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斉藤  徹

『だから僕たちは、組織を変えていける』

今日のテーマは【本質的な幸せ】 

なんのために働くのか。幸せについて考えよう



斉藤 徹 プロフィール 
 1985年　慶應義塾大学を卒業、日本IBM株式会社に入社　　   (技術者) 
 1991年　株式会社フレックスファームを創業　　         (起業家) 
 2000年　インテル、メリルリンチ他から30億円超の資金調達 (経営者) 
 2001年　主力製品が日経産業製品賞と日経産業広告賞を受賞 
 2005年　株式会社ループス・コミュニケーションズを創業 
 2011年　書籍「ソーシャルシフト」を上梓　　            (研究者) 
 2016年　学習院経済学部経営学科 特別客員教授に就任　　     (教育者) 
 2016年　教え子と「イノベーションチーム dot」を創設 
 2018年　幸せ視点の経営学を学ぶ私塾「hintゼミ」を創設 
 2020年　ビジネス・ブレークスルー大学経営学部 教授に就任 
 2020年　書籍「業界破壊企業」を上梓 
 2021年　書籍「だから僕たちは、組織を変えていける」上梓
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■ 専門分野その１「組織論 ～ いい組織をつくること」

講演概要「だから僕たちは、組織を変えていける」 

コロナショックにより、多くの職場がハイブリットワークにシフトしました。と同時に、
企業は社員の行動をコントロールすることが困難になりました。社員が仕事に熱中してい
るのか、副業をしているのか、それとも休んでいるのか。それを決めるのは「組織の統制
力」ではなく「社員のエンゲージメント(熱意)」です。あなたの組織は「社員と深い関係
性」を築けていますか？そのために「なにをすればいいのか」を体系的に理解しています
か？それを「具体的に実行するためのステップ」をお持ちですか？この書籍は、社員と深
い絆を築く「理想の組織」とそのための「最新の組織論」を、明日から実践できるように
体系化しました。すぐに役立ち、かつ働く方々の心に響くお話をさせていただきます。

『だかぼく』個別講演 実績／予定一覧 (2021～2022年) 

GIVERZコミュニティ(11/12)、BBT大学コミュニティ(11/18)、グロービス大学院コミュニティ(11/28)、メンバーズ(11/29)、お菓子のふじい(11/30)、建コン協会若手の会(12/3)、千代田化工建設(12/8)、
OneMM(12/13)、日本ヒーブ協議会(12/16)、東京ソーシャルシフトの会(12/27)、アサヒ農園(1/20)、三菱マーケティング研究会(11/21)、三菱電機鎌倉製作所(11/21)、ダッソー・システムズ(1/25)、科学技術振興
機構(1/25)、オカムラ×ICB(1/26)、SBSゼンツウ(1/27)、月曜日からガンガン学ぶ会(1/31)、朝渋(2/2)、三菱電機姫路製作所(2/2)、豊田通商/着火部 (2/15)、京セラ(2/16)、Unipos講演(2/17)、武蔵野大学(2/17)、
勉強会(2/21)、東京経友会(2/22)、4thコミュニティ(2/22)、大日本印刷(3/1)、損害保険ジャパン(3/2)、オプト(3/4)、三菱電機先端技術研究所(3/9)、トヨタ・インドネシア(3/10)、TBS(3/15)、東京電力(3/16)、オ
リオンSP(3/16)，HR勉強会(3/16)、Schoo(3/22)、美容サロン勉強会(3/24)、野場電工(4/4)、ネオキャリア(4/6)、ワールド・ヘルス・デイ 2022(4/7)、キリンビール(4/8)、ファンケル(4/11)、エランサービス(4/13)、
LIXIL(4/14)、マクニカ(4/14)、ポスタス(4/15)、ミライフ(4/16)、クリエーションライン(4/18)、wishチーム勉強会(4/19)、アトラエ(4/20)、丸善丸の内本店(4/20)、長崎リハビリテーション病院(4/21)、KDDI(4/
22)、日立ハイテク(4/25)、ベル(4/27) 、パーパス経営対談(4/28)、社会福祉法人日生会(5/6)、三菱電機通信機製作所(5/11)、大阪大学医学部附属病院(5/13)、板紙・段ボール産業労使幹部セミナー(5/14)、日本生
産性本部(5/17)、興栄コンサルタント(5/17)、毎日放送(5/18)、ものすごいベンチャー展(5/18) 、北海道教育委員会( 5/20)、損害保険ジャパン(5/23, 5/24)、パナソニック(5/24)、医療法人光愛会(5/25)、横河電機
(5/26)、ベンチャーバンク(5/30)、NECソリューションイノベータNESD-BSG勉強会(5/31)、gene(6/1)、代官山蔦屋イベント(6/1)、セブンアンドアイ(6/2)、JBアドバンスト・テクノロジー(6/8)、Schooセミナー(6/
9)、損保ジャパン(6/13)、ITプレナーズ(6/14)、THE OWNERセミナー(6/15)、日本青年会議所(6/18)、日本瓦斯(6/20)、野村総合研究所(6/21)、三菱ケミカル大阪研究所(6/23)、第二地方銀行協会(6/24)、コープデ
リ生活協同組合連合会(6/25)、ソシオーク・ホールディングス(6/27)、関東経済産業局(6/29)、日本生活協同組合連合会(7/5)、エキサイト(7/6)、三菱電機三田製作所(7/7)、三菱電機生産技術センター(7/7)、三菱電機
高周波デバイス製作所(7/8)、ファンベース・カンパニー(7/11)、Eパートナー(7/12)、ベンチャーバンク(7/13)、岡山パブリック法律事務所(7/14)、中外製薬(7/15)、東京電力エナジーパートナー(7/15)、ヤマハミュー
ジック・ジャパン(7/19)、セプテーニグループ(7/20)、ルネサスグループ労働組合連合会(7/21)、トランスコスモス(7/22)、FarEast(7/25)、トヨタ自動車 幹の会(7/27)、三菱電機静岡製作所(7/28)、アイ・イーシー ミ
ラライブ(7/29)、アルー(8/1)、パーソルテクノロジースタップ(8/2)、NTT(8/3)、モンクレール(8/4)、損保ジャパン(8/5)、銀行勉強会Communication&Identity (8/8)、社会福祉法人みねやま福祉会(8/9)、三菱電機
交通事業部(8/17)、村田製作所(8/19)、JTB(8/22)、schooイベント(8/24)、三菱重工(8/25)、積水化学(8/26)、中小企業政策研究会(8/31)、オムニパス(9/1)、TIS(9/2)、日本リウマチ学会近畿支部学術集会(9/3)、
ベンチャーバンク(9/6)、ショーケース(9/7)、UACJ(9/8)、山陽新聞社主催シンポジウム(9/9)、福山青年会議所(9/20)、日本新聞協会(9/29)、ひょうご仕事と生活センター(10/4)、花王(10/13)、ケンジグループ(10/
14)、損保ジャパン(10/20)、日本非抜歯矯正研究会総会(10/25)、パーソルテクノロジースタッフ(10/28)、こうべ女性活躍プロジェクト(11/15)、茨城県経営者協会(11/22)、名古屋市教育委員会(12/26)
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■ 専門分野その２「　　　 ～ いい事業をつくること」
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創業1年、絶好調 
社員40名に拡張

