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東洋学園大学（学校法人東洋学園 本部：文京区本郷 理事長：江澤雄一）の現代経営学部と大学院

現代経営研究科の共催で「現代経営研究会 第 7期（2014年度）」を開催。今期はオリンパス、日産自

動車、ブリヂストン、新日鐵住金、東芝などから現役の経営陣を講師に招き、9月 24日（水）から全 6

回開催予定です。研究会は一般の方の参加も歓迎しており、各回とも予約不要・聴講無料（懇親会参加

費 500円）です。 

 

 

「現代経営研究会」は、企業の皆様と本学教員との相互研鑽と交流を通じて現代の経営諸課題につい

て研究し、生きた経営ノウハウを蓄積したいという意図で、2008年の東洋学園大学大学院現代経営研究

科の創設と同時に発足しました。以来、経営学界・実業界から講師陣を招き、地域企業などの経営者と

の討議の場をつくることを目的に、毎年開催。第 3期（2010年度）からはより広く一般の方々にご参加

いただくため、公開型の研究会となりました。2012 年度からは東洋学園大学現代経営学部との共催とな

り、毎年後期（9月～）に全 6回の講義を実施。今年度が第 7期となります。 

今年度は下記の講師陣の招聘を予定しています。日時等詳細はリリース末尾の概要をご確認ください。 

 

第 1回：オリンパス株式会社 代表取締役社長執行役員 笹 宏行氏 

第 2回：公益財団法人 21 世紀職業財団 会長 岩田 喜美枝氏  

第 3回：日産自動車株式会社 代表取締役副会長 志賀 俊之氏 

第 4回：株式会社ブリヂストン 代表取締役 CEO兼取締役会長 津谷 正明氏 

第 5回：新日鐵住金株式会社 代表取締役副社長 太田 克彦氏 

第 6回：株式会社東芝 代表執行役副社長 深串 方彦氏 

 

過去には、トヨタ自動車株式会社代表取締役会長の張富士夫氏、株式会社資生堂代表取締役会長の前

田新造氏、ヤフー株式会社代表取締役社長の宮坂学氏（各講師の肩書きは講演当時のもの）をはじめと

する各業界の第一線で活躍された経験を持つ講師陣を招聘。講演の後には講師を交えた懇親会も開催し、

講師に直接質問することができる機会として好評をいただいています。 

 

 

現代経営研究会は広く一般の方々や他大学の学生や大学院生にも開放されており、毎回多くの方々に

ご参加いただいています。2012 年からは、一般の方々でも科目等履修生として登録の上、シラバスに沿

った課題を提出することで大学院の単位として認められるようになりました。 

講師は著名企業の経営陣。東洋学園大学・大学院

共催の「現代経営研究会」が 9月よりスタート 

 

著名な講師陣による講演と討議を通じ、生きた経営ノウハウを蓄積する研究会 

予約不要、聴講無料で地域企業の経営者ら一般参加者も多数。科目等履修生の単位認定も 



また、主に企業の方々を対象に、年会費 3,000円（配布資料、懇親会の食事代等含む）の「年間会員」

も募集しています。年間会員となった企業は、1年間の研究会（懇親会含む）に一社から何名でも無料

でご参加いただけるほか、懇親会での企業紹介や自社 PRなど、会員企業同士のネットワーク作りに役

立つ機会をご用意します。 

 

 

【年間テーマ】ダイバーシティマネジメント 

【時間】講演の部：18:00～19:30 懇親会：19:30～ 

【場所】東洋学園大学 東京・本郷キャンパス 1号館 2階 フェニックスホール 

【受講料】一般の方の懇親会参加費：500円（講演のみの聴講は無料） 

【受付】予約不要。当日、直接会場へお越しください。 

【日時・演題・講師】 

第 1 回：9 月 24日（水） 

演題：内視鏡事業とリスクマネージメント 

講師：オリンパス株式会社 代表取締役社長執行役員 笹 宏行氏 

第 2 回：10 月 8日（水） 

演題：経営戦略としてのダイバーシティマネジメント 

講師：公益財団法人 21世紀職業財団 会長 岩田 喜美枝氏  

第 3 回：10 月 29日（水） 

演題：グローバル競争に勝つ人づくり、ダイバーシティが競争力の源泉 

講師：日産自動車株式会社 代表取締役副会長 志賀 俊之氏 

第 4 回：11 月 26日（水） 

演題：「真のグローバル企業」に向けたブリヂストンの経営改革 

講師：株式会社ブリヂストン 代表取締役 CEO兼取締役会長 津谷 正明氏 

第 5 回：12 月 3日（水） 

演題：再び、グローバル No.1の製鉄会社を目指して 

講師：新日鐵住金株式会社 代表取締役副社長 太田 克彦氏 

第 6 回：2015 年 1月 21日（水） 

 演題：ノートブック PCの歴史 

講師：株式会社東芝 代表執行役副社長 深串 方彦氏 

 

