
「幸せ視点の経営学」を学ぶ オンライン講座 

hint ゼミ 
happy innovation for everyone

第７期のご案内 (2021/1/6 ～ 3/17)
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1. 幸せ視点の経営学 
 

社員一人ひとりが自ら考え、臨機応変にコラボし、持続的な成果
を生む「すごいチームづくりの最新メソッド」を習得できます。 

2. 幸せ視点のイノベーション 
 

自然にファンが広がる製品やサービスを、最小費用、最短距離で
開発する「すごい事業づくりの最新メソッド」を習得できます。

習得できるのは「ポストコロナ、実践の技術」



① 幸せ視点の経営学 (経営史) ② 幸せとは？ ③ つながりの科学

⑥ 組織のミライ

1920 1940 1960 1980 2000 2020

④ 対話の技術

⑦ インサイド・アウト ⑤ リーダーシップ

01 経営学クラス



超実践的。ポストコロナ、自律型組織をつくる最新メソッドをぎゅっと凝縮 

学びの質、対話の質にめちゃこだわった、オンラインで完結する経営学の集中講座です。
ただし、経営学と言ってもむずかしいお話ではなく、仕事にすぐ役立つ、そして社員が
幸せで成果も持続する「すごい組織、すごいチーム」のつくりかたと思ってください。 

100年の経営史からポジティブ心理学、ソーシャルキャピタル、対話やリーダーの技術、
ティール組織、自組織内での展開手法にいたるまで、必要な知識をわかりやすく実践的に
体系化しました。新しい世界との出会い、きっとワクワクしながら学んでもらえるはず。 

毎週のチームZoom会議や、とても多様なクラス交流のイベントを通じて、楽しく深い気
づきを得られる、プライスレスな三ヶ月になることをお約束します。

経営学クラス ～ すごいチームのつくりかた



経営学講義 形式 習得できる知見や技術
1 1/06 入学式とプレ講義 Zoom オンラインツールと対話メソッド

2 1/06 ～ 1/12 幸せ視点の経営学 講義動画とZoom会議 経営学100年史

3 1/13 ～ 1/19 ずっと続く幸せを探して 講義動画とZoom会議 ポジティブ心理学

4 1/20 ～ 1/26 人のつながりの科学 講義動画とZoom会議 ソーシャルキャピタル

5 1/27 ～ 2/02 人のつながりの科学 講義動画とZoom会議 ソーシャルキャピタル

6 2/03 ～ 2/09 共感を育む対話の技術 講義動画とZoom会議 ゴードンメソッド、すごい会議

7 2/10 ～ 2/16 リーダーシップの技術 講義動画とZoom会議 学習する組織、フロー理論など

8 2/17 ～ 2/23 リーダーシップの技術 講義動画とZoom会議 学習する組織、フロー理論など

9 2/24 ～ 3/02 組織は未来にむかう 講義動画とZoom会議 ティール組織、未来型組織事例

10 3/03 ～ 3/10 インサイドアウト 講義動画とZoom会議 経営学サマリーと明日への一歩

11 3/10 成果発表会 Zoom

12 3/17 －

経営学クラスの標準学習時間： 35時間/3ヶ月 (講義動画 15時間、Zoom会議 20時間)
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① イノベーションの発想 ② アイデアの集約 ③ 顧客への共感

⑥ プロトタイプの制作

④ 顧客課題 FIT

⑦ ビジネスモデルと課題解決 FIT ⑤ ジョブと解決策

02 イノベーションクラス



オリジナルの事業アイデアを考え、それを育てる、エキサイティングな三ヶ月 

最新のイノベーション手法を、実体験しながら学ぶオンライン集中講座です。 

短時間で大量の事業アイデアを生みだす「hintフレームワーク」を独自に開発。「リーン
スタートアップ・デザイン思考・ジョブ理論・カスタマージャーニー・ビジネスモデルキャ
ンバス」などを学びながら、ワークシートにそって、自分のオリジナルアイデアを新事業
の構想に育てます。難しそう？ 高校生でもチャレンジできる内容なので、ご安心を。 