注目ベンチャーへ 
時価総額100億円

フレックス株売却 
ループス創業

金融危機、資金調達 
失敗。倒産の危機
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不 
幸 
せ

バブル崩壊。解雇され 
銀行と裁判。自宅競売

取引先から裁判 
大家から自宅仮差押え

オウム真理教社員が 
10名。資産横領事件

NTT規制でどん底へ 
倒産寸前へ

日本リースが倒産 
またも倒産寸前へ

ループス再生 
ソーシャルシフト執筆

「業界破壊企業 ～ 第二のＧＡＦＡを狙う革新者たち」 

「デス・バイ・アマゾン」という言葉がある。アマゾンの業務拡大によって、
業績の悪化が見込まれる企業や業界のことだ。同じような現象がさまざまな
業界で起きている。タクシー業界におけるウーバー、ホテル業界におけるエ
アビーアンドビーなどが有名なところだ。業界秩序や商習慣にとらわれるこ
となく、斬新なビジネスモデルやテクノロジーを市場に持ち込み、驚くべき
スピードで顧客を獲得している企業、すなわち「業界破壊企業」である。新
しい「業界破壊企業」の中から、これから世界に轟くであろうイノベーティ
ブな企業をピックアップして徹底解説する。

起業論
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1. 私を動かす根源にあるものはなに？ 
2. 喜びを追求するってどういうことだろう？ 
3. 夢中を追求するってどういうことだろう？ 
4. 意味を追求するってどういうことだろう？ 
5. 最後に、すこしだけ僕の話を …

なんのために働くのか。幸せについて考えよう
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日々、あなたを動かす 
「心のエネルギー」は 

  どこから来るものですか？
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典型的な現代人の感覚だと … 
 

そんなことより「しなくちゃ」で頭がいっぱい。 

(じゃあ、なんのために仕事をしてる？) 
生活のため。家族のため。お金のため。影響力もほしい。 

(じゃあ、どうしてお金や影響力がほしい？) 
ずっと安心して、楽しく生活していたい。 

もっといいとこに住んで、美味しいものたべたい。 
もっときれいになりたい。ずっと健康でいたい。 

もっと大きなことがしたい。みんなに尊敬されたい。
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いい職つきたい 注目されたい 美しくなりたい 身体を磨きたい

お金を儲けたい もてたい有名になりたい 若くいたい

裕福な生活 特別な名誉 最高の旦那 健康と長寿

Why? Why? Why? Why?

Why? Why? Why? Why?

Why?

参考：トニー・シェイ著 「ザッポス伝説」
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幸福こそ、人間にとって 
究極の目的であり、 
最高善である。

幸福：エウダイモニア 
人生の長きにわたる幸せ

アリストテレス
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そして1998年、アカデミーの世界にも 
「幸せ *1」を研究する学問が登場した。

*1 … ウェル・ビーイング (持続的幸福感のある健やかな心の状態)
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ポジィティブ心理学の父と言われる 
マーティン・セリグマン博士

ポジティブ心理学には、大きなハードルがある。 
幸せなど実体のない偽りだとする、根深くも罪深い教えだ。 
今まであらゆる文明で繰り返され広まってきたこの教えは、 
残念ながら現代社会にあっても廃れていない。(中略) 

心理学は、人間の弱みばかりでなく、人間の良いところや 
人徳を研究し、人間を本物の幸せに導く学問であるべきだ。 

1996年、史上最多投票を獲得して米国心理学会長になった 
マーティン・セリグマンは、1998年に「ポジティブ心理学」 
を創設 。その後のムーブメントを先導した。
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時間

幸 
福 
度

ポジティブ心理学の父、セリグマンによる「幸福感、３つのタイプ」

Pleasure 
喜びの追求

美味しいものを食べる 
自分の欲しい製品を手に入れる 

面白いショーを見る

Engagement 
夢中の追求

時を忘れてゲームで遊ぶ 
競技で信じられない力が出る 
ものづくりに没頭している

Meaning 
意味の追求

子供たちのために何かをする 
世界の貧困と闘う 
動物や自然を守る

出典：TED Talk  マーティン・セリグマン博士 「人生の幸福を最大化する、3つの生き方」
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１章「喜びを追求する」ってどういうこと？

Pleasure 
喜びの追求

美味しいものを食べる 
自分の欲しい製品を手に入れる 

面白いショーを見る

Engagement 
夢中の追求

時を忘れてゲームで遊ぶ 
競技で信じられない力が出る 
ものづくりに没頭している

Meaning 
意味の追求

子供たちのために何かをする 
世界の貧困と闘う 
動物や自然を守る
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あなたを幸せ(ポジティブな感情)にするものは？ 

① 幸福の感じやすさなど、精神面の遺伝的な要素 
② 富裕さ、健康、容姿、職業、結婚などの環境や状況 
③ 日常の行動や生活習慣、考え方
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40%

10%

50%

遺伝による設定値
生活環境や状況
意図的な行動

1. 遺伝の幸福設定値 = 50% 
人はそれぞれ遺伝で受け継がれた幸福の設定値が 
あり、成功や挫折の後、その基準値に戻っていく

出典: ソニア・リュボミアスキー著「幸せがずっと続く12の⾏動習慣」

2. 生活環境や状況 = 10% 
富裕さ、健康、容姿、職業、結婚などの生活環境 
や状況による違いは幸福に約10%しか影響しない

3. 意図的な行動 = 40% 
日常生活の行動や考え方を通じて、私たちは40% 
幸福度を高めることができる

出典：ソニア・リュボミアスキー著「幸せがずっと続く12の行動習慣」

あなたをポジティブにするものは …
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富裕さ、健康、容姿、職業、結婚などの生活環境や状況の違いが 
あまり影響しない現象は、いくら走ってもゴール(幸せ)は達成できない 
ことから「快楽のランニングマシン (快楽順応)」と言われる。

