【第 14 期一流塾 年間プログラム】
回・期日

第1回
（開塾）

テーマ

講師・ゲスト
（敬称略）

一流塾の運営方針説明/塾長講義
/塾生自己紹介

一柳 良雄

一流塾塾長、㈱一柳アソシエイツ 代表取締役＆CEO

福川 伸次
斉藤 惇

一流塾特別顧問、(一財)地球産業文化研究所顧問、東洋大学総長
一流塾特別顧問、(一社)日本野球機構会長 日本プロフェッショナル野
球組織コミッショナー、㈱KKR ジャパン KKR Global Institute シニアフェ
ロー、前㈱日本取引所ｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役兼代表執行役ｸﾞﾙｰﾌﾟ CEO
一流塾顧問、岩谷産業㈱ 代表取締役会長兼 CEO
一流塾顧問、㈱people first 代表取締役、元㈱LIXIL グループ執行役副社長

時間
15:00～16:45

17:00～17:50

2021 年 10 月 31 日現在

【開塾式】

4 月 14 日(水)

第2回

牧野 明次
八木 洋介
老川 祥一

6 月 17 日(木)

第4回
（合宿）
7 月 16 日(金)
17 日(土)

第5回
9 月 14 日(火)

第6回
10 月 13 日(水)

第7回

【懇親会】
『政治に学ぶ成功と失敗』

15:00～16:30

『地方活性化を目指す経営』

16:45～18:15

『デジタル・マーケティング戦略の源流』

18:30～20:50

【懇親会】
『コロナと成長戦略』

15:00～16:30

『セブン＆アイ・ホールディングスの経営戦略』 ★井阪 隆一 ㈱セブン＆アイ・ホールディングス 代表取締役社長

16:45～18:15

『ポストコロナ時代の鉄道経営』

★冨田 哲郎 東日本旅客鉄道㈱ 取締役会長

18:30～20:50

【懇親会】
『みらいを、つかめ』

<特別ゲスト>
衆議院予算委員長、元郵政大臣、元消費者行政推進担当・宇宙開発担
野田 聖子

13:30～15:00

『ベンチャー政治家 田中角榮論』

一柳 良雄

一流塾塾長、㈱一柳アソシエイツ 代表取締役＆CEO

15:10～16:40

『誇りの持てる企業文化を』

木村 皓一

㈱ミキハウス 代表取締役社長

18:30～21:30

<特別ゲスト>
【懇親会】
『動物と人間のわかれ道に絵画があった。その理由』 ★絹谷 幸二 日本芸術院会員、画家（文化勲章）

15:00～16:30

『ユーザーイン経営』

16:45～18:15

『世界が変わる 企業はどうするーイノベーションの新展開と世界構造の変容のなかで』

【懇親会】
18:30～20:50
『安倍政権が目指したもの』
15:00～21:00

『強い経営者人材と企業変革パワー』

15:00～16:30

『元気と知恵の経営』

16:45～18:15

『将来の顧客を見極める経営』

18:30～20:50

【懇親会】
『最近の内外情勢について』

15:00～16:30

『日本経済の成長戦略』

16:45～18:15

『変化するグローバル化の下でのサステナブルな経営とは』

18:30～20:50

【懇親会】
『超小型衛星による新しい宇宙利用とビジネスの可能性』

15:00～16:30

『世界で勝てる日本発のグローバルビューティーカンパニーを目指して』

11 月 16 日(火)

第8回
1 月 13 日(木)

第9回
2 月 16 日(水)

第 10 回
（卒塾）

読売新聞グループ本社代表取締役会長・主筆代理・国際担当（The
Japan News 主筆）、読売新聞東京本社 取締役論説委員長

18:00～20:50

<特別ゲスト> 読売新聞グループ本社代表取締役会長・主筆代理・国際担当（The
★老川 祥一 Japan News 主筆）、読売新聞東京本社 取締役論説委員長
神野 吾郎

㈱サーラコーポレーション 代表取締役社長兼グループ代表・CEO、豊橋
商工会議所会頭、一流塾第 1 期生

岩田 彰一郎

㈱フォース・マーケティングアンドマネジメント 代表取締役社長、元アスク
ル㈱ 代表取締役社長兼 CEO

5 月 12 日(水)

第3回

肩書

16:45～18:15

『人で勝つ』

【懇親会】
18:30～20:50
『ダイバーシティの時代』
15:00～16:30

『経営環境の変化』

16:45～17:50

【卒塾式】

3 月 10 日(木)