※上記は 2014年 9月現在の予定です。開催時間、講演内容等は変更となる場合があります。 

 

【Webサイト】http://www.tyg-business.jp/ 

 

 

 

 

＊本件に関するお問い合わせ先＊ 東洋学園大学 広報室 （担当：大内・大橋） 

電話 03-3811-1783 FAX03-3811-5176 e-mail:koho@of.tyg.jp  http://www.tyg.jp 

現代経営研究会 第 7期（2014年度） 開催概要 



【資料】 

東洋学園大学 現代経営研究会 -第 1期から第 6期までの講演記録 

 

※講師の肩書は講演当時のものです。 

※第 3期以降の講演詳細は現代経営研究会のホームページ上に PDFとして掲載しております。また、活

動報告書（小冊子）もご用意しておりますので、詳しくはお問合せください。

http://www.tyg-business.jp/ 

 

■第 1期 活動一覧 (2008 年 9月 24日～2009年 2月 18日) 

2008年 

9 月 24 日（水） 

講師：東京大学大学院経済学研究科 准教授 天野 倫文氏  

演題：日系多国籍企業の戦略と課題 

10 月 24日（金） 講師：ヒューマンウエア・コンサルティング株式会社 代表取締役 渡辺 昇氏 

演題：儲かる仕組みづくり -日本経営品質賞手法による経営改革- 

11 月 21日（金） 講師：日産自動車株式会社 最高執行責任者（COO） 志賀 俊之氏 

演題：日産自動車の再生と挑戦 

11 月 26日（水） 講師：アサヒビール株式会社 常務取締役 泉谷 直木氏 

演題：アサヒビールにおける組織・風土改革・意識改革 

12 月 19日（金） 講師：長岡大学 学長 原 陽一郎氏 

演題：地域企業と大学の連携 

2009年 

1 月 21 日（水） 

講師：東京大学大学院経済学研究科 教授 藤本 隆宏氏 

演題：中小企業とものづくり 

2 月 18 日（水） 講師：東京大学大学院経済学研究科 准教授 新宅 純二郎氏 

演題：中小企業を中心としたアジア諸国のイノベーション 

 

■ 第 2期 活動一覧 (2009 年 9月 29日～2010年 2月 25日) 

2009年 

9 月 29 日（火） 

講師：駿河台大学経済学部・同大学院経済学研究科 教授 水尾 順一氏  

演題：企業ブランド基礎としての CSR 

10 月 29日（木） 講師：株式会社パナ・ケミカル 専務取締役 犬飼 健太郎氏  

演題：パナ・ケミカルのリサイクルビジネス 

11 月 20日（金） 講師：ハーレーダビッドソン ジャパン株式会社 元代表取締役社長 奥井 俊史氏  

演題：顧客満足を提供できるビジネスモデル 

12 月 14日（月） 講師：早稲田大学ビジネススクール 教授 内田 和成氏 

演題：異業種格闘の時代 

2010年 

1 月 27 日（水） 

講師：株式会社博報堂 MD統括局長 渋谷 道紀氏 

演題：博報堂のマーケティング戦略 

2 月 25 日（木） 講師：株式会社三菱自動車フットボールクラブ 代表取締役社長 橋本 光夫氏 

演題：地域密着のスポーツマーケティング 

 

【特別講演】  

10 月 27日（火） 講師：株式会社 FUJIMAKI JAPAN 代表取締役、学校法人東洋学園 評議員 

藤巻 健史氏 

演題：マネーはこう動く ～今は危機か、チャンスか～ 

 



 

■ 第 3期 活動一覧(2010年 6月 23 日～2011 年 1月 27日) 

2010年 

6 月 23 日（水） 

講師：元財務大臣 塩川 正十郎氏 

演題：日本の将来と改革 

9 月 29 日（水） 講師：農林水産省大臣官房政策課企画官 木村 俊昭氏 

演題：地域活性化の動向 

10 月 27日（水） 講師：元ソニー 専務、東京理科大学専門職大学院 教授 鶴島 克明氏 

演題：製品開発とイノベーション 

11 月 26日（金） 講師：シティグループ証券 マネージングディレクター 松島 憲之氏 

演題：近年の自動車業界のイノベーションと経営動向 

12 月 22日（水） 講師：LVMH モエヘネシー･ルイヴィトン・ジャパン 取締役 遣田 重彦氏 

演題：Keys to the success for the luxury brands 

2011年 

1 月 27 日（木） 

講師：日産自動車 元副社長、中央大学大学院 客員教授 楠美 憲章氏 

演題：企業転換のとき－塙の決断とゴーンの決意－ 

 