人間には、環境変化にすぐ適用できる驚異的な能力「快楽順応」が備わっている。病気や事故で衰弱しても 
すぐに幸せな感覚を取り戻せるのはこの能力のおかげだ。快楽順応によって、人間はポジティブ出来事にも 
すぐに順応してしまう。財産、地位や権力、美貌、健康、結婚といった環境の変化にさえすぐに慣れてしまう。

出典：ソニア・リュボミアスキー著「幸せがずっと続く12の行動習慣」
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では、ここで 
ポジティブ感情 (喜びの追求) について 
もう少し、深堀りしてみよう。



©2022 Toru Saito

未 来

自信

希望

楽観

参考：マーティン・セリグマン著「世界でひとつだけの幸せ」

現 在

熱意

喜び

落ち着き

過 去

誇り

達成感

安堵感

ポジティブな感情には、過去・現在・未来に対するものがあり、必ずしも緊密な連携があるわけではない。 
幸せは「過去をどうとらえ、未来をどう展望し、現在をどう生きるか」を肯定的に導くことから生まれる。

人間が感じる、さまざまなポジティブ感情
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変えられない過去に対するつらい感情を、ポジティブに導く方法

① いい思い出は「感謝する」こと。それにより、深く長く味わえる

② 悪い思い出は「受容し、許す」こと。学ぶ機会を得た思い出にする

現 在過 去 未 来

過去に対する感情は、どれもが思考と解釈に支配されている。感情は放置すれば消えていくものであるが、 
いつまでも過去に囚われていると、思いが増幅し、過去の出来事とむなしく格闘する悪循環に陥ってしまう。

「過去の記憶」をポジティブに変える
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この瞬間に感じる、心地よい快楽や喜びを増やす方法

① 意識して間をおくこと。驚きを演出することで「慣れ」を避ける

② 喜びの対象に没入するために「注意深さ」と「味わい」の感覚を持つ

現 在過 去 未 来

人間の脳は、新しい出来事だけに反応し、頻繁に起こることは無意識という背景に移す仕組みを持っている。 
新しい刺激がなくなると快楽は急速に消え失せるため、同じ感覚を得るにはより大きな刺激が必要となる。

「現在の体験」をポジティブに変える
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未来に対する漠然とした不安を解消し、楽観や希望を持つ方法

① 明けない夜はない。明日は明日の風が吹くと「楽観的」に考える

② 人や過去と比較して欲張らない。ゼロベースで「出来事」をとらえる

現 在過 去 未 来

「悪い出来事も一時的なものである」という思考を持つと、楽観的に考えられ、未来に対して希望が持てる。 
「悪い出来事は永続的に続くはずだ」という思考を持つと、悲観主義に陥り、未来に対して絶望してしまう。

「未来の展望」をポジティブに変える
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【あなたへの問い】その１ 
①辛い思い出をひとつ取り出して、ポジティブに転換してみよう。 
②不安をひとつ取り出して、比較をやめて、楽観的に考えてみよう。

例えば、こんなキーワードがでてきたかな … 

富裕、健康、容姿、職業などは、幸せにあまり影響しない。 
悪い思い出は受容し、許す。学ぶ機会を得た思い出にする。 
明日は明日の風が吹く。楽観的に考えると希望が生まれる。 
人や過去と比較しない。ゼロベースで、出来事をとらえる。
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しかし、ポジティブ感情が満たされるだけで 
  人は持続的な充足感を感じることはできない。
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２章「夢中を追求する」ってどういうこと？

Pleasure 
喜びの追求

美味しいものを食べる 
自分の欲しい製品を手に入れる 

面白いショーを見る

Engagement 
夢中の追求

時を忘れてゲームで遊ぶ 
競技で信じられない力が出る 
ものづくりに没頭している

Meaning 
意味の追求

子供たちのために何かをする 
世界の貧困と闘う 
動物や自然を守る
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「夢中 (フロー体験)」とは … 

自分のすべての心理的エネルギーが 
いま取組む対象へ注がれる状態
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快楽と充足感(フロー体験)の違いは、快適な人生と充実した人生の違いである。 

快楽はたやすく手に入るが、充足感はなかなか得られない。しかし、もし人生
のすべてを「ポジティブな感情の追求」だけに捧げるとしたら、本物の幸せや 
その意味はどこにも見つからないだろう。 

快楽とは「生物的飽食の達成」であるのに対して、充足感とは「心理的成長の 
達成」である。充足感は、必ずしも快適な環境からは生まれずに、時にひどい 
ストレスがかかることもある。 

例えば、登山家は凍死寸前になり、疲労困憊になりながら必死に山頂を目指す。 
しかし、達成した時の喜びは、快楽とは比べ物にならないものなのだ。

参考：マーティン・セリグマン著「世界でひとつだけの幸せ」
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「フロー」とは、目の前の活動に没入し、 
  時間を忘れて熱中している状態のこと。 

  名付け親のチクセントミハイ氏は、 
  地位やお金などの外発的動機づけに 
  支配された現代に憤りを感じ、 
  もっと「楽しさ」を増やすために、 
  フローの研究を開始した。

ミハイ・チクセントミハイ博士 
ハンガリー出身の米国心理学者
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人間の脳は、毎秒110ビットしか処理できない。人の話を理解するためには毎秒40ビット
の情報を処理しなければならず、このことは我々の意識に限界があることを示している。 

例えば、テレビを見ているときには、注意集中、能力の使用、思考の明晰さ、有能感が
いずれも最低水準でしかないとの報告があるが、これは当然のことだろう。日常的にどの
ような情報を取り入れるかで、生活の内容と質は決まってしまうのだ。 

我々は、自分の「心理的エネルギー」をどのように投射するかによって、自分自身を作り
上げていく動物なのだ。また、苦痛・恐れ・激怒・不安・嫉妬といった気持ちは、意識
に対して負の影響を与えるものであり、これらの「心理的エントロピー(無秩序)」は我々
が物事に注意を向ける自由を拘束し、意識を望ましくない対象にねじまげてしまう。

出典: ミハイ・チクセントミハイ著「フロー体験 喜びの現象学」

「フロー」とは、自分の心理的エネルギーを100% 向けた状態
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低い　　　　　　スキルレベル　　　　　高い

高
い
　
　
　
　
　
挑
戦
レ
ベ
ル
　
　
　
　
　
低
い

フロー
覚醒

不安

コントロール心配

無感動
退屈

リラックス

フローに入る条件は … 
 

 1.  活動の目標が明確であること 
 2.  機会と能力のバランスが良く、 
 適切な難易度であること 
 3.  目の前の課題に集中できる環境 
 であること 
 4.  対象への自己統制感があること 
 5.  成果に対して、迅速で効果的な 
 フィード・バックがあること

出典: ミハイ・チクセントミハイ著「フロー体験 喜びの現象学」
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スキル

