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講師紹介 
宮田 秀明（みやた ひであき） 

東京大学名誉教授  社会システムデザイン株式会社 代表取締役社長 
1972年東京大学工学系大学院修士課程終了。石川島播磨重工業㈱を経て東京大学に勤

務。大学院工学系研究科システム創成学専攻を担当する。コンピューターサイエンス（Ｃ
ＦＤ）、船舶システム開発、流体力学、技術マネジメント、経営システム工学、サービ
ス科学、社会システム工学等を専門としている。2011年6月日本学士院賞、恩賜賞受賞。
著書に「アメリカズ・カップ」（岩波書店、岩波科学ライブラリー）、「プロジェクト
マネジメントで克つ」（日経BP社）、「理系の経営学」（日経BP社）、「仕事のやり
方間違えてます」（祥伝社）などがある。日経ビジネスオンラインに「経営の設計学」
を288篇執筆。 

本会への抱負：今ほどリーダーシップ、経営力の必要な時代はないかもしれません。微力を尽くしてお手
伝いしたいと思います。花田先生、冨永先生と私の３人は全く違った経験を持ちながら、志を同じくしてい
ます。良いコラボレーションにしたいと思います。 

 
花田 光世(はなだ みつよ） 

慶應義塾大学 総合政策学部 教授／キャリアリソースラボラトリ 所長 
専門は、人的資源開発論・国際経営論 特に国際人事システム論， 新人事組織設計

論。産業構造審議会産業教育部会委員、ＮＰＯ法人ソシオベンチャー理事長などを歴任。
人事制度における競争原理の実態 (1987年度組織学会最優秀論文賞受賞) ｢組織科学｣｡ 
グローバル戦略を支える人事システムの展開法 (上・下) ダイヤモンドハーバードビジ
ネス (1988年) などを執筆｡著書に「グロー バル経営の組織」（総合法令）、「キャリ
ア自律の新展開」（一橋ビジネスレビュー、共著）他多数。 
 
 

本会への抱負：強いリーダーは単に一企業、一組織の活性化や生産性向上を図る人材ではなく、組織活動
を通じて社会に大きな変革、イノベーションを生み出すことのできる人材と考えています。また同時に強い
個人は社会の中での責任を自覚し、志をもって自律的な活動を行うことのできる行動志向の人材です。その
両方の役割をドッキングできる組織メカニズムの構築支援と上記で定義された「強いリーダー」の育成を行
うことが私の希望する目標です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

セミナーとシンポジウムのご案内 

一般社団法人 強いリーダー育成研究会 

 

未来を拓くリーダー」 
－社会イノベーションリーダーと組織を活性化する実践リーダーの協創－ 

経営を革新するイノベーションリーダーの育成・輩出を考える 
 
当研究会は、次代を担うリーダー輩出を目指して活動しております。 

イノベーションを起こし、社会や企業を活性化し、次代を牽引する強いリーダー像を追究するとともに、

その育成を目指します。 

 今、日本に求められているのは、将来を構想し、ビジョンを描き、コンセプトを生み出してビジネスモ

デルを創る人材です。加えて、組織をリードし人々を勇気づけ、元気にする人材です。 

 本研究会の趣旨に共鳴した宮田秀明、花田光世、冨永章の三人の講師の最強のコラボレーションにより、

思いを同じくする皆様のご賛同を得ながら、活動を加速して参ります。 

 本年度は上記3講師による、６回のセミナーを企画しました。 

イノベーションとリーダーシップ、プロジェクト・リーダーシップ、人間力とリーダーシップなど内容は

多彩です。大勢の皆様のご出席をお待ちしています。 

 
● 開催セミナー(各回18:30～20:30を予定) 

