
「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８期のご案内 (2021/4/9 ～ 6/18)



やったぜ！ 
いいのができた！



ブログ

組織 事業

「いい事業をつくりたい」 
幸せ視点のイノベーション

幸せ視点の 
経営学 

いい組織を 
つくりたい「いい組織をつくりたい」 

幸せ視点の経営学





hintアカデミー

hintゼミ(必修講座)

[経営学] 経営クラス [経営学]リーダークラス イノベーションクラス

[起業・新規事業] 
PMFスタジオ

[組織開発] 
HODスタジオ

hintスタジオ(実践講座) hint リベラルアーツ (フリースクール)

各種部活 各種講座 各種イベント

人事部・起業部 
コーチング部・SDGs部 
地方創生部・料理部 

ボイトレ部・ネガティ部 
・・・

コーチング講座 
対話メソッド講座 
ボイトレ講座 
お料理講座 

・・・

公式イベント多数 
共創イベント 

ご機嫌イベント 
お笑いイベント 

・・・

(入学)



1. [経営学] 経営クラス 
新しい時代にふさわしい企業経営を学ぶクラスです。経営と経営学の歴史と未来から、
21世紀にふさわしい経営スタイルまで俯瞰。そして、その知識を実践するためのキーと
なる「新しいリーダーシップの技術」もあわせて習得する、凝縮された講座です。 

2. [経営学] リーダークラス 
すごいチームのつくりかたを学ぶクラスです。メンバーが自ら考え、臨機応変にコラボ
し、持続的な成果を生むチームはどのようにつくればいいのか。最新メソッドを学び、
チーム対話や課題解決を通じて習得できる、とても実践的な講座です。 

3. イノベーションクラス 
新しい事業のつくりかたを学ぶクラスです。熱烈なファンを生み、自然と広がる製品や
サービスを最小費用、最短距離で創出するにはどうすればいいのか。自らの事業を考え
ながら、最新メソッドを習得します。卒業生には実践編「PMFスタジオ」もあります。

hintゼミでは、受講目的に応じた３つのクラスをご用意しました。 
いずれのクラスも三ヶ月集中講座。学びはオンラインで完結です。



hintゼミでは、受講目的に応じた３つのクラスをご用意しました。 
いずれのクラスも三ヶ月集中講座。学びはオンラインで完結です。

[経営学] 経営クラス [経営学] リーダークラス イノベーションクラス

講座料金 (税込) 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)

想定するユーザー 経営に関わる人 
(経営陣・経営企画・人事など)

チームに関わる人 
(管理職から一般社員まで)

事業や商品開発に関わる人 
(起業家、新規事業、商品開発)

経営学 
(exective insight) ●

リーダーシップ 
(leadership framework) ● ●

イノベーション 
(Innovation framework) ●

想定する学習時間 35時間／3ヶ月 30時間／3ヶ月 50時間／3ヶ月

hintゼミ、３つのクラス



３つのクラス、どう違うの？



hintアカデミー

hintゼミ(必修講座)

[経営学] 経営クラス [経営学]リーダークラス イノベーションクラス

[起業・新規事業] 
PMFスタジオ

[組織開発] 
HODスタジオ

hintスタジオ(実践講座) hint リベラルアーツ (フリースクール)

各種部活 各種講座 各種イベント

人事部・起業部 
コーチング部・SDGs部 
地方創生部・料理部 

ボイトレ部・ネガティ部 
・・・

コーチング講座 
対話メソッド講座 
ボイトレ講座 
お料理講座 

・・・

公式イベント多数 
共創イベント 

ご機嫌イベント 
お笑いイベント 

・・・

(入学)



① 経営と経営学の歴史 ② 経営の未来 ③ 幸せ視点の経営

⑥ 対話と動機づけ

1920 1940 1960 1980 2000 2020

④ とんとん対話

⑦ 問題の解決 ⑤ リーダーシップ⑧ とんとん対話

[経営学] 経営クラス   学習スケジュール



[経営学] 経営クラス   学習スケジュール

4/9(金) 6/16(水)

キックオフ テーマ２

　テーマ１

課題スタディ テーマ４ テーマ６

テーマ３ 中間発表会 テーマ５ 課題スタディ

発表会

「経営の歴史」 
動画閲覧とチーム学習

「幸せ視点の経営」 
動画閲覧とチーム学習

「経営の未来」 
動画閲覧とチーム学習

「とんとんと課題解決」 
講師を交えたチーム学習

経営学クラス発表会 
オンラインイベント

「新しいリーダーシップ」 
「意味を共有する技術」 
動画閲覧とチーム学習

「問題を解決する技術」 
「幸せ起点となるヒント」 

動画閲覧とチーム学習

「対話の場をつくる技術」 
「人を動機づける技術」 
動画閲覧とチーム学習

「とんとん課題解決」 
講師を交えたチーム学習

経営学クラス発表会 
オンラインイベント

第８期 キックオフ 
オンラインイベント

5/12(水)