難 
易 
度

フロー 
チャネル

F1

F2

F3
不安

退屈

出典: ミハイ・チクセントミハイ著「フロー体験 喜びの現象学」

自分のスキルに対して適度に難しく、細切れに連続した課題を設定する

すぐにラスボス(ゾーマ) 
だしちゃだめ

ワークに対する最適な課題 ～ フローチャネル
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イチローは、ある講義中に「自分自身のことで凄いと思っているところは？」と質問され、「凄い
のかどうかはわからないけれど……信じたことを続けられる能力はある。退屈にならない。ずーっ
と同じことをできる。それは僕のとりえではある」と回答した。(中略) 

「結果が出ないからと言って、すぐにそれまでやっていた動きをやめてしまったら、(たまたま)結果
が出たとしても、それって縁起担ぎみたいなものだからさ。すぐになくなってしまうと思う。正解か
不正解か、答えにたどりつくまで続けてみないとわからない」 

　そして、こうも表現した。「同じものを毎日食べ続けていると、 
わずかな違いに気付くようになる。同じメニューなのに味が違う、 
作っている人が違うのかなって。小さい違いに気付ける感覚を 
持ってほしい。何かで上達しようと思ったら、それはすごく大事」 

毎日のように同じ物を食べながら 「ちょっとした違いに気付く」 
メンタリティを持っていたからこそ、毎年コンスタントに抜群の 
成績を残すことができたのかもしれない。

イチローの毎朝カレー伝説、「同じものを食べ続けていると…」

出典：Full-Count 2022年11月4日記事： https://full-count.jp/2022/11/04/post1303159/  (筆者が一部要約、加筆修正)
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守

第１ステージ 
Novice (入門) 知識を学ぶ

知識を学ぶ。実践経験はほとんどない。 
状況に左右されない単純な原則をもとに、行動することができる。 
想定外のことが起きるとパニックになり、現実の問題に対処できなくなる。

第２ステージ 
Advanced (実践) 自ら実践する

学んだ知識をもとに自分ごととして行動する。次第に応用が効くようになる。 
原則をベースに独力で行動できるようになるが、問題の対処には手こずる。 
散在した情報を体系的に理解しておらず、全体像を把握するには至っていない。

第３ステージ 
Competent (自立) 問題解決できる

全体像を把握できるようになる。ただし何を優先すべきか悩む事が多い。 
知識が体系化されてくる。問題を発見し、解決することができるようになる。 
臨機応変な対応が可能となり、チーム内で指導力があると判断される。

破 第４ステージ 
Proficient (熟練) 自己変容できる

十分な経験と判断力を備え、安定的に行動できるようになる。 
困難な状況でも諦めず、打破する方法を独自の工夫で考え出し、実行する。 
体系化された知識に基づき、自己を改善できるようになる。進化が加速する。

離 第５ステージ 
Expert (自然) 直感で動く

膨大な経験をもとに最善の行動ができる。絶えず、よりよい方法を模索する。 
転ばぬ先の杖を得る。意識することなく、問題を未然に防ぐことができる。 
本質に重要な部分と関係のない部分を、直感的に識別することができる。

参考：Stuart E. Dreyfus著 "The Five-Stage Model of Adult Skill Acquisition

(参考) ドレイファス「技術習得における５段階」
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「フロー状態」を維持することができれば 
    私たちは、幸せを感じながら成長できる。
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ひとつ、気をつけたいこと。 
心に余白がないと、フローには入れません。 

あなたの心に余裕はありますか？ 
時間に追われた生活をしていませんか？ 

今、なにを考え、なにをするか？ 
あなたはどのように「今」を選んでますか？
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緊急 緊急でない

大
切

[すぐに対応すべきこと] 
危機や災害、事故、病気 
締め切りが迫ったタスク 
生活を支える仕事

[ワクワクすること] 
自己を成長させること 

大切な人と信頼を深めること 
コミュニティに貢献すること

大
切
で
な
い

[なんとなく増える雑事] 
非生産的な打ち合わせ 
無意味な報告や付き合い 
無駄に煩雑な手続き

[ひまつぶし] 
無意識のスマホいじり 
だらだらとしたごろ寝 
意味のない世間話や噂話

参考：スティーブン・R・コヴィー「７つの習慣」

[ワクワクすること] 
自己を成長させること 

大切な人と信頼を深めること 
コミュニティに貢献すること
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世界最大のモンゴル帝国を築いた 
チンギス・ハンを支えた名宰相 

耶律楚材の座右の銘

一利を興すは一害を除くに如かず 
一事を生かすは一事を省くに如かず

新しいことをひとつ始めるよりはさ 
余計なことを何かひとつ 
除いた方がいいと思うよ



©2022 Toru Saito

【あなたへの問い】その２ 
①今の仕事でフローを感じたい。どんな工夫をすればいいだろう。 
②時間を奪われているけど、実は大切ではないことをあげてみよう。

例えば、こんなキーワードがでてきたかな … 

快楽は快適な人生のため、フローは充実した人生のため。 
生物的飽食ではなく、心理的成長の達成のために生きること。 
能力に対して適切な難易度の課題があると夢中になりやすい。 
大切ではない事を省く習慣をつけ、心と時間に余裕を持とう。
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３章「意味を追求する」ってどういうこと？

Pleasure 
喜びの追求

美味しいものを食べる 
自分の欲しい製品を手に入れる 

面白いショーを見る

Engagement 
夢中の追求

時を忘れてゲームで遊ぶ 
競技で信じられない力が出る 
ものづくりに没頭している

Meaning 
意味の追求

子供たちのために何かをする 
世界の貧困と闘う 
動物や自然を守る
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「意味のある人生」とは … 

「自分より大きな何か」に捧げるために 
「自分の最も高い強み」を使うこと
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1. ジョブ    … 義務としての仕事。経済的報酬のために働く 
2. キャリア  … 出世の道具。成功願望を実現するために働く 
3. コーリング   … 使命感に基づく仕事。仕事自体を楽しむ

コーリングは、日本語では「天職」のこと。神からの呼びかけられた、与えられた使命という意味

エイミー・レズネスキー「3つの仕事観」

自分の仕事を「コーリング」と感じられるか。それを決めるのは自分であり、 
メンバーがそう感じやすい環境をつくることは、リーダーの大切な役割である。
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裕福になる 有名になる
肉体的魅力 
がある

自己成長 
する

親密な 
人間関係 
をもつ

組織や社会に 
貢献する

外的な目標 内的な目標

「外的な目標を持つ人」は「内的な目標を持つ人」と比較して常に未達成への不安を抱えており、
その達成度にかかわらず「幸福度が低い」ことがわかっている。外的な目標を持つ人は「何を所有
しているか」に注意が向いており、社会的に導かれた表面的なペルソナ(仮面人格)をつくりあげる 
傾向が強く、自己が希薄である。(ティム・カッサーとリチャード・ライアンの研究より)

