Ⅰ．経営に役立つ研修DVD一覧
No.

作品名

(平成30年9月1日現在)
時間（分）
配布月

経営者名

株式会社農業総合研究所
代表取締役社長 及川智正氏
株式会社佐藤商会
社長の想いをスピードで実現する組織のつくり方
執行役員 セミナー講師 黒岩禅氏
株式会社武蔵野
小山昇式変化に勝ち続ける経営の方程式
代表取締役社長 小山昇氏
株式会社クレディセゾン
一番を目指すから経営は面白い
代表取締役社長 林野宏氏
株式会社ビジョン
次々と実現する！ 変え続ける経営
代表取締役社長 佐野健一氏
「週刊文春」編集局長
『週刊文春』はなぜスクープを連発できるのか
新谷学氏
ダイヤモンドメディア株式会社
働く時間、場所、休み等すべて自由！？
代表取締役 武井浩三氏
自然経営のすすめ
株式会社ピアズ
１歳の赤ちゃんも出勤⁉ 「社員幸福度日本一」を目指す経営
代表取締役 桑野隆司氏

62 農家が儲かる仕組みを作ったら上場できた

68

2018年4月

63

93

2018年5月

90

2018年6月

93

2018年7月

89

2018年8月

43

2018年9月

93

2018年10月

88

2018年11月

64
65
66
67
68
69

Ⅱ．暦日会 講演テープ・ＣＤ一覧
（PART1のNo.1～No.54はカセット、No.55～はＣＤとなります）
No.

講演テーマ

203 考える力を身につけるために
204 シルバー民主主義と社会保障改革

東京大学大学院総合文化研究科教授
野矢

205 2018年経済展望～グローバルリスクと日本経済
その日本の伝統、本当に古くから伝わるもの？
伝統リテラシーと伝統ビジネス

作家兼脚本家・放送作家

207 人生をも経営した哲学者 経営の神様・松下幸之助
208 生まれる場と死ぬ場から人間的成熟を考える
209
210
211
212
213

高齢ドライバーの安全問題
事故と心理の研究から見えてくること
第四の消費とは何か

八代

尚宏氏

湯元

健治氏

藤井

青銅氏

作家、松下政経塾講師、100年経営の会顧問

北

康利氏

津田塾大学国際関係学科教授
三砂

ちづる氏

実践女子大学教授
松浦

常夫氏

社会デザイン研究者

三浦 展氏
国立国語研究所日本語教育研究領域代表・教授
誤解されない文章を書くために知っておきたい 接続詞の勘どころ
石黒 圭氏
医師、東京大学医学部付属病院循環器内科助教
すぐれた芸術は医療であり、すぐれた医療は芸術である
稲葉 俊郎氏
東京大学先端科学技術研究センター
目的的教育から目的なき教育へ
人間支援工学分野教授 中邑 賢龍氏
～山崎正和の言葉をヒントに読み解く、消費行動の本質～

214 特別セッション～質疑応答集～
215 結論を出さない発想術
216 和菓子の七変化
217 暗闇と静けさから世界が変わる
218

茂樹氏

昭和女子大学グローバル学部長・特命教授

日本総合研究所副理事長

206

(平成30年9月1日現在)
配布月

講演者名

野矢茂樹氏 渡辺靖氏 北康利氏ほか
NHKエンタープライズ制作本部番組開発
エグゼクティブ・プロデューサー

俊一氏

立正大学、学習院大学非常勤講師
青木 直己氏
ダイアログ・イン・ザ・ダーク・ジャパンCEO
志村 真介氏

「定型のない表現」をもとめて～たったひとりで太鼓を打つということ～

219 AI時代に求められるIA

丸山

林
東京経済大学コミュニケーション学部教授

220 聞き入る文化を創造するために

オトバンク代表取締役会長

221 わたしが大切にしてきた言葉

経営コンサルタント

222 知られざるアジア・アフリカの納豆を追う

ノンフィクション作家

223 囲碁を文化に高めた棋士 戦国の本因坊算砂

囲碁棋士

英哲氏

東京大学名誉教授

西垣

通氏

上田

渉氏

小宮

一慶氏

高野

秀行氏

2018年2月第4週
2018年3月第1週
2018年3月第4週
2018年4月第1週
2018年4月第2週
2018年4月第3週
2018年4月第4週
2018年5月第1週
2018年5月第2週
2018年5月第3週
2018年5月第4週
2018年5月第5週
2018年6月第1週
2018年6月第2週
2018年6月第3週
2018年6月第4週
2018年7月第1週
2018年7月第2週
2018年7月第3週
2018年7月第4週
2018年8月第1週

223 囲碁を文化に高めた棋士 戦国の本因坊算砂
224
225
226

227 貨幣論から見たビットコインの将来
228

「もうひとつの通貨」が育む「共生世界」
～スペインの事例から～

国際基督教大学特別招聘教授、東京大学名誉教授

特別セッション

コーン・フェリー・ヘイグループ

孝則氏

シニアパートナー

質疑応答集
石黒

235 部下の主体性を引きだすためのフォロワーシップ

240

晋太郎氏

山口 周氏
総合研究大学院大学学長・教授
長谷川 眞理子氏
圭氏、志村

真介氏、中邑

賢龍氏

亀渕

昭信氏

234 サラリーマンの力

239

律子氏

坂口

232 生物が進化するとき

238

工藤

ジャーナリスト

経営コンサルタント

231 経営におけるアートとサイエンスのリバランス

237

克人氏

内沼

230 仕事に生きる読書

236

岩井

ブック・コーディネーター／クリエイティブ・ディレクター

229 これからの本屋概論

233

2018年8月第1週

鈴木 伊佐男氏
社会学者、東京工業大学名誉教授
ふしぎなキリスト教 イエスとパウロの不思議な関係
2018年8月第2週
橋爪 大三郎氏
元結不動 密蔵院住職
仏の道が教える人生後半戦の楽しみ方
2018年8月第3週
名取 芳彦氏
武蔵国分寺公園クリニック院長
長寿大国・日本が直面する「健康第一」という問題
2018年8月第4週
名郷 直樹氏

日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクター

中竹 竜二氏
東京大学大学院総合文化研究科教授
シェイクスピア戯曲の台詞に見る人間の本質
河合祥一郎氏
内科医、認定産業医
マナーとしてﾞにおいﾞ、ヘルスケアとしてのﾞにおいﾞ
桐村 里紗氏
フォトジャーナリスト
写真で伝えるーフォトジャーナリストという仕事について
安田菜津紀氏、佐藤慧氏ほか
ジャーナリスト
「日報隠蔽」と憲法9条ー自衛隊のあり方を考える
布施祐仁氏
ダイヤモンドメディア㈱代表取締役
「いい会社」ってなんだろう
武井浩三氏

2018年9月第1週
2018年9月第2週
2018年9月第3週
2018年9月第4週
2018年10月第1週
2018年10月第2週
2018年10月第3週
2018年10月第4週
2018年10月第5週
2018年11月第1週
2018年11月第2週
2018年11月第3週
2018年11月第4週
2018年12月第1週

Ⅲ．東愛知サロン会 講演ＣＤ一覧
No.

講演テーマ

80 平家物語、滅びし者への鎮魂
81

集大成と準備の年
～2017年を占う～

(平成30年9月1日現在)
講演月

講演者名
国文学者
林望氏
占術家
森田青澄氏

2016年10月
2016年12月