18:00～20:50

【懇親会】

<特別ゲスト>
小池 百合子 東京都知事、元衆議院議員、元環境大臣・防衛大臣

衆議院議員、自民党幹事長代行、元党・政治制度改革実行本部長、元
当大臣、元総務大臣・女性活躍担当大臣、元自由民主党総務会長

大山 健太郎 アイリスグループ会長、アイリスオーヤマ㈱ 代表取締役会長
福川 伸次

一流塾特別顧問、(一財)地球産業文化研究所顧問、東洋大学総長

<特別ゲスト>
★安倍 晋三 衆議院議員、元内閣総理大臣
三枝 匡
一柳 良雄
大西 洋

㈱ミスミグループ本社 名誉会長・第 2 期創業者
一流塾塾長、㈱一柳アソシエイツ 代表取締役＆CEO
日本空港ビルデング㈱ 取締役副社長、㈱羽田未来総合研究所 代表取
締役社長執行役員、元㈱三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長

<特別ゲスト>
★平沢 勝栄 衆議院議員 前復興大臣
政策研究大学院大学 特別教授、前内閣府規制改革推進会議議
大田 弘子 長、元経済財政政策担当大臣
中村 邦晴

住友商事㈱ 取締役会長

<特別ゲスト>
中須賀 真一 東京大学 大学院工学系研究科 航空宇宙工学専攻 教授
魚谷 雅彦

㈱資生堂 代表取締役社長 兼 CEO

八木 洋介

一流塾顧問、㈱people first 代表取締役、元㈱LIXIL グループ執行役副社長

<特別ゲスト>
白石 真澄
関西大学 政策創造学部教授
斉藤 惇
一柳 良雄
福川 伸次
斉藤 惇

牧野 明次
八木 洋介

一流塾特別顧問、(一社)日本野球機構会長 日本プロフェッショナル野
球組織コミッショナー、㈱KKR ジャパン KKR Global Institute シニアフェ
ロー、前㈱日本取引所ｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役兼代表執行役ｸﾞﾙｰﾌﾟ CEO
一流塾塾長、㈱一柳アソシエイツ 代表取締役＆CEO
一流塾特別顧問、(一財)地球産業文化研究所顧問、東洋大学総長
一流塾特別顧問、(一社)日本野球機構会長 日本プロフェッショナル野
球組織コミッショナー、㈱KKR ジャパン KKR Global Institute シニアフェ
ロー、前㈱日本取引所ｸﾞﾙｰﾌﾟ 取締役兼代表執行役ｸﾞﾙｰﾌﾟ CEO
一流塾顧問、岩谷産業㈱ 代表取締役会長兼 CEO
一流塾顧問、㈱people first 代表取締役、元㈱LIXIL グループ執行役副社長

(注) ・プログラムやテーマは講師・特別ゲストの事情などにより変更になる場合があります。 ★は第 14 期に新たにご登壇頂く講師・特別ゲストです。
・第 6 回（10 月 13 日）は、三枝講師のみの講義となりますので、講義時間（15 時～21 時）も含めご注意ください。
・一流塾とは別になりますが、現役塾生・OB 塾生による合同忘年会の開催日は 12 月 3 日（金）です。

【第 14 期一流塾 推薦図書】
回数

2021 年 10 月 31 日現在

講師・ゲスト（敬称略）
開塾式

―

講師数名

第1回
（開塾）
4 月 14 日(水)

推薦図書

懇親会 特別ゲスト

老川 祥一

第 1 部 講師

神野 吾郎

『政治家の胸中』 藤原書店（2012 年 9 月）
『政治家の責任』 藤原書店 （2021 年 3 月(新刊)）
『終戦詔書と日本政治』 中央公論新社（2015 年 4 月）
『やさしい国会のはなし』 法学書院 （1994 年 1 月）
―
『ホモ・デウス

テクノロジーとサピエンスの未来』上・下 ユヴァル・ノア・ハラリ (著)

柴田裕之 (翻訳)
河出書房（2018 年 9 月）

第2回

第 2 部 講師

岩田 彰一郎

5 月 12 日(水)

『サピエンス全史 文明の構造と人類の幸福』 上・下ユヴァル・ノア・ハラリ 柴田裕之 河出書房（2016 年 9 月）
『劣化するオッサン社会の処方箋～なぜ一流は三流に牛耳られるのか～』 光文社新書 山口 周（2018 年 9 月）
『AI と憲法 (日本語) 単行本』 山本 龍彦 (編集) 日本経済新聞出版(2018 年 8 月）