「内的な目標」におく人は幸福度が高い
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都立荻窪高２年の渡辺佑樹さん(18)はダウン症。４月からマクドナルドの店舗でアルバイトをして 
いる。シフトは週３回。時給も他の高校生と同じだ。知的障害や自閉症があり、流ちょうな会話や
計算は苦手だが、ベテラン店員も「教えてもらうことが多い」と舌を巻くほどの仕事ぶりで、職場
の雰囲気を変え始めた。 

佑樹さんは定時制の高校に通っており、勤務は平日の授業前後の2～3時間。この日は床の掃き掃除
や、階段の手すり拭きなどにも取り組んだ。性格は「人と会うのが 
好き」。取材でカメラを向けると、ピースサインをしておどけて 
くれた。２時間の勤務を終え、ゆっくりした口調で「トレーを拭く 
のが楽しかった」と笑った。 

ベテランのクルーの佐藤さんはこう話す。「誰にでも元気に挨拶を 
して、いつも明るく一生懸命なんです。それって接客の原点じゃない 
ですか。私の方が学ばせてもらっています」　佐藤さんによると、 
他のクルーも佑樹さんと一緒に働く中で「仕事に対する意識が自然と 
高まっている」ように感じられるという。(後略)

「ダウン症の高校生がマックでバイトを始めたら、職場の空気が変わった」

出典：47ニュース 2022年8月25日記事： https://nordot.app/930000021488140288  (筆者が一部要約、加筆修正)

https://nordot.app/930000021488140288
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ジョブ・クラフティング、３つのアプローチ 
 ①「仕事の意味」のクラフティング ～ 自分で仕事に対する意味づけを捉え直す 
 ②「仕事」のクラフティング ～ 仕事の内容や段取り、時間などに創意工夫を加える 
 ③「関係性」のクラフティング ～ 上司や同僚、取引先との関わり方を人間的に変える

「ジョブ・クラフティング」とは 
主体的に仕事に創意工夫することで、仕事の経験を作り上げていくこと

会社から与えられた職務を 
淡々とこなす

働きがいを感じる仕事を 
自ら手づくりする

ジョブ・クラフティング、３つのアプローチ
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でも、もし目の前にあることが 
 つらく悲しいことだったら？
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「精神の自由」の節から一部抜粋 
“人は極限状態であっても、自己を見失わず、英雄的に振る舞うことができる。ほんの一握りで
あったが、通りすがりの人に暖かい言葉をかけ、なけなしのパンを譲っていた人々は確かに存
在した。強制収容所は人間からほとんどすべてを奪ったが、たったひとつ「与えられた環境で
いかに振る舞うか」という人間としての最後の自由だけは奪えなかったのだ ”

心理学者で医師でもあったフランクルは、ドイツ強制収容所で収容者としての2年半を過ごす。 
『夜と霧』は、そこでの過酷な体験を心理学的に解明すべく取り組んだ記録である。

著者は「過酷な環境で損なわれたものではなく、損なわれなかったもの」に 
目を向けた。そして、「どんな状況であっても人生には意味を見出すことが 
できる」と説いたのである。

出典: V.E.フランクル著「夜と霧」

どんな過酷な状況であっても「人生に意味を見出す」ことはできる
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アウシュビッツに収容されながら生還した、オーストリアの精神科医、心理学者。 
強制収容所での体験をもとに著した『夜と霧』は世界的な大ベストセラーとなる。

ヴィクトール・フランクル

人間はある事柄に専心し、自分を超え、他の
人格に献身する生き物です。人間存在の本質
は自己実現ではなく自己超越にあるのです。 

自己実現は、それが目的そのものになると達
成されえず、ただ自己超越の副次的な結果と

してのみ、達成されるものなのです。 

「人生から何を期待できるかが問題なのではない。 
私たちの人生は、私たちに何を期待しているか。 

それが問題なのである」
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人生における 
もっとも大切な発見

「自分の幸せ」は「他者の幸せ」と深く通じている 
  それに気がつくと「本質的な幸せ」を得られる
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“ 私たちの脳は、他者との共生ということを大きく志向して 
います。人を愛し、人のためにつくすことに大きな喜びと 
幸福を感じます。 

人間の脳は、恋愛や金銭的な報酬よりも「社会的報酬」を 
ずっと欲する器官です。(中略) 人間がこれまで生き延びて 
くることができたのは「社会脳」と呼ばれる回路が発達し、 
ともに助けあうことができたからとも言えます。 

つまり、人間は本能的に「他者を利する行動」を志向する 
ようにつくられているのです。”

出典: 中野信子著「脳科学からみた祈り」(筆者が一部加筆修正)
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「利己」と「利他」を対極と考えるのは 
「物質的な所有」こそが幸せという思い込みがあるから。 

「隣人を愛すべき」という義務感ではなく 
「隣人を愛する」ことが自身の幸せになる 

ことに気づくこと。 

永続的な幸せは「幸せに対する根本的な認識」を 
  変えることから生まれる。
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  ただし「意味のある人生」とは … 

「自分より大きな何か」に捧げるために 
  「自分を滅して奉公すること」ではない。
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③ テイカー (受けとる人) 
自分を中心に考え、何を得られるかに注意を払い、与える以上に受け取る人。 
頭の中にはテイクがあり、自分が多く受け取れると考えた場合にのみ取引する。

② マッチャー (バランスをとる人) 
与えることと受け取ることのバランスをとる人。常に公平という観点で行動し、 
相手の出方によって、助けたりしっぺ返しをしたりしてバランスをとる。

① ギバー (与える人) 
他人を中心に考え、相手が求めることに注意を払い、受け取る以上に与える人。 
頭の中はギブのみ。はじめに与える。目的はなく、結果として受け取る人。

あなたはどのタイプでしょう？
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低い 高い

滅私奉公のギバー 主体性を持つギバー

「自己犠牲して奉公するギバー」ではなく、「限られた時間の使い方を自己選択し、他者に 
   笑顔を届けるギバー」が豊かな人生を送る確率が高いことが、大規模な研究で立証された。

出典: アダム・グラント著「ギブ・アンド・テイク」

経済的な成功の確率は …

テイカー／マッチャー

主体的な 
ギバー

主体的な 
ギバー

マッチャー マッチャー滅私奉公 
ギバー テイカー
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「深く持続的な幸せ」に導くとともに 
組織に大いなる価値をもたらす生き方