最終的にはプロトタイプやビジネスモデルまでつくり、プレゼンテーションで総まとめ。
本気モードの方は、このクラスでPSF(課題解決フィット)をクリア。PMF(製品市場フィッ
ト)に進み、あなたの夢を実現しましょう！ ご希望あらば、斉藤が起業まで応援します。

イノベーションクラス ～ すごい事業のつくりかた



イノベーション講義 形式 習得できる知見や技術
1 1/06 入学式とプレ講義 Zoom オンラインツールと対話メソッド

2 1/06 ～ 1/12 イノベーションを発想する 講義動画とZoom会議 hintフレームワーク

3 1/13 ～ 1/19 イノベーションを発想する 講義動画とZoom会議 hintフレームワーク

4 1/20 ～ 1/26 ユーザーに深く共感する 講義動画とZoom会議 デザイン思考

5 1/27 ～ 2/02 CPFインタビューをする 講義動画とZoom会議 リーンスタートアップ(CPF)

6 2/03 ～ 2/09 CPFインタビューをする 講義動画とZoom会議 リーンスタートアップ(CPF)

7 2/10 ～ 2/16 ソリューションを考える 講義動画とZoom会議 ジョブ理論、カスタマージャーニー

8 2/17 ～ 2/23 プロトタイプを制作する 講義動画とZoom会議 プロトタイプ

9 2/24 ～ 3/02 ビジネスモデルを構想する 講義動画とZoom会議 ビジネスモデル・キャンバス

10 3/03 ～ 3/10 PSFインタビューをする 講義動画とZoom会議 リーンスタートアップ(PSF)

11 3/10 PSFインタビューをする 講義動画とZoom会議 リーンスタートアップ(PSF)

12 3/17 プロジェクト発表会 Zoom

イノベーションクラスの想定学習時間： 50時間/3ヶ月 (講義動画 6時間、独学演習 24時間、Zoom会議 20時間)



「5期 イノベーションクラス発表会」より抜粋

株式会社ICB 代表 瀧井智美さん(ともも)の発表をどうぞ



クラス募集人数の目安

学ぶ場所

40人

オンライン (いつでもどこでも)

すごいチームのつくりかた

経営学クラス イノベーションクラス

82,500円 (税込み) 82,500円 (税込み)

すごい事業のつくりかた

サービス料金

コミュニケーション・ツール Facebook / Zoom Facebook / Zoom

学ぶこと

受講の目的
経営者、管理職、チームリーダー 
すべてのメンバーが働きがいを感じ 
自律的に動けるチームをつくりたい

起業家、新規事業、新製品開発 
自然にひろがるような新事業を 
開発し、すばやく黒字にしたい

オンライン (いつでもどこでも)

経営学クラスとイノベーションクラスの比較表

40人



hintゼミってさ、どういう人が参加してるの？



司会は著名声優、5期ティールズ 
キリさん(桐本拓哉)

プリじストン、5期経営学 
たもさん (森田悠基)

MISUZU(香港)、5期イノベ 
そういち (河田壮一)

柏市長、6期経営学 
やんけさん (秋山浩保)

NTTデータ、6期イノベ 
ひーちゃん (上田ひとみ)

「5期 卒業式」 「6期 入学式」
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hintゼミ6期 メンバー属性 (全82名)



③ 地域 (人数) ④ 企業規模 (人数)
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hintゼミ、学び方の特徴は？



学ぶ つながる 実現する× ×



講義資料で復習

参考図書で深堀り

マイクロ動画で学習
経営学 15時間 (116本) 

