
最新の経営理論やイノベーション・メソッドを 
３ヶ月で体得できる、オンライン演習講座 

hint ゼミ 
happy innovation for everyone

第６期のご案内 (10/7 ～ 12/23)
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【先行申込み特典】 第６期 (10/7～) の申込みを開始します

『業界破壊企業』講演

申込みいただいた方の所属する組織 (会社、
団体など) にて、Zoom講座「すごいチーム
のつくりかた」(60分)を、斉藤の質疑応答 
(30分) ありで、無料でご提供します。

『すごいチームのつくりかた』講座

『ハッピーイノベーションのつくりかた』講座

所属する組織 (会社、団体など) にて、新
刊書籍『業界破壊企業』Zoom講演 (50分)
を、斉藤の質疑応答 (30分) ありで、無料
でご提供します。

所属する組織 (会社、団体など) にて、Zoom講座 
「ハッピーイノベーションのつくりかた」(50分)を、 
斉藤の質疑応答 (30分) ありで、無料でご提供します。

正式に申込みいただくと、ゼミ開始をまた
ず、先行して動画などで学習することが可能
です。長い時間かけて、じっくり新規事業ア
イデアを創出したい方などにおすすめです。

先行して独学が可能

斉藤との個別のご相談
hintゼミに関係するさまざまなご相談を、斉
藤が直接お受けします。

hintゼミ５期内の講演イベント 「業界破壊
企業(7/8)」「僕の人生を変えた３つのドッ
ト(8/19)」、５期生による「経営学クラス
発表会(9/16)」や「イノベーションクラス発
表会(9/23)」を見学できます。

第５期ゼミイベントへの参加

(お知らせ) 機密保持契約を前提とした「企業内でのhintゼミの実施」も開始しました。カスタマイズも可能です。お気軽にお問い合わせください。



6月3日、世界経済フォーラム (WEF) は、2021年1月に開催する年次総会 (ダボス会議) のテーマを「グレート・
リセット」にすると発表した。世界的な新型コロナウイルスの感染が広がる中、資本主義を軸とする既存の体制
には不備も目立つ。どう立て直していけばいいのか。WEFを創設したクラウス・シュワブ会長に聞いた。 

－「グレート・リセット」とは何を意味しますか。 
　世界の社会経済システムを考え直さないといけない。第2次世界大戦後 
　から続くシステムは、異なる立場のひとを包み込めず、環境破壊も引き 
　起こしている。持続性に乏しく、もはや時代遅れとなった。人々の幸福 
　を中心とした経済に考え直すべきだ。(中略) 
  

－ リセット後の資本主義はどうなりますか。 
　資本主義という表現はもはや適切ではない。金融緩和でマネーが溢れ、 
　資本の意味は薄れた。今や、成功を導くのはイノベーションを起こす 
　起業家精神や才能で、むしろ「才能主義」と呼びたい (後略)

資本主義のリセット、議論を 

 2021年ダボス会議のテーマに (日本経済新聞記事より抜粋)

出典：2020年6月3日 日本経済新聞「資本主義のリセット、議論を」

WEF創設者のクラウス・シュワブ会長



「グレートリセット」 
いかに変革するか？

経営者も社員も、すべての人が 
今までの「あたりまえ」を 
見直す機会になりました。



元にもどる  
(管理主義)

成果を測る 
(新管理主義)

組織を革新する 
(自律主義)

これから起きる、本質的な組織の革新 
あなたは、どの考え方を支持しますか？

業務定義と成果主義リアル勤務とリモート監視 信頼のシステム



予算統制、数値管理で運営する

取締役が、社員を統制管理する

昇給と昇格が、動機づけの基本

「お金視点の管理型チーム」

使命や価値観を大切にする

自ら考え、自律的に行動する

成長や笑顔が働くエネルギー

「幸せ視点の自律型チーム」

選択の時代

組織を革新する 
(自律主義)

元にもどる  
(管理主義)

成果を測る 
(新管理主義)

社員を管理する背景にあるもの 社員を信頼する背景にあるもの
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意識は顧客

情報は透明

意識は上司

情報は不透明

予算・規則・マニュアル
統制リーダー

お金視点の管理型チーム

使命・原則・価値観
サーバントリーダー

幸せ視点の自律型チーム

「管理型」と「自律型」では、チーム駆動のメカニズムが異なる 
  安易な移行アプローチは「放任型チーム」を生み出してしまう



1. 経営学クラス 
　□ 社員が働きがいを感じる組織のつくりかた　 
　□ 指示なしで自律的に動くチームのつくりかた 
　□ 成果を生む、心理的に安全な場のつくりかた 
 