「自分より大きな何か」に捧げるために 
主体的に「自分の最も高い強み」を使うこと

「意味のある人生」は …
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さまざまな「社会問題」や「環境破壊」は 
人の幸せは「お金や権力」にあると勘違いして 
それを追い求めることから生まれていたもの。 

多くの人々が「本質的な幸せ」に気づき 
「人のエネルギーの起点」が変わったら 

世界はきっと変わるはずと、僕は確信しています。
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【あなたへの問い】その３ 
①あなたにとって「意味のある人生」とはどういうことだろう。 
②主体性を持ち、滅私奉公から脱する。できそうなことはある？

例えば、こんなキーワードがでてきたかな … 

最高の幸せは、自分を超えたものに自分の強みを使うこと。 
ジョブ、キャリア、コーリング。顧客の笑顔で仕事が楽しく。 
仕事の意味、創意工夫、関係性で、働きがいを手づくりする。 
滅私奉公に陥らない。自分を大切に、主体的なギバーになる。
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最後に、すこし僕のお話を …
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斉藤徹　失敗と学びの半生
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主観的
今思うと安定して 
いたIBM時代 創業1年、絶好調 

社員40名に拡張

日本IBM フレックスファーム ループス・コミュニケーションズ

注目ベンチャーへ 
時価総額100億円

フレックス株売却 
ループス創業

金融危機、資金調達 
失敗。倒産の危機

バブル崩壊。解雇され 
銀行と裁判。自宅競売

取引先から裁判 
大家から自宅仮差押え

オウム真理教社員が 
10名。資産横領事件

NTT規制でどん底へ 
倒産寸前へ

日本リースが倒産 
またも倒産寸前へ

ループス再生 
ソーシャルシフト執筆

幸 
せ

不 
幸 
せ

学習院大学 客員教授 
学生たちとdotを設立

BBT大学 専任教授 
だから僕たちは 執筆

幸福度
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僕の半生は「挑戦」と「反省」の繰り返しでした。 

不安と恐怖に苛まれ 
希望のみえない日々が粛々と続きました。 

僕がようやく「本質的な幸せ」に気づいたのは 
今から10年前のこと。 

その日を境に、目の前の風景が一変したのです。
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思い通りにいかないこと

負の感情が現実をさらに悪化させる

変えられない「現実」と戦う

怒りや不安、自己嫌悪が増殖する

ネガティブサイクル(不安の連鎖)に入る

現実を「学びの機会」と受容する

過去(自己嫌悪)や未来(不安)が消える

あるがまま、今この瞬間に集中する

ポジティブサイクル(愛の連鎖)に入る

「現実」ではなく「思い」を変える

視点を変えると、世界が変わる ～ 不安から愛の連鎖へ
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　　　  ・幸せとは、自分が愛を選択した時の心の状態 
　　　  ・不幸とは、自分が不安を選択した時の心の状態 

なんじゃないかと思って、生きています。

僕が今までの人生を通じて学んだ 
ものすごくシンプルだけど、一番大切なこと。

はじめに「愛」か「不安」の選択がある。 

どちらかを選ぶと、思考、言葉、行動が生まれ 
その結果が「現実」としてあらわれる。
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今日のお話を 
振り返ってみよう
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1. 幸せとは、人間にとって究極の目的であり、比類なき最高善である。 
2. 幸せには「快楽・夢中・意味の追求」があり、後者になるほど、幸福感と持続性は深まる。 
3. 快楽の追求で生まれるポジティブ感情は一時的なもので、すぐに心が順応してしまう。 
4. 過去に対するつらい感情をポジティブに導く方法は「感謝すること」「受容し、許すこと」 
5. 未来への漠然とした不安を解消する方法は「楽観すること」「人や過去と比べないこと」 
6. 夢中(フロー体験)は、自分の心理的エネルギーの全てを目の前の対象へ注ぐことで生まれる。 
7. フローに入る条件を整えることで、人が熱中しやすい状態を作り出せる。 
8. 意味のある人生とは、自分より大きな何かに捧げるために、自分の最も高い強みを使うこと。 
9. 人生の意味を内的なもの(自己成長、人間関係、組織への貢献)におくと、幸福感が高める。 
10.自分の幸せと他者の幸せは深く通じている。それに気がつくと、本質的な幸せを得られる。 
11. 自分犠牲ではなく、主体的に生きて他者貢献するギバーは、豊かな人生を送る可能性が高い。 
12. 人が本質的な幸せに気づくことこそ、組織・社会・環境の問題を解決する第一歩になる。

「なんのために働くのか。幸せについて考えよう」
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『だから僕たちは、組織を変えていける』公式サイトにて 
講演スライドやイラスト図表をダウンロードできるほか  
貴社での講演  (無償あり) の申し込みなどもできます！

https://dakaboku.jp

だかぼく

https://hint-academy.com/dakaboku/
https://dakaboku.jp




デジタルシフト 
(1989 ～) 

事業のルールが変わる

デジタルシフト

アイデアだけで 
起業できる

技術とスピード

「学習する組織」

顧客の幸せ

１章 
時代の話 時代は変わった。組織はどうか？

t s & d o t

ソーシャルシフト 
(2008 ～) 

関係性が変わる

ソーシャルシフト

持続可能な繁栄を 
わかちあう

共感と信頼

「共感する組織」

社会の幸せ

リニアに変化した時代

産業 
革命

肉体労働の機械化

情報 
革命

頭脳労働の機械化

農業 
革命

組織労働の発生

工業社会から知識社会に 
時代は変わった。 

創造力に満ちた組織を 
僕たちはつくろう！

エクスポネンシャル (指数関数的) に変化する時代

人々が「お金」で動く時代は終わり、より高次の欲求である「幸せ」に向かいはじめた。その 
流れを受けて、ビジネスは大きな転換期を迎えている。「お金視点」で構築された経営システム 

を「幸せ視点」にアップデートし、新しい価値を生み出していくことが求められている。

斉藤徹著『だから僕たちは、組織を変えていける』

ライフシフト 
(2020 ～) 

生き方が変わる

ライフシフト

多様な生き方を 
受け入れる

自律と対話

「自走する組織」

社員の幸せ

「20世紀の企業における最も価値ある資産は生産設備だった。 
他方、21世紀の組織における最も価値ある資産は、知識労働者 
であり、彼らの生産性である」 

20世紀の偉業は、製造業における肉体労働の生産性を50倍に 
上げたことである。続く21世紀に期待される偉業は、知識労働 
の生産性を、同じように大幅に上げることである」