イノベーション 6時間 (27本) 
高品質なマイクロ動画で、いつでも学べます

チーム対話で腹落ち

「動画 × 対話 × 資料 × 参考図書」で 深く学ぶ

毎週、用意されたテーマをもとに 
ラーニングファシリテーターを交えて 

5人前後のチームで学びをぐっと深めます

経営学、イノベーションともに 
高品質な講義資料と補足資料で 
いつでもどこでも、学びを復習できます

講義のテーマごとに参考図書も紹介 
興味のある分野の知見・技術・事例を 
独学で、深く掘り下げられます

01

02

03

04



hintゼミ 講義内容は 
驚きの高品質と膨大なボリューム 

　　スライド数　：2000ページ超 
　　マイクロ動画：20時間超 

きっとご満足いただけます



01
まずは独学 
スマホでもPCでも 
いつでもどこでも

クラスで交流 
クラスでも意見交換 
入学式、ご飯会なども

03
斉藤が個別に 

質問や相談、いつでも
Zoomでお受けします

0502
チームで対話 
毎週のZoom会議で 
励まし、学びあう

04
卒業生とも 

幸せ視点の仲間たち 
ゼミ卒業生とつながる

価値観やメソッドをともにする「hintゼミ」ならではの、活発だけどめちゃ優しい、オンラインの場 
講義の課題は個人単位で考えるけど、みんなで学ぶから気づきがあるし、最後まで楽しく完走できます 
 (Zoom会議する時間がとれない方、ビデオ対話が苦手な方は【完全独学での受講】も選択いただけます)

何を言っても大丈夫。安心な場で仲間とつながる



hintゼミで共有する価値観

ワクワク主義 
自分がワクワク、みんながワクワク

素のまんまトーク 
素のまんま、なんでも本音で話せる場

シェアド・リーダー 
最適なリーダー、最高のフォロアー

誰もが主人公 
善悪をきめつけず、個性と多様性を大切に

疲れたらやすもう 
自然体が一番。疲れたらやすもう

オープンな文化 
オープンが標準、クローズには意味を

学びドリブン 
どっちの選択が、より学びになる？

走りながら進化する 
ワクワク・挑戦・学びで進化しよう



日付 時間 イベント
1/06 (水) 20:00-21:30 入学式・オリエンテーション hintゼミ、はじめの一歩をお話します (斉藤/LF)
1/13 (水) 20:00-22:00 業界破壊企業 講演会 ＆ 交流会 業界破壊企業講演、その後にクラスの交流会です
1/27 (水) 20:00-21:30 hintアカデミー交流会 hintアカデミー全体での交流会、仲良くなりましょう
2/01 (月) 20:00-21:30 アカデミー部活説明会 講座や部活など、アカデミーの活動紹介です
2/03 (水) 20:00-21:30 dot × hint 交流会 チームdotとhintの交流会。Z世代の本音を聴きましょう
2/04 (木) 22:30-23:30 まったりhintスナックルーム まったり交流オンラインスナック。なんでも話しちゃおう
2/08 (月) 20:00-21:30 クラス交流会 現役クラスメンバーでの交流会、仲良くなりましょう
2/09 (火) 20:00-21:30 事業アイデア発表会 コラボを促進、アカデミー内で交流を深めましょう
2/10 (水) 20:00-21:30 事業アイデア発表会 コラボを促進、アカデミー内で交流を深めましょう
2/11 (木) 20:00-21:30 いいチームのつくりかた発表会 コラボを促進、アカデミー内で交流を深めましょう
2/12 (金) 20:00-21:30 クラス交流会 現役クラスメンバーでの交流会、仲良くなりましょう
2/17 (水) 20:00-21:30 ３つのdot 講演会 & 交流会 斉藤の生い立ち講演、その後にクラスの交流会です
2/18 (木) 22:30-23:30 まったりhintスナックルーム まったり交流オンラインスナック。なんでも話しちゃおう
3/03 (水) 20:00-21:30 hintアカデミー交流会 hintアカデミー全体での交流会、仲良くなりましょう
3/04 (木) 22:30-23:30 まったりhintスナックルーム まったり交流オンラインスナック。なんでも話しちゃおう
3/10 (水) 20:00-22:00 経営学クラス 発表会 経営学クラス、発表会！
3/11 (木) 22:30-23:30 まったりhintスナックルーム まったり交流オンラインスナック。なんでも話しちゃおう
3/17 (水) 20:00-22:00 イノベーションクラス 発表会 イノベーションクラス、発表会！
4/07 (水) 20:00-22:00 卒業式＆入学式 当期卒業式と次期入学式。エールを交換します！
時間が決まっているライブイベント。必須ではありませんが、ご興味がある方はぜひご参加を！ (式や講演は録画も公開する予定です)