回数 開催日 テ ー マ 講 師 

第1回 7月10日 結果を出すための個人ＰＭ（終了） 冨永 章 

第2回 9月11日 復興プロジェクトのリーダーシップとマネジメント 宮田 秀明 

第3回 10月16日 普通の人がリーダーになるには 花田 光世 

第4回 1月10日 プロジェクト・リーダーシップの獲得 冨永 章 

第5回 2月5日 リーダーの支援を考える 花田 光世 

第6回 3月5日 イノベーションとリーダーシップ 宮田 秀明 

● 対象者 
・大手企業の経営者、経営幹部、経営企画責任者、人事責任者 

  ・中堅企業・中小企業・ベンチャー企業の経営者、経営幹部、経営企画責任者、人事責任者 

  ・次代を担う企業・組織のキーマン（20代後半～40代前半） 

  ・シンクタンクの要員  ・志の高い方は年齢を問いません。 

● 秋季シンポジウム 2012年11月29日（木） 13：00～17：00 

一部：イノベーションリーダーと組織活性化型実践リーダーの協創に関して 

二部：パネル討議：個別組織を、社会の活動に向け、どのようにコラボレートさせていくか 

三部：ワークショップ：個別企業、コミュニティー、個人の事例を紹介しつつ、ファシリテーター、パ

ワーコーディネーターの育成と活用を考える 

 講師陣：宮田先生、花田先生、冨永先生、他を予定します。 

● イベント参加費と会員年会費 

 本年度の各イベント参加費 

  シンポジウム参加料：後日決定の予定です。会員には割引を適用の予定。 

  セミナー各回参加料 一般：12,000円／人 個人会員：5,000円/人（但し、2回分まで） 

     法人会員：3名無料  

年会費  個人会員 2,000円/年  法人会員 300,000円／年 

     なお、事業年度・会計年度ともに、毎年4月1日～3月31日です。 

● イベントご参加のお申し込み方法、およびご入会の方法 

別紙の参加申込書にご記入の上ご郵送いただくか、ホームページ（http://www.tlik-jp.org）より参加

申込書をダウンロードしてご記入のうえ、下記のメールアドレス宛へ送信ください。 

e-mail  contact@tlik-jp.org   Fax    042-372-8980 

冨永 章 （とみなが あきら） 

ＰＭラボラトリー代表、三菱総研上席理事、法政大学客員教授（イノベーション

マネジメント研究科）、他 
02年日本IBM専務取締役技術担当、06年東京大学特任教授、09年プロジェク

トマネジメント発展のためのPMラボラトリーを開設。過去に産構審専門委員、
プロジェクトマネジメント学会長、日本ＣＴＯフォーラム代表世話人、プロジェ
クトマネジメントISO委員等を歴任、05年経済産業大臣表彰－情報化促進貢献個
人。著書に、「パーソナルプロジェクトマネジメント」（2011、日経ＢＰ社）、
「解説：EVM―アーンドバリュー・マネジメント」（2003、PM学会）など。 
 

本会への抱負：日本における「リーダーの育成」は、私達に課せられた大事な使命だと思います。
その中での私の夢は、プロジェクト・リーダーシップを品質に次ぐ日本の得意技にすることです。成
果が出せるリーダーは、的確なゴールを設定し、強い意欲をもって努力を集中します。世界の知恵の
集積であるモダンPMは、そのような個人の成長と結果にも、大いに役立つと考えるからです。 

一般社団法人強いリーダー育成研究会 
〒206-0033 東京都多摩市落合2-38 410号 
℡   042-339-2678  Fax  042-372-8980 
Mail  contact@tlik-jp.org      
URL  http://www.tlik-jp.org 
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● 第１回セミナー(終了) ２０１２年７月１０日（木）  開催場所：アイビーホール（表参道） 

テーマ 「結果を出すための個人ＰＭ」 
指導講師 ＰＭラボラトリー 代表 冨永 章 元日本ＩＢＭ株式会社 専務取締役 

狙い  成果が出せる基礎には、明確なゴールやビジョンとそれを目指す効果的な努力がありま

す。組織でも個人でも同じことです。例えば、プロフェッショナルの仕事の目的が「顧客

の繁栄」であれば相手のために全力を集中し、約束が守れるよう努力するわけです。 

では、自分のゴール実現にはどうするでしょうか？ 進んだ企業がゴールを必ず達成しよ

うとする場合、世界の知恵の集積であるモダン PM を適用します。その多くの知恵が、実は

個人にも有益である点をわかりやすく解説し、個人の成果に役立てていただけるように検

討します。 
内容 ①ゴールと目標の上手な設定 

②成果を出すための個人のＰＭのしかたと関連する分野 
③リーダーのインテグリティと留意点 

 

 

 