ピーター・ドラッカー『ポスト資本主義社会』



２章 
組織の話 これからの組織は「統制」から「自走」へ

t s & d o t

「学習する組織」　結果を … 人を評価する基準ではなく、学習する機会と捉える組織  キーは「心理的安全性」と「サーバント・リーダーシップ」 
「共感する組織」　現実を … 過剰に警戒する対象ではなく、共感する機会と捉える組織 キーは「パーパス・ドリブン」と「オーセンティック・リーダーシップ」 
「自走する組織」　仕事を … 義務ではなく、自己成長と価値創造の機会と捉える組織  キーは「内発的動機づけ」と「シェアド・リーダーシップ」

古いパラダイムの組織モデルとは 
人の心を軽視した数字重視の経営手法のことだ。

工業社会の組織モデル ～ 計画し、警戒し、統制する組織

関係 
の質

結果 
の質

思考 
の質

行動 
の質

失敗循環モデル

✕ 結果をつくる

知識社会において重要なのは人間性への回帰。 
人間的で、クリエイティブな経営モデルだ。

知識社会の組織モデル ～ 学習し、共感し、自走する組織

関係 
の質

結果 
の質

思考 
の質

行動 
の質

成功循環モデル

◯ 関係をよくする

斉藤徹著『だから僕たちは、組織を変えていける』



３章 
関係の話 リーダーは、強がりの仮面をはずそう

t s & d o t
「心理的に安全な場」をつくるプロセス

共感デザイン ①～③
コンフォートゾーンへの導線 ラーニングゾーンへの導線

価値デザイン ④～⑥
① ホールネス 
自然体の 
自分に戻る

⑥ 安心感の醸成 
場に安心を 
生む

② 他者の尊重 
他者を人間として 
尊重する

③ 相互の理解 
本音で話せる 
間柄になる

④ パーパスの共有 
意識を価値創造 
に向ける

⑤ 第三案の共創 
建設的に第三案を 

共創する

人の期待に応える 
意識からのシフト

他者をコントロールする 
意識からのシフト

ビジネスライクにつきあう 
関係からのシフト

人間関係に向いた 
思考からのシフト

思い込みで先走ってしまう 
思考からのシフト

場の雰囲気に飲まれる 
行動からのシフト

仮面をはずし、自然体にもどり 
率直な人間関係を育もう。

一人ひとりが率直に意見を出しあい 
チームとして、価値を創造しよう。

人は話せばわかりあえる。対話を通じて、いい関係性をつくること。 
いい組織を望むのであれば、手間と時間をかけて、組織の土壌を耕そう。
僕たちが組織を変えていくために「関係性」がはじめの一歩になる。

素のまんまの自分にもどり、職場に人間性をとりもどそう。 
特にリーダーは、自分の弱みもさらけ出す勇気を持とう。 
そこから、チームの思いやりや助けあいが始まっていく。

ジョナサンのように、場を 
優しく照らす太陽になる

斉藤徹著『だから僕たちは、組織を変えていける』



４章 
思考の話 チームを動かす北極星を見つけよう

t s & d o t

夜空の中で、動くことない北極星。 
目指す「北極星」がある組織は強い。

自走する組織をつくりたいのであれば、手間と時間が 
かかってもメンバーが「しよう」「したい」と 
思える環境をつくることだ。 
 
リーダーとは「情報と仕事を配る人」ではなく、 
「意味と希望を伝える人」なのだ。

ミッションは、社会における存在意義 
ビジョンは、組織にとって望ましい未来像 
バリューは、組織で共有する価値観

自分の強みを発見し、仕事に意味を見出そう。 
深く持続する幸せは「意味のある人生」から生まれる。 

 
「意味の追求」とは、 

「自分より大きな何かに捧げるために、 
自分の最も高い強みを使うこと」である。

主体的に意味づけることで、 
どんな仕事でも「天職」になる。船を造りたかったら、人に木を集めてくるように促したり、 

作業や任務を割り振ったりはせず、はてしなく続く広大な海 
を慕うことを教えよ。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  サン・テグジュペリ

あなたは自分の仕事にどう意味づけるか？ 
義務としての「ジョブ」 

出世の道具としての「キャリア」 
使命感に基づく「コーリング (天職)」

斉藤徹著『だから僕たちは、組織を変えていける』

【社会にとっての仕事の意味】

【自分にとっての仕事の意味】



職場からやる気を削いでしまう、恐ろしい２つの罠 

・組織の罠 ～ 機械的な分業がもたらす弊害 
・責任感の罠 ～ 圧力がかかるほど管理的になる人間の性質

５章 
行動の話 アメとムチを捨てて、好奇心を解き放とう

t s & d o t

関係性 
人を思いやり、人から思いやりを受けたい
と願う心理的欲求。他者志向を持つギバー 
としての振る舞いが、全者ハッピーを生む

有能感 
置かれた環境と効果的に関わり、有能で 
ありたいという心理的欲求。フロー体験を
生む環境を創出し、熱中と有能感を育む

自律性 
自らの行動を自分自身で選択したいという
心理的欲求。組織の無駄を徹底的に省いて
メンバーが自己決定できる領域を広げる

誰もが持つ、好奇心や向上心といった 
内発的動機は、自走する組織のエンジン 
となるが、外部から統制しようとすると 
　　　　消滅してしまう

ビジネスの場では、短期的な成果が求められるために 
内発的動機が抑圧されてしまうことが多い。 

例えば、失敗をした場合に「問題の真因を究明し、 
そこから学ぶ」という実り多き課題に取り組まず、 
アメとムチで「失敗をしないように統制すれば 
解決する」と考え、人々の心を萎縮させてしまう。

「自分で選択したい (自律性)」 
「能力を発揮したい (有能感)」 
「人といい関係を持ちたい (関係性)」

規律を最小化するための作戦 
・定期的な「ゼロベース思考」 
・問題発生時の「ダブルループ学習」 
・複雑なルールに「透明のチカラ」

内発的動機

斉藤徹著『だから僕たちは、組織を変えていける』

内発的動機のスリーカードが満たされると 
人は動機づけられ、やる気が生まれてくる。



ひとりから 
組織を変える 
７つのステップ

① 
主体性を持ち 
起点となる

② 
自分を正しく 
認識する

③ 
影響の輪から 
始める

④ 
成功の循環を 
回す

⑤ 
上司の信頼を 
得る努力をする

⑥ 
常にチームの 
希望となる

⑦ 
共感のネットワークをつなぎ 

影響の輪を広げる

t s & d o t

６章 
変革の話 たったひとりから、影響の輪は広がる
ガンジーは、農民一人ひとりと対話し続け、長い年月をかけて巨大な潮流をつくり、78歳で数億人を動かすムーブメントを 
成就した。賛同者の数がティッピングポイントを超えれば「多数派の様子見だった人たち」が次々と仲間になり、組織変革 
の本流となってゆく。その実現を信じて、目の前で働く仲間一人ひとりと、一期一会の気持ちで対話するのだ。 