ますます充実する hintイベント (変更の可能性あり。この他、部活や講座も続々と)



コミュニティで共創し、ビジョンを実現する

hintゼミの卒業はコミュニティのはじまり。 
現役生と卒業生が交流するラーニングコミュニティ 
hintアカデミー (参加無料) で、知見や技術を共有する 
仲間とともに、ご自身のビジョンにチャレンジを！ 自分のチームを理想的な自律型組織にしたい。同じ課題を

持つ仲間とノウハウを共有して進めたい。hintアカデミーに
は次々と学びの場が生まれてます。hint人事部、コーチング
講座など。ご自身で独自講座を開設することも可能です。

経営学の実践 ～ 自分の組織をすごいチームにしたい！

イノベーションの実践 ～ 持続的な事業をつくりたい！
ペルソナユーザーにインタビューしたい。事業パートナー
を探したい。ゼミのコンテンツをベースに新事業を進めた
い。アカデミーはいろんなニーズを実現する場。アドバイ
ザーが支援する「hint PMFスタジオ」も開始します。

hint との深い関与 ～ ずっと学びたい！運営したい！
hintゼミ、三ヶ月じゃもの足りない、幸せ視点の組織運営
を実践して、学びを深めて自分のものにしたい。そんな方
hintゼミマネジメントチーム「ティールズ」(無料、40名超) 
への参加をどうぞ。ティール組織の凄さを体感できます。

実践する場・実現する場 
「hintアカデミー」

学ぶ場・つながる場 
「hintゼミ」

経営学クラス

イノベーションクラス

体験する場 
「体験講座」

82,500円(税込)

無料！

無料！



(参考) ラーニング・ピラミッド ～ 最短距離で学ぶ術

ラーニングビラミッド ～ 24時間後の知識定着率

体験講座 (無料)

hintゼミ (3ヶ月集中)

hintアカデミー (無料)

ティールズ (無料)





申し込みから受講開始までのステップ

1.
ウェブから申込み

まずは、ウェブから
申込み。ご質問など
も大歓迎です。お気
軽にお問い合わせく
ださい。斉藤が直接
回答します。

3.
ゼミ開始前の準備
開始前の準備で斉藤
からいろいろご連絡
します。専用サイト
案内、FBグループ登
録、自己紹介投稿の
お願いなどです。

2.
ゼミ料金の振込み
指定の銀行口座に、
ゼミ料金をお振込み
いただきます。この
振込をもって、正式
な申込みとさせてい
ただきます。

5.
チームが始動
チームで自己紹介。
その後、毎週Zoom
で対話して学びを深
めます。斉藤講演や
クラス交流など、イ
ベントもあります。

4.
ゼミの入学式
初日は入学式。続い
てオリエンやプレ講
義、チームのご案内
などを行います。い
よいよ濃い三ヶ月の
開始です。





第７期 先行申込み 特典！
お得な初期 堅実な中期 熟慮の後期
～ 11/30 ～ 12/10 ～ 12/21

申し込んだ日から、動画と 
スライドで、独学できます ✔ ✔ ✔

6期のクラス発表会 (12/16,  
12/23) に参加できます ✔ ✔

斉藤が、所属組織で 
Zoom講演(無料)をします ✔

斉藤執筆書籍 (サイン入り) 
プレゼントします *1 ✔

*1 … 「ソーシャルシフト」「BEソーシャル！」 
　　　　　　「再起動 ～ リブート」「業界破壊企業」から一冊
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hintゼミ

3ヶ月に一度、期間限定で募集するhintゼミ、詳しくはこちらをご覧ください。