2. イノベーションクラス 
　□ 強みを生かした、新商品やサービスのつくりかた 
　□ 最短・最小コストで成功する事業のつくりかた

hintゼミで学ぶと、マスターできること



幸せ 視点の基礎となる価値観や知見

学習と成長 を核とする組織イノベーションを創発するメソッド

対話 を通じた問題解決のメソッド

「幸せ視点の経営」を支える 
  最新の経営理論と事例

・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

・学習する組織 
・心理的安全性 
・サーバントリーダーシップ  
・ティール組織

・ビュートゾルフ (オランダ、世界最高のティール組織) 
・W.L.ゴア (米国、徹底した自律主義の元祖未来型組織) 
・セムコ (ブラジルで最も人気の高い完全性善説の組織)

・システム思考 (複雑な問題を解決する思考法) 
・ゴードンメソッド (対話を通じた問題の解決) 
・対話型組織開発 (対話を通じた組織の開発)

・ポジティブ心理学 
・フロー理論 
・自己決定理論 
・ソーシャル物理学

・ hintフレームワーク 
・デザイン思考 
・リーンスタートアップ



受講動機に応じた２つのクラスで、３ヶ月の集中講座 
いずれのクラスも、学びはオンラインで完結できます

経営学クラス01 いい組織、いいチームを創りたい

イノベーションクラス02 人を幸せにする事業を創りたい



01 経営学クラス
超実践的。年間120時間の大学講義のエッセンスを、21時間にぎゅっと凝縮。 

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、幸せ視点にお
ける「いい組織、いいチーム」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、対話やリーダーシップの
技術、ティール組織まで、必要な知識をわかりやすく実践的に体系化しました。明日から
使える知見や技術との出会い、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、Facebookでのクラス交流を通じて、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。



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



入学オリエンテーション

プレ講習 (hint学習メソッド) 
オリエン・チーム発表

経営史・ポジティブ心理学・社会関係資本

OCT 07 OCT 14 OCT 21 OCT 28 NOV 04 NOV 11 NOV 18 NOV 25 NOV 26 DEC 02 DEC 09 DEC  16 DEC 23

幸せ視点の経営学・幸せを探して・人のつながりの科学 
講演会(業界破壊企業)・クラス交流会

対話の技術・リーダーシップ

対話の技術・リーダーシップの技術 
文科交流会・講演会(３つのdot)

未来組織・新たな一歩

未来組織・インサイドアウト 
クラス交流会

発表会・アルムナイへ

Zoom発表会 
アルムナイ交流 (入学・卒業式)

 経営学クラス・スケジュール



経営学講義 形式 習得できる知見や技術

1 10/07 ～ 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 10/14 ～ 幸せ視点の経営学 動画とZoom会議 経営学100年史

3 10/21 ～ ずっと続く幸せを探して 動画とZoom会議 ポジティブ心理学

4 10/28 ～ 人のつながりの科学 動画とZoom会議 ソーシャルキャピタル

5 11/04 ～ 人のつながりの科学 動画とZoom会議 ソーシャルキャピタル

6 11/11 ～ 共感を育む対話の技術 動画とZoom会議 ゴードンメソッド、すごい会議

7 11/18 ～ リーダーシップの技術 動画とZoom会議 学習する組織、フロー理論など

8 11/25 ～ リーダーシップの技術 動画とZoom会議 学習する組織、フロー理論など

9 12/02 ～ 組織は未来にむかう 動画とZoom会議 ティール組織、未来型組織事例

10 12/09 ～ インサイドアウト 動画とZoom会議 経営学サマリーと明日への一歩

11 12/16 ～ 成果発表会 Zoom

12 12/23 ～ －

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)



02 イノベーションクラス
役に立つのは当たり前。楽しくなければ「学び」じゃない。 

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の総まとめ。
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。



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



入学オリエンテーション

プレ講習 (hint学習メソッド) 
オリエン・チーム発表

OCT 07 OCT 14 OCT 21 OCT 28 NOV 04 NOV 11 NOV 18 NOV 25 NOV 26 DEC 02 DEC 09 DEC  16 DEC 23

発表会・アルムナイへ

Zoom発表会 
アルムナイ交流 (入学・卒業式)

イノベーションクラス・スケジュール

イノベーションの発想・アイデアの集約 
講演会(業界破壊企業)・クラス交流会

イノベーションの発想

顧客への共感・顧客課題 FIT

ペルソナ・インサイト・CPFインタビュー 
文科交流会 (ペルソナ募集会)