大河の流れも一滴のしずくから。だから僕たちは、組織を変えていけるのだ。

斉藤徹著『だから僕たちは、組織を変えていける』

自分自身の変革からはじめて「成功の循環」に最善を尽くす。 
信頼のドライバー「真実性・論理性・共感性」を大切にして、 
一期一会で人と対話し、影響の輪のネットワークを広げていく。





幸せ視点の経営学を学ぶ、革新的なオンラインスクール

新しい時代のリーダーシップを 
  本気で身につけたい方へ



３つのクラスの学習内容と教科書

経営クラス リーダークラス イノベーションクラス

フィットするユーザー 経営に関わる人 
(経営者、人事、経営企画など)

チームに関わる人 
(管理職から一般社員まで)

新規事業に関わる人 
(起業家、新規事業など)

得られる価値
・経営に関する網羅的な知識 
・時代の変化と理想の組織像 
・理想の組織を実現する方法

・社員が自走するチームづくり 
・リーダーシップの最新技術 
・組織をよくする具体的な方法

・事業アイデアを発想する技術 
・事業アイデアを実現する技術 
・新規事業を孵化する支援

想定する学習時間 ４時間／週 ３時間／週 ５時間／週

準拠する書籍 『だから僕たちは 
組織を変えていける』

『だから僕たちは 
組織を変えていける』 『業界破壊企業』

教 
科 
書

エグゼクティブ 
インサイト ●
リーダーシップ 
フレームワーク ● ●
イノベーション 
フレームワーク ●
カルチャーブック ● ● ●
講座料金 10万円 (入会時は別途3万円) 5万円 (入会時は別途3万円) 5万円 (入会時は別途3万円)



hintゼミ

3ヶ月に一度、人数限定で募集するhintゼミ、詳しくはこちらをどうぞ。
「みんなの図書館」では、教科書などを無料でダウンロードできます。



©2022 Toru Saito

1985年 日本IBM株式会社に入社 
1991年 株)フレックスファームを創業 
2000年 x-Servlet が日経広告賞、日経製品賞を受賞 
2001年 バブル崩壊により、創業者追放の憂き目に 
2005年 株)ループス・コミュニケーションズを創業 
2009年 ブログ「in the looop」を執筆開始 
2011年 書籍「ソーシャルシフト」を上梓 
2016年 学習院大学 経済学部特別客員教授に就任 
2016年 書籍「再起動  リブート」を上梓 
2018年 幸せ視点の経営学を学ぶ「hintゼミ」を開講 
2020年 ビジネス・ブレークスルー大学 教授に就任 
2020年 書籍「業界破壊企業」を上梓 
2021年 書籍「だから僕たちは、組織を変えていける」を上梓

制作者プロフィール　斉藤 徹 (さいとうとおる)
1961年12月12日生まれのAB型、原宿近辺に在住 
愛するもの … ストーンズ、ホール&オーツ、拓郎、サザン初期、
ターニャ、今を生きる、青島刑事と湾岸署、ジョブズ、野菜、
sunao、ループス、dot、hint、スライドづくり、穏やかに生きる

「hintゼミ」にご興味ある方は hintゼミ

幸せ視点の経営学とイノベーションを学ぶ「hintゼミ」を開講しています

■ 社内向け講演実績 (掲載許可をいただいた企業のみ) 
アント・キャピタル・パートナーズ様、NHKエンタープライズ様、NTTアド様、関西
電力様、カスミ様、KDDI様、コナミデジタルエンタテインメント様、静岡朝日テレビ
様、静鉄ストア様、資生堂様、スポーツオアシス様、大広様、D2コミュニケーション
ズ様、DAC様、デルフィス様、電通様、電通テック様、トッパン・フォームズ様、日清
食品様、日本オラクル様、日本ユニシス様、博報堂様、博報堂DYメディアパートナーズ
様、パナソニック様、BSフジ様、ビルコム様、フレッシュ・デルモンテ・ジャパン様、
三菱UFJニコス様 他 

■ 顧客むけ講演実績 (掲載許可をいただいた企業のみ) 
アイエムジェイ様、IMJ様、IFIビジネススクール様、朝日インタラクティブ様、アスキー
総研様、ITマネジメントサポート協同組合様、EO大阪様、ADTECH様、アライドアー
キテクツ様、茨城県経営者協会様、ココロザシ大学様、インフォバーン様、Web2.0様、
ACフォーラム様、NTT様、OAG税理士法人様、大阪アドバタイジング協会様、大塚商
会様、オプト様、カレン様、川崎商工会議所様、企業研究会様、グローバルコモンズ様、
神戸ITフェスティバル様、神戸商工会議所様、コミュニティデザイン様、佐賀県高度情
報化推進協議会様、佐賀商工会議所様、CIOマガジン様、ジークラウド様、GPオンラ
イン様、JPモルガン証券様、消費者関連専門家会議様、翔泳社様、情報通信総合研究所
様、新聞広告協会様、セールスフォース・ドットコム様、ソフトバンク様、ソリューショ
ン研究会様、大日本印刷様、タスク様、調布青年会議所様、ツイートアカデミー様、
ティップネス様、デジタルハリウッド大学様、TechWave様、デロイトトーマツ様、凸
版印刷様、トッパンフォームズ様、ドラッグストアMD研究会様、日冠連経営者協議会
様、日本経済新聞社様、日経BP様、日本アドバタイザーズ協会様、日本ATM様、日本
オラクル様、日本カードビジネス様、日本経営開発協会様、日本小売業協会様、日本シ
ステム開発様、日本商工会議所様、日本生産性本部様、日本製薬工業協会様、日本綜合
経営協会様、日本チェーンストア協会様、日本電気様、日本マーケティング協会様、PR
現代様、ビジネスバンク様、ビジネスブレイクスルー様、富士ゼロックス様、富士ゼロッ
クス総合教育研究所様、保険サービスシステム様、毎日コミュニケーションズ様、マイ
ンドフリー様、丸の内ブランドフォーラム様、三菱UFJモルガンスタンレー証券様、宮
城大学様、メンバーズ様、LineUp様、楽天様、リックテレコム様、流通科学大学様 他 

企業向けセミナー承ります。お気軽にご連絡を  …  saito1212@gmail.com

□ 新しい事業やサービスをゼロから考えたい 
□ 最小コストで成功する事業を起ち上げたい

1. 経営クラス

3. イノベーションクラス

□ 指示なしで自律的に動くチームをつくりたい  
□ 心理的に安全な場のつくりかたを知りたい

□ 社員の幸せが成果を生み出す組織をつくりたい 
□ 社員が働きがいを感じる組織をつくりたい

2. リーダークラス


