
　　　　　第１回  5月 8 日（水） 13：00～20：00 ※
　　　　　第2回  6月13日（木） 13：00～18：00
　　　　　第3回  7月 3 日（水） 13：00～18：00
　　　　　第4回  7月24日（水） 13：00～18：00
　　　　　第5回  8月 7 日（水） 13：00～20：00 ※
　　　　　※第1回と第5回は懇親会を含みます。

会　　場：AP東京丸の内(東京・丸の内)など

主　　催：日経ビジネススクール（日本経済新聞社）

定　　員：40名
　　　　　　　※最小催行人数 30名
　　　　　　　※応募に際しご記入いただく参加動機等を基に選考の上、
　　　　　　　　開講5営業日前までに結果をお知らせします。

参 加 料：400,000円（消費税別）
　　　　　※受講者全員に、副読本、手帳、懇親会参加の機会をご用意しております。

 受講対象
これからの事業や経営を担う部課長クラス、およびその候補者の女性 

 受講お申し込み 
「日経ビジネススクール」のウエブサイトからお受けしています

https://school.nikkei.co.jp/special/wils/
※日経IDと日経ビジネススクール（ともに登録無料）への会員登録が必要です。

 お問い合わせ先
日経ビジネススクール 
八木式知的リーダーシップ塾 事務局
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-6-10 笠原ビル7F （株）日経イベント・プロ内
TEL：03-6812-8693　FAX：03-6812-8649 （9:30-17:30 土日祝日を除く）
E-mail ： wils@nex.nikkei.co.jp

第4期

お申し込み締め切り
4月18日（木）