経営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)



hintアカデミー

hintゼミ(必修講座)

[経営学] 経営クラス [経営学]リーダークラス イノベーションクラス

[起業・新規事業] 
PMFスタジオ

[組織開発] 
HODスタジオ

hintスタジオ(実践講座) hint リベラルアーツ (フリースクール)

各種部活 各種講座 各種イベント

人事部・起業部 
コーチング部・SDGs部 
地方創生部・料理部 

ボイトレ部・ネガティ部 
・・・

コーチング講座 
対話メソッド講座 
ボイトレ講座 
お料理講座 

・・・

公式イベント多数 
共創イベント 

ご機嫌イベント 
お笑いイベント 

・・・

(入学)



① 新しいリーダーシップ ② 意味の共有 ③ 対話の場づくり

⑥ 問題の解決

1920 1940 1960 1980 2000 2020

④ チーム課題

⑦ 幸せの起点 ⑤ 人の動機づけ⑧ チーム課題

[経営学] リーダークラス   学習スケジュール



[経営学] リーダークラス   学習スケジュール

4/9(金)

キックオフ テーマ２

　テーマ１

課題スタディ テーマ４ テーマ６

テーマ３ 中間発表会 テーマ５ 課題スタディ

発表会

「新しいリーダーシップ」 
動画閲覧とチーム学習

「対話の場をつくる技術」 
動画閲覧とチーム学習

「意味を共有する技術」 
動画閲覧とチーム学習

「メンバーの課題解決」 
実践的なチーム学習

経営学クラス発表会 
オンラインイベント

「人を動機づける技術」 
動画閲覧とチーム学習

「幸せ起点となるヒント」 
動画閲覧とチーム学習

「問題を解決する技術」 
動画閲覧とチーム学習

「メンバーの課題解決」 
実践的なチーム学習

経営学クラス発表会 
オンラインイベント

第８期 キックオフ 
オンラインイベント

リーダークラスの標準学習時間： 30時間/3ヶ月 (講義動画 10時間、Zoom会議 20時間)

6/16(水)

5/12(水)



hintアカデミー

hintゼミ(必修講座)

[経営学] 経営クラス [経営学]リーダークラス イノベーションクラス

[起業・新規事業] 
PMFスタジオ

[組織開発] 
HODスタジオ

hintスタジオ(実践講座) hint リベラルアーツ (フリースクール)

各種部活 各種講座 各種イベント

人事部・起業部 
コーチング部・SDGs部 
地方創生部・料理部 

ボイトレ部・ネガティ部 
・・・

コーチング講座 
対話メソッド講座 
ボイトレ講座 
お料理講座 

・・・

公式イベント多数 
共創イベント 

ご機嫌イベント 
お笑いイベント 

・・・

(入学)
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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 ビジネスモデル

④ 顧客課題 FIT

⑦ プロトタイプと課題解決 FIT ⑤ ジョブと価値提案

03 イノベーションクラス



イノベーションクラス   学習スケジュール

4/9(金) 6/18(金)

キックオフ テーマ２

　テーマ１

課題スタディ テーマ４ テーマ６

テーマ３ 中間発表会 テーマ５ 課題スタディ

発表会

「アイデアの発想」 
動画閲覧とチーム学習

「ユーザーへの共感」 
動画閲覧とチーム学習

「アイデアの集約」 
動画閲覧とチーム学習

「CPFインタビュー」 
動画閲覧とチーム学習

イノベーション発表会 
オンラインイベント

「ジョブ/価値提案」 
動画閲覧とチーム学習

「プロトタイプ制作」 
動画閲覧とチーム学習

「ビジネスモデル」 
動画閲覧とチーム学習

「PSFインタビュー」 
動画閲覧とチーム学習

イノベーション発表会 
オンラインイベント

第８期 キックオフ 
オンラインイベント

5/14(金)

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)



[経営学] 経営クラス [経営学] リーダークラス イノベーションクラス

講座料金 (税込) 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)

想定するユーザー 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)

新規事業や商品企画に関わる人 
(起業家、新規事業、マーケなど)

得られる価値
・経営と経営学に関する網羅的な知識 
・時代変化の把握、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の作り方 
・リーダーシップ技術の最新知識 
・自組織をよくする具体的な方法

・事業アイデアを発想する最新技術 
・事業アイデアを実現する最新技術 
・新規事業を孵化する多様な支援

学習方法
・イベント(キックオフ、発表会) 
・毎週の動画閲覧とチーム学習 
・チームへの斉藤参加 (4回想定)

・イベント(キックオフ、発表会) 
・毎週の動画閲覧とチーム学習 
・チームへの斉藤参加 (2回想定)

・イベント(キックオフ、発表会) 
・毎週の動画閲覧とチーム学習 
・チームへの斉藤参加 (2回想定)