■第 4期 活動一覧(2011 年 9月 21日～2012年 2月 15日) 

2011年 

9 月 21 日（水） 

講師：JXホールディングス株式会社 代表取締役会長 西尾 進路氏  

演題：JXグループの経営戦略 

 -世界有数の「総合エネルギー・資源・素材企業グループ」へ- 

10 月 26日（水） 講師：株式会社良品計画 代表取締役会長 松井 忠三氏  

演題：無印良品の経営改革と海外展開 

11 月 16日（水） 講師：チェルシージャパン株式会社 執行役員 運営管理部長 鈴木 勝博氏  

演題：プレミアムアウトレットの現状と将来 

12 月 7日（水） 講師：日本流通自主管理協会 事務局長  大谷 規世氏  

演題：ニセモノブランドがやってくる 

 -グローバル化時代の商標権保護をめぐって- 

2012年 

1 月 18 日（水） 

講師：株式会社資生堂 代表取締役会長  前田 新造氏  

演題：資生堂のグローバル戦略 -その軌跡と新たなる挑戦- 

2 月 15 日（水） 有限会社ソリューション・アイズ・イニシャティブ 代表取締役 

（千代田化工建設株式会社 元社長 ）北川 正人氏  

演題：グローバル化時代のプロジェクト・エンジニアリング 

 

■第 5期 活動一覧（2012 年 9月 19日～2013年 1月 23日） 

2012年 

9 月 19 日（水） 

講師：花王株式会社 元会長 （現任：オリンパス株式会社 社外取締役・JSR株式会社

社外取締役・日本マーケティング協会 会長・日本経済新聞社 経営諮問委員）  

後藤 卓也氏 

演題：花王の経営を担って考えたこと 

10 月 10日（水） 講師：株式会社ファンケル 代表取締役 会長執行役員（日本通信販売協会［JADMA］

前会長） 宮島 和美氏 

演題：ファンケルの商品戦略と事業展開 －ファンケルのなぜ、に答えます－ 

11 月 7日（水） 講師：東レ株式会社 元繊維事業本部主幹商品企画担当、広報宣伝部長（鐘紡株式会

社 元代表取締役副社長） 遠入 昇氏 

演題：未知の分野に挑戦する繊維産業の検証 



11 月 28日（水） 講師：トヨタ自動車株式会社 代表取締役会長 張 富士夫氏 

演題：トヨタ自動車のグローバル経営戦略 

12 月 19日（水） 講師：インテル株式会社 元会長 傳田 信行氏 

演題：インテルの決断 

2013年 

1 月 23 日（水） 

講師：株式会社資生堂 元執行役員専務 阿部 貞夫氏 

演題：資生堂海外事業の 38年間を通して 

 

■第 6期 活動一覧（2013 年 9月 25日～2014年 1月 15日） 

2013年 

9 月 25 日（水） 

講師：東京大学大学院経済学研究科 教授（前日本銀行副総裁） 西村 淸彦氏 

演題：日本経済の行方 

10 月 16日（水） 講師：ヤフー株式会社 代表取締役社長（ソフトバンク株式会社 取締役兼務） 

宮坂 学氏 

演題：ＩＴビジネスとヤフーの経営戦略 

11 月 6日（水） 講師：日産自動車株式会社 常務執行役員 川口 均氏 

演題：市場の変容と新時代の人財戦略 －日産自動車－ 

11 月 20日（水） 講師：株式会社フジサンケイリビングサービス（現株式会社ディノス・セシール）元

代表取締役社長・会長（社団法人日本通信販売協会 元会長） 石川 博康氏 

演題：通販ビジネスの経営を顧みて －ディノス－ 

12 月 11日（水） 講師：東レ経営研究所 特別顧問 佐々木 常夫氏 

演題：これからの時代の経営とリーダーシップ 

2014年 

1 月 15 日（水） 

講師：キッコーマン株式会社 取締役名誉会長 茂木 友三郎氏 

演題：グローバル経営の留意点 

 

 

＊本件に関するお問い合わせ先＊ 東洋学園大学 広報室 （担当：大内・大橋） 

電話 03-3811-1783 FAX03-3811-5176 e-mail:koho@of.tyg.jp  http://www.tyg.jp 