プロトタイプ・ビジネスモデル・課題解決 FIT

ジョブ・プロトタイプ・ビジネスモデル・PSFインタビュー 
講演会(３つのdot)・クラス交流会



イノベーション講義 形式 習得できる知見や技術

1 10/07 ～ 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 10/14 ～ イノベーションを発想する 動画とZoom会議 hintフレームワーク

3 10/21 ～ イノベーションを発想する 動画とZoom会議 hintフレームワーク

4 10/28 ～ ユーザーに深く共感する 動画とZoom会議 デザイン思考

5 11/04 ～ CPFインタビューをする 動画とZoom会議 リーンスタートアップ

6 11/11 ～ CPFインタビューをする 動画とZoom会議 リーンスタートアップ

7 11/18 ～ ソリューションを考える 動画とZoom会議 ジョブ理論、カスタマージャーニー

8 11/25 ～ プロトタイプを制作する 動画とZoom会議 プロトタイプ

9 12/02 ～ ビジネスモデルを構想する 動画とZoom会議 ビジネスモデル・キャンバス

10 12/09 ～ PSFインタビューをする 動画とZoom会議 リーンスタートアップ

11 12/16 ～ PSFインタビューをする 動画とZoom会議 リーンスタートアップ

12 12/23 ～ 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)



クラス募集人数

学ぶ場所

40人

オンライン (いつでもどこでも)

いい「組織」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)

いい「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 
ワクワクする新事業や新製品を 
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学習メソッド

Zoom勉強会

マイクロ動画
経営学 15.5時間 (116本) 

イノベーション 3.5時間 (27本) 
高品質なマイクロ動画で、いつでも学べます

講義資料・補足資料

マイクロ動画で、いつでもどこでも学べます

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

FacebookやZoomによる 
hint独自のオンライン学習メソッドを 
ゼミが始まる前にプレ講義するので安心です

予定されている講義以外に 
旬な話題をもとに、みんなで勉強会します 
ポストコロナ、業界破壊企業など

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

02 03 04 05
チームで対話 
毎週のZoom会議で 
励まし、学びあう

クラスで交流 
クラスでも意見交換 
入学式、ご飯会なども

アルムナイとも 
幸せ視点の仲間たち 
ゼミ卒業生とつながる

斉藤が個別に 
質問や相談、何でも
Zoomでお受けします

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る 
 (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)

「チーム対話 ✕ クラス交流」で 仲間と学べます



hintゼミに入るとずっと得られる、プライスレスな生涯特典

ずっと学べる

卒業しても、常に最新の 
コンテンツを閲覧できる 
LF*1として受講も可能 その他、特典もあり

例えば、ゼミ生所属組織 
には『業界破壊企業』講演
を無償で提供する など

卒業生とつながる

価値観と知見・技術を 
ともにいる卒業生と 
交流できるLF = Laerning facilitator 

(チームに入るファシリテーター)

起業支援をえられる

ループスによる事業支援 
や、hintゼミの展開など 
斉藤とコラボできる

ループスとは斉藤が代表を 
つとめるコンサルファーム

卒業しても続きます。プライスレスな生涯特典



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。



日付 時間 イベント
10/07 (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)
10/14 (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
10/28 (水) 20:00-21:30 クラス交流会 クラス全体の質疑と交流会、仲良くなりましょう
11/09 (月) 20:00-21:30 ミレニアル世代メンバー 交流会 1981年以降に生まれたメンバーの交流会です
11/10 (火) 20:00-21:30 X世代メンバー 交流会 1980年以前に生まれたメンバーの交流会です
11/11 (水) 20:00-21:30 地方在住メンバー 交流会 地方や海外に在住しているメンバーの交流会です
11/12 (木) 20:00-21:30 首都圏在住メンバー 交流会 首都圏に住むメンバーの交流会です
11/13 (金) 20:00-21:30 経営層、個人事業主 交流会 経営層や事業主のメンバーの交流会です
11/18 (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
12/02 (水) 20:00-21:30 クラス交流会 クラス全体の質疑と交流会、仲良くなりましょう
12/16 (水) 20:00-22:00 経営学クラス 発表会 経営学クラス、発表会！
12/23 (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！
01/06 (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！

hintゼミ６期 イベントスケジュール (変更の可能性あり)

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、時間があう方はぜひ参加を！ (式や講演は録画も公開する予定です)





©2020 Toru Saito 27

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。