教科書
・hint カルチャーブック 
・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

・hint カルチャーブック 
・リーダーシップ・フレームワーク

・hint カルチャーブック 
・イノベーション・フレームワーク

卒業後の実践講座 HODスタジオ (hint organization development) PMFスタジオ

閲覧できる教材 hintゼミ会員は、経営学とイノベーションに関するすべての最新動画と最新資料を常に閲覧可能 (卒業後も)

学習ツール ゼミ学習サイト / Zoom / Slack (ツールの使い方講座あり)

hintアカデミー活動 
(メンバー自主活動 
多くは無料)

・アカデミー部活　　：人事部、起業部、コーチング部、SDGs部、地方創生部、料理部、ボイトレ部、お笑い部  … 
・アカデミー講座　　：対話手法、コピーライティング、韓国語、有名声優ボイストレーニング、元芸人笑い講座  … 
・アカデミーイベント：多様な交流イベント、事業発想ワーク、共創ワーク、動画編集入門、hintスナック …

hintゼミ、３つのクラスをサマリーすると …



＋ [経営学] 
リーダークラス 

 

5万円

イノベーション 
クラス 

 

5万円

[経営学] 
経営クラス 

 

10万円

アカデミー 
入学金 

 

3万円

hint 受講料金

 (すべて税込。初回のみ入学金があります)



hintゼミってさ、どういう人が参加してるの？



34

48

男性 女性

4

21

57

X世代 Y世代 Z世代

① 性別 (人数) ② 世代 (人数)

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)

2

20

60

東日本 西日本 海外

14

49

19

大企業 中小企業 個人

hintゼミ6期 メンバー属性 (全82名)



メーカー

企画コンサル

広告メディア

流通小売

通信IT

ヘルスケア

人材教育

建設不動産

その他
0 5 10 15 20 25
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17 経営

企画

技術

事業開発

営業

管理

総務管理

自営

大学生
0 5 10 15 20 25
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6

6

7
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20

23

⑤ 業種 (人数) ⑥ 職種 (人数)

hintゼミ6期 メンバー属性 (全82名)



hintゼミ6期  受講者満足度調査結果 (匿名調査、回答者82名中45名)

0
1
2
3
4
5
6
7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

経営学 イノベーション

ネットプロモータースコア (顧客推奨指標) 
hintゼミ6期： -4.4pt (28.9% - 33.3%)

あなたは、このサービスを親しい友人や家族に、どのぐらい 
勧めたいと思いますか？ 0~10点で点数をつけてください。

NPS = 推奨者(9,10点)比率 から 批判者(6点以下)比率を引いた数値 
hintゼミ6期 NPSは -4.4pt (匿名、82名中45名回答)でした、NTTコム 
最新調査における日本トップスコアは Netflix  -4.4pt であり、hintゼミ 
はそれを同等、極めて高い受講者評価(顧客推奨度)をいただきました。 
業界別NPSランキングトップ企業 2020  by NTTコム 
https://www.nttcoms.com/service/nps/report/

0

5

10

15

20

使っていない 残念ではない まあまあ残念 非常に残念

経営学 イノベーション

このサービスが使えなくなったら、あなたはどう思いますか？ 
(How would you feel if you could no longer use our product?)

ショーン・エリスのテスト (PMF達成指標) 
hintゼミ6期： 73% (「非常に残念」と回答した人の比率)

ショーン・エリスのテスト = 「非常に残念」と回答した人の比率 
hintゼミ6期におけるショーン・エリスのテストは 73% (匿名、82名中 
45名回答)でした。この数値が40%を上回るとPMF (製品市場フィット、 
リーンスタートアップにおける最終局面) に達したと判断されるもので、 
著名VCの投資基準としても知られています。hintゼミはそれを大きく 
上回る、極めて高い受講者評価(継続利用意向)をいただきました。



司会は著名声優、5期ティールズ 
キリさん(桐本拓哉)

ブリジストン、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」



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



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



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。知見や技術を共有する仲間と、ご自身のビジョンにチャレンジを！

hintゼミ(必修講座)

[経営学] 経営クラス [経営学]リーダークラス イノベーションクラス

[起業・新規事業] 
PMFスタジオ

[組織開発] 
HODスタジオ

hintスタジオ(実践講座) hint リベラルアーツ (フリースクール)

各種部活 各種講座 各種イベント

人事部・起業部 
コーチング部・SDGs部 
地方創生部・料理部 

ボイトレ部・ネガティ部 
・・・

コーチング講座 
対話メソッド講座 
ボイトレ講座 
お料理講座 

・・・

公式イベント多数 
共創イベント 

ご機嫌イベント 
お笑いイベント 

・・・



hintゼミ、申し込みはどうすればいい？



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、Slack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.
ゼミのキックオフ
初日はキックオフ。
オリエンや講義、チ
ームのご案内や交流
などを行います。い
よいよ濃い三ヶ月の
開始です。
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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。