第3回

小池 百合子

第 1 部講師

井阪 隆一

『サイロ・エフェクト 高度専門化社会の罠』 ジリアン・テット著 文藝春秋（2019 年 5 月）

第 2 部講師

冨田 哲郎

『2021 年版 経営労働政策特別委員会報告』 編者：
一般社団法人 日本経済団体連合会 発行所：経団連出版

懇親会 特別ゲスト

野田 聖子

『みらいを、つかめ』 CCC メディアハウス（2018 年 8 月）
『生まれた命にありがとう』 新潮社（2011 年 2 月）

第 1 部講師

一柳 良雄

『田中角栄に学ぶ、夢を叶える生き方（「田中角栄的人間術」(P37~P42)）』
枻出版（2018 年 11 月）

第 2 部講師

木村 皓一

『図解 孫子の兵法ー丸くおさめる戦略思考』 齋藤孝著 ウェッジ（2018 年 6 月）

懇親会 特別ゲスト

絹谷 幸二

『絹谷幸二 自伝』 日本経済新聞出版社（2016 年 7 月）

第 1 部講師

大山 健太郎

第 2 部講師

福川 伸次

懇親会 特別ゲスト

安倍 晋三

6 月 17 日(木)

第4回
（合宿）
7 月 16 日(金)
17 日(土)

第5回
9 月 14 日(火)

第6回

『無電柱革命』 PHP 研究所（2015 年 7 月）
『自宅で親を看取る～肺がんの母は一服くゆらせ旅立った』 幻冬舎（2014年9月）

懇親会 特別ゲスト

『アイリスオーヤマの経営理念 大山健太郎 私の履歴書』 日本経済新聞出版社（2016 年 12 月）
『いかなる時代環境でも利益を出す仕組み』 日経 BP 社（2020 年 9 月）
『考えよう、そして行動せよ。ジャパナビリティが世界を変える』 日経 BP 社（2014 年 6 月）
『緊急提言 日本人の復興力』 徳間書店（2011 年 5 月）
『ジャパナビリティ 世界で生き抜く力 ー私の履歴書』 日経 BP 日本経済新聞出版本部（2021 年 7 月）
―
＜講義参加前に必読＞
『Ｖ字回復の経営-2 年で会社を変えられますか』 増補改訂版 日本経済新聞出版（2013 年 6 月）
小冊子『歴史的な「事業革新のメガトレンド」』（一流塾より配布）
『ザ・会社改造』日本経済新聞出版（2016 年 9 月）

講師

三枝 匡

第 1 部講師

一柳 良雄

第 2 部講師

大西 洋

懇親会 特別ゲスト

平沢 勝栄

第 1 部講師

大田 弘子

第 2 部講師

中村 邦晴

懇親会 特別ゲスト

中須賀 真一

第 1 部講師

魚谷 雅彦

『こころを動かすマーケティング―コカ・コーラのブランド価値はこうしてつくられる』
ダイヤモンド社 (2009 年 8 月)

第 2 部講師

八木 洋介

『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（2012 年 5 月）

懇親会 特別ゲスト

白石 真澄

『すっぴんお仕事術』 明治書院（2008 年 6 月）

第 10 回
（卒塾）

第 1 部講師

斉藤 惇

3 月 10 日(木)

卒塾式等

講師数名

10 月 13 日(水)

第7回
11 月 16 日(火)

第8回
1 月 13 日(木)

第9回
2 月 16 日(水)

『元気と知恵の経営』 産経新聞出版（2007 年 11 月）
『経営者の条件』 P.F.ドラッカー著 ダイヤモンド社（2006 年 11 月）
『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか？ 経営における「アート」と「サイエンス」』
山口周著 光文社新書（2017 年 7 月）
『日本よ国家たれ』 講談社 (2002 年)
―
『新訂 経営の行動指針』 土光敏夫著 産業能率大学出版部（2009 年 10 月）
『国家としての宇宙戦略論』 誠文堂新光社 （2006年7月）※共著
『宇宙ステーション入門 第 2 版補訂版』 東京大学出版会 （2014 年 12 月）

『夢を託す』 東洋経済新報社 （2000 年 7 月）
『兜町からウォール街－汗と涙のグローバリゼーション』 金融ファクシミリ新聞社（2000 年 4 月）
―

(注) ・講師および特別ゲストの推薦図書は、一流塾の講義等に特に関連する著書をご推薦いただいたものです（著書の無い講師・特別ゲストも含まれます）。
・塾生の方は、講義前にご担当講師・特別ゲストの推薦図書をお読みくださいますようお願いいたします。
・第 6 回（三枝講師）は、事前学習を前提とする講義のため、上記の推薦図書は必ず事前に読んで講義にご参加いただくことが前提となります。
・一部絶版の書籍も含まれますので、Web 等でご入手ください。
・講師・特別ゲストが変更の場合や新たな著書が発行された場合などは、推薦図書が変更となることもあります。

