
平成 26 年 2月 24 日現在 

【第 6 期一流塾 年間プログラム】                                  一流塾事務局 

回数 日付 時間 テーマ 
スピーカー 
（敬称略） 

肩書 

第 1回 4 月 16 日(火) 15:00～16:30 塾の運営方針説明 
塾長講義『開塾にあたり 
‐出でよ、志ある経営者達‐』 
塾生自己紹介 

一柳 良雄 塾長、㈱一柳アソシエイツ 代表取締役＆CEO 
 

16:45～18:15 【開塾式】 塩川 正十郎 
福川 伸次 
牧野 明次 
三枝 匡 

塾特別顧問、東洋大学総長、元財務大臣 
塾特別顧問、地球産業文化研究所顧問、東洋大学理事長 
岩谷産業㈱ 代表取締役会長兼 CEO 
㈱ミスミグループ本社 代表取締役会長 

18:30～20:30 【懇親会】 
『良い人との素敵な付き合い』 

<特別ゲスト> 
残間 里江子 

 
プロデューサー、club willbe 代表 

第 2回 5 月 15 日(水) 15:00～16:30 『経営者の志が日本を創る』 池田 弘 NSG ｸﾞﾙｰﾌﾟ代表、アルビレックス新潟㈱取締役会長、
公益社団法人日本ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会連合会会長 

16:45～18:15 『変化対応の経営』 大山 健太郎 アイリスオーヤマ㈱ 代表取締役社長 

18:30～20:30 【懇親会】 
『日本を取り戻す』 

<特別ゲスト> 
小池 百合子 

衆議院議員、自由民主党広報本部長、元環境大臣・ 
防衛大臣 

第 3回 6 月 13 日(木) 15:00～16:30 『チーム力をつくる秘訣』 齋藤ｳｨﾘｱﾑ浩幸 ㈱ｲﾝﾃｶｰ 代表取締役(世界経済ﾌｫｰﾗﾑ YGL に選出
(2011 年度)、大学教授や政府の諮問機関委員を務め
る等多方面で活躍する起業家、ﾍﾞﾝﾁｬｰ投資家） 

16:45～18:15 『経営の永続性』 椎名 武雄 日本アイ・ビー・エム㈱ 名誉相談役 

18:30～20:30 【懇親会】 
『日本の再生』 

<特別ゲスト> 
野田 聖子 

衆議院議員、自由民主党総務会長、元郵政大臣、元消
費者行政推進担当・宇宙開発担当大臣 

第 4回 
（合宿） 

7 月 12 日(金) 
7 月 13 日(土) 

 

13:30～15:00 『ベンチャー政治家 
田中角榮論』 

一柳 良雄 塾長、㈱一柳アソシエイツ 代表取締役＆CEO 

15:10～16:40 『リーダーのあるべき姿(その
志と心)』 

渡邊 五郎 森ビル㈱ 特別顧問、元三井物産㈱ 副社長 

18:30～21:30 【懇親会】 
『いつでも“モテ期”の男にな
るために』 

<特別ゲスト> 
白石 真澄 

 
関西大学 政策創造学部教授 

第 5回 9 月 18 日(水) 15:00～16:30 『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 

16:45～18:15 『失敗から再生に向けての決
断』 

牧野 明次 岩谷産業㈱ 代表取締役会長兼 CEO 

18:30～20:30 【懇親会】 
『舞台裏から見たメディア』 

<特別ゲスト> 
熊坂 隆光 

 
産経新聞社 代表取締役社長 

第 6回 10 月 17 日(木) 14:30～16:30 
(※) 

『日本の経営リーダーに求めら
れるもの－日本企業の強さ再
構築をめざして－』 

三枝 匡 ㈱ミスミグループ本社 代表取締役会長 

16:45～18:15 『アスクルのイノベーション』 岩田 彰一郎 アスクル㈱ 代表取締役社長兼 CEO 

18:30～20:30 【懇親会】 
『アートなさじ加減』 

<特別ゲスト> 
絹谷 幸二 

 
日本芸術院会員 洋画家 

第 7回 11 月 12 日(火) 15:00～16:30 『経営改革の道のりを振り返
って～大切にしてきたこと～』 

前田 新造 ㈱資生堂 代表取締役会長兼執行役員社長 

16:45～18:15 『Small But Excellent ～小さ
な一流企業をめざして～』 

寺田 千代乃 アートコーポレーション㈱ 代表取締役社長 

18:30～20:30 【懇親会】 
『サムスンの社会貢献につい
て』 

<特別ゲスト> 
方
バン

 常源
サンウォン

 
 
サムスン電子ジャパン㈱ 代表取締役 

第 8回 1 月 15 日(水) 15:00～16:30 『不透明な時代における元気と
知恵の経営』 

一柳 良雄 塾長、㈱一柳アソシエイツ 代表取締役＆CEO 

16:45～18:15 『変容する世界と日本の進路－
問われるガバナンス力－』 

福川 伸次 塾特別顧問、一般財団法人地球産業文化研究所顧問、
東洋大学理事長、元通商産業事務次官 

18:30～20:30 【懇親会】 
『リーダーシップについて 』 

<特別ゲスト>
槍田 松瑩 

 
三井物産株式会社 取締役会長 

第 9回 2 月 13 日(木) 14:00～16:30 
(※) 

『マーケティングで経営を強く
する』 

魚谷 雅彦 ㈱ブランドヴィジョン 代表取締役社長、 
日本コカ・コーラ㈱ 前取締役会長 

16:45～18:15 『夢を抱いてﾁｬﾚﾝｼﾞする熱き心
-ｻｽﾃｨﾅﾌﾞﾙな企業を目指して』 

樋口 武男 大和ハウス工業㈱代表取締役会長兼 CEO 

18:30～20:30 【懇親会】 
『「コーチング」について』 

<特別ゲスト> 
三屋 裕子 

 
㈱サイファ、スポーツプロデューサー 

第 10 回 3 月 12 日(水) 15:00～16:30 『企業価値を向上させる経営』 斉藤 惇 ㈱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 

16:40～17:00 
17:00～17:10 

『卒塾記念講義』 福川 伸次 
一柳 良雄 

塾特別顧問、地球産業文化研究所顧問、東洋大学理事長 
塾長、㈱一柳アソシエイツ 代表取締役＆CEO 

17:20～18:15 【卒塾式】 渡邊 五郎 森ビル㈱ 特別顧問、元三井物産㈱ 副社長 

18:30～20:30 【懇親会】   
(注) 
・プログラムは講師の事情などにより変更になる場合があります。予めご了承下さい。 
 
・ 第 6回の第 1部は 14：30 より、第 9回の第 1部は 14:00 より、通常よりも時間を繰り上げて講義を開始しますので、ご留意下さい。 
 
・上記の正規プログラムには含まれませんが、現役塾生・OB 塾生の合同忘年会を 12 月 5日（木）に開催しました。 