● 第２回セミナー(終了)   ２０１２年９月１１日（火） 
  開催場所：アイビーホール（表参道） 

テーマ 「復興プロジェクトのリーダーシップとマネジメント」 

指導講師 東京大学名誉教授 社会システムデザイン株式会社 

 代表取締役社長 宮田 秀明 

狙い  小さなプロジェクトも大きなプロジェクトもリーダー

シップとマネジメントが協創しなければ成功しません。大

学の研究室の再興から東北復興までの様々な例に共通す

ることです。 

気仙広域（大船渡市、陸前高田市、住田町）を環境未来

都市として復興することを支援している私たちのチーム

の活動も紹介します。 

内容 ①大学研究室経営は中小企業経営 

②造船業退潮はリーダーシップの失敗 

③東北復興のために一番必要なリーダーシップ 

 
 
 
 

● 第３回セミナー(終了)   ２０１２年１０月１６日（火）  開催場所：アイビーホール（表参道） 
テーマ ｢普通の人がリーダーになるには(Ⅱ)｣ 

指導講師 慶應義塾大学 教授 花田 光世 

狙い 従来、リーダーの選抜育成は、リーダーの素養、資質にあふれた、優秀人材をどのよう

に鍛えてリーダーに育成するかという、いわばエリートをベースにおいたリーダー研究で

した。しかし日本企業の強みは必ずしもエリートリーダーとは言えない、強い現場リーダ

ーの育成と活用であったと言えます。普通の社員がどのような経験を積み、現場リーダー

に育ち、そのリーダーが変革の時代にどのような役割を果たすかを検討します。 

内容 ①エリートだけがリーダーの条件ではない 

②普通の人の人間力を鍛える 

③現場で考える工夫からリーダーへ 

 

 

 

● 第４回セミナー   ２０１3 年１月１０日（木）開催  開催場所：アイビーホール（表参道） 
テーマ 「プロジェクト・リーダーシップの獲得」 

指導講師 ＰＭラボラトリー 代表 冨永 章 元日本ＩＢＭ株式会社 専務取締役 

狙い 現代の日本には、世界をリードする得意技が切望されます。しかし今では、挑戦の機会

より勇気を挫かれるような機会が増えているのではないでしょうか。ビジネスの重心がモ

ノからプロジェクトへと移ってきた現在、本当に必要な技は何でしょうか。日本の特徴で

ある、顧客の立場への特別な配慮、組織目標達成への忠誠心、相手のために工夫を凝らす

サービス精神は、実はプロジェクトマネジメントに有益な特徴です。それがなぜであるか、

リーダーシップにどう生かすか、そしてどのように個人と日本の得意技にできるかを検討

します。 

内容 ①メンバーのベクトルが合うことがすべての先決 

②境界線にこだわると安全なのか 

③成算こそが必然的な成功の基礎 

④どうすれば得意技が獲得できるか 

 
 

● 第５回セミナー    ２０１３年２月５日（火）開催 
             開催場所：アイビーホール（表参道） 

テーマ 「リーダーの支援を考える」    

指導講師 慶應義塾大学 教授 花田 光世 

狙い  リーダーの支援がこれからますます必要となってきます。

成果主義の展開のもと、リーダーは短期に業績を上げ、部門

をマネージし、部下を育成し、組織の構造転換のベースを構

築することが望まれていますが、一人で何から何まで対応で

きるわけではありません。リーダーの経験あふれた相談相手、

そして専門的なリーダーのコーチ役を企業としてしっかりと

育成し活用することが望まれます。リーダーに対する支援を

多面的に検討し、これからのリーダーの役割と活動を検討し

ます。 

内容 ①リーダーにこそ、支援が必要 

②エグゼクティブコーチング・メンタリングとは 

③リーダーの選抜とカウンセリングを担当する専門職として

のキャリアコーチとは 

 
 

● 第６回セミナー   ２０１３年３月５日（火）開催  開催場所：アイビーホール（表参道） 
テーマ 「イノベーションとリーダーシップ」 

指導講師 東京大学名誉教授 社会システムデザイン株式会社 代表取締役社長 宮田 秀明 

狙い  今の日本にはイノベーションが期待されていますが、本当にイノベーションを実現する

ことは難しいものです。失敗したイノベーション・プロジェクトから大きく成功したイノ

ベーション・プロジェクトなど様々です。イノベーションを成功させるためには第 1 にキ

ーになるテクノロジーが必要で、第 2 にリーダーシップが必要で、第 3 にマネジメントが

必要です。私の体験を通して考えてみます。 

内容 ①科学によるイノベーション 

②プロダクト・イノベーション 

③システム・イノベーション 

④リーダーシップを生かす組織作り 

 

2011 年度 第 1 回シンポジウム風景（東大武田ホール）


